
　ボランティアグループ上野原縄
文の森支援友の会（愛称：どんぐ
り倶楽部）では，土日・祝日は復
元集落において，「上野原遺跡」に
ついてのガイドをボランティアで
行っています。また，年間を通して

様々なイベントを開催しています。秋まつり・春まつりでは，
くん製肉・卵などの縄文料理や，どんぐりの粉を使った名物
「どんぐりうどん」を販売しています。
　いつも一期一会の気持ちでお客様とのふれあいを楽しん
でいます。随時，会員を募集していますので，興味のある方
は上野原縄文の森にお問い合わせください。

　平成１４年１０月の開園以来，県内外の多くの方 に々ご来園いただき，平成２６年７月２５日
には，上野原縄文の森の入園者が１５０万人に達し，その記念セレモニーを行いました。
　今後も魅力ある楽しいイベントや縄文体験で皆様をお迎えします。

　霧島市立国分南中学校の生徒によるボランティアガイドが
８月２日（土）から８日（金）まで行われました。３回の事前研
修会で，上野原遺跡について学んだ生徒の皆さんは，最初は，
来園された方々に声をかけるのもドキドキした様子でした。
しかし，次第に笑顔で元気よく声をかけ，期間中６日間で，延
べ239人の来園者に，復元集落や地層観察館，遺跡保存館を
分かりやすく案内してくれました。

どんぐり倶楽部
主催イベント（下半期）

竹を割ってそうめん流しを楽しみました！

弓矢作り 土器作り アクセサリー作り 美海真珠 縄文ミサンガ

どんぐりアート お絵かき土器 竹細工 押し花しおり 世界にひとつのすてきな作品ができました！

◀ ７，５００年前の壺形土器や
角筒土器のミニレプリカを贈呈

体験学習館

アクセス

体験学習館で楽しく学ぼう！
上野原縄文の森の体験学習館には，いろんな体験活動が森（？）だくさん!
子どもから大人まで，時間を忘れて，楽しみながら学ぶことができます。
体験活動を通して，ふれ合いや絆を深めてみませんか。
ご家族・お友達・カップル・グループで，ぜひ体験学習館にお越しください。

12月 縄で作る正月リース＆干し柿作り
 １月 節分を楽しもう（工作，恵方巻き，お菓子まき）
 3月 ふれあい体験（アウトドア料理に挑戦！）

ガイドを受けた
来園者の声
説明がとても丁
寧で分かりやす
かったです。

遺跡保存館を案内する国分南中学校の皆さん
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２ページ　～考古学の世界への誘い～企画展等
３ページ　～楽しみながら学ぼう～体験イベント
４ページ　10月～3月のイベント情報
５ページ　上半期実施事業の紹介
６ページ　施設等紹介ほか

縄文体験 新メニュー

蛍光ペンで色も塗れるよ！

手の平サイズのミニチュア石斧を作ろう！
石の色は４種類の中から選べるよ！

縄文の森の四季が
切絵しおりになりました。春夏秋冬のセットは￥1,500

切絵しおり（1枚）
￥400

ミュージアムグッズ
新作！！ミニチュア石斧作り　￥300

❶

夏休み縄文キャンプ村

先生のための考古学講座

上半期実施事業の紹介

「明らかになった　郷土の歴史と文化
　　　　～出土品からわかる他地域とのつながり～」

第１１回縄文の森春まつり

一日縄文人体験

大人のための縄文体験
～グレードアップ！自分だけのオリジナルに挑戦～

集石遺構でじゃがいもの蒸し焼き！ 自分で作った縄文服を着てポーズ！

　５月３日（土）から５日（月）の３日間，天候にも恵まれ盛大に行わ
れました。
　ステージパフォーマンスでは，じゃんけんマン，国分中央高校ダン
ス部＆松永たろうバンド，鹿児島情報高校吹奏楽部，バルーンパ
フォーマー・ピッピ，国分西小金管バンドが出演し，まつりを盛り上
げてくれました。また，縄文体験のブースはどこも盛況で，特に，弓矢
作り体験，火おこし体験，アクセサリー作りなどは，順番待ちの列が
できるほどの人気でした。
　そして，まつりの目玉である火おこし大会では，参加を希望される
方が多く，小学校低学年，高学年，一般の３部門で激しい競争が行
われ，大変盛り上がりました。

