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県立博物館の展示（常設）目録   
－学習指導要領・教科書との対照表－ 

岩手県立博物館 



 この資料は、学習指導要領や教科書の学習内容と、当館の常設展示を対比させたもので、博物館を活用した学習活動を側面的に支

援するために作成したものです。資料活用にあたっては次の事項にご留意ください。 

  ① 当館の常設展示は、総合展示室と、いわて自然史展示室、いわて文化史展示室に展開しており、この展示目録は学習指導要領

の社会科(歴史的な内容)と対応しています。 

  ② 2013年３月31日現在の常設展示を記録しています。 

 ③ 常設展示資料は、県土の誕生、いわての夜明け、いわての歩み、庶民の暮らし、いわての今、自然史展示室、文化史展示室等の

コーナーを中心に定期的に展示替えをしています。繰り返し展示するものについては、収蔵中のものも常設展示資料欄に載せています。 

 ④ 資料の「見学のポイント」欄は、学習指導の参考のために記載してあります。 

 ⑤ 資料の詳細、不明な点等につきましては、 

    学芸第三課 博物館・学校連携担当（電話０１９－６６１－２８３１）にお尋ねください。  



原始・古代

資 料 名 資 料 名

テーマ１ 考古
（1）　歴史のとらえ方

⑨　氷河期の人々 パネル (解説) ①　岩手の土器
ア　石器の使い方 パネル (解説) ・岩手の土器 パネル （解説） 縄文時代草創期
・尖頭器　１点 実物 八幡平市野駄遺跡 ・岩手の縄文土器 パネル （解説） B.C10000～6000
・局部磨製石器　１点 実物 奥州市江刺区大名野遺跡 ・縄文草創期　１点 実物 軽米町馬場野Ⅱ遺跡 早期
・大型打製石器　４点 複製 北上市持川遺跡 ・縄文早期　２点 実物 二戸市長瀬B遺跡 B.C6000～4000
・エンドスクレイパー　３点 実物 北上市愛宕山遺跡 ・縄文早期　１点 実物 軽米町馬場野Ⅱ遺跡 前期
・打製石器　１点 実物 北上市愛宕山遺跡 ・縄文早期　３点 実物 二戸市馬立Ⅰ遺跡 B.C4000～3000
・接合された剥片　１点 接合 北上市愛宕山遺跡 ・縄文早期　２点 実物 洋野町大宮遺跡 中期
・ナイフ型石器　４点 実物 北上市愛宕山遺跡 ・縄文前期　２点 実物 二戸市沢内B遺跡 B.C3000～2000
・局部磨製石器　２点 実物 北上市愛宕山遺跡 ・縄文前期　１点 実物 大船渡市三陸町宮野貝塚 後期
・大渡Ⅱ遺跡 パネル (写真) ・縄文前期　２点 実物 九戸村田代遺跡 B.C2000～1200
・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町峠山ⅠB遺跡 ・縄文前期　７点 実物 金ヶ崎町和光Ⅵ区遺跡 晩期
・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡 ・大木式土器と円筒土器文

化
パネル （図） B.C1200～100

・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町耳取Ⅰ遺跡 ・縄文中期　３点 実物 北上市鳩岡崎遺跡
・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町大台野遺跡 ・縄文中期　１点 実物 雫石町広瀬Ⅱ遺跡 弥生時代早期

１　人類がたどった進化・局部磨製石斧　１点 実物 西和賀町大台野遺跡 ・縄文中期　１点 実物 盛岡市繋Ⅲ遺跡 B.C450～B.C300
・石核　１点 実物 西和賀町峠山ⅠB遺跡 ・縄文中期　２点 実物 八幡平市長者屋敷遺跡 前期
・彫刻刀形石器　１点 複製 西和賀町大台野遺跡 ・縄文中期　６点 実物 八幡平市長者屋敷遺跡 B.C300～B.C200
・彫刻刀形石器　２点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡 ・縄文後期　５点 実物 二戸市馬立Ⅱ遺跡 中期
・石刃　１点 実物 西和賀町大台野遺跡 ・縄文後期　３点 実物 岩手町川口Ⅱ遺跡 B.C200～A.D100
・石刃　２点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡 ・縄文後期　６点 実物 軽米町大日向Ⅱ遺跡 後期
・ナイフ形石器　３点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡 ・縄文後期　１点 実物 軽米町長倉遺跡 A.D100～300
・ナイフ形石器　１点 実物 西和賀町大台野遺跡 ・縄文後期　３点 実物 一関市花泉町貝鳥貝塚
・ナイフ形石器　１点 実物 西和賀町耳取Ⅰ遺跡 ・大洞式土器文様変遷模式

