国指定史跡

蓮田市役所
文化財展示館

椿山のムラ

黒浜式土器
（埼玉県指定文化財：天神前遺跡出土）
『黒浜式土器』とは、今から約 5,500 年前の縄文時
代前期中頃に関東地方を中心に広く分布した土器で
あり、「黒浜貝塚」を中心に黒浜地区内の貝塚遺跡か
ら出土した土器であることから名付けられたものです。
このように土器の名前に遺跡名が付いたものを『標
式遺跡』と呼びます。市内には『関山式土器』の名
前となった「関山貝塚」と 2 つの標式遺跡があります。
この土器は、黒浜式土器の中でも比較的新しい時期
の代表的な模様が表現されているもので、黒浜式土
器が分布する地域でもこれほど完成されたものは現
在のところ発見されていません。まさに、本家『黒
浜式土器』といえるでしょう。

東北自動車道

ＪＲ宇都宮線
宿浦のムラ

調査で発見された様々な遺物

ᅵჾ䛸㈅䛾ฟᅵ≧ἣ 㻔 䜰䝑䝥 㻕

䚷㯮㈅ሯ䛾 㻢 ྕఫᒃ㊧䛸⛠䛧䛯ఫᒃ㊧䜢Ⓨ᥀ㄪᰝ䛧䛯䛸
䛣䜝䚸 ๓ẁ㝵䛾 䛂㛵ᒣᘧᅵჾ䛃 ᭱⤊ᮎ䛾ᅵჾ䛸୍⥴䛻ฟᅵ
䛧䛯 䛂㯮ᘧᅵჾ䛃 䛾䚸 ⦖ᩥ௦๓ᮇ䛾≉ᚩⓗ䛺㣭ရ
うすだま
䛷䛒䜛 䛂⮻⋢䛃 䜔㈅ሯ㑇㊧䛾≉ᚩⓗ䛺ฟᅵရ䛷䛒䜛 䛂㈅〇
㣭ရ䛃 ➼䛜ฟᅵ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ≉䛻䚸 䛂㈅㍯ 㻔 䝤䝺䝇䝺䝑䝖䠅䛃
䛛䜙㌿⏝䛥䜜䛯ᮒ䛾ሬᕸ䛥䜜䛯 䛂㈅〇㣭ရ䛃 ➼䛾ᵝ䚻䛺㑇
≀䛜Ⓨぢ䛥䜜䜎䛧䛯䚹
䛣䛖䛛䛟
䚷䜎䛯䚸 ㈅ሯ䛻≉ᚩⓗ䛺⋇㦵 䞉 ⏥Ẇ 㻔 䜹䝙 㻕 㢮䚸 Ⅳ≀➼䜒
Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

䠒ྕఫᒃ㊧䛛䜙ฟᅵ䛧䛯㈅〇㣭ရ䛸⮻⋢ （県指定）
䠒ྕఫᒃ㊧䛛䜙ฟᅵ䛧䛯᭱⤊ᮎ䛾㛵ᒣᘧᅵჾ 㻔 県指定）

貝製装飾品 ( 左 ) と臼玉 ( 右 )
䚷㻢 ྕఫᒃ㊧䛾㈅ሯ䛛䜙Ⓨぢ䛥䜜䛯㈅〇㣭ရ䛸⮻⋢䛷䛩䚹
㈅〇㣭ရ䛿 䛂㈅㍯䛃 䛜䜜䛯ᚋ䛻 䛄㌿⏝ 㻔 ⏕ 㻕䛅 䛥䜜䛯
䜒䛾䛷䚸୧ഃ䛜ᑀ䛻☻䛛䜜䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸⾲㠃䛻䛿䛂㉥
Ⰽ㢦ᩱ䛃 䛜ሬᕸ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䜎䛩䚹
くだたま
けつ
䚷䜎䛯䚸䛄▼〇㣭ရ䛅
䛾┿୰䛻䜒䚸䛂⟶⋢䛛䜙⮻⋢䜈䛃
䛸
䛂ᢔ
じょう
≧⪥㣭䛛䜙㣭ရ䜈䛃䛸㌿⏝䠄⏕䠅㏵୰䛾㣭ရ䜒䛒䜚䜎䛩䚹
䛄⟶⋢䞉⮻⋢䛅 䛿䝨䞁䝎䞁䝖䛾⋢䛸䛧䛶⏝䛥䜜䛶䛔䛯䜒䛾䛷䛩䚹
⏕䛧䛶䜎䛷䜒ά⏝䛩䜛⦖ᩥே䛾⌧௦䛻㏻䛨䜛 䛄䝸䝃䜲䜽䝹ᛶ䛅
䛜ឤ䛨䜙䜜䜎䛩䚹

