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　北海道、青森県、岩手県、秋田県の４道県には、日本全国の縄文遺跡のうち
約2割が分布しています。世界遺産の白神山地や知床など、今も豊かな自然が
残るこの地域には、保存状態がよく、先人たちの知恵や工夫を現在に伝える、
とても価値の高い遺跡が数多く残されています。
　縄文遺跡のうち、学術上・歴史上の価値のある遺跡を「史跡」に、史跡
のうち学術上の価値が特に高く、日本文化の象徴と言えるものを「特別史
跡」に国が指定します。
　「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、特別史跡三内丸山遺跡や、特別史
跡大湯環状列石を含む17の特別史跡・史跡で構成されています。

北海道・北東北の縄文遺跡群を世界遺産に!!
　今からおよそ1万5千年前、急激な
温暖化により、日本列島ではドングリ
類やクリ・クルミが実る豊かな落葉広
葉樹の森が広がり、魚介類が豊富に生
育できる地形や環境が形成されまし
た。この豊かな自然を背景に縄文文化
が始まりました。縄文文化は、およそ
2,300年前に本格的な稲作とともに弥
生文化が始まるまで続いた日本特有の
先史文化です。

　世界の他の地域の新石器文化は農耕・牧畜を生業の基盤としています
が、縄文文化は、狩猟・採集・漁労により定住生活を達成し、人々が自然
とともに生き、様々な環境変動にも適応しながら1万年以上も続いた、世界
でも珍しい歴史ある文化です。

　縄文遺跡を調べると、クリやクルミ、魚の骨、貝がらなどが多く見つか
ります。当時の人々は、季節の移り変わりとともに、自然の豊かなめぐみ
を計画的に取り入れて暮らしていました。
　また、土器の出現とともに始まった縄文文化は、弓矢を発明し、動物の
骨で銛や釣り針を作り、漆を採取・彩色して使用するなど、現在にもつな
がる道具や技術を発展させました。豊かな縄文人の心を表す土器や土偶、
貝やヒスイのアクセサリー、遠くのムラとの交流を示す黒曜石やアスファ
ルトなども見つかっており、縄文文化は精神的にも発達した文化であった
ことがわかります。

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、狩猟・採集・漁労により、定住の
開始から発展、成熟の各段階を経て、農耕を選択することなく1万年以上の
長期間にわたり営まれた人々の生活やまつりなどの在り方を示す世界でも
例のない文化遺産です。
　日本の歴史と文化の成立を知るための貴重な縄文遺跡群を、人類共通の
宝として未来へ引き継いでいくために、青森県では関係自治体と連携し、
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録をめざして取組を進
めています。

　本カレンダーは、「伝えたい“縄文の魅力”」をテーマに青森県内の児童・
生徒のみなさんよりご応募いただいた作品の中から選ばれた作品を原画に作
成しました。子どもたちの伝えたい縄文の魅力を、どうぞご覧ください。

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、定住の開始から成熟までの各時期の
遺跡からなり、それぞれの時期の特徴を示すほか、その立地は様々で、1万年
以上続いた縄文文化の環境の変化への適応など、縄文文化の変遷を示す一連
の資産として重要な役割を果たしています。

定住の開始

前　半 後　半 前　半 後　半 前　半 後　半
※大平山元遺跡

内陸の河川付近
〈凡例〉

13,000BC 7,000BC 5,000BC 3,000BC 2,000BC 1,000BC 300BC

丘　　稜
外洋の沿岸 山岳の河川付近
内湾の沿岸 山　　岳
湖沼の沿岸 ※…青森県の遺跡

垣ノ島遺跡 北黄金貝塚 大船遺跡 入江貝塚 高砂貝塚
※田小屋野貝塚 ※二ツ森貝塚 大湯環状列石 ※亀ヶ岡石器時代遺跡

※三内丸山遺跡 御所野遺跡 伊勢堂岱遺跡 ※是川石器時代遺跡
※小牧野遺跡 キウス周堤墓群

※大森勝山遺跡

定住の発展 定住の成熟

世界文化遺産
登録を
目指して

北海道・北東北の
縄文遺跡群は…

縄文遺跡の
宝庫!!

1万年の
ストーリーを
物語る!!