図
パネル （図） 古墳時代

イ　石器の作り方 パネル (解説) 3世紀半～7世紀末
・原石　２点 ・縄文晩期　3点 実物 九戸村道地Ⅳ遺跡 奈良時代

　　 ・石核　２点 製作 ・縄文晩期　4点 実物 一関市谷起島遺跡 8世紀
・石刃　２点 製作 ・縄文晩期　8点 実物 九戸村道地Ⅳ遺跡 平安時代
・ナイフ形石器　３点 製作 ・縄文晩期　3点 実物 軽米町大日向Ⅱ遺跡 9世紀から10世紀

・縄文晩期　3点 実物 軽米町駒板遺跡
（2）　古代までの日本 パネル解説 ・縄文晩期　11点 実物 八幡平市曲田Ⅰ遺跡

⑩　岩手の縄文土器 パネル (解説) 縄文土器 ・岩手の弥生土器 パネル （解説）
ア　縄文土器の作り方 パネル (解説) 実物 矢巾町大渡野遺跡
・粘土→積み上げ→施文→ 模型
施文完了→完成 実物 軽米町大日向Ⅱ遺跡
イ　さまざまな縄文土器 パネル (写真)
・狩猟縄文土器　１点 実物 縄文後期　二戸市馬立Ⅱ遺跡 ・弥生中期　5点 実物 二戸市大淵遺跡
・壺　１点 実物 縄文中期　二戸市馬立Ⅱ遺跡 ・弥生中期　2点 実物 奥州市江刺区沼の上遺跡
・深鉢　１点 実物 縄文中期　盛岡市山王山遺跡 ・弥生中期　3点 実物 奥州市水沢区橋本遺跡
・注口土器　１点 実物 縄文後期　一関市花泉町貝鳥貝塚 ・弥生中期　8点 実物 軽米町馬場野Ⅱ遺跡
・切断蓋付き土器　１点 実物 縄文後期　二戸市浄法寺町合名遺跡 ・弥生後期　2点 実物 軽米町大日向Ⅱ遺跡
・単孔土器　１点 実物 縄文後期　岩手町出土 ・岩手の土師器・須恵器 パネル （解説）
・注口土器　１点 実物 縄文後期　盛岡市堂ヶ沢遺跡 ・５世紀　3点 実物 北上市猫谷地遺跡
・注口土器　１点 実物 縄文晩期　二戸市雨滝遺跡 ・５世紀　須恵器高坏　１点 実物 金ヶ崎町高野原遺跡
・台付鉢　１点 実物 縄文晩期　二戸市雨滝遺跡 ・５世紀　須恵器瓦泉　１点 実物 奥州市水沢区今泉遺跡
・香炉形土器　１点 実物 縄文晩期　奥州市衣川区東裏遺跡 ・５～６世紀　７点 実物 奥州市水沢区中半入遺跡
・鉢　１点 実物 縄文晩期　八幡平市野駄遺跡 ・７～８世紀　６点 実物 奥州市水沢区今泉遺跡
⑪　貝塚の形成 パネル (解説) ・７～８世紀　８点 実物 金ヶ崎町上餅田遺跡
ア　貝層剥取断面図 実物 陸前高田市中沢浜貝塚(国指定史跡) ・８世紀　５点 実物 野田村上新山遺跡

  ア　我が国の歴史上の人
物や出来事などについて調
べたり考えたりするなどの活
動を通して、時代の区分や
その移り変わりに気付かせ、
歴史を学ぶ意欲を高めると
ともに、年代の表し方や時
代区分についての基本的な
内容を理解させる。

　イ　身近な地域の歴史を
調べる活動を通して、地域
への関心を高め、地域の具
体的な事柄とのかかわりの
中で我が国の歴史を理解さ
せるとともに、受け継がれて
きた伝統や文化への関心を
高め、歴史の学び方を身に
付けさせる。

　ウ　学習した内容を活用し
てその時代を大観し表現す
る活動を通して、各時代の
特色をとらえさせる。

２　時代の移り変わり
と時代区分
３　地域調査に出かけ
てみよう

第２部　古代国家の
成立と東アジア
第１章　人類の登場
から文明の発生へ

総 合 展 示 室

４　宗教の誕生と広ま
り

２　世界各地で生まれ
る文明

学習指導要領（歴史分野）

　ア　世界の古代文明や宗
教のおこり、日本列島にお
ける農耕の広まりと生活の
変化や当時の人々の信仰、
大和朝廷による統一と東ア
ジアとのかかわりなどを通し
て、世界の各地で文明が築
かれ、東アジアの文明の影
響を受けながら我が国で国
家が形成されていったことを
理解させる。