㈅ሯ䛛䜙ฟᅵ䛧䛯䜲䝜䝅䝅䛾㦵 㻔 ୖ䠎ẁ䛜ṑ䚸 ୗ䛜㢌㦵䛸⫘㦵 㻕

タイムカプセルとなる貝塚？
䚷㈅ሯෆ䛛䜙䛿䚸 ᬑ㏻䛾㑇㊧䛾ㄪᰝ䛷䛿Ⓨぢ䛥䜜䛺䛔䜘䛖䛺
㑇≀䛜㈅Ẇ䛻䜘䛳䛶Ᏺ䜙䜜䛶Ⓨぢ䛥䜜䜎䛩䚹 ୖ䛾┿䛿䜲䝜
したあご
䝅䝅䛾ṑ䜔ୗ㢡䛷䛩䛜䚸 ᕷෆ䛷䛿䛣䛾䛻䚸 䝅䜹 䞉 䜲䝹䜹➼
့ங㢮 㻡 ✀㢮䚸 㫽㢮 㻝 ✀㢮䚸 ⏥Ẇ㢮 㻞 ✀㢮䚸 㨶㢮 㻝㻞 ✀㢮䚸
㈅㢮 㻠㻢 ✀㢮䛜Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 ⏥Ẇ 㻔 䜹䝙 㻕 㢮䛾 䛂䠄䝜䝁䜼䝸 㻕 䜺䝄䝭䛃 䛾䝝䝃䝭䜔㊊
䛾ඛ䜒Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸 ⌧ᅾ䛾㛵ᮾ㏆㎶䛻䛿⏕ᜥ䛧䛶䛔
䛺䛔䜒䛾䛷䛩䚹 䛺䛚䚸 䛂䜺䝄䝭䛃 䛾⏕ᜥᇦ䛿䚸 ỶỈᇦ 䠄ỶỈ
ᇦ䛸䛿ᾏỈ䛸┿Ỉ䛾ΰ䛨䜚䛒䛖ᾏ䛾䛣䛸䛷䛩䠅 䛾Ἶ㉁ᖏᇦ䛷䛒
䜚䚸 ᙜ䛾㯮㈅ሯ࿘㎶䛜ᾏỈ䛸┿Ỉ䛾ΰ䛨䜚䛒䛖⣽䛛䛔Ἶ
䛜ሁ✚䛧䛶䛔䛯⎔ቃ䛷䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜚䜎䛩䚹

䜺䝄䝭䛾⌧⏕ᶆᮏ

㈅ሯ䛛䜙ฟᅵ䛧䛯 㻔 䝜䝁䜼䝸 㻕 䜺䝄䝭䛾㊊ඛ

黒浜貝塚
遺跡内から発見された様々な道具
䚷㯮㈅ሯ䛛䜙䛿䚸 䛻䜒ᵝ䚻䛺㐨ල㢮䛜Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
いしさじ
せきぞく
やじり
▼ჾ㢮䛷䛿 䛂⊁⊟⏝䛾▼㙨せき䠄㙨䠅䛃䚸
䛂⫗㢮ຍᕤ⏝䛾▼ 䠄䝘
ふ
䜲䝣䠅䛃䚸 䛂ఆ᥇㐨ල䛾☻〇▼᩼䛃䚸 䛂ᅵ᥀䜚㐨ල䛾ᡴ〇▼᩼
すりいし
たたきいし
䠄䝅䝱䝧䝹䠅䛃䚸 䛂ᮌ䛾ᐇ㢮ຍᕤ⏝䛾▼─䚸 ☻▼䚸 ᩙ▼䛃 䛾䚸
う き
㈅ሯ㑇㊧䛻≉ᚩⓗ䛺 䛂㍍▼〇䛾ᾋᏊ䛃 䜒Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
とって
らせん
䚷୰䛻䛿䝒䝬䝭≧䛾ᢕᡭ䛜䛝䚸 䛣䛾ୖ䛻⼺᪕≧䛾ᶍᵝ䛜้
䜎䜜䛯㣭ⓗ䛺䜒䛾 䠄ྑ䠅 䜒ኳ⚄๓㑇㊧䛛䜙Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎
䛩䚹 䛂ᾋᏊ䛃 䛿㨶㔮䜚➼䛻⏝䛥䜜䛶䛔䛯䛸ᛮ䜟䜜䚸ᑗ᮶ 䛂㔮
䜚㔪䛃 䜒Ⓨぢ䛥䜜䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹

▼〇㣭ရ 㻔 ᕥ䛛䜙ᢔ≧⪥㣭䡠㌿⏝㏵୰䛾䝡䞊䝈䡠䝨䞁䝎䞁䝖 㻧 県指定 㻕

ᵝ䚻䛺ᙧ䛾㍍▼〇䛾ᾋᏊ（県指定）

㈅ሯ䛛䜙Ⅳ䛧䛶ฟᅵ䛧䛯䜽䝹䝭

貝塚から発見されるその他の遺物
䚷㈅ሯ䛛䜙䛿䚸 䛣䜜䜙䛾䛻Ⅳ≀䜒Ⰻዲ䛺≧ែ䛷Ⓨぢ䛥䜜
䜎䛩䚹 ୖ䛿㈅ሯ䛛䜙Ⓨぢ䛥䜜䛯 䛂䠄䜸䝙䠅 䜽䝹䝭䛃 䛾Ẇ䛾Ⅳ
䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹 䛾㑇㊧䛷䜒㈅ሯෆ䛛䜙 䛂䠄䜸䝙䠅 䜽䝹䝭䛃
䛾Ⅳ≀䛿ᩘከ䛟Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷Ẇ䜢⇞ᩱ䛸䛧䛶䜒⏝䛧䛶䛔䛯䛣䛸䜢♧䛧䛶䛚䜚䚸 䛣䛣䛻䜒
⦖ᩥே䛾⌧௦䛻㏻䛨䜛 䛄䝸䝃䜲䜽䝹ᛶ䛅 䛜ឤ䛨䜙䜜䜎䛩䚹