北海道・北東北の
縄文遺跡群は…

北海道・北東北の縄文遺跡群の時期と立地

縄　文　時　代

もり

特別史跡 三内丸山遺跡（青森県青森市） 特別史跡 大湯環状列石（秋田県鹿角市） 史跡 北黄金貝塚（北海道伊達市） 史跡 御所野遺跡（岩手県一戸町）



　縄文時代の北海道・北東北では同
一の文化圏が形成され、発展し、優
れた文化を育んできました。世界最
古級の土器や漆器が出土したほか、
大規模環状列石や精神性・芸術性豊
かな土偶が集中的に分布していま
す。遠方との交易・交流も活発に行
われ、他の地域への影響も少なくな
いことから、この地域は文化的に高
い求心力を持つとともに縄文文化を

牽引してきた中核的な地域であり、縄文文化を代表する地域と言えます。
　「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、この地域の人々の生活を示す集落
跡などの遺跡や、まつりや精神的活動を示す環状列石などで構成されてい
ます。

　縄文遺跡群の多くは遺跡公園として保存・活用されています。資料館や博
物館に出土品を展示し詳しく解説するほか、土器作りなどの体験メニューも
豊富で、誰もが縄文文化に触れ、楽しみ、
学ぶことができます。
　日本の歴史を知る上で欠かすことのでき
ない「北海道・北東北の縄文遺跡群」に、
ぜひおでかけください。

貝塚ウォーク
（田小屋野貝塚）

発掘体験
（亀ヶ岡石器時代遺跡）

展示施設見学
（大山ふるさと資料館）

ボランティアガイド
（二ツ森貝塚）

発掘調査現地説明会
（三内丸山遺跡）

環状列石組立コーナー
（小牧野遺跡）

遺跡探検隊
（大森勝山遺跡）

縄文土器作り
（是川縄文館）

北海道・北東北の
縄文遺跡群は…

 私たちの宝！！

北海道

青森県

秋
田
県
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キウス周堤墓群
【きうす しゅうていぼぐん】

千歳市

キウス周堤墓群
【きうす しゅうていぼぐん】

千歳市
入江・高砂貝塚

【いりえ・たかさご かいづか】
洞爺湖町

入江・高砂貝塚
【いりえ・たかさご かいづか】
洞爺湖町

北海道・北東北の縄文遺跡群

大平山元遺跡
【おおだいやまもと いせき】
外ヶ浜町

大平山元遺跡
【おおだいやまもと いせき】
外ヶ浜町

田小屋野貝塚
【たごやの かいづか】
つがる市

田小屋野貝塚
【たごやの かいづか】
つがる市

亀ヶ岡石器時代遺跡
【かめがおかせっきじだい いせき】
つがる市

亀ヶ岡石器時代遺跡
【かめがおかせっきじだい いせき】
つがる市

大森勝山遺跡
【おおもりかつやま いせき】
弘前市

大森勝山遺跡
【おおもりかつやま いせき】
弘前市

大湯環状列石
【おおゆかんじょう れっせき】
鹿角市

大湯環状列石
【おおゆかんじょう れっせき】
鹿角市

伊勢堂岱遺跡
【いせどうたい いせき】
北秋田市

伊勢堂岱遺跡
【いせどうたい いせき】
北秋田市

北黄金貝塚
【きたこがね かいづか】

伊達市

北黄金貝塚
【きたこがね かいづか】

伊達市

大船遺跡
【おおふね いせき】

函館市

大船遺跡
【おおふね いせき】

函館市

垣ノ島遺跡
【かきのしま いせき】

函館市

垣ノ島遺跡
【かきのしま いせき】

函館市

三内丸山遺跡
【さんないまるやま いせき】

青森市

三内丸山遺跡
【さんないまるやま いせき】

青森市

小牧野遺跡
【こまきの いせき】

青森市

小牧野遺跡
【こまきの いせき】

青森市

二ツ森貝塚
【ふたつもり かいづか】

七戸町

二ツ森貝塚
【ふたつもり かいづか】

七戸町

是川石器時代遺跡
【これかわせっきじだい いせき】

八戸市

是川石器時代遺跡
【これかわせっきじだい いせき】

八戸市

御所野遺跡
【ごしょの いせき】

一戸町

御所野遺跡
【ごしょの いせき】

一戸町

北海道・北東北の
縄文遺跡群は…

 縄文文化を
学ぶ

タイムカプセル!!