　自然いっぱいの上野原台地の素材を使って，縄文の森ならではの
創作や体験ができる「一日縄文人体験」。顔料を使ってトートバッ
グに模様を付けたり，石器作りや土器作り，カラムシの繊維を使っ
たひも作りや紙すきと，普段体験できないイベントに，大人から子ど
もまで大満足でした！

　学校の先生方を対象に，８月５日（火）・６日（水）の２日間
実施しました。
　この講座は，南九州の考古学に関する理解を深めるとともに，
上野原縄文の森や地域の文化財を活用した授業等の指導力の向上
に努めることを目的としています。
　参加された先生方は，「鹿児島の考古学概説」「授業に活かせ
る考古学」などの講義を聴いたり，「火おこし体験」「土器作
り」「アクセサリー作り」などの体験活動を行ったりしました。
先生方からは，今回の講座を通して得た知識や体験を，児童生徒
の学習指導に大いに活用したいという声をいただきました。

　大人の方を対象に，縄文の森の縄文体験をより楽しんでもらう
ため，通常の縄文体験をグレードアップして行いました。
　６月に実施した「美海真珠ストラップ」，「滑石 鳥ペンダント」作
りは，細かな作業に悪戦苦闘の場面もありましたが，楽しい雰囲気
の中で，素敵な作品が出来上がりました。自分へのごほうびや，子
どもやご友人などへのプレゼントにいかがですか。来年1月と3月
に開催予定です。皆さんの参加をお待ちしてます。

　縄文の森ならではの縄文体験を中心とした「夏休み縄文キャンプ村」
を７月２６日（土）・２７日（日）に開催しました。
　縄文服作り，カブトムシ合戦，縄文料理，火まつり，石器作りなど，縄文
人気分を味わいながら，普段の生活とは異なる貴重な体験をしました。
特に，竪穴住居宿泊は，参加者から好評で，ご家族やお友達同士の絆が
深まるキャンプになりました。

　野を越え山を越え，そして海を渡り，私たちの祖先は，私たちが思
い描くよりもずっと昔から広い範囲で行き来し，伝統を守りつつ新し
い文化を受け入れてきました。今回は，郷土の先人たちの足跡をたど
るように，土器や石器，磁器などを中心に紹介しました。５月１０日
（土）には，鹿児島国際大学の大西智和教授に「モノから探る他地域
との関係－「甑島」と「須恵器」を事例として」と題して講演を，ギャラ
リートークでは，中岳山麓窯跡の発掘調査時の様子をまじえた興味
深い話をいただき，参加者から好評を得ました。

講義「授業で活かせる考古学」

貝殻を使った土器への模様付け

火おこし大会 じゃんけんマンのステージパフォーマンス

美海真珠ストラップ完成！土器作りに挑戦！！

講演会 大西教授によるギャラリートーク

第39回企画展

平成26年 4月18日（金）～7月6日（日）

６月　第１回　縄文の彩（いろ）・顔料を作ろう
７月　第２回　縄文の石器を作ろう
８月　第３回　縄文の土器を作ろう，第４回　縄文の繊維・カラムシ

滑石 鳥ペンダント

石器ができたよ！
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考古学講座（全6回）
11月  8日（土）第4回「遺跡を見学しよう」
12月20日（土）第5回「世界文化遺産登録に向けて」
  2月  7日（土）第6回「古墳時代」
 年間を通して，考古学のスペシャリストを講師に
迎え，多様なテーマについて深く学ぶことができ
る講座です。座学はもちろん，講座内容によって
はフィールドワークも行います。

多彩な講師による分かりやすい講義が人気

考古学講座 ここがすごいぞ！上野原遺跡
上野原遺跡の出土品 ～767点の重要文化財～

第40回企画展 第41回企画展

　近年，畑地の陥没により発見された塚崎古墳群の地
下式横穴墓や，外溝の存在が確認された横瀬古墳，大
規模な集団墓地が判明した立小野堀遺跡など，鹿児
島の古墳時代がさらに明らかになってきています。
　今回の企画展では，鹿児島の古墳時代について，
他県の資料との比較も交え，南九州の墓の形態や分
布状況，副葬品，住居内遺物などを紹介します。