ఫᒃ㊧䛻ᤞ䛶䜙䜜䛯㈅ 㻔 ᐟୖ㑇㊧ 㻞㻟 ྕఫᒃ㊧ 㻕

遺跡内から発見される様々な貝塚
䚷㯮㈅ሯ䛛䜙䛿䚸 ඛ䛻⤂䛧䛯䜘䛖䛺㈅ሯ䛾䛻䜒ᵝ䚻䛺
㈅ሯ䛜Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹 ୖ䛾┿䜒ఫᒃ㊧ෆ䛻ᤞ䛶䜙䜜䛯
㈅ሯ䛷䛩䛜䚸 䛣䜜䜙䛿ఫᒃ䛜ᗫ⤯䛥䜜䛯ᚋ䛻䚸 䛄✰䛅 䛸䛺䛳
䛯❑䜏䛻㈅Ẇ䜢ᤞ䛶䛯䛂䛤䜏✰䛃䛷䛩䚹 䛣䛾ఫᒃ䛿῝䛥 㻤㻜 䟛䚸
㛗䛥 㻤䡉䚸 ᖜ 㻢䡉⛬䛸᥎ 䛥䜜䚸 䛾㑇㊧䛷ㄪᰝ䛧䛯䛛䜙
᥎ 䛩䜛䛸䚸 ㈅Ẇ䛿ྜィ 㻝㻡 ಶ௨ୖᤞ䛶䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛸
ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹
䚷ྑ䛾┿䛿䚸 ⏕ά䛾ሙ䛻ᗫᲠ䛥䜜䛯㈅ሯ䛷䛩䛜䚸 ୰ᮇ௨
㝆䛾㈅ሯ䛿䛣䛾䜘䛖䛻ᙜ䛾⏕ά䛾ሙ䛷䛒䛳䛯㠃䛾୰䛷䚸 
ばていけいじょう
⏝䛧䛶䛔䛺䛔ᩳ㠃䛺䛹䛻 䛄㤿㋟ᙧ≧䛅 䛻ᙧᡂ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚
䜎䛩䚹 ๓ᮇ䛷䛿㠀ᖖ䛻⛥䛷䛒䜚䚸 ┿䛾䜘䛖䛻ᑠ䛥䛔䜒䛾䜒
䛒䜚䜎䛩䛜䚸 ኳ⚄๓㑇㊧䛷䛿ᮾす 㻞㻡䡉䚸 ༡ 㻞㻜䡉䛻䜒ཬ䜆
⠊ᅖ䛻ᤞ䛶䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䜒Ꮡᅾ䛧䜎䛩䚹
⦖ᩥ௦䛾⏕ά㠃䛻ᤞ䛶䜙䜜䛯㈅

Ỉụ䜢ゼ䜜䜛㔝㫽䛯䛱 䠄䜸䝅䝗䝸䠅

低地に残る豊かな自然
䚷పᆅ䛻䛿ᕷᙺᡤ䛻㏆᥋䛩䜛❧ᆅ᮲௳䚸ᕷ
⾤༊ᇦ䛷䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸㇏ᐩ䛺Ỉ
䛜Ꮡᅾ䛧࿘ᅖ䛻䛿⥳䛜⁄䜜䚸ᅄᏘ䛛䛚䜛㇏
䛛䛺⮬↛⎔ቃ䜒ṧ䛥䜜䚸ᅄᏘᢡ䚻䛾㔝㫽䜒䛣
䛾Ỉ㎶䜈䛸ゼ䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷⦖ᩥ௦䛻䜒䛣䛾㇂䛿⦖ᩥே䛾䛄ỈỮ䜏
ሙ䛅➼䛻⏝䛥䜜䛶䛔䛯䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䚸䛔䛻䛧
䛘䛾௦䛛䜙ே䛸⮬↛䛜ඹ⏕䛧䛶䛝䛯㠃ᙳ䜢
䛖䛛䛜䜟䛫䜛ሙ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

椿山のムラ ( 市役所 )

発見された海の痕跡
䚷పᆅ㒊༡す䛾⮬↛⛉Ꮫศᯒㄪᰝ 㻔䖩㻕 䛷䚸
⦖ᩥ௦๓ᮇ䛾ᾏ 䠄ᾏᓊ⥺䠅 䛜Ꮡᅾ䛩䜛
䛜ศ䛛䜚䜎䛧䛯䚹 ≉䛻ୖ㝈䛿ᾏᢤ 㻞㻚㻢㻣䡉䚸
ୗ㝈䛿ᶆ㧗⣙䠉㻟㻚㻤䡉䛷䛒䜚䚸 ᾏᡂᒙ䛿⣙ 㻣
䡉ሁ✚䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䜎䛧䛯䚹
䚷䜎䛯䚸 䛣䛾ᆅᒙ᭱ୖ㒊䛾ᮌ∦䛾ศᯒ䛛䜙䚸
㻡㻘㻜㻠㻜 䡚 㻠㻘㻤㻡㻜 ᖺ๓䛾ᩘ್䛜䚸 䛥䜙䛻ୗ䛾ᒙ
䛛䜙 㻡㻘㻠㻟㻜㼼㻟㻜 ᖺ๓䛾ᩘ್䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜎
䛩䚹 ୖ䛾ᒙ䛾ᖺ௦䛿࿘㎶㈅ᒙ䝕䞊䝍䛛䜙䛿
もろいそ エー
⦖ᩥ௦๓ᮇ㯮ᘧᅵჾ䛻ᚋ⥆䛩䜛ㅖ☾ 㼍
しき
ᘧᅵჾ䛾ẁ㝵䛸᥎ᐃ䛥䜜䜛௦䛾ᩘ್䛸ྠ䛨
䜒䛾䛷䚸 ୗᒙ䛾ᖺ௦䛿㯮ᘧᅵჾ䛾௦䛷
䛒䜚ᾏᢤ 㻞㻚㻟䡉䛷䛧䛯䚹