タイムスリップした気分
弘前市立第五中学校 ３年　坂本 佳瞭 さん

表 紙 原 画

　三内丸山遺跡に来たとき、不思議なことに、縄文人になったような気分になります。
　僕は、この遺跡が世界遺産に早くなってほしいと思っています。

伝えたい縄文の魅力





星空の下～時空をこえて～
八戸市立根岸小学校 ５年　杉本 よし埜 さん

　土偶には個性があり、この絵の土偶は是川遺跡の中でも
お気に入りの土偶です。今と変わらない星空の下で縄文の
人たちもこれらの土偶を大切に思っていたに違いない。そ
のような思いで描きました。

史跡 是川石器時代遺跡（八戸市） 縄文時代前・中・後・晩期（約6,000～2,300年前）

　新井田川のそばにある是川石器時代遺跡は、縄文時代前～中期の一王寺遺跡、晩期の中居遺跡な
どの総称で、中でも中居遺跡は亀ヶ岡文化を代表する遺跡です。
　中居遺跡からは、トチやクルミの殻、動物や魚の骨、貝など、様々な食べものの残りかすのほか、
弓やカゴなどの道具や、トチの実のアク抜きなどをするための水場のあとが見つかりました。これ
らは縄文人の生活を示すものであり、当時の様子がよくわかります。
　また、集落の周辺には森があり、漆液の採取や道具の材料となる樹木を管理し、伐採・加工するなど、
森とともに生きた縄文人のすがたを読み取ることができます。

水場のあと

鉢形木胎漆器漆塗り土器

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館　TEL：0178-38-9511
http://www.korekawa-jomon.jp/展示施設

伝えたい縄文の魅力

１月　January 2019（平成31年）
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

２月　February 2019（平成31年）
日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

元日

成人の日

●
小寒

二ツ森貝塚
（青森県七戸町）
1998(平10)年
史跡指定

大寒 〇

伊勢堂岱遺跡
（秋田県北秋田市）
2001(平13)年
史跡指定

建国記念の日

立春 ●

垣ノ島遺跡
（北海道函館市）
2011(平23)年
史跡指定

雨水 〇

北海道・北東北の縄文遺跡群　https://jomon-japan.jp





壮大な遺跡
青森市立佃中学校 １年　佐々木 優那 さん

　三内丸山遺跡の壮大さを一人でも多くの人に知って
もらいたいという想いを表しました。

特別史跡 三内丸山遺跡（青森市）
　八甲田山系からのびる緩やかな丘陵の先端部、沖館川左岸にある、日本を代表する大規模な集落です。
その広さは 24ha に及び、竪穴建物跡や列状に並んだ土坑墓、貯蔵穴、道路などが計画的に配置されて
います。
　たくさんの土器や石器などが出土しており、2,000 点を超える土偶の出土数は日本最多です。木製品、
骨角器、編かご、漆製品、さらには、ヒスイや黒曜石、アスファルトなどの交易品も多数見つかっています。
　縄文人は陸奥湾で魚をとり、森で木の実を集めて暮らしていました。また、クリ林を管理し、建物の
材料や食料などにしていたこともわかりました。

遺跡全景

大型掘立柱建物跡 大型板状土偶

三内丸山遺跡縄文時遊館　TEL：017-781-6078
http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/展示施設

縄文時代前期～中期（約5,900～4,200年前）

伝えたい縄文の魅力

３月　March 2019（平成31年）
日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

４月　April 2019（平成31年）
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

春分の日

啓蟄 ●

小牧野遺跡
（青森県青森市）
1995(平7)年
史跡指定

〇
春分

大平山元遺跡
（青森県外ヶ浜町）
2013(平25)年
史跡指定

昭和の日

●
清明

〇 穀雨

退位の日

北海道・北東北の縄文遺跡群　https://jomon-japan.jp





今夜のごちそう発見!
八戸市立吹上小学校 ４年　吉野 秀 さん

　弓矢の体験をしたら縄文人もこんなふうに使っていた
のかなと思い、縄文の生活を絵にしました。

史跡 小牧野遺跡（青森市） 縄文時代後期（約4,000年前）

　青森市郊外の高い山のふもとにある遺跡です。三重の環状列石の周りを囲むよ
うに直径 4m 前後の環状配石や一部四重となる列石などが配置され、全体の直径
は 55m に上ります。環状列石の一部は、平らな石を縦横に繰り返し石垣を築く
ように並べられた独特の配列となっています。
　近くには竪穴建物跡などがあり、日常で使われる道具のほか、土偶やミニチュア土器、
動物形土製品、400 点以上もの三角形岩版などが見つかっており、環状列石などではまつ
りや儀式が行われたと考えられています。

