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東 京 の 縄 文 を もっと 知 りた い 人 は ここに 行 こう！
ぬく

い

①貫井遺跡、中洲北遺跡

①御殿山遺跡

しも

ふ

だ

き

よ

さわ

こ い が くぼ

①下布田遺跡、喜代沢遺跡

た

き

くぼ

①恋ヶ窪遺跡、多喜窪遺跡

①七ツ塚遺跡
②日野市程久保５５０
③０４２-５９２-０９８１
④企画展
「縄文の顔・日野の顔」
開催中
（令和4年3月6日まで）

①小豆沢貝塚、志村遺跡
②板橋区赤塚５-３５-２５
③０３-５９９８-００８１
④縄文土器型式の標識となった
稲荷台遺跡の撚糸文土器は
都指定有形文化財です。

①北江古田遺跡
②中野区江古田４−３−４
③０３-３３１９-９２２１
④2020年にリニューアルオープン。
本展出品の木製耳飾が出土した
北江古田遺跡の中期の浅鉢には
桜皮のタガが巻かれていました。

①小竹遺跡

より い と も ん

深鉢形土器

②武蔵野市境５-１５-５
③０４２-２５３-１８１１
④縄文時代最古級の御殿山遺跡出
土土器、井の頭公園周辺の遺跡群
から出土した中期〜後期の土器・
石器などがあります。

大珠 貫井遺跡出土

②小金井市緑町３-２-３７
③０４２-３８３-１１９８
④中山谷遺跡・貫井遺跡から出土
した中期土器群などが展示され
ています。
なか ざん

や

市指定有形文化財 大珠 恋ヶ窪遺跡出土

重要文化財 土製耳飾 下布田遺跡出土

②小金井市桜町３-７-１（都立小金井公園内）
③０４２-３８８-３３００
④特別展
「縄文2021−縄文の
くらしとたてもの−」
開催中
（令和4年5月29日まで）

の

①向ノ原遺跡B地点
②杉並区大宮１-２０-8
③０３-３３１７-０８４１
④向ノ原遺跡の草創期の土器、塚山
遺跡の中期土器群などがあります。
松ノ木遺跡出土の土器にはダニが
付着していました。

①七社神社前遺跡、中里貝塚
西ヶ原貝塚、東谷戸遺跡

区指定有形文化財 大珠

②国分寺市西元町１-１３-１０
③０４２-3２３-４１０３
④本展出品の恋ヶ窪遺跡と多喜窪
遺跡の装身具は通常は常設展示
されています。

②練馬区石神井町５-1２-１６
③０３-３９９６-４０６０
④本展出品の小竹遺跡の
ヒスイ製大珠、東大泉のカゴ状
製品、東丸山遺跡の石棒などが
あります。

区指定有形文化財 土偶 東谷戸遺跡出土

②北区王子1-1-3
③０３-３９１６-１１３３
④中里貝塚の高さ4mを超える
貝層剥ぎ取り標本は圧巻。

⓳寺改戸

①田無南遺跡
②西東京市西原町４-５-６
③０４２-４６７-１１８３
④南関東で最大級の縄文集落である
国史跡下野谷遺跡について、詳しく
知ることができます。
した

むかい の は ら

①延命院貝塚
⓮下宅部

や

⓭自由学園南
区指定有形文化財 注口土器
しも やけ

①新山遺跡

②荒川区南千住６-６３-１
③０３-３８０７-９２３４
④荒川区指定有形文化財である
延命院貝塚の資料を常設展示。

⓬下野谷

べ

①下宅部遺跡

⓲前田耕地

⓯恋ヶ窪

⓰向郷
重要文化財
杓子柄
市指定有形文化財 大珠

②東久留米市滝山４-３-１４
③０４２-４７２-００５１
④縄文土器約115点の他、石器類や
装身具類を約70点展示。

❺宇津木台

②東村山市野口町３-４８-１
③０４２-３９０-２１６１
④
「下宅部遺跡展 縄文人の技Ⅱ」
開催中
（12月5日まで）
。
第1会場東村山ふるさと歴史館、
第2会場八国山たいけんの里。