広場（凹地）

★

国指定史跡黒浜貝塚範囲
䠓ྕఫᒃ㊧䛛䜙Ⓨぢ䛥䜜䛯㈅ሯ

発見された貝塚と南のムラ
䚷㯮㈅ሯ 㻔 ᐟᾆ䛾䝮䝷 㻕 䛛䜙䛿䚸 ྜィఫᒃ
㊧ 㻠㻝 ㌺䚸 ᅵᆙ⣙ 㻡㻜 ᇶ䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䛣䛾䛖䛱䚸 㻡 ㌺䛾ఫᒃ㊧ෆ䛻㈅䛜ᤞ䛶䜙䜜㈅
ሯ䛜ᙧᡂ䛥䜜䛯䚸 ᙜ䛾⏕ά㠃䛻ᤞ䛶䜙䜜
䛯㈅ሯ䜒 㻡 䞄ᡤ☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 ༡ഃ䛻㞄᥋䛩䜛㑇㊧䜒ྠᮇ䛾⎔≧

䛻ᘔ䜛㈅ሯ䛰䛡䛷 㻥 䞄ᡤ䛒䜛䛣䛸䛜グ㘓䛻ṧ䛥
䜜䛶䛚䜚䚸 ᮾ⮬ື㌴㐨䛾Ⓨ᥀ㄪᰝ䛷䜒 㻟 ㌺
䛾ఫᒃ㊧䛸㈅ሯ䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸
ྠᵝ䛻䛝䛺䝮䝷䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛜᥎ 䛥䜜䛶䛔
䜎䛩䚹

黒浜貝塚

硬砂層（露頭）採掘跡

◳◁ᒙ᥇᥀㟢㢌㠃
䚷୍␒ᮾഃ䛷Ⓨぢ䛥䜜䛯 䛂᥇᥀㊧䛃 䛷䛩䚹
䛣䛣䛿䛣䛾ୖ䛻Ꮡᅾ䛩䜛 䛂䝻䞊䝮ᅵ䛃 䛜
䛶ྲྀ䜚㝖䛛䜜䛶䛔䜎䛧䛯䚹

縄文人の土木工事

宿浦のムラ

縄ᩥ௦๓ᮇ 㻔 㛵ᒣᘧᮎ䡚㯮ᘧྂ 㻕 䛾
㈅ሯ䜢క䛖ఫᒃ㊧
⦖ᩥ௦๓ᮇ 㻔 㛵ᒣᘧᮎ䡚㯮ᘧྂ 㻕 䛾
ఫᒃ㊧

㓇ワ௰⏨グ㘓䝜䞊䝖 㻔  㻝㻣 ᖺ 㻕 䜘䜚㌿㍕

䚷㯮㈅ሯ䛾୰ኸ䛻ᗈ䛜䜛 䛄ᗈሙ 㻔 พᆅ 㻕䛅
䛿䚸 ᮾす⣙ 㻡㻜䡉䚸 ༡⣙ 㻠㻜䡉䛾⠊ᅖ䛻
ᗈ䛜䜛㞟ⴠ୰ኸ䛾ᗈሙ䛾 䛂㛵ᮾ䝻䞊䝮ᒙ䛃
䜢᭱ 㻤㻜 䟛䜒๐䜚ᗈሙ䛸䛧䛯䜒䛾䛷䚸 㯮
㈅ሯ䛾⦖ᩥே䛜⾜䛳䛯䛝䛺ᅵᮌᕤ䛾
㊧䛷䛩䚹 ⣙ 㻝㻘㻢㻜㻜 ੑ䛾ᅵ◁䜢⌧ᅾ䛾ᕤ
䛻⟬䛩䜛䛸 㻞㼠 䝖䝷䝑䜽 㻤㻜㻜 ྎศ䛜㐠䜃
ฟ䛥䜜䛯䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䚷⦖ᩥ௦ᚋᮇ௨㝆䛾 䛄พᆅ䛅 䛾ᅵ䛿䚸
㟷᳃┴୕ෆᒣ㑇㊧䛾 䛂⎔≧┒ᅵ㑇ᵓ䛃
䛸䜀䜜䜛㊧䛾䜘䛖䛻พᆅ䛾࿘ᅖ䛻┒䜙
䜜䜎䛩䛜䚸 䛣䜜䜘䜚ྂ䛔๓ᮇ䛾㯮㈅ሯ䛷
䛿 䛂䝻䞊䝮ᅵ䛃 䛾⾜䛝ඛ䛜⌧ᅾ䛾䛸䛣䜝Ⓨ
ぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛫䜣䚹 䛄พᆅ䛅 䛿ഃ䛾㇂䛻
ྥ䛛䛳䛶㛤ཱྀ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛸䚸 ㇂䛻䛿 䛂
Ỉ➼䛃 㞟ⴠ䛸୍య䛷ά⏝䛥䜜䛶䛔䛯䛸⪃䛘
䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䜒䚸 పᆅ䛾㐀ᡂ䛻⏝䛥䜜
䛶䛔䛯䜒䛾䛸᥎ 䛥䜜䜎䛩䚹
䚷䛺䛚䚸 㯮㈅ሯ䛾⦖ᩥே䛾ᕤ㊧䛸ุ
᩿䛧䛯⌮⏤䛿䚸䐟䛣䛾พᆅ䛻ษ䜙䜜䜛䜘䛖䛺
๓ᮇ䛾ఫᒃ䛜䛺䛔䛣䛸䚸䐠ఫᒃ㊧䛜䛶พ
ᆅ䛛䜙୍ᐃ㛫㝸䛷Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䚸䐡⌧Ꮡ䛩
䜛Ꮿᆅ䛾㐀ᡂ䛻䝻䞊䝮ᅵ䛜⏝䛥䜜䛶䛔䛺
䛔䛣䛸➼䛛䜙䛷䛩䚹

