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 岩手県立博物館は、県制100年を記念して建設され、33年目を迎える総合博物館です。 これまで多数の方々

の入館をいただいております。開館当初に展示資料目録を刊行しておりますが、毎年展示替えを行っており、当

初の展示内容と異なっております。このため利用者からは展示資料目録の作成を求められていました。また、

学習指導要領の改訂に伴い、教育関係者から展示資料目録の発行の要望が強く出されております。この度、

上記展示資料の内、（1）総合展示室、（２）いわて文化史展示室、（３）いわて自然史展示室およびエントランス

ホール～グランドホールに並べられている資料の、展示資料目録を作成することになりました。この資料が博物

館での見学・学習等に少しでも活用されれば幸いです。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、エントランスホール～グランドホールにはじまり、総合展示室と、いわて文化史展示室、

いわて 自然史展示室に展開しており、この展示目録は概ね順路に従って作成しております。 

 ② 2012年8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、総合展示室の県土の誕生・いわての夜明け・いわての歩み・庶民の暮らし・いわての今、

いわて化史展示室、いわて自然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ので、ご注意く

ださい。 

 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、お電話ください。（電話０１９－６６１－２８３１） 
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資料名

（解説）

・兎跋毘紗門天立像　１点 複製 花巻市東和町　成島毘紗門堂原蔵（原品国重文）
平安時代中期（10世紀）

（解説）

①　モシリュウと恐竜の仲間たち パネル （解説）

複製 アメリカ合衆国

後期ジュラ紀

複製 アメリカ合衆国モンタナ州

後期白亜紀

複製 カナダ　アルバータ州　レッドディア川

後期白亜紀
パネル （解説）

・モシリュウの上腕骨　１点 複製 岩泉町茂師　前期白亜紀　宮古層群田野畑層
・マメンキサウルスの上腕骨　１点 複製 中国甘粛省永登県海石湾　[永登標本]

後期ジュラ紀
複製 カナダ　アルバータ州

後期白亜紀　ジュディスリバー層
③長い首と尾 パネル （解説）

複製 中国四川省合川県太和鎮古桜山
後期ジュラ紀　上紗渓廟層

④賢治と恐竜 パネル （解説）
実物 イギリス　ワイト島

前期白亜紀
実物 フランス　エクゼン地方　モンサンビクトル

後期白亜紀
⑤恐竜時代の北上山地 パネル （解説）
⑥エドモントサウルスの産状 パネル （解説）
・エドモントサウルスの産状　１点 実物 アメリカ合衆国　ワイオミング州

