
近代・現代

資 料 名 資 料 名

（5）近代の日本と世界 （解説）

㊱　生活の洋風化 パネル （解説）
・駅舎ジオラマ 明治時代
㊲　岩手県の誕生 パネル （解説）
・近代化をめざして 年表 （解説）

　

・県会議員当選証書　１点 実物 明治１５年（１８８２）　
・戸帳辞令　１点 実物 明治１２年（１８７９）　

１　黒船来航の衝撃 ・地券　１点 実物 明治時代
２　武士の世の終わり ・小学読本　１点 実物 明治初期

・卒業証書　１点 実物 明治１０年（１８７７）
・学校児童章　１点 実物 明治時代

複製 明治１６年（１８８３）

複製 明治１８年（１８８５）

複製 明治１９年（１８８６）

複製 明治２２年（１８８９）

複製 明治２２年（１８８９）

複製 明治２３年（１８９０）

・勧業場焼　１点 実物 明治初期　
・国立銀行と国立銀行紙幣 パネル （解説）

・置きランプ　１点 実物

・紙腔琴　１点 実物 明治１７年（１８８４）　
複製 明治２３年（１８９０）

複製 明治２４年（１８９１）

・日清戦争（日本）　１点 複製 明治２７年（１８９４）
複製 明治３５年（１９０２）

複製 明治３５年（１９０２）

・初期の卓上電話機　１点 実物 明治後期　

複製

複製 明治１４年（１８８１）

明治１４年（１８８１）

・岩手県勧業博覧会章牌
１点

・第１回帝国議会開会（時事
新報）　１点

・一関第八十八国立銀行券
２点

・鹿鳴館開館（東京日日新
聞）　１点
・内閣制度発足（時事新報）
１点

・大日本帝国憲法発布（時
事新報）　１点

明治９年（１８７６）

複製

　身近な地域に明治
初めに生まれた学校
があれば、その歴史
を調べてみよう。

　自由と民権を獲得
するために、人々はど
のようなしくみを政府
に求めたのだろうか。

　大日本帝国憲法は
どのような内容か。ま
た、帝国議会はどのよ
うにして始まったの
か。

　カ　経済の世界的な混乱
と社会問題の発生、昭和初
期から第二次世界大戦の終
結までの我が国の政治・外
交の動き、中国などアジア
諸国との関係、欧米諸国の
動き、戦時下の国民の生活
などを通して、軍部の台頭
から戦争までの経過と、大
戦が人類全体に惨禍を及
ぼしたことを理解させる。

・市町村制施行（巖手日日
新聞）　１点

・第１回衆議院総選挙（時事
新報）　１点

・東北本線全通（東奥日報）
１点

実物

複製

・原敬初当選（巖手毎日新
聞）　１点

　現在から見て、大日
本帝国憲法の良い点
と問題点を考えてみよ
う。

　日本と清が戦争に
いたるまでにどのよう
な経緯があったのだ
ろうか。また、その結
果はどうなったのか。

　日本とロシアが戦争
にいたった経緯は何
か。またその結果はど
うなったのだろうか。

　新政府の改革に
よって、人々の生活は
どのようにかわって
いったのだろうか。

歴 史進 む 近 代 化

２　人々が求めた自由
と平等 ・岩手新聞誌発刊（巖手新

聞誌第壱号）　１点

明治元年（１８６８）複製

複製
　人々は文明開化や
政府の諸改革に対し
て、どのように対応し
たのだろうか考えてみ
よう。

３　資本主義の成立と
欧米の世界進出 ・国会開設決定（東京日日

新聞）　１点

見学のポイント 見学のポイント
内 容

テーマ２　歴史　テーマ２　いわての歩み（歴史）

総 合 展 示 室 い わ て 文 化 史 展 示 室

内 容

１　欧米とアジアで異
なる外交

　エ　我が国の産業革命、こ
の時期の国民生活の変化、
学問・教育・科学・芸術の発
展などを通して、我が国で
近代産業が発展し、近代文
化が形成されたことを理解さ
せる。