かたすなそう

縄文人も活用した 7 万年前の石？『硬砂層』
䚷ඖⲨᕝ䜢ぢ䛶䜒䜟䛛䜛䛸䛚䜚䚸 ⶈ⏣䛾ᕝཎ䛻䛿▼䛿Ꮡᅾ䛧
䛶䛔䜎䛫䜣䚹 ⦖ᩥ௦䛻䜒ྠ䛨≧ἣ䛷䛒䛳䛯䛣䛸䛷䛧䜗䛖䚹 ᙜ
䛾ⶈ⏣࿘㎶䛾⦖ᩥே䛻䛸䛳䛶 䛂▼䛃 䛿㈗㔜䛺㈨※䛰䛳䛯䛸
ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹
䚷㇂䛻㠃䛧䛯ᩳ㠃㒊䛻䛿 䛂◳◁ᒙ䛃 䛸䜀䜜䜛◳䛔▼䛾䜘䛖
䛺ᆅᒙ䛜ᓴ䛻㟢ฟ䛧䛶䛔䛯㒊ศ䜢ᙜ䛾ே䚻䛜Ⓨぢ䛧䚸 ⦖
ᩥ௦๓ᮇཬ䜃ྂቡ௦ᚋᮇ䛛䜙ዉⰋ 䞉 ᖹᏳ௦䛻䛛䛡䛶䚸
ᵝ䚻䛺⏕ά㒊ᮦ䛾☜ಖ 䞉 ⏝䜢┠ⓗ䛸䛧䛯᥇᥀ሙᡤ䛜☜ㄆ䛥
䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷≉䛻⦖ᩥ௦๓ᮇ䛻䛿䚸 㯮㈅ሯฟᅵ䛾䜹䜻Ẇ䛰䛡䛷䛺䛟䚸
㞄᥋䛩䜛ᐟୖ㑇㊧ 䞉 ᐟୗ㑇㊧䛾㈅ሯ䛛䜙䜒◳◁䝤䝻䝑䜽䛾╔
⏕䛧䛯䜹䜻䛜᳨ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䜒䚸 ᥇᥀䛧䛯◳◁䝤䝻䝑
䜽䜢䜹䜻䛾╔⏕ 䞉 ༙㣴Ṫ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯╔ᗋᮦ䛸䛧䛶⏝䛥䜜䛶
䛔䛯䛣䛸䛜᥎ᐃ䛥䜜䜎䛩䚹 㻔 ๓㡫䛾ᆅᅗཧ↷ 㻕

᥀䜚㎸䜎䜜䛯 䛂◳◁ᒙ䛃 㻔 ᕥ 㻕 䛸䛭䛾ṧ㧁 㻔 ྑ 㻕

◳◁ᒙ௨ୗ䛾ᆅᒙ᩿㠃

蓮田の地形が形成され始めた頃の地層
䚷䛣䛾┿䛿䚸䛂◳◁ᒙ 㻔 ୰ኸ䛾ⓑ䛸⅊Ⰽ䛾ᒙ 㻕䛃 䛸 䛂㛵ᮾ䝻䞊
䝮ᒙ 䠄ⓑ䛔ᒙ䜘䜚ୖ䠅䛃䚸 ཬ䜃䛭䜜௨๓䛾ⶈ⏣䛾ᆅᙧ䛜ᚎ䚻
䛻ᙧᡂ䛥䜜ጞ䜑䜛㡭䛾ᆅᒙ䛷䛩䚹
䚷䛂◳◁ᒙ䛃 䛾ୗ䛻䛒䜛㒊ศ䛿⢓ᅵᒙ䛷䛒䜚䚸 䛣䜜௨๓䛻䛿䛣
䛾ᆅ䛜Ỉ䛾୰䛻䛒䛳䛯䛣䛸䜢ᩍ䛘䛶䛟䜜䛶䛔䜎䛩䚹 䛂◳◁ᒙ䛃
䛿䛚䜘䛭 㻣 ᖺ๓䛾ᕝ䛾ὶ䜜䛻䜘䛳䛶ᙧᡂ䛥䜜䛯 䛄⮬↛ሐ㜵䛅
䛾◁䛷䛩䚹 䛷䜒ඖⲨᕝ䛻ሁ✚䛧䛶䛔䜛◁䛾䜘䛖䛺≧ែ䛷䛒䛳
䛯䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹 䛣䜜䛜䛭䛾ୖ䛻ᩘᖺ䛻ཬ䜆 䛂ⅆᒣ⅊䛃
䛾ሁ✚䛻䜘䜚ᙧᡂ䛥䜜䛯 䛄㛵ᮾ䝻䞊䝮ᒙ䛅 ୰䛾ᡂศ䛻䜘䜚ᚎ䚻
䛻 䛂◳䛃 䛧䚸ຍᕤ䛾䛧᫆䛔 䛂◳◁ᒙ䛃 䛜ᙧᡂ䛥䜜䛯䜘䛖䛷䛩䚹
䚷᭱㏆䛷䛿ᕷෆ䛾ྎᆅ⦕㎶䛾⮳䜛ᡤ䛛䜙 䛂◳◁ᒙ䛃 䛜Ⓨぢ䛥
䜜䛶䛔䜎䛩䚹