テーマ１  いわての夜明け（考古）
旧 石 器 時 代第１部　歴史の流れと

時代区分

内 容

土 器 の 時 代

第1章　おもしろ歴史
発見
１　歴史人物カードを
使ってみよう

３　東アジアに生まれ
た文明

教科書（帝国書院）の
学習内容

見学のポイント
い わ て 文 化 史 展 示 室

内 容

　環境の変化ととも
に、人類はどのよう
に進化してきたで
しょうか。

 　氷河期に食べ物
を手に入れるのに
どんな道具を使っ
て、どのようにして
手に入れたのだろう
か。

見学のポイント

　土器は、何のため
に、どのように使わ
れたのだろうか。

教材貸出し等

考 古

　縄文土器の縄目
の文様は、なぜつ
けられたのだろう
か。

　手に入れた食べ
物をどのようにして
加工したのだろう
か。

　各種土器を観察
して比べ、種類と使
用方法を考えてみ
よう。

・弥生前期（遠賀川系土器）
1点

　各時代の土器を
比較し、特色や違
い、発達過程を理
解しよう。

　土師器と須恵器
の違いは何か。

・続縄文土器（後北C2・D
式）　１点



イ　さまざまな漁撈用具 パネル (解説) ・８世紀　２点 実物 久慈市山屋敷遺跡
・骨鏃　３点 実物 大船渡市富沢貝塚 ・８世紀　４点 実物 奥州市水沢区石田遺跡
・銛　３点 複製 一関市花泉町貝鳥貝塚 ・８世紀　６点 実物 岩手町仙波堤遺跡
・銛　６点 実物 大船渡市富沢貝塚 ・９世紀　１点 実物 紫波町上平沢新田遺跡
・銛用ソケット　２点 実物 大船渡市富沢貝塚 ・須恵器の生産 パネル （解説）
・刺突具　１点 複製 一関市花泉町貝鳥貝塚 ・９世紀　１点 実物 奥州市江刺区力石Ⅱ遺跡
・骨針　２点 実物 一関市花泉町貝鳥貝塚 ・９世紀　６点 実物 盛岡市竹花前遺跡
・骨篦　２点 実物 野田村根井貝塚 ・１０世紀　３点 実物 奥州市江刺区落合Ⅱ遺跡
・土錘　５点 実物 一関市花泉町貝鳥貝塚
・挟み込み式ヤス　３点 実物 出土地不明 ②　北上山系の洞穴遺跡 パネル （解説）
・釣針　１点 実物 岩泉町茂師貝塚 ・北上山地の洞穴遺跡 パネル （分布図・写真）
⑫　埋葬と装飾品 パネル (解説) ・ニホンザル下顎骨　４点　 実物 岩泉町岩谷洞穴
ア　縄文人の埋葬 パネル (写真)
・屈葬人骨　１体 実物 縄文晩期　宮古市大付遺跡

(約2500年前) ・ヒキガエルの骨 実物 岩泉町岩谷洞穴
イ　縄文人の装飾 ・カワシンジュガイ　８点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・土製装身具　２点 実物 軽米町大日向Ⅱ遺跡
・ボタン状石製品　１点 実物 二戸市雨滝遺跡
・鹿角製髪針　１点 実物 野田村根井貝塚
・烏骨製腰飾　１点 実物 陸前高田市中沢浜貝塚 ・真珠　２点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・勾玉　２点 実物 二戸市雨滝遺跡 ・土製装身具　２点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・ヒスイ製勾玉 実物 盛岡市上米内遺跡 ・石製装身具　３点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・土製耳飾　１点 実物 盛岡市上米内遺跡 ・貝殻製装身具　１５点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・土製耳飾　１点 実物 軽米町大日向Ⅱ遺跡 ・貝殻片象嵌土製品　３点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・貝輪　２点 実物 一関市花泉町白浜貝塚 ・牙製装身具　４点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・貝輪　１点 実物 大船渡市長谷堂貝塚 ・縄文土器淺鉢　１点 実物 縄文晩期　一関市東山町熊穴洞穴
・牙製垂れ飾り　２点 実物 大船渡市長谷堂貝塚 ・土製紡錘車　１点 実物 縄文晩期　一関市東山町熊穴洞穴
・獣骨製垂れ飾り　１点 実物 大槌町赤浜貝塚 ・貝輪　１点 実物 縄文晩期　一関市東山町熊穴洞穴
⑬　縄文人の暮らし パネル (解説) ・骨製ナイフ　１点 実物 平安時代　一関市東山町熊穴洞穴
ア　復元人物(ジオラマ) 模型 一関市花泉町貝鳥貝塚 ・埋葬人骨（壮年男性）　１点 実物 縄文晩期　一関市東山町熊穴洞穴
イ　萪内遺跡 パネル (解説)