独特な石の配列

三角形岩版真上から見た環状列石

縄文の学び舎・小牧野館、小牧野の森・どんぐりの家
TEL：017-757-8665
http://komakinosite.jp/index.php

展示施設

伝えたい縄文の魅力

５月　May 2019
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

６月　June 2019
日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 28 29

憲法記念日 みどりの日

振替休日こどもの日

即位の日

● 立夏

入江・高砂貝塚
（北海道洞爺湖町）
1988(昭63)年
史跡指定

〇 小満

● 芒種

〇 夏至

田小屋野貝塚、
亀ヶ岡石器時代遺跡
（青森県つがる市）
1944(昭19)年
史跡指定

北海道・北東北の縄文遺跡群　https://jomon-japan.jp





家族の団らん
八戸市立明治中学校 １年　及川 那月 さん

　家族で協力して狩りや漁をし、女の人は料理を。家族
団らんの一時。いろんなことを話し、いつもみんな笑顔で
いたいと思う魅力を描きました。

史跡 亀ヶ岡石器時代遺跡（つがる市） 縄文時代晩期（約3,000～2,300年前）

　岩木川の左岸に立地する集落遺跡です。
　竪穴建物跡や土坑墓のほか、多数の土器や漆塗り土器、植物製品、ヒスイ製の玉類などが出土
しています。
　中でも、1887（明治20）年に見つかった左脚を欠いた大型土偶（重要文化財）は「しゃこちゃん」と
呼ばれ、海外でもよく知られています。また、「亀ヶ岡式土器」は美しい土器として有名です。 しゃこちゃん像

亀ヶ岡式土器
（青森県立郷土館蔵風韻堂コレクション）遮光器土偶（レプリカ）

つがる市縄文住居展示資料館カルコ　TEL：0173-42-6490
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/life/shisetsu/shiryokan/2826.html

つがる市木造亀ヶ岡考古資料室　TEL：0173-45-3450
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/life/shisetsu/shiryokan/2827.html展示施設

伝えたい縄文の魅力

７月　July 2019
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

８月　August 2019
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

海の日

是川石器時代遺跡
（青森県八戸市）
1957(昭32)年
史跡指定 ●

小暑

〇

大湯環状列石
（秋田県鹿角市）
1956(昭31)年
特別史跡指定

大暑

振替休日山の日

●

立秋

大船遺跡
（北海道函館市）
2001(平13)年
史跡指定 〇

処暑

●
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史跡 二ツ森貝塚（七戸町）縄文のくらし
むつ市立大平中学校 １年　藤崎 まなか さん

　縄文時代には狩りをして、今とはちがった生活の仕方だ
ということ。

史跡 大森勝山遺跡（弘前市）
縄文時代晩期
（約3,000年前）

　岩木山の麓にあり、日本国内でも大変数が少なく
貴重な縄文時代晩期の環状列石がある遺跡です。遺
跡からは冬至に太陽が岩木山山頂へと沈む様子が見
え、岩木山と環状列石を結ぶ直線上、環状列石から
約 100m離れた地点に大型竪穴建物跡が見つかり
ました。
　土器や石器、岩版・石剣などのほか、環状列石と
同じ石で作られた丸くて平らな石（円盤状石製品）
が約 250 個も見つかっており、まつりなどに使わ
れたと考えられています。

じょうもん祭りと岩木山

弘前市裾野地区体育文化交流センター
TEL：0172-99-7072展示施設 円盤状石製品

縄文時代前期～中期
（約5,500～4,000年前）

　小川原湖近くにある東北地方有数の規模を誇る貝塚
です。ハマグリやヤマトシジミなどの貝類をはじめ、
スズキ、マダイなどの魚骨、ハクチョウ、カモなどの
鳥骨、シカ、イノシシなどの動物の骨のほか、骨角器
なども出土しており、当時の食生活がよくわかります。
　貯蔵穴を転用した墓からは、丁寧に埋葬されたイヌ
の骨が見つかりました。縄文人はイヌを大切にしてい
たことを示しています。