　オ　第一次世界大戦の背
景とその影響、民族運動の
高まりと国際協調の動き、我
が国の国民の政治的自覚
の高まりと文化の大衆化な
どを通して、第一次世界大
戦前後の国際情勢及び我
が国の動きと、大戦後に国
際平和への努力がなされた
ことを理解させる。

５　人々からみた明治
維新

学習指導要領（歴史分野）
教科書（帝国書院）の

学習内容

・巖手日日新聞発刊（巖手
日日新聞）　１点

　イ　開国とその影響、富国
強兵・殖産興業政策、文明
開化などを通して、新政府
による改革の特色を考えさ
せ、明治維新によって近代
国家の基礎が整えられて、
人々の生活が大きく変化し
たことを理解させる。

第５部　近代国家の
歩みと国際社会

第１章　欧米諸国に
おける「近代化」

４　日本を取りまく世
界情勢

第２章　新しい価値
観のもとで

３　明治維新と「御一
新」

　ア　欧米諸国における市
民革命や産業革命、アジア
諸国の動きなどを通して、欧
米諸国が近代社会を成立さ
せてアジアへ進出したことを
理解させる。

　ウ　自由民権運動、大日
本帝国憲法の制定、日清
（にっしん）・日露戦争、条約
改正などを通して、立憲制
の国家が成立して議会政治
が始まるとともに、我が国の
国際的地位が向上したこと
を理解させる。

第３章　近代国家へ
の歩み

４　帝国憲法の成果と
課題

３　自由と民権を求め
て

　新政府はどのような
国家をめざしたのだろ
うか。またそれに対し
て、人々はどのような
思いをもっていたのだ
ろうか考えてみよう。

・政党の結成（東京日日新
聞）　１点

１　イギリスで始まった
「近代化」 ・明治改元（太政官日誌第８

１）　１点

４　富国強制をめざし
て

第４章　帝国主義と
日本
１　「一等国」をめざし
て

２　変わる沖縄と北海
道

５　形成される日本国
民

・盛岡第九十国立銀行券
２点

２　朝鮮支配と日清戦
争
３　世界が注目した日
露戦争
４　ぬりかえられたア
ジアの地図

第５章　「一等国」の
光と影
１　近代日本を支えた
糸と鉄

・八甲田山遭難（巖手毎日
新聞号外）　１点

東海道・甲州街道・津久井往環・矢倉沢往環・中原



資 料 名 資 料 名
見学のポイント 見学のポイント

内 容

総 合 展 示 室 い わ て 文 化 史 展 示 室

内 容
学習指導要領（歴史分野）

教科書（帝国書院）の
学習内容

・手廻しミシン　１点 実物 明治後期　
２　変わる都市と農村 ・手廻し蓄音器　１点 実物 大正初期　

複製 明治３７年（１９０４）

複製 大正元年（１９１２）

⑲　郷土料理
㊸　いろり パネル （解説・図・写真） ・自然の恵みと郷土料理 パネル （解説・写真）

４　政党政治の始まり ・自在かぎ　1点 実物 岩泉町
・べんけい　1点 実物

（6）　現代の日本と世界
（6）　現代の日本と世界 ア

・火棚　1点 実物 一関市
・木割り　1点 実物 雫石町 ・キビ料理　1点 模型 ウキウキダンゴ
・五徳　1点 実物 花巻市石鳥谷町 ・まめ料理　1点 模型 豆シトギ
・鍋　1点 実物 盛岡市玉山 ・そば料理　1点 模型 ソバネリ
・杓子　1点 実物 田野畑村 ⑳　岩手の民芸
・火箸　1点 実物 奥州市江刺区 パネル （解説）
・煙草盆　1点 実物 岩泉町
・水桶　2点 実物 ・南部桐下駄　1点 実物 盛岡市
・徳利　1点 実物 奥州市江刺区 ・チャグチャグ忍駒　1点 実物 矢巾町
・箱膳　3点 実物 一関市、二戸市 ・桐馬　1点 実物 花巻市
・すり鉢　1点 実物 ・竹細工　3点 実物 一戸町
・ねり鉢　1点 実物 二戸市 ・高田人形（太鼓持ち）　1点 実物 陸前高田市
・釜　1点 実物 宮古市川井
・米櫃　1点 実物 金ヶ崎町
・飯櫃　1点 実物 盛岡市 ㉒　むかしのくらし大図鑑 展示替えあり
・ごはんエジコ　1点 実物 ア　食に関する道具たち パネル （解説）
・水がめ　1点 実物 花巻市石鳥谷町 ・かまど　1点 実物
・かで切り　1点 実物 ・氷冷蔵庫　1点 実物
・スッパ　1点 実物 ・箱膳　1点 実物