◳◁ᒙ᩿㠃䛾䜰䝑䝥

硬砂層とは…？
䚷䛂◳◁ᒙ䛃 䛿䚸 䛿䜛䛛᫇䛾Ἑᕝ䛾ሁ✚≀䛷䛒䜛⮬↛ሐ㜵䛾
◁䛷䛩䚹 䛣䛾ᒙ䛾ୖ䛻 䛂㛵ᮾ䝻䞊䝮ᒙ䛃 䛸䜀䜜䜛ⅆᒣ⅊䛾
ᅵ䛜ሁ✚䛧䚸 䝻䞊䝮ᒙ୰䛾ᡂศ䛜㛗䛔ᖺ᭶䜢䛛䛡䛶䛣䛾◁䛻
ᾐ䜏㎸䜣䛷ᙧᡂ䛥䜜䛯䛸⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷㯮㈅ሯ䛷Ⓨぢ䛥䜜䛯 䛂◳◁ᒙ䛃 䛿䚸 ᐑྎᆅ䛸䜀䜜䜛
࿘㎶䛾ྎᆅ䛻Ꮡᅾ䛩䜛 䛂◳◁ᒙ䛃 䛾୰䛷䜒䚸 䛂ⶈ⏣ᕷ࿘㎶䛾
◳◁ᒙ䛃 䛿㠀ᖖ䛻ሁ✚䛜ཌ䛟 㻠㻜 䟛䜋䛹䛾ཌ䛥䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䚷䛣䛾ཌ䛥䛿䚸 ྂቡ௦ᚋᮇ䛛䜙ዉⰋ 䞉 ᖹᏳ௦䛻䛛䛡䛶䛾
かまど
せきしつ
ྂቡ䛾▼ᐊ䜔❟䛾ᮦᩱ䛸䛧䛶䜒ศ䛺ཌ䛥䛷䛒䜚䚸 ᵝ䚻䛺⏕
ά㒊ᮦ䛸䛧䛶⏝䛥䜜䛯䛾䛷䛧䜗䛖䚹

黒浜貝塚
対岸の村 ( 椿山のムラ )
䚷ᕷᙺᡤഃ䛻䛿 䛂ᳺᒣ㑇㊧䛃 䛸⛠䛥䜜䛶䛔䜛䝮䝷䛜Ꮡᅾ䛧䚸
⦖ᩥ௦๓ᮇ䛰䛡䛷䛺䛟䚸 ⦖ᩥ௦୰ᮇ䚸 ᚋᮇ䚸 ྂቡ௦
୰ᮇ䚸 ᚋᮇ䚸 ᖹᏳ௦䛾㞟ⴠ䜔ྂቡ㊧䛜ṧ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
≉䛻⦖ᩥ௦๓ᮇ䛻䛿䚸 ྜィఫᒃ㊧ 㻝㻞 ㌺䚸 ᅵᆙᩘᇶ➼䜔
◳◁ᒙ㟢㢌㒊䜒☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸 ྠᮇ䛾㑇㊧䛜㇂䜢
ᣳ䜣䛷ᙧᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸 ᳺᒣ㑇㊧ෆ䛷䛿㈅ሯ
䜢క䜟䛪䚸 㯮㈅ሯ䛷䛿㈅ᒙ䛜ᙧᡂ䛥䜜䜛䛸䛔䛖⯆῝䛔⤖
ᯝ䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

ᳺᒣ㑇㊧䠍ྕఫᒃ㊧

宿浦・椿山のムラと周辺の遺跡の状況

ᳺᒣ㑇㊧ 㻝㻜㻝 ྕఫᒃ㊧䛛䜙୍⥴䛻ฟᅵ䛧䛯㛵ᒣᘧᅵჾ䛸㯮ᘧᅵჾ

年

代

時

代

日本の主なできごと

草創期

蓮田市のできごと
市内各所に人々が住み始める

旧石器時代
紀元前 15000 年
(13,000 年前 )