鹿角製櫛
七戸中央公民館
TEL：0176-68-2920展示施設

遺跡全景伝えたい縄文の魅力

９月　September 2019
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

10月　October 2019
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

敬老の日

秋分の日

白露 〇

大森勝山遺跡
（青森県弘前市）
2012(平24)年
史跡指定

秋分

●

体育の日

寒露

〇

即位礼正殿の儀

キウス周堤墓群
（北海道千歳市）
1979(昭54)年
史跡指定 霜降

●
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史跡 大平山元遺跡（外ヶ浜町）ドキドキでてくるかな？
青森市立浜田小学校 １年　栁谷 優実 さん

　わたしは縄文時代が大好きです。
　発掘体験は土器や土偶がとても古いものだということ
がわかるおもしろい体験です。

史跡 田小屋野貝塚（つがる市）
縄文時代草創期
（約15,000年前）

　蟹田川の左岸に立地し、遺跡からは縄文文化の成
り立ちを示す土器が出土しました。土器片に付着し
た炭化物の放射性炭素年代測定の結果、約 15,000
年前のもので、現在のところ日本最古級の土器です。
この土器片は縄の模様や貼り付けなどの装飾のない
無文のものです。ちょうど旧石器時代から縄文時代
へ移り変わる頃のものと考えられています。

遺跡全景

外ヶ浜町大山ふるさと資料館
TEL：0174-22-2577展示施設

日本最古級の土器片

縄文時代前期～中期
（約6,000～4,000年前）

　岩木川の左岸に立地し、日本海側では数少ない貴
重な貝塚です。
　竪穴建物跡のほか、ヤマトシジミ、イシガイなど
の貝類を中心に、魚類、鳥類の骨が出土しています。
また、クジラやイルカなど大型ほ乳類の骨で作った
骨角器なども発見されています。特にベンケイガイ
製の貝輪（ブレスレット）の破片が多数見つかって
おり、加工場があったと考えられています。

つがる市木造亀ヶ岡考古資料室
TEL：0173-45-3450
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/life/shisetsu/shiryokan/2827.html

展示施設

遺跡遠景

ベンケイガイ製貝輪（青森県立郷土館蔵）

伝えたい縄文の魅力

11月　November 2019
日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

12月　December 2019
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

振替休日文化の日

勤労感謝の日

立冬

〇

小雪

三内丸山遺跡
（青森県青森市）
2000(平12)年
特別史跡指定 ●

大雪

〇

御所野遺跡
（岩手県一戸町）
1993(平5)年
史跡指定

冬至 平成の天皇誕生日

北黄金貝塚
（北海道伊達市）
1987(昭62)年
史跡指定 ●

北海道・北東北の縄文遺跡群　https://jomon-japan.jp



縄文あおもりカレンダー2019 原画募集入賞作品

北海道・北東北の縄文遺跡群
https://jomon-japan.jp

キッズサイトJOMONぐるぐる
https://jomon-japan.jp/kids

青森県企画政策部　世界文化遺産登録推進室
〒030-8570　青森市長島1-1-1　TEL 017-734-9183

新しい縄目もよう
八戸市立根岸小学校 6年　進藤 桃 さん

縄文の祈りと小牧野遺跡
十和田市立東小学校 6年　山田 明依 さん

是川の宝物
八戸市立白銀小学校 5年　蜂屋 海晴 さん

たすけ合い　～縄文～
八戸市立鮫中学校 3年　山田 佐和 さん

上手に土偶できるかな？
弘前市立第三大成小学校 4年　宮﨑 奏和 さん

君の時代は。
田舎館村立田舎館中学校 1年　福原 花柚 さん

なかよしで元気な土偶家族
青森市立造道小学校 3年　工藤 遙臣 さん

ワクワクいっぱい縄文時代
今別町立今別小学校 2年　横岡 瑚子 さん

じょうもんじだいへタイムスリップ
青森市立筒井小学校 1年　工藤 和花 さん