後期白亜紀

・博物館から見た岩手山 パネル （写真）

・岩手山のながめ パネル （写真）

・岩手山のおいたち パネル （解説）

・岩手山と火山防災 パネル （解説・ハザードマップ）

・岩手山地質模型 模型

資料名

（解説）

①　東北地方の地下断面 パネル （解説）
・東北地方の地下断面１点 模型

②　気仙隕石 パネル （解説・写真）
・気仙隕石　石質隕石　１点 実物 落下地点：陸前高田市気仙町丑沢長圓寺前の畑

落下日時：１８５０年６月１３日未明
・オデッサ隕石　鉄隕石　１点 実物 落下地点：アメリカ合衆国テキサス州

発見年：１９２２年
・石鉄隕石　パラサイト 実物 アメリカ合衆国カンザス州
（ブレナム隕石）　１点

③　岩手県の地質と岩石 パネル （解説・地質図・写真）
・角閃岩　１点 実物 盛岡市砂子沢長野峠

オルドビス紀　久出内川変成岩類
・緑色片岩　１点 実物 奥州市江刺区田原字飛沢

先デボン紀　母体変成岩類
・花崗閃緑岩　１点 実物 陸前高田市竹駒町上壺

・カマラサウルスの頭骨（恐竜　竜
脚形亜目）　１点

・アルバートサウルスの頭骨（恐
竜　獣脚亜目）　１点

・パラサウロロフスの頭骨（恐竜
鳥脚亜目）　１点

・カスモサウルス全身骨格（恐竜
周飾頭亜目）　１点

・マメンキサウルス全身骨格（恐
竜　竜脚形亜目）　１点

・イグアノドンの足跡（恐竜　鳥脚
亜目）　１点

②　恐竜の種類とモシリュウの上
腕骨

　岩手の地がいかに地質学的に多様であるかを
知る。

　北上山地と奥羽山脈という異なった時代の生い
立ちの山々をもつ、岩手の地質学的多様性を知
る。

見学のポイントほか
総合展示室

内容

テーマ１　県土の誕生（地質）

県 土 の お い た ち

総　合　展　示　室

エントランスホール～グランドホール
エントランスホール～グランドホール

見学のポイントほか
内容

兎 跋 毘 紗 門 天 立 像

モ シ リ ュ ウ と マ メ ン キ サ ウ ル ス

・ヒプセロサウルスの卵（恐竜　竜
脚形亜目）　１点

岩 手 山 の 眺 望
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

先シルル紀　氷上花崗岩類
実物 宮古市小国字道又

オルドビス紀　早池峰複合岩類

・蛇紋岩　１点 実物 遠野市宮守町岩根橋　オルドビス紀　宮守岩体

・緑色岩　１点 実物 盛岡市下米内　根田茂帯綱取ユニット

・サンゴ石灰岩　１点 実物 大船渡市日頃市町樋口沢　シルル紀　川内層
・赤紫色粘板岩〈紫雲石〉　１点 実物 一関市東山町田河津鳶ヶ森山

デボン紀　鳶ヶ森層
・サンゴ石灰岩　１点 実物 大船渡市日頃市町鬼丸　石炭紀　鬼丸層
・粘板岩（スレート）　１点 実物 陸前高田市矢作町雪沢　ペルム紀　登米層
・赤色チャート　１点 実物 盛岡市玉山区藪川字末崎
・チャ－トラミナイト　１点 実物 宮古市川内
・礫岩　１点 実物 一関市川崎町薄衣　ペルム紀　薄衣礫岩
・ハイアロクラスタイト　１点 実物 釜石市両石町水海　釜石層
・層状石灰岩　１点 実物 岩泉町安家字尻高　三畳紀　安家層
・斜長石閃緑斑岩（ゼニポ）　１点 実物 大船渡市三陸町越喜来字小泊　前期白亜紀
・変質安山岩　１点 実物 宮古市田老小堀内　前期白亜紀　原地山層
・花崗閃緑岩　１点 実物 盛岡市東中野　前期白亜紀　盛岡岩体
・花崗岩　１点 実物 盛岡市玉山区城内　前期白亜紀　姫神岩体
・鉄電気石ペグマタイト　１点 実物 大船渡市三陸町仲崎浜　前期白亜紀　五葉山岩

体・モンゾニ岩〈ケンタレン岩〉　１点 実物 一戸町鳥越　前期白亜紀　一戸岩体
・クロリトイドホルンフェルス　１点 実物 住田町下有住字火の土
・結晶質石灰岩　１点 実物 住田町上有住字八日町
・紅柱石ホルンフェルス１点 実物 岩泉町岩泉龍泉洞北
・石灰質砂岩　１点 実物 田野畑村平井賀　前期白亜紀　宮古層群平井賀

層・琥珀　１点 実物 野田村玉川玉川海岸
後期白亜紀　久慈層群玉川層

・流紋岩　１点 実物 宮古市浄土ヶ浜　古第三紀始新世
・火道角礫岩　１点 実物 宮古市花原市門神　古第三紀始新世
・褐炭　１点 実物 岩泉町門字名目入

古第三紀暁新世～始新世　小川群層名目入層
・硬質頁岩　１点 実物 雫石町南畑男助山　新第三紀中新世
・デイサイト　１点 実物 西和賀町草井沢字本屋敷　新第三紀中新世
・軽石凝灰岩〈グリーンタフ〉１点 実物 西和賀町湯川　新第三紀中新世　大石層
・シルト岩　１点 実物 雫石町舛沢　新第三紀後期中新世　舛沢層
・溶結凝灰岩　１点 実物 奥州市衣川区後滝の沢