・椀籠　1点 実物
・手あぶり　1点 実物 ・沸かす　3点 実物 やかん１、釣釜１、鉄瓶１
・いじこ　1点 実物 盛岡市玉山区 ・炊く　3点 実物 ガス釜１、飯盒１、お櫃１
・オカザリ　1式 模型 雫石町
・ミダマメシ　13点 模型
・仏壇　1点 実物 ・蒸す　3点 実物 蒸籠１、甑１、蒸かし缶１
・香時計　1点 実物 ・煮る　2点 実物 つる鍋１、圧力釜１

・練る・擦る　2点 実物 すり鉢とすりこぎ各１、練り鉢１

㊹　正月の行事 パネル （解説・図） ・すくう・おろす　7点 実物

・厄払い人形 パネル （解説）

・厄払い人形　1点 模型 西和賀町 イ　学校給食 パネル （解説）
・吉浜のスネカ　 パネル （解説・分布図）
・スネカ装束　1点 復元 大船渡市三陸町
・年縄を張った臼　1点 実物 雫石町
・獅子頭　1点 実物 江戸時代　盛岡市
・権現さま　1点 複製

・えんぶりの烏帽子　3点 実物 軽米町小軽米
㊺　庶民の信仰 パネル （解説・図）
・オシラサマ（包頭衣型）　1
点

実物 北上市
・オシラサマ（貫頭衣型）　1点 実物 陸前高田市
・庚申供養塔　1点 実物 遠野市

実物

模型・もち料理　10点

花巻市

・「手仕事の日本」に見るい
わての民芸品

ふすべ１、あんこ１、くるみ１、しょうが
１、なっとう１、ぞうに１、ずんだ１、ご
ま１、エビ１、ケイラン１

盛岡市

・学校給食用食器（アルマイ
ト製）　1点
・学区給食用食器（樹脂製）
1点

まな板１、おろし台１、おろし金２、柄
笊２、網杓子１

盛岡市実物

実物 盛岡市

・学校給食用食器（木製）　1
点

洋野町大野

テーマ３　民俗（展示替えあり）

　展示しているような
民芸、地場産業が成
立し、受けつがれてき
たか考えてみよう。ま
た、今後どのように
なっていくのか予測し
てみよう。

テーマ３　庶民のくらし（民俗）

　今の学校給食と比
べ、どのように変化し
たのだろうか。その結
果、生徒はどのように
かわったのだろうか。

　祖父母・父母の時代
までの生活と、現代の
生活を比較し、その
変化を考えてみよう。

　囲炉裏に座る位置
などから、生活におけ
る封建制を考えてみ
よう。

　現在の行事と昔の
行事を比べてみよう。
また、年中行事のもつ
意味を考えてみよう。

・学校給食（昭和26年）　1点

・花巻人形（司馬温公甕割）
1点

アブリコ１、玉子焼き器１、パン焼き
器１、トースター２

実物

　昔の道具と今の道
具を比べてみて、どの
ようにかわったのか考
えてみよう。その結
果、生活の変化につ
いても考えてみよう。

２　国際連合と冷たい
戦争
３　日本の独立と安全
保障

第２章　経済大国日
本

・焼く　５点

模型

２　植民地の支配と抵
抗
３　戦局の悪化と苦し
い生活

４　ポツダム宣言と日
本の敗戦

５　それぞれの敗戦と
出発

第６部　現在に続く日
本と世界

第１章　敗戦から立ち
直る日本
１　新時代に求められ
た憲法

　イ　高度経済成長、国際
社会とのかかわり、冷戦の
終結などを通して、我が国
の経済や科学技術が急速
に発展して国民の生活が向
上し、国際社会において我
が国の役割が大きくなって
きたことを理解させる。