古墳時代のかごしま ～1,500年の時を越えて～
平成２６年１１月２８日（金）～平成２７年３月２２日（日）

新発見！かごしまの遺跡2014 ～発掘速報展～
平成26年７月18日（金）～11月16日（日）
　平成25年度に発掘調査や整理作業を行った19遺
跡及び報告書を刊行した６遺跡の中から最新の情
報を紹介しています。
　今回の企画展では，期間限定で橿原文様が刻まれ
た石刀（町田堀遺跡）や古墳時代の鈴（立小野堀遺
跡）をはじめ，高吉Ｂ遺跡のまとまって出土した弥
生土器など注目される資料を展示しています。
　併せて，市町村の発掘調査成果についても，関
係市町村の協力を得て展示しています。

企画展講演会

まとまって見つかった地下式横穴墓（立小野堀遺跡）

永吉天神段遺跡(曽於郡大崎町)を見学 対で埋められた壷形土器（展示館常設展示室）

現地見学 平成25年11月
第４回 遺跡を見学しよう

講座 平成26年5月
第１回 発掘調査から見える北と南のくらし

なるほど，感動！ 発掘調査からわかる
郷土かごしまの歴史 　上野原縄文の森で最も標高の高い所（体験学習館

南側）には，大きな穴が掘られ，その中に丸と四角の
口をもつ２個の壷形土器が完全な形で埋めてあり
ました。
　また，その周りには壷形土器や鉢形土器，土偶や
耳飾りなどの土製品も見つかり，さらにこれらを取
り囲むように，日常使用した多くの石器や割られた
土器などが，置かれた状態で見つかりました。当時
のまつりや儀式の場だったのかもしれません。
　これらの出土品は，「南九州における文化の先進
性を物語る貴重な
学術資料」と高く
評価され，平成 10
年 6月に国の重要
文化財に指定され
ました。

日　時　第2回11月1日（土）午後1時30分～午後3時
演　題　「南薩縦貫道（知覧道路）に伴う最近の発掘調査から」
　　　　「中世墓から見える天神段遺跡」
講　師　県立埋蔵文化財センター専門職員ほか
定　員　80人程度
　　　  （要事前申込み）
場　所　展示館多目的ルーム
資料代　100円
※講演会終了後，企画展示室で
ギャラリートークを行います。
（別途展示館利用料金が必要）

～考古学の世界への誘い～ 企画展等

企画展講演会
日　時　平成27年1月24日（土）午後1時30分～午後3時
場　所　展示館多目的ルーム
資料代　100円

※講演会終了後，企画展示室でギャラリートークを行います。
（別途展示館利用料金が必要）

“西日本最古”の石剣（天神段遺跡 大崎町）
＜展示9/16～10/31＞

一日縄文人体験（全 6回）

12月6日㈯ 第5回「縄文のリースを作ろう」
2月14日㈯ 第6回「縄文料理を作ろう」

一日縄文人体験 縄文の森不思議探検 紅葉と音楽を楽しむひととき

「～楽しみながら学ぼう～参加体験型のイベン
ト」

土器で縄文鍋（海鮮潮汁）作り！（平成26年2月） 紅葉が広がる縄文の森

　9,500年前の植生を復元した
森の紅葉と，風景や季節に合っ
た音楽などを楽しみます。

できたリースを持って記念撮影！（平成25年11月）

第11回 縄文の森秋まつり

ステージでは，様々なパフォーマンスが繰り広げられます。恒例の火おこし大会もあるよ！

土
器
の
重
さ

当
て
ク
イ
ズ

縄
文
料
理

10月11日　・12日土 日

アクセサリー作り

古代の人々の生活を
楽しみながら学んでみよう。

火おこし（無料），弓矢作り（300円）
アクセサリー作り（200円）ほか

上野原縄文の森支援友の会（どんぐり倶楽部）の
みなさんが販売する「どんぐりうどん」。
ほかにも連穴土坑で調理した

「くん製肉」や「くん製卵」もあります。
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校
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縄文の森春まつり第12回

春まつりもお楽しみに！！

上野原縄文の森　体験広場
入場無料（体験活動は，一部を除き有料）

午前10時～午後３時

作った弓矢で遊ぶ様子

縄文村の秋まつりは楽しさいっぱい！
家族みんなでおいでよ！

10:30～　浄光保育園　浄光太鼓
11:00～　薩摩剣士隼人
12:30～　火おこし大会
13:30～　薩摩剣士隼人
14:30～　土器の重さ当てクイズ結果発表
　　　　　お楽しみ抽選会