新第三紀後期中新世　厳美層
実物 奥州市前沢区生母字南在

新第三紀前期鮮新世　竜の口層
・火山豆石凝灰岩　１点 実物 北上市和賀町鈴鴨林道

新第三紀後期鮮新世　本畑層ヨリ沢凝灰岩
・火山灰　１点 実物 盛岡市玉山区新田

第四紀後期更新世　渋民火山灰生出黒色火山灰
八幡平市五日市
第四紀後期更新世　十和田ー八戸火砕流堆積物

・玄武岩　１点 実物 岩手火山薬師岳　第四紀完新世
・バラ輝石　１点 実物 野田村玉川　野田玉川鉱山
・黄銅鉱・磁硫鉄鉱鉱石１点 実物 釜石市甲子町　釜石鉱山
・磁鉄鉱　１点 実物 釜石市甲子町　釜石鉱山

実物 陸前高田市雪沢
前期石炭紀　鬼丸層

実物 田野畑村島越
前期白亜紀　宮古層群平井賀層

④　いわての生命史以前 パネル （解説）
・北上山地の基盤岩 パネル （解説）
・角閃岩　１点 実物 一関市東山町横沢東方の林道

カンブリア紀　鵜ノ木変成岩　大鉢森山角閃岩類
・角閃石単斜輝石閃緑岩　　１点 実物 奥州市水沢区黒石町大鉢森山西斜面の林道

末期オルドビス紀ー初期シルル紀　正法寺閃緑
岩実物 花巻市東和町田瀬五輪峠北西
オルドビス紀　宮守岩体

・片麻岩　２点 実物 陸前高田市竹駒町上壺　先シルル紀　壺ノ沢変
成岩類⑤　いわての古生代の生きもの パネル （解説）

ア　日石サンゴとシルル紀の化
石

パネル （解説）
実物 大船渡市日頃市町樋口沢

シルル紀　川内層
実物 大船渡市日頃市町樋口沢

シルル紀　川内層
実物 花巻市大迫町大野山

シルル紀　折壁峠層
実物 住田町奥火ノ土

　教科書に出てくる化石（三葉虫やアンモナイトな
ど）が身近な岩手で出ていること。いわての化石で
日本の地質と古生物の変遷がわかること。

・単斜輝石角閃石岩〈コートランド
岩〉　２点

・海綿動物　層孔虫　クラスロディ
クチオン　１点

・刺胞動物　四放サンゴ類　貴州
サンゴ　１点
・二枚貝類　三角貝　プテロトリゴ
ニア　１点

・刺胞動物　床板サンゴ類　クサ
リサンゴ　１点
・刺胞動物　床板サンゴ類　クサ
リサンゴ　１点

・球顆状頑火輝石を含むハルツ
バージャイト（斜方輝石かんらん
岩）＜菊花石＞１点

・二枚貝を含むシルト岩　　　１点

・刺胞動物　床板サンゴ類　ハチ
ノスサンゴ　１点

い わ て の 古 生 物 相 の 変 遷

・火砕流堆積物と天然木炭　各1
点

実物
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

シルル紀　奥火ノ土層
実物 大船渡市日頃市町樋口沢

シルル紀　川内層
実物 大船渡市日頃市町行人沢

シルル紀　川内層
実物 大船渡市日頃市町くさやみ林道

シルル紀　川内層
パネル （解説）

実物 大船渡市日頃市町大森沢
中期デボン紀　中里層？

・外肛動物　コケムシ　１点 実物 大船渡市黒森沢　中期デボン紀　中里層？
実物 大船渡市黒森沢

デボン紀
複製 釜石市砂子畑

後期デボン紀　千丈ヶ滝層
実物 一関市大東町蓬来山

後期デボン紀　鳶ヶ森層
実物 一関市大東町蓬来山

後期デボン紀　鳶ヶ森層
実物 日本最古のアンモナイト化石

一関市東山町磐井里　　一関市東山町磐井里
実物 一関市東山町夏山

後期デボン紀　鳶ヶ森層
ウ　サンゴの海と石炭紀の化石 パネル （解説）

実物 大船渡市日頃市町長岩
前期石炭紀　日頃市層？

実物 大船渡市日頃市町長安寺
前期石炭紀　日頃市層

実物 花巻市大迫町白岩
前期石炭紀　鬼丸層

実物 大船渡市日頃市町鬼丸
前期石炭紀　鬼丸層

実物 大船渡市日頃市町鬼丸
前期石炭紀　鬼丸層

エ　フズリナとペルム紀の化石 パネル （解説）