縄文後期　約3000年前 ③　岩手の石器と鉄器
盛岡市萪内遺跡（国重文） ・接合する剥片　２点 実物

・縄文人の足跡 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・硬質頁岩　２点 実物
・トーテムポール様木製品 複製 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・黒曜石　３点 実物
・漆状樹脂付着土器　１点 実物 縄文時代　盛岡市萪内遺跡 ・安山岩　１点 実物
・漆塗り飾り弓　１点 複製 縄文後期・晩期　盛岡市萪内遺跡 ・メノウ　３点 実物
・漆塗り櫛　３点 複製 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・鉄石英　１点 実物
・木皿　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・つぶす（擦り石３点） 実物
・石製玉類　４点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・割る（叩き石２点） 実物
・小型磨製石斧　９点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・掘る（石刃３点、打製石斧２

点、磨製石斧３点）
実物

・台付深鉢　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・切る（石匙７点） 実物
・石棒　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・削る（スクレバー４点） 実物
・石刀　２点 実物 縄文後期・晩期　盛岡市萪内遺跡 ・石鏃　２０点 実物
・石錘　２点　 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・台付深鉢形土器　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ア　岩手の石器 パネル （解説・グラフ・分布図）
・鳥形注口土器　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・縄文早期の石器群　２１点 実物 矢巾町大渡野遺跡
・土製首飾り　３点 実物 縄文後期・晩期　盛岡市萪内遺跡 ・縄文中期の石器群　２５点 実物 花巻市山ノ神遺跡
・環状土製品　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・縄文晩期の石器群　４３点 実物 奥州市衣川区東裏遺跡
・岩版　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 イ　古代の鉄器・蕨手刀 パネル （解説）
・スタンプ状土製品　３点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・餅鉄　１点 実物
・動物形土製品　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・蕨手刀　１点 模造品
・土偶　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・鉗　１点 実物
・大型土偶の一部　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡 ・紡錘車　１点 実物

　小さく複雑な形の
釣針や銛はどんな
材料だろうか。道具
から食料の確保と
食生活の様子を考
えてみよう。

　縄文時代の石器･
骨角器・土器等の
道具を観察し、旧
石器時代との違い
を考えてみよう。

　縄文時代のさまざ
まな装身具と現代
人のファッションを
比較してみよう。

　石器の利用につ
いて理解を深めよ
う。

実物・大型土偶頭部　１点

　遺跡の模型や遺
物から、当時の
人々の生活の様子
を考えてみよう。

土偶の謎にせまる
（ビデオ）

　なぜ洞穴で生活
したのか。

　洞穴での生活様
式は。

　石器はどのように
つくられたのか考え
よう。

実物 岩泉町岩谷洞穴

実物

　鉄器が登場する
世の中の動きの変
化を考えてみよう。

　時代の変化に伴う
石器の違いを探ろ
う。

岩泉町岩谷洞穴

　海への進出するこ
とによって、生活は
どのように変化した
のだろうか。

・ツキノワグマ・カモシカ下顎
骨　６点

・魚骨（ソウダガツオ属，ブリ
属，コイ科、サバ属、サケ
科）　５点

　土偶は、何に用い
られたのだろうか。



⑭　大洞文化 パネル (解説・写真) ・斧　１点 模造品
・壺　１点 実物 滝沢村巣子出土 ・斧　１点 実物
・遮光器土偶　１点 実物 盛岡市手代森遺跡（国重文） ・鋤先　１点 模造品
・遮光器土偶　１点 実物 岩手町豊岡遺跡 ・鋤先　１点 実物
・岩偶形土偶　１点 実物 岩手町豊岡遺跡 ・鎌　２点 実物
・土偶　２点 実物 二戸市雨滝遺跡 ・直刀　１点 実物
・すわる土偶　１点 実物 奥州市衣川区東裏遺跡 ・刀子　１点 模造品
・壺　１点 実物 二戸市雨滝遺跡 ・刀子　２点 実物
・注口土器　２点 実物 二戸市雨滝遺跡 ・鏃　２点 模造品
・鉢　１点 実物 二戸市雨滝遺跡 ・鏃　２点 実物
・人面付岩版　１点 実物 二戸市雨滝遺跡 ・責金具　１点 実物
・コノハズク形土器　１点 複製 一関市草ヶ沢遺跡
・亀形土製品　１点 実物 盛岡市川目遺跡 ④　三陸の貝塚
・土面　１点 実物 一関市草ヶ沢遺跡 ア　三陸の貝塚 パネル （解説・分布図・年表）
・石製装身具　４点 実物 二戸市雨滝遺跡 ・石錘　４点 実物 花巻市石鳥谷町
・台付鉢　１点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文） ・骨ベラ　８点 実物 大船渡市富沢貝塚
・鉢　１点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文） ・縄文時代　根挟み　１点 実物 大船渡市富沢貝塚
・壺　１点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文） ・骨針　６点 実物 大船渡市富沢貝塚
・皿　２点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文） ・釣針　６点 実物 大船渡市富沢貝塚
・注口土器　１点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文） ・ヤス　２点 実物 一関市花泉町貝鳥貝塚
・ミニチュア土器　２点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文） ・離頭銛　７点 実物
・壺　１点 実物 一戸町蒔前遺跡 ・固定銛　２点 実物 大船渡市富沢貝塚
・注口土器　２点 実物 一戸町蒔前遺跡 ・銛用ソケット　２点 実物 大船渡市富沢貝塚
・鉢　１点 実物 一戸町蒔前遺跡 東京帝国大學農科大學紀要第２巻