10:30～　バルーンパフォーマー・ピッピ
11:15～　国分中央高校ダンス部＆松永たろうバンド
12:30～　バルーンパフォーマー・ピッピ
13:30～　火おこし大会
14:30～　土器の重さ当てクイズ結果発表
　　　　　お楽しみ抽選会

11日（土）

12日（日）

火火
縄文体験

平成２７年のゴールデン
ウィークには，春まつりを
予定しています。

の

！

ン
を

の森春まつりの森春まつり
ンンンン
ををを

　上野原縄文の森で採れる素材を
活かして，縄文の森ならではの創
作や体験ができるイベントです。 縄文の森不思議探検（全3回）

10月25日㈯
第3回「縄文の森から星座を観察しよう」

11月29日㈯
　場所：上野原縄文の森展示館ホールほか
○紅葉の観察会
○ミニコンサート（コカリナ演奏）
　曲目：秋桜，G線上のアリア
○体験活動「もみじのしおり作り」など

星座を望遠鏡で見たよ！（平成25年10月）

観察前の事前学習（平成25年10月）

　縄文の森で，歴史や自然の謎を
解き明かそう！

※参加料無料
　（体験活動は、有料）

薩摩剣士隼人薩摩剣士隼人

ス
テ
ー
ジ

　

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

どんぐりうどん
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Ｈ26．10月～Ｈ27．3月のイベント情報
第40回 企画展　「新発見！ かごしまの遺跡2014 ～発掘速報展～」
第41回 企画展　「古墳時代のかごしま ～1,500年の時を越えて～」

　常設展示室では，長年，鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者
故河口貞徳氏（1909 ～ 2011）が調査した遺跡の考古資料等を紹介して
います。10月上旬からは，一の宮遺跡（鹿児島市）を中心とした展示を
行う予定です。

河口コレクション

河口コレクションコーナー

日 曜日 申
込 行　　事　　名 料　金 備　考

10月
開催中 第40回企画展（～11月16日（日）まで）

「新発見！かごしまの遺跡2014～発掘速報展～」
大人310円

高・大学生210円
小・中学生150円

11・12 土・日 第１１回縄文の森秋まつり　午前１０時～午後３時 入場無料

25 土 ※ 縄文の森不思議探検
第３回「縄文の森から星座を観察しよう」 無　料 小・中学生は

保護者同伴

11月

1～ 土～ ミニ企画展「県内の文化財の紹介（姶良市）」
（～11月14日（金）まで） 観覧無料

1 土 ※ 企画展講演会 第２回「南薩縦貫道（知覧道路）に伴う最近の発掘調査から」
　　　　　　　　 「中世墓から見える天神段遺跡」 資料代100円 大人向け

8 土 考古学講座　第４回「遺跡を見学しよう」 2,100円 大人向け

22 土 ※ かごしま県民大学連携講座「縄文人の技と知恵に学ぶ」第1回
「縄文人の巧みな技（貝殻文様）」（場所：かごしま県民交流センター） 材料代

28 金 第４１回企画展（～3月22日（日）まで）
「古墳時代のかごしま～1,500年の時を越えて～」

大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

29 土 ※ 紅葉と音楽を楽しむひととき 無　料 体験活動は
有料

12月

6 土 ※ 一日縄文人体験　第５回「縄文のリースを作ろう」 材料代50円

20 土 ※ 考古学講座　第５回「世界文化遺産登録に向けて」 資料代100円

21 日
※ お正月を楽しもう「ミニ門松作り」（午前10時～） 材料代

※ お正月を楽しもう「凧作りと凧揚げ大会」（午後 1 時 30 分～） 材料代

1月
10 土～ ミニ企画展　「幕末の薩摩藩士」（～２月１４日（土）まで） 観覧無料

24 土 ※ 企画展講演会「　未定　」 資料代100円

28 水 ※ 大人のための縄文体験（第３回） 材料代 大人向け

2月
7 土 ※ 考古学講座　第６回「古墳時代」 資料代100円 大人向け

14 土 ※ 一日縄文人体験　第６回「縄文料理を作ろう」 材料代

22 日 ※ かごしま県民大学連携講座「縄文人の技と知恵に学ぶ」第２回
「縄文の顔料作りに挑戦」（場所：かごしま県民交流センター） 材料代

3月 1 日 ※ 大人のための縄文体験（第４回） 材料代 大人向け
○　詳細については上野原縄文の森までお問い合わせください。
○　「※」がついているイベントは事前申込みが必要です。上野原縄文の森にお電話かメールでお申し込みください。

❹