䚷ᳺᒣ䛾䝮䝷䛷䜒㈅ሯ㑇㊧䛻≉ᚩⓗ䛺 䛂㍍▼〇䛾ᾋᏊ䛃 ௨እ䛾
▼ჾ㢮䛿䜋䛸䜣䛹䛜Ⓨぢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸 䛂㣭ရ㢮䛃 䛿㯮㈅
ሯ䛸ẚ㍑䛩䜛䛸䚸 䛂⋳≧⪥㣭䛃 䠍Ⅼ䛾䜏䛸㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛔䜘䛖䛷䛩䚹
䛣䛾䛣䛸䛿࿘㎶䛾䛾㑇㊧䛛䜙䜒䜟䛛䜛䛣䛸䛷䛩䛜䚸 㣭ရ㢮䜢
ከᵝ䛻᭷䛩䜛㑇㊧䛿つᶍ䜒䛝䛔䛾䛻ᑐ䛧䚸 ᑡ䛺䛔㑇㊧䛿つᶍ
䜒ᑠ䛥䛔䜘䛖䛷䛩䚹
䚷࿘㎶䛾㑇㊧䜒ẚ㍑䛩䜛䛸䚸 ⎔≧䛻㞟ⴠ䛜ᒎ㛤䛩䜛ኳ⚄๓㑇㊧
䛜 㻟㻢 ㌺䛷 㻝㻜 ᩘⅬ䚸 ᐟୗ㑇㊧䛜ఫᒃ㊧ 㻞㻡 ㌺䛷 㻣 Ⅼ䚸 ᐟୖ㑇㊧
䛜ఫᒃ㊧ 㻞㻟 ㌺䛷 㻝 Ⅼ䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸 ᐟᾆ䛾䝮䝷䛷䛿ㄪᰝ䛥䜜

土器を作り始める

海水が上昇を始める (→気候の温暖化） 市内にも、海が進入し、黒浜地区を中心に
関東地方を中心に
貝塚が多く形成され、大きなムラができる
海水が市内から退いていく (5,000 年前）
貝 前期 硬 「関山式土器」が流行 (6,000 年前）
「黒浜式土器」が流行 (5,500 年前）
宿下・馬込八番遺跡に大きなムラができる
貝 中期
貝 早期

縄文時代

紀元前 3000 年
(5,000 年前 )

貝 後期

紀元前 400 年
(2,400 年前 )

雅楽谷、久台遺跡に大きなムラができる

晩期
弥生時代

紀元 0 年

久台遺跡に大きなムラができる
稲作が始まる
邪馬台国に女王卑弥呼が君臨
古墳を作り始める ( 埼玉古墳群）

貝 古墳時代 硬

710 年
貝 奈良時代 硬

794 年

法隆寺の建立
奈良に都 ( 平城京 ) ができる
全国に国分寺が作られる
京都に都 ( 平安京 ) を移す

宿下遺跡に再葬墓が作られる
ささら遺跡に大きなムラができる
馬込八番遺跡の古墳に埴輪が並べられる
十三塚古墳などが作られる

「蓮華院」に義澄が泊まる？
荒川附遺跡で鍛冶屋が開業される
※以後、市内各所で鍛冶屋のムラができる

貝 平安時代 硬
平将門の乱がおこる
源頼朝が幕府を開く

1185 年
鎌倉時代
1338 年
室町時代
（戦国時代）
1603 年

南北朝の対立
足利尊氏が幕府を開く

椿山遺跡の鍛冶屋の最盛期
江ヶ崎城など、市内に城や館が作られ始める
行蓮が鰐口を寄進する
寅子石が建てられる
南朝銘の板碑が建立される
太田氏房の「制札」
、北条氏直からの

豊臣秀吉の天下統一
徳川家康が幕府を開く
家光が３代将軍となる

「雪舟の達磨絵」が真浄寺へ
平源寺へ家光から「朱印状」がおくられる
円空が市内各家へ仏を残す

貝 江戸時代
吉宗が８代将軍となる

閏戸の式三番復活
見沼代用水が開通

1868 年
1912 年
1926 年

明治時代
大正時代
昭和時代

1989 年

明治維新

蓮田駅開業 ( 明治 18 年）
第 1 次世界大戦
第２次世界大戦

武州鉄道開業 ( 昭和 13 年に廃止 )
昭和 29 年、3 町村が合併し、蓮田町となる
昭和 47 年 10 月、市制施行

平

成

21 世紀に入る

貝 市内で貝塚が確認された時代 硬 硬砂層の利用が確認された時代

平成 18 年 7 月、黒浜貝塚が国指定史跡に
平成 24 年 10 月、市制施行 40 周年

䛯ఫᒃ㊧䛜 㻝 ㌺䛾䜏䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪 㻣
Ⅼ䛜ฟᅵ䛧䛶䛚䜚䚸 య䛷䛾ฟᅵ㔞䜒
᥎䛧䛶ᅗ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛷䛧䜗䛖䚹