２　欧米諸国が選択し
た道
３　強まる軍部とおと
ろえる政党
４　戦争につき進む日
本

第８章　アジアと太平
洋に広がる戦線

１　第二次世界大戦
への道

　 ア　冷戦、我が国の民主
化と再建の過程、国際社会
への復帰などを通して、第
二次世界大戦後の諸改革
の特色を考えさせ、世界の
動きの中で新しい日本の建
設が進められたことを理解さ
せる。

第７章　軍国主義と
日本の行方

１　世界恐慌と行きづ
まる日本

６　都市から広がる大
衆の文化

　カ　経済の世界的な混乱
と社会問題の発生、昭和初
期から第二次世界大戦の終
結までの我が国の政治・外
交の動き、中国などアジア
諸国との関係、欧米諸国の
動き、戦時下の国民の生活
などを通して、軍部の台頭
から戦争までの経過と、大
戦が人類全体に惨禍を及
ぼしたことを理解させる。

・大正改元（巖手毎日新聞）
１点

家 の く ら し

２　日本の参戦と経済
成長

・学校給食（昭和35年頃）　1
点
・学校給食（昭和50年頃）　1
点

　生活に結びついた
信仰の様子を観察
し、人々の心の持ち
方を考えてみよう。

模型 盛岡市

模型 盛岡市

実物

５　都市の発展と社会
運動

３　国際協調と民族独
立の動き

１　第一次世界大戦と
総力戦

・日露戦争（東京日日新聞）
１点第６章　高まるデモク

ラシーの意識

文明17年（１４８５）　宮古市黒森神社

　工業化によって、
人々の生活はどのよう
に変化したのだろう
か。

１　近代日本を支えた
糸と鉄



資 料 名 資 料 名
見学のポイント 見学のポイント

内 容

総 合 展 示 室 い わ て 文 化 史 展 示 室

内 容
学習指導要領（歴史分野）

教科書（帝国書院）の
学習内容

・庚申縁起　1点 複製 花巻市
１　経済成長の光と影 ・百万遍の数珠　1点 実物 奥州市 ウ　衣に関する道具たち パネル （解説）

展示替えあり ・手洗桶　1点 実物
・洗濯板　1点 実物

・まいりのほとけの縁起　1点 パネル 明和７年（１７７０）　北上市　 ・手廻し洗濯器　1点 実物
・祭具一式　10点 ・こて　1点 実物

・火のし　1点 実物
・火のしアイロン型　1点 実物

㊻　農村の人々 パネル （写真） ・炭火アイロン　1点 実物
・脱穀用具　４点 実物 ・電気アイロン　1点 実物

・電化こて　1点 実物
・調整用具　５点 実物 エ　戦後を写したカメラたち

・スプリングカメラ　1点 実物
・お刈りあげ一式 模型 奥州市江刺区 ・ハーフサイズカメラ　1点 実物
・わら細工・樹皮細工 パネル （解説） ・一眼レフカメラ　1点 実物
・みごなわ　３点 実物 盛岡市 ・AFカメラ　1点 実物
・ぞうり　２点 実物 奥州市前沢区 ・ポラロイドカメラ　1点 実物
・わらじ　３点 実物 盛岡市 オ　電話機
・むしろ　１点 実物 田野畑村 ・壁掛電話機 実物
・円座　１点 実物 遠野市 ・ダイヤル式電話機　1点 実物
・わらしごき　１点 実物 北上市 ・赤電話　1点 実物
・つち　１点 実物 盛岡市 ・黄電話　1点 実物