明治４４年（１９１１）

イ　北上川下流域の貝塚群 パネル （解説・グラフ・図・写真）

⑮　弥生文化と岩手 パネル （解説） ・貝塚から出土した動物遺
存体（シカ５点、石鏃の刺

実物 大船渡市宮野貝塚
ア　稲作を始めた時代 パネル （解説）
イ　弥生土器の道 パネル （解説）
・甕　１点 実物 弥生前期　一関市谷起島遺跡
・高坏　１点 実物 弥生中期　二戸市大淵遺跡
・壺（遠賀川系）　１点 実物 弥生前期　軽米町君成田Ⅳ遺跡
・蓋　２点 実物 弥生中期　一関市谷起島遺跡

　 ・壺　１点 実物 弥生前期　二戸市大淵遺跡

ウ　弥生時代の集落 パネル （解説）
・壺　１点 実物 弥生後期　奥州市水沢区常盤遺跡
・鉢　１点 実物 軽米町和当地Ⅰ遺跡
・鉢　１点 実物 軽米町和当地Ⅰ遺跡
・甕　１点 実物 軽米町和当地Ⅰ遺跡
・小型甕　１点 実物 軽米町和当地Ⅰ遺跡
・壺　１点 実物 軽米町和当地Ⅰ遺跡 ⑤　豊岡遺跡
・太型蛤刃石斧　１点 実物 軽米町和当地Ⅰ遺跡 ア　豊岡遺跡出土資料 パネル （解説・写真・分布図）
・管玉　１点 実物 二戸市火行塚遺跡 ・深鉢形土器　５点 実物 岩手町豊岡遺跡
・土製勾玉　３点 実物 軽米町馬場野Ⅱ遺跡 ・台付鉢形土器　８点 実物 岩手町豊岡遺跡
・石包丁　１点 複製 奥州市胆沢区清水下遺跡(原品県指定） ・鉢形土器　８点 実物 岩手町豊岡遺跡
・石包丁　１点 実物 奥州市胆沢区清水下遺跡(県指定） イ　豊岡遺跡資料の特徴 パネル （解説・図・写真）
・籾痕のついた土器　１点 実物 奥州市江刺区兎Ⅱ遺跡 ・浅鉢形土器　５点　 実物 岩手町豊岡遺跡

・ミニチュア土器　１２点 実物 岩手町豊岡遺跡
・壺形土器　１２点 実物 岩手町豊岡遺跡

２　ムラがまとまりクニ
へ

⑯　拓かれる北上平野 パネル (解説) ・注口土器　７点 実物 岩手町豊岡遺跡
ア　古墳を築いた時代 パネル (解説) ・岩偶形土偶　４点 実物 岩手町豊岡遺跡
イ　角塚古墳 パネル (写真) ・土版　２点 実物 岩手町豊岡遺跡
・角塚古墳復元模型 模型 （縮尺１００分の１） ・各種土製品　４点 実物 岩手町豊岡遺跡
・円筒埴輪　１点 複製 奥州市胆沢区角塚古墳 ・X字形土器　５点 実物 岩手町豊岡遺跡