❾辺名

⓱緑川東

❹七ツ塚

いる

ばし

①居木橋貝塚

❽小田野
⓫鶯谷

❿椚田

❼神谷原

❶下布田

深鉢形土器

❻小比企向原

②品川区大井６-１１-１
③０３-３７７７-４０６０
④日本考古学発祥の地である
大森貝塚について紹介しています。

むかい ご う

①吉祥山遺跡

き

①向郷遺跡

❸田端

凡

土偶

②武蔵村山市本町５-２１-１
③０４２-５６０-６６２０
④屋敷山遺跡出土人面装飾付き土器
（市指定有形文化財）
は常設展示
されています。

①草花遺跡、中高瀬遺跡、網代門口遺跡

土偶
草花遺跡出土

②あきる野市二宮１１５１
③０４２-５５９-８４００
④本展出品の草花遺跡と中高瀬遺跡
の土偶は、通常は常設展示されて
います。

市指定有形文化財 垂玉
（コハク）

②立川市富士見町３-１２-３４
③０４２-５２５-０８６０
④大和田遺跡や向郷遺跡などから
出土した資料が常設展示されて
います。

てら か い

と

①寺改戸遺跡、駒木野遺跡、中宿遺跡、
喜代沢遺跡、岩倉遺跡、丸山遺跡

例

①『縄文2021』出品遺跡
②住所
③電話番号
④展示のみどころ、所蔵資料など

②青梅市駒木町１-６８４
（釜の淵園内）
③０４２８-２３-６８５９
④本展出品の駒木野遺跡出土
土器
（都指定有形文化財）
は、
通常は常設展示されています。

2070m

100m

※写真は今回の展示品を掲載しました。

4m

❷なすな原

①多摩ニュータウン遺跡群

多摩ニュータウンのビーナス
（土偶）
重要文化財 注口土器と小型深鉢形土器 寺改戸遺跡出土

標高値

②多摩市落合１-１４-２
③０４２-３７４-８０４４
④多摩ニュータウンのビーナスの
ふるさと。多摩ニュータウン遺跡群
出土資料の展示が充実しています。
縄文の村も併設。

ただ

お

①忠生遺跡、木曽遺跡、田端遺跡、
広袴遺跡、なすな原遺跡
ひろ ばかま

①本宿町遺跡、武蔵台遺跡

①ICU構内遺跡

市指定有形文化財 土偶 田端東遺跡出土

②町田市下小山田町４０１６
③０４２-７２４-２５５４
④上記遺跡から出土した資料の他、
クルミ形土器などが展示されており、
縄文時代の資料がとても充実して
います。

土偶 本宿町遺跡出土

②府中市南町６-３２
③０４２-３６８-７９２１
④縄文時代早期の集落
（モデルは
武蔵台遺跡）
を模型で再現して
います。

土偶

②三鷹市大沢３-１０-２
③０４２-２3３-３３４０
④ICU構内遺跡出土の縄文資料は
見応えがあります。

①下布田遺跡，
はらやま遺跡
②調布市小島町３-２６-２
③０４２-４８１-７６５６
④はらやま遺跡の中期土器群。
分室では下布田遺跡の晩期の
遺物が見られます。分室脇の
下布田遺跡は国指定史跡として
保存されています。
分室
（要事前予約）
調布市布田6-61
042-481-7651

①落合遺跡、加賀町二丁目遺跡

そ

し

がや おお みち

①祖師谷大道北遺跡、桜木遺跡
騎兵山遺跡、堂ヶ谷戸遺跡など

①雪ヶ谷貝塚
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縄文人復元像 加賀町二丁目遺跡 出土人骨より

②新宿区四谷三栄町１２-１６
③０３-３３５９-２１３１
④本展出品の加賀町二丁目遺跡
の復顔像は通常は常設展示
されています。

部

浅鉢形土器
大珠 祖師谷大道北遺跡出土

②世田谷区世田谷１-２９-１８
③０３-3４２９-４２３７
④都内最古の公立地域博物館です。

②大田区南馬込５-１１-１３
③０３-３７７７-１０７０
④都立田園調布高等学校内遺跡から
発見された貝層の剥ぎ取り標本が
あります。
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※写真は当該施設もしくは所管教育委員会からの提供。
※紙面の都合上、
『 縄文2021』
に遺物を出品している施設を中心に紹介しています。
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