・かます　１点 実物 奥州市江刺区 カ　その他

・つまご型　１点 実物 宮古市 実物
・ツマゴ　１点 実物 遠野市
・ふかぐつ　１点 実物 遠野市 ・野球盤　1点 実物
・みの　２点 実物 奥州市江刺区、宮古市田老 ・白黒テレビ　1点 実物
・つと（背中あて）　１点 実物 紫波町 ・扇風機　1点 実物 夏期のみ
・れんじゃく（背負縄）　１点 実物 奥州市 ・かき氷器　1点 実物 夏期のみ
・背中当　２点 実物 宮古市田老 ・卓袱台　1点 実物
㊼　漁村の人々 パネル （写真） ・リボンハイトリ　3点 実物 夏期のみ
ア　いかつり具一式 ・蚊遺り豚　1点 実物 夏期のみ
・集魚灯　２点 実物 釜石市、宮古市 ・蠅取り器　1点 実物 夏期のみ
・工具台　１点 実物 ・座敷ほうき　1点 実物
・三又底釣具　１点 実物 釜石市 ・茶だんす　1点 実物
・二又底釣具　３点 実物 陸前高田市、田野畑村 ・置時計　1点 実物
・つの　８点 実物 宮古市 ・ラジオ 実物
・穴あけきり　１点 実物 ・長火鉢 実物 冬期のみ
・つめなおし　１点 実物 ・豆炭アンカ 実物 冬期のみ
・つめまげ　１点 実物 ・豆炭 実物 冬期のみ

・かなづち　１点 実物 ・湯たんぽ 実物 冬期のみ
・鉛つなぎ　１点 実物 ・カマジキ 実物 冬期のみ
・おもり工具　１点 実物 ・ドンコ汁 実物 冬期のみ
・鉛とかしなべ　１点 実物
イ　採集漁具
・あわびかぎ　１点 実物 宮古市
・やす　１点 実物 宮古市
・かぜ鈎　１点 実物
・わかめかま　１点 実物 宮古市
・ほっきつき　１点 実物 釜石市
ウ　サッパ　１艘 実物 田野畑村
・浜箱　１点 実物 釜石市

・かぜたも　１点 実物 宮古市
・なじり棒　１点 実物 釜石市

　現在の道具との違
いから、生活の変化を
考えてみよう。

第３章　これからの日
本と世界
１　グローバル化が進
む社会
２　今の自分にたちか
えって

第２章　経済大国日
本

２　東アジアとの新た
な関係

　電話がない時代は
どうしていたのだろう
か。また、固定電話の
時代と現在のような携
帯電話が発達した時
代の生活の違いを考
えてみよう。

３　経済大国となった
日本
４　文化の大衆化・多
様化

唐箕１、万石１、米俵３、箕１、籾通し
（ゆすり）１

・まいりのほとけ　1点

・学校給食（昭和50年頃）　1
点

　５０年前位まで使わ
れた農具を観察し、
当時の米づくりと現在
の米づくりを比べてみ
よう。また、当時と現
在の農民の生活や行
動の違いを考えてみ
よう。

働 く 人 々

からはし１、千歯扱１、土摺臼１、足
踏脱穀機１

　生活に結びついた
信仰の様子を観察
し、人々の心の持ち
方を考えてみよう。

・レコード4点とプレイヤー1
点

模型 盛岡市

複製 花巻市東和町



資 料 名 資 料 名
見学のポイント 見学のポイント

内 容

総 合 展 示 室 い わ て 文 化 史 展 示 室

内 容
学習指導要領（歴史分野）

教科書（帝国書院）の
学習内容

・あわびかぎ　１点 実物 宮古市
・いわしたも　１点 実物 田野畑村
・しめがい　１点 実物 田野畑村
エ　各地の大漁着 パネル （解説）

・大漁バンテン　１点 実物 昭和初期　久慈市 展示替えあり
・長バンテン　１点 複製 大船渡市 展示替えあり
・大漁旗　１点 実物 釜石市
・流し網　１点 実物 田野畑村
オ　その他の漁具
・たこつぼ　３点 実物 陸前高田市
・てんてん　３点 実物 大船渡市
・いさり　５点 実物 宮古市、大船渡市、釜石市
・ジブ（ズブ）　１点 実物 山田町
・箱鏡　２点 実物 釜石市、田野畑村
・はも篭　２点 実物 陸前高田市
・なまこけた網　１点 実物 陸前高田市