　縄文式土器と弥
生式土器を比べ
て、その違いをまと
めてみよう。また、
使用方法を考えて
みよう。

　米作りによって、
当時の生活・社会
はどのように変わっ
たのか考えてみよ
う。

古 墳 を 築 い た 時 代

稲 作 を 始 め た 時 代第２章　東アジアの中
の倭（日本）
１　稲作による生活の
変化

・「prehistoric　Fishing　in
Japan」　１点

　貝塚は、集落近く
のゴミ捨て場のこと
で、貝がらだけでな
く、獣や魚の骨、壊
れた石器や土器な
どが含まれる。当時
の人々の暮らしを
考えてみよう。

　鉄器の登場によっ
て生産技術や産業
は、どのように変化
したのだろうか。

実物

　出土品から当時
の生活様式を考え
てみよう。

　米作りや米食に関
係のある遺物を探し
て、その使用方法
を考えてみよう。

　鉄と前方後円墳
はなぜ各地に広
まったのだろうか。

　土偶は、何に用い
られたのだろうか。



⑰　群集墳 パネル (解説) ・小型遮光器土偶　５点 実物 岩手町豊岡遺跡
ア　江釣子古墳群 パネル (写真) ・遮光器土偶頭部　８点 実物 岩手町豊岡遺跡
イ　石室復元模型 模型 北上市長沼古墳群 ・土製耳飾り　９点 実物 岩手町豊岡遺跡
・蕨手刀　１点 実物 盛岡市太田蝦夷森古墳(奈良時代) ・石棒類　１４点 実物 岩手町豊岡遺跡
・蕨手刀　１点 複製 北上市長沼古墳群 ・石冠　３点 実物 岩手町豊岡遺跡
・蕨手刀　１点 実物 花巻市熊堂古墳群４号墳 ・岩版　３点 実物 岩手町豊岡遺跡
・衝角付冑　１点 複製 盛岡市上田蝦夷森古墳（７世紀) ・各種石製品　１１点 実物 岩手町豊岡遺跡
・轡　１点 実物 北上市江釣子古墳群五条丸51号墳 ・玉類　４点 実物 岩手町豊岡遺跡
・鉄鏃　１点 実物 北上市長沼古墳群
・高坏　１点 実物 北上市猫谷地遺跡
・砥石　１点 実物 花巻市熊堂古墳群
・鎌　１点 実物 北上市長沼古墳群
・黒曜石製石器　２点 実物 北上市岩崎台地遺跡群
・和同開珎　１点 実物
・勾玉　５点 実物 花巻市熊堂古墳群
・切子玉　６点 実物 花巻市熊堂古墳群
・ガラス玉　１輪 実物 岩手町浮島古墳群
・ガラス玉　９点 実物 花巻市熊堂古墳群
⑱　集落と住居 パネル (解説)
・球胴甕　１点 実物 盛岡市台太郎遺跡竪穴住居群
・小型甕　１点 実物 盛岡市台太郎遺跡竪穴住居群
・長胴甕　１点 実物 盛岡市台太郎遺跡竪穴住居群
・土師器　坏　１点 実物 盛岡市台太郎遺跡竪穴住居群

・平瓶　１点 実物
盛岡市台太郎遺跡竪穴住居群(静
岡県湖西産)

・土師器　坏　１点 実物 盛岡市百目木遺跡
・長胴甕　１点 実物 盛岡市志波城跡(９世紀初頭)
・長胴甕(出羽型甕)　１点 実物 北上市鳩岡崎上の台遺跡(９世紀前葉)

・土師器　坏　１点 実物 盛岡市台太郎遺跡(８世紀前半)　
・土師器　坏　１点 実物 盛岡市台太郎遺跡(７世紀後半)
・蔵骨器　１点 実物 盛岡市飯岡沢田遺跡
⑲　生産技術の変革 パネル (図・写真)
・短頸壺　１点 実物 盛岡市飯岡沢田遺跡
・薬壺　１点 実物 盛岡市飯岡沢田遺跡
・須恵器　坏　５点 実物 盛岡市小幅遺跡
・円面硯　１点 実物 盛岡市飯岡林崎Ⅱ遺跡
・長頸瓶　１点 実物 盛岡市飯岡沢田遺跡

第３章　中国にならっ
た国家づくり

⑳　古代の城柵 パネル (解説)

ア　胆沢城跡出土漆紙文
書

パネル (解説・写真)

・漆桶(復元模型)　１点 模型 奥州市水沢区胆沢城跡
奥州市水沢区胆沢城跡
奥州市水沢区胆沢城跡

複製 奥州市水沢区胆沢城跡
奥州市水沢区胆沢城跡
奥州市水沢区胆沢城跡
奥州市水沢区胆沢城跡

・長頸瓶　３点 複製 奥州市水沢区胆沢城跡
イ　胆沢城跡 パネル (解説・写真)

２　律令国家をめざし
て３　律令国家でのく
らし４　大陸の影響を
受けた文化

・漆紙文書「番状健土関係
解文」復元　１点

・漆紙文書「番状健土関係
解文」　１点

・漆紙文書「兵士歴名簿」復
元　１点

テーマ２  いわての歩み（歴史）
１　ヤマト王権と仏教
伝来

蝦 夷 か ら 奥 州 藤 原 氏 へ （ 古 代 )
　イ　律令（りつりょう）国家の
確立に至るまでの過程、摂
関政治などを通して、大陸
の文物や制度を積極的に
取り入れながら国家の仕組
みが整えられ、その後、天
皇や貴族の政治が展開した
ことを理解させる。