実物 陸前高田市矢作町雪沢

前期ペルム紀　坂本沢層
・腹足類（巻貝）ベレロフォン　１
点

実物 大船渡市日頃市町坂本沢　前期ペルム紀　坂本
沢層実物 大船渡市日頃市町長岩
前期ペルム紀　坂本沢層

・棘皮動物　ウミユリ　１点 実物 住田町叶倉沢　前期ペルム紀　坂本沢層
実物 紫波町佐比内平栗

中期ペルム紀　内川目層
実物 陸前高田市矢作町飯森

中期ペルム紀　叶倉層
・外肛動物　コケムシ　１点 実物 住田町叶倉沢　中期ペルム紀　叶倉層
・腕足動物　レプトダス　１点 実物 陸前高田市矢作町飯森　中期ペルム紀　叶倉層

複製 一関市藤沢町大籠小淵沢
後期ペルム紀　登米層（千松層）

⑥　いわての中生代の生きもの パネル （解説）
ア　ペルム紀・三畳紀境界層 パネル （解説）
・黒色粘土岩　１点 実物 岩泉町安家森　三畳紀／ペルム紀境界　大鳥層
イ　ジュラ紀の付加体 パネル （解説）
・原生生物　放散虫を含む泥岩
１点

実物 田野畑村島越　中期ジュラ層　槙木沢層

・原生生物　放散虫類　１点 写真 田野畑村島越　中期ジュラ層　槙木沢層
写真 田野畑村島越

中期ジュラ層　腰廻層
パネル （解説）

・シダ植物　クラドフレビス　　１点 実物 岩泉町小本　前期白亜紀　小本層
複製 田野畑村島越

前期白亜紀　宮古層群
田野畑村平井賀
前期白亜紀　宮古層群

実物 田野畑村平井賀
前期白亜紀　宮古層群　平井賀層

実物 田野畑村羅賀
前期白亜紀　宮古層群　明戸層

実物 田野畑村羅賀
前期白亜紀　宮古層群　明戸層？

実物 田野畑村平井賀
前期白亜紀　宮古層群

・頭足類　ゴニアタイト類　コスタク
リメニア　１点

・シダ植物　リンボク類　レプトフ
リーアムの分枝部分２点
・シダ植物　リンボク類　レプトフ
リーアム　１点

・節足動物　三葉虫類　シェード
フィリップシア　１点

・刺胞動物　四放サンゴ類　コニ
ンコフィルム　１点
・刺胞動物　四放サンゴ類　シ
フォノデンドロン　１点
・刺胞動物　四放サンゴ類　アク
チノシアタス　１点

・腕足動物　シルトスピリファー　１
点

・刺胞動物　床板サンゴ類　日石
サンゴ　１点

・節足動物　三葉虫類　ファコプ
ス　１点

・刺胞動物　床板サンゴ類　ハチ
ノスサンゴ　１点

・原生生物　放散虫類　パンタネ
リウムほか　１点

・腕足動物　エオスピリファー　１
点

・節足動物　三葉虫類　エンクリヌ
ルス　１点

イ　初期のリンボクとデボン紀の
化石

・原生生物　有孔虫 フズリナ類
マツバイシ＜松葉石＞　１点

・頭足類　ゴニアタイト類ユーメド
リコッティア　１点

・原生生物　有孔虫フズリナ類
シュードフズリナ　１点

・節足動物　三葉虫類　フィリップ
シア　１点

・刺胞動物　床板サンゴ類　ミケリ
ニア＜蛇体石＞　１点

・刺胞動物　床板サンゴ類　クサ
リサンゴ　１点

・頭足類　アンモナイト類　　ヒパ
カンソプリテス　１点
・頭足類　アンモナイト類　　ハミ
テス　１点
・頭足類　アンモナイト類　　アン
モノセラティテス　１点

・シダ植物　リンボク類　レプトフ
リーアム　１点

・腕足動物　スピリファー　　１点

ウ　白亜紀の宮古層群とその豊
富な化石

・二枚貝類　三角貝　プテロトリゴ
ニア　１点

ホロタイプ
・頭足類　アンモナイト類　　エオ
テトラゴニテス　１点

・頭足類　アンモナイト類　　ヒパ
カンソプリテス　１点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・刺胞動物　六放サンゴ　　　１点 実物 宮古市日出島　前期白亜紀　宮古層群
実物 田野畑村平井賀