・餌篭　１点 実物 田野畑村
㊽　山村の人びと パネル （写真）
・山の神　１点 模刻 八幡平市
・とび　１点 実物 八幡平市
・まさかり　１点 実物 雫石町
・腰のこ　１点 実物 雫石町
・なた　１点 実物 雫石町
ア　炭焼 パネル （解説）
・炭焼小屋復原模型 模型 縮尺１０分の１　昭和初期　久慈市山形町

・炭焼窯の構造図［岩手窯］ パネル （図）
・炭焼の工程 パネル （図）
・えぶ　１点 実物 盛岡市

・すだれ　１点 実物 盛岡市
・角俵　２点 実物 二戸市
・丸俵　１点 実物 二戸市
・そり　１点 実物 雫石町
・背中あて　１点 実物 盛岡市
・かんじき　１点 実物
・けら　１点 実物 盛岡市
・編笠　１点 実物 盛岡市
・えんぶり　１点 実物 盛岡市
・はかり　１点 実物 大船渡市
・炭切鋸　１点 実物 八幡平市
イ　マタギ パネル （解説）

・山立根元巻　１点 写真 軽米町
・雉笛　１点 実物 遠野市
・鹿笛　１点 実物 田野畑村
・ワラダ　１点 実物 西和賀町
・マスケ（山刀）　１点 実物 雫石町
・鉛塊　１点 実物 雫石町
・鋳型皿　１点 実物 雫石町
・鋳型　３点 実物 雫石町
・おくり切り　１点 実物 雫石町
・詰替器　１点 実物 雫石町
・火薬入れ　２点 実物 遠野市

・根付　１点 実物 花巻市

・火打石入れ　１点 実物 田野畑村
・タテ（熊槍）　２点 実物 雫石町

　当時の燃料と現在
の燃料を比べ、生活
の変化を考えてみよ
う。



資 料 名 資 料 名
見学のポイント 見学のポイント

内 容

総 合 展 示 室 い わ て 文 化 史 展 示 室

内 容
学習指導要領（歴史分野）

教科書（帝国書院）の
学習内容

・コナギャ（雪ベラ）　１点 実物 雫石町
・火縄銃　１点 実物 一関市室根町
・村田銃　１点 実物 大槌町
・熊皮　１点 実物 花巻市

・小出し　１点 実物 西和賀町
・かんじき　１点 実物 雫石町
・マタギボッチ（帽子）　１点 実物 遠野市
・着皮　１点 実物 宮古市川井
・マタギミジカ（上衣）　１点 実物 八幡平市安代
・カッタチ（山袴）　１点 実物 雫石町
・前掛　１点 実物 雫石町
・ハバキ（脚絆）　１点 実物 遠野市
・皮手袋　１点 実物 花巻市
・皮足袋　１点 実物 花巻市
ウ　南部漆 パネル （解説）
・漆文書　１点 写真 二戸市

・漆の実押花　１点 実物 二戸市
・漆の葉押花　１点 実物 二戸市
・型紙　２点 実物 二戸市
・漆の木　１点 実物 二戸市
・掻き樽　２点 実物 二戸市、一戸町
・荷造姿　１点 実物 二戸市
・皮むき鎌　１点 実物 二戸市
・道具入　１点 実物 二戸市
・掻き鉋　２点 実物 二戸市、一戸町
・えぐり　２点 実物 二戸市浄法寺町
・掻きべら　２点 実物 二戸市浄法寺町
・油拭　１点 実物 二戸市

・ゴングリ　１点 実物 二戸市
・漆べら　１点 実物 二戸市

（展示替えあり）

㊾　まつりと芸能
・神楽の面　７点 複製 大償神楽面４、岳神楽面３　

ま つ り と 芸 能

関東大震災は、各当時使用されていた日本軍は、中国で戦争中の人々は、戦争は、我が国に新しくできた日本国戦後、人々の生活



資 料 名 資 料 名
見学のポイント 見学のポイント

内 容

総 合 展 示 室 い わ て 文 化 史 展 示 室

内 容
学習指導要領（歴史分野）

教科書（帝国書院）の
学習内容

県立博物館の展示(常設)目録 

－学習指導要領・教科との対照表－ 

（歴史的分野教材資料） 
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