複製

複製

３　鉄からみえるヤマ
ト王権

　出土品の変化か
ら技術がどのように
発達したか考えて
みよう。

　胆沢地方の蝦夷
の首長の一人アテ
ルイは、朝廷軍に
抵抗を続けたが、
坂上田村麻呂に降
伏し、処刑されまし
た。城柵の役割を
考えてみよう。

　出土品から当時
の生活を考えよう。
また、中央との違い
も考えてみよう。

　古墳とそこから出
土した副葬品から、
豪族の生前の姿を
予測しよう。

　住居の配置や出
土品から集落の大
きさを考えてみよう。

　出土品から、当時
の生活を想像しよ
う。



・坏(須恵器)　２点 実物 奥州市水沢区胆沢城跡
・坏(土師器)　２点 実物 奥州市水沢区胆沢城跡
・鎌　１点 実物 奥州市江刺区力石遺跡
・砥石　１点 実物 奥州市江刺区力石遺跡
・鞴羽口　１点 実物 奥州市江刺区力石遺跡
・胆沢城の瓦　１点 実物 奥州市水沢区胆沢城跡
・軒丸瓦・軒平瓦　１点 複製 奥州市水沢区胆沢城跡
・鬼瓦　復元　１点 複製 奥州市水沢区胆沢城跡
ウ　志波城跡 パネル (解説・写真)
・円面硯　１点 実物 盛岡市志波城跡
・刀子　１点 実物 盛岡市志波城跡

　　 ・斧　１点 実物 盛岡市志波城跡
　　 ・轡　１点 実物 盛岡市志波城跡
　　 ・鏃　１点 実物 盛岡市志波城跡
　　 ・甕　１点 実物 盛岡市志波城跡
　　 ・蓋付坏(須恵器)　１点 実物 盛岡市志波城跡
　　 ・坏(土師器)　１点 実物 盛岡市志波城跡

・壺　１点 実物 盛岡市志波城跡
・高坏(須恵器)　３点 実物 盛岡市志波城跡
エ　徳丹城跡 パネル (解説・写真)
・徳丹城隅櫓柱脚　１点 実物 矢巾町徳丹城跡
・坏(土師器)　１点 実物 矢巾町徳丹城跡
・坏(須恵器)　１点 実物 矢巾町徳丹城跡
・高台付皿　２点 実物 矢巾町徳丹城跡
・椀　１点 実物 矢巾町徳丹城跡
オ　飛鳥台地Ⅰ遺跡(二戸) パネル (写真)
・手鎌　２点 実物 二戸市飛鳥台地Ⅰ遺跡
・甕(土師器)　１点 実物 二戸市飛鳥台地Ⅰ遺跡
・坏(土師器)　１点 実物 二戸市飛鳥台地Ⅰ遺跡
カ　落合Ⅱ遺跡(奥州) パネル (写真)
・槌　１点 実物 奥州市江刺区落合Ⅱ遺跡出土木器
・下駄　１点 実物 奥州市江刺区落合Ⅱ遺跡出土木器
・うき　１点 実物 奥州市江刺区落合Ⅱ遺跡出土木器
・曲物　１点 実物 奥州市江刺区落合Ⅱ遺跡出土木器
・鋤　１点 実物 奥州市江刺区落合Ⅱ遺跡出土木器

　 ㉑　安倍氏の台頭 パネル (解説)

ア　鳥海柵跡 パネル (解説・写真・図)

イ　安倍・清原・藤原氏系図 パネル (系図)
　　 ・紡錘車　１点 実物 久慈市中長内遺跡

・刀子　１点 実物 久慈市中長内遺跡
・鏃　３点 実物 久慈市中長内遺跡
・鎌　１点 実物 久慈市中長内遺跡
・やりがんな　１点 実物 久慈市源道遺跡
・鎌　１点 実物 久慈市源道遺跡
・環状鉄製品　２点 実物 久慈市源道遺跡
・坏(土師器)　１点 実物 久慈市源道遺跡
・長頸瓶(土師器) 実物 久慈市源道遺跡
・琥珀　３点 実物 久慈市源道遺跡

ウ　国見山廃寺跡 パネル (解説・写真・図)

・定額寺と龍頭 パネル (解説)

・龍頭　１点 実物 北上市極楽寺蔵（国重文）
・幡　１点 模型

　アテルイになった
つもりで、朝廷に対
する蝦夷の主張を
考えてみよう。

　出土品から当時
の生活を考えよう。
また、中央との違い
も考えてみよう。

　奥州藤原氏と豪
族安倍氏のつなが
りを理解して、前九
年合戦・後三年合
戦がこの地方で行
われたものであるこ
とを確認しよう。

　仏教文化の浸透
を考えてみよう。



・瓦（鬼瓦・軒丸瓦・軒平瓦・
丸瓦・平瓦）　８点

実物
多賀城市多賀城跡・仙台市陸奥国
分寺跡・奥州市瀬谷子窯跡群

㉒　奥州平泉とその文化 パネル (解説) ⑥　柳之御所遺跡 パネル （解説）

ア　平泉文化のひろがり パネル (図)