黒浜貝塚 ( 宿浦のムラ ) とは…？
䚷௨ୖ䛾䜘䛖䛻㯮㈅ሯ䛿䚸 䛂㯮ᘧᅵ
ჾ䛃 䛾ྡ๓䛜䛔䛯㑇㊧䛸䛧䛶㔜せ䛷䛒
䜛䜀䛛䜚䛷䛿䛺䛟䚸 ពᅗⓗ䛺พᆅ 䠄ᗈሙ䠅
䛾㐀ᡂ䚸 ⏕άᇶ┙䛾୍䛴䛷䛒䜛㈅Ẇ᥇
㞟䛾䛯䜑䛾◳◁ᒙ䛾⏝➼䚸 ᙜ䛾ⶈ
⏣ᕷ࿘㎶䛾⮬↛⎔ቃ䜢⇍▱䛧䚸 ㄪ䜢
ᅗ䛳䛯⏕ά⤌⧊ᵓ㐀䛸ே䚻䛾ලయⓗ䛺
⾜ືᵝᘧ䛜ᇉ㛫ぢ䛘䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 䜋䜌ྠᮇ䛾㑇㊧䛜㇂䜢ᣳ䜣
䛷ᙧᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸 ᳺᒣ
㑇㊧ෆ䛷䛿㈅ሯ䛜ᙧᡂ䛥䜜䛪䚸 㯮㈅
ሯ䛷䛿㈅ᒙ䛜ᙧᡂ䛥䜜䜛䛸䛔䛖ྠᵝ䛺⎔
ቃ䛾୰䛷䜒ᑐ↷ⓗ䛺㞟ⴠ䛜ᙧᡂ䛥䜜䛶
䛔䜛Ⅼ䜒≉➹䛥䜜䜎䛩䚹 䛥䜙䛻༡ഃ䛻䜒
㈅ሯ䜢ᣢ䛱䚸 ⎔≧䛻䝮䝷䛜ᘔ䜛䛸᥎ 䛥
䜜䜛ྠᮇ䛾㞟ⴠ䛜Ꮡᅾ䛧䛯グ㘓䛜ṧ
䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛣䜜䜙䛾ᡂᯝ䜢ᇶ䛻䚸 ඖⲨᕝ䛻ධ䜚㎸
䜣䛷䛔䛯ᾏỈᇦ䜢⏕ά⯙ྎ䛸䛩䜛⦖ᩥே
㐩䛾䜘䜚ヲ⣽䛺♫ᵓ㐀䚸 ព㆑ᵓ㐀䜢
⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛒䜚䚸 ᚋ䛿࿘㎶
㑇㊧䜒ྵ䜑䛯ᵓ㐀䜢ᢕᥱ䛧䚸 ྐ㊧ 䛂㯮
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黒浜貝塚

黒浜北小学校
●
黒浜西中学校●

縄文時代の自然環境

●文化財展示館

蓮
田
駅

自然化学分析調査の中で、当時の花粉（植生）
分析も行った結果、気温が 2 〜 3℃高い当時の環
境であれば、ツバキ・タブノキ・クスノキなど常
緑広葉樹の森であるはずが、コナラ属が 80％を超
え、この他にはアサダ、アカガシ類が 5％前後、
スギ、ヒノキ、クルミ、ハンノキ、ブナ、ケヤキ、
ムクノキ類が 1% を越えていました。
この結果から想像すると黒浜貝塚周辺の丘陵部
には、コナラを主体にアサダ、ケヤキ類などの落
葉広葉樹林が広く生い茂り、常緑広葉樹のアカガ
シ類が丘陵尾根部に、スギ、ヒノキ類は丘陵斜面
部を中心に生育、低地部に広がる海の干潟周辺に
は、アシ・ヨシ群落やイネ科、カヤツリグサ科、
ヨモギ類などが生育、湧水周辺の淡水にはクルミ
やハンノキが分布・生育していたと推測されます。
特にコナラ属が 80％を越える森は、農家の裏山
的二次林植生の様相を示す『ドングリの森』であり、
「里山」的な状態を想像させる結果で、現在の黒浜
貝塚と同じ景観であったと言えます。

●
蓮田中央小学校
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黒浜貝塚

●蓮田ＳＡ
●
蓮田 SIC

県立蓮田松韻高等学校●

県道さいたま栗橋線

黒浜西小学校●

川
荒
元

黒浜貝塚は、関東地方を中心とした縄文時代前
期中葉「黒浜式土器」の標式遺跡・貝塚として、
昭和 50 年３月 31 日に県指定史跡に指定されまし
た。その後の確認調査により、集落中央部分には
北側谷部に向かって開口する東西約 50ｍ、南北約
40ｍの窪地状の広場を取り囲むように住居跡 31
軒、土坑 40 数基、生活面廃棄貝層 5 ヶ所が存在し、
規模は東西 150ｍ、南北 95ｍ程の範囲に広がるこ
とが確認され、平成 18 年７月 28 日に『国指定史
跡』、平成 25 年 10 月 17 日に追加指定されました。

黒浜中学校●
●黒浜小学校

●黒浜南小学校

『国史跡』の指定にあたり
蓮田市長 中野 和信
蓮田市は、首都圏 40 ㎞圏内にある交通至便なまちです。一方、
多くの水辺、点在する屋敷林の緑が四季折々の彩りを見せる水
と緑の豊かなまちでもあります。
平成 18 年 7 月に市役所庁舎に隣接する黒浜貝塚が『国史跡』
に指定されました。貝塚としては県内 3 番目、県内で国の史跡
指定となったのは実に 22 年ぶりでした。
市では今後、都市部に奇跡的に残された黒浜貝塚を保存整備
し、多くの皆様に活用され後世に誇れる、自然と人にやさしい
交流の空間として有効利用してまいりたいと考えております。
最後に、国史跡指定に当たりご理解・ご協力いただいた多く
の地権者の皆様に感謝申し上げます。

低地の豊かな自然 ( ハンノキ群落 : 市指定文化財）
写真のように、現在でも季節により湧水があふれ、野鳥も訪れる環境が
残されています。
黒浜貝塚の縄文人も「水汲み場」等に利用していたことでしょう。また、
元荒川本流域の谷には海水が進入しており、多くの「海の幸」を採取する
ことができたであろうことが、貝塚出土の様々なものから想像されます。

※団体 (10 名様以上 ) で史跡の見学を希望される場合にはご連絡ください。
お問い合せ・連絡先：蓮田市教育委員会社会教育課文化財保護担当

TEL：048-765-1730

蓮田市文化財展示館

TEL：048-764-0991