模型 パネル （解説・写真）
・ロクロかわらけ大皿　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・華鬘　１点 複製 平泉町中尊寺金色院原蔵(原品国 ・ロクロかわらけ小皿　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）
・白磁水柱(１２世紀)　１点 複製 平泉町志羅山遺跡(原品国重文) ・手づくねかわらけ大皿　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・手づくねかわらけ小皿　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）
・墨書土器　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）
・人面墨書土器　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）
・中国産白磁四耳壺　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）
・杓子　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・水沼産陶器片　３点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・銅製六器(１２世紀)　１点 実物 一関市河崎の柵擬定地 ・渥美産陶器片　９点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・吉州窯産陶器片　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・中国産青白磁輪花碗　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）

・墨書折敷　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）

複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）

イ　日常生活と工房 パネル （解説・分布図・写真）

・円形曲物　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・漆塗り椀　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・ロクロのかわらけ　２点 実物 紫波町比爪館遺跡 ・漆塗り皿　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・手づくりかわらけ　２点 実物 紫波町比爪館遺跡 ・横櫛　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

ウ　平泉の文化遺産　３点 パネル (解説・写真・表) ・物差し　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・銅造聖観音菩薩立像　1点 複製
白鳳～奈良　盛岡市源勝寺原蔵(原
品国重文)

・毛抜き　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・薬師如来坐像　1点 複製
平安前期　奥州市黒石寺原蔵(原品
国重文)

・手斧　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・聖観音菩薩立像　1点 複製
平安中期　二戸市天台寺原蔵(原品
国重文）

・連歯下駄　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・扇の骨　４点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・糸巻き　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・チュウ木　２１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・金鉱石　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・一切経見返絵 パネル (写真) ・銅印「磐前村印」　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）

ウ　呪いと地鎮 パネル （解説・写真）

・毬杖の毬　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・羽子板状木製品　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・独楽　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・碁石　５点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・将棋の駒　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・木トンボ　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・木製宝塔　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

紫波町土館新山神社境内出土

平安後期　平泉町中尊寺大長寿院
原蔵(原品国宝)

紫波町山屋館経塚（県指定）実物

・鴛鴦文鏡轡(１２世紀)
１点

・常滑産広口壺(１２世紀)　１
点

複製

複製

実物 紫波町山屋館経塚（県指定）

紫波町比爪館遺跡

平安中期　奥州市藤里智福愛宕神
社原蔵(原品国重文)

実物

実物

・兜跋毘沙門天立像　1点

　日常生活と工房
の関係は、どのよう
になっていたのだろ
うか。

実物

　当時の人びとの精
神生活を考えてみ
よう。

２　芽ばえる日本独自
の文化

第４章　展開する天
皇・貴族の政治

イ　毛越寺・観自在王院復
原模型１２５分の１

・波状文四耳壺(１２世紀)　１
点

・紺紙金銀字交書一切経　1
点

・常滑産三筋文壺(１２世紀)
１点

・鳥形１点、鏃形１点、馬櫛１
点

・常滑産三筋文壺(１２世紀)
１点

平泉志羅山遺跡（国重文）

平泉町柳之御所遺跡(国重文）実物

・中国産黄釉褐彩四耳壺(１
２世紀)　１点

実物 平泉町柳之御所遺跡(国重文）

１　権力をにぎった貴
族たち

　ウ　仏教の伝来とその影
響、仮名文字の成立などを
通して、国際的な要素をもっ
た文化が栄え、後に文化の
国風化が進んだことを理解
させる。

　優れた仏教遺物
が存在する理由を
考えてみよう。

・建物が描かれた墨書折敷
１点

　中尊寺金色堂内
部は金で輝いてい
ます。金はどこでと
れたのだろうか。奥
州藤原氏はどのよう
にして栄えたのだろ
うか考えてみよう。

ア　柳之御所遺跡の出土
品・宴の場

　平安時代後期に
京都で流行した浄
土庭園を平泉文化
に見ることができる
のはなぜだろうか。
奥州藤原氏が京都
の文化をなぜ、どの
ように摂取したのだ
ろうか考えてみよ
う。

　奥州藤原氏の政
庁跡とされる遺跡
で、国産陶器・中国
産陶磁器・各種の
工具などから藤原
氏の交易や技術
を、飾り馬具・烏帽
子・板絵から京都文
化を、かわらけ・
ちゅうぎ・遊具から
日常生活を想像し
てみよう。

　中央政府との交
流の実態を理解し、
中央政府との関係
を考えてみよう。



・呪符木簡　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）

・形代（人形）　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・形代（鳥形）　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・形代（陽物形）　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・形代（鏃形）　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・形代（砧形）　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・形代（杵形）　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・形代（蛇形？）　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・形代（硯形）　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

・花瓶　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）

・金槌　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）

　　　 ・火舎　１点 複製 平泉町柳之御所遺跡（原品国重文）