前期白亜紀　宮古層群　平井賀層
実物 田野畑村平井賀

前期白亜紀　宮古層群
実物 田野畑村平井賀

前期白亜紀　宮古層群
複製 宮古市田老乙部

前期白亜紀　宮古層群　田野畑層
・棘皮動物　ウニ　１点 実物 宮古市日出島　前期白亜紀　宮古層群

実物 田野畑村平井賀
前期白亜紀　宮古層群

複製 野田村十府ヶ浦
後期白亜紀　久慈群層　国丹層

実物 洋野町種市港
後期白亜紀　種市層

・二枚貝類　スフェノセラムス　１
点

ホロタイプ 洋野町小橋　後期白亜紀　種市層
実物 洋野町種市

後期白亜紀　種市層
実物 久慈市枝成沢

後期白亜紀　久慈層群
・シダ植物　木生シダ　３点 実物 久慈市宇部町和野

後期白亜紀　久慈層群　玉川層
・琥珀　１点 実物 久慈市宇部町和野

ア　古第三紀の地層と化石 パネル （解説）
・裸子植物　イチョウ　１点 実物 久慈市板橋

古第三紀　暁新世～始新世　野田層群
・シダ植物　１点 実物 久慈市宇部

古第三紀　暁新世～始新世　野田層群
実物 久慈市半崎

古第三紀　暁新世～始新世　野田層群
実物 岩泉町小川

古第三紀　暁新世～始新世　小川層群
イ　イチノヘサイの大腿骨 パネル （解説）

実物 一戸町沼山
新第三紀　前期中新世　四ツ役層

実物 二戸市金田一
新第三紀　中期中新世　門ノ沢層

・棘皮動物　ウニ　１点 実物 二戸市金田一湯田
新第三紀　中期中新世　門ノ沢層

複製 二戸市金田一湯田
新第三紀　中期中新世　門ノ沢層

実物 二戸市金田一湯田
新第三紀　前期中新世　門ノ沢層

・二枚貝類　アツガキ　２点 実物 二戸市仁左平
新第三紀　前期中新世　門ノ沢層

実物 二戸市白鳥
新第三紀　中期中新世　門ノ沢層

・二枚貝類カガミホタテガイ　1点 実物 二戸市石切所
新第三紀　中期中新世　末ノ松山層

ウ　ハダカイワシと国見峠動物群 パネル （解説）
複製 雫石町橋場坂本川

新第三紀　前～中期中新世　国見峠層
実物 二戸市川口

新第三紀　中期中新世　留崎層
・昆虫類　イワテシロアリ　　１点 ホロタイプ 雫石町舛沢　新第三紀　後期中新世　舛沢層
エ　パレオパラドキアの全身骨格 パネル （解説）

二戸市金田一字下山井馬淵川河床 [金田一標
本]新第三紀　中期中新世　末ノ松山層

複製 岩手県内産地不明 [岩手標本]

実物 二戸市仁左平字馬場平 [仁左平標本]
新第三紀前期中新世　門ノ沢層

複製 二戸市金田一字湯田 [湯田第2標本]
新第三紀　前期中新世

複製 宮古市和井内
和井内遺跡（縄文晩期中葉）

・二枚貝類　キムラホタテ　　１点 実物 二戸市大向　新第三紀　前期中新世　門ノ沢層
・二枚貝類　ニサタイニシキ　　１
点

実物 二戸市大向　新第三紀　前期中新世　門ノ沢層
実物 二戸市大向

パネル （解説）

・束柱類（哺乳類）デスモスチル
スの上顎大臼歯１点
・束柱類（哺乳類）デスモスチル
スの下顎乳臼歯１点

オ　いわての熱帯を示す門ノ沢
動物群

・珪藻と珪藻土　アクチノシクルス
１点

・束柱類（哺乳類）パレオパラドキ
シアの下顎大臼歯１点

・二枚貝類　シオガママルフミガ
イ　１点

・奇蹄類（哺乳類）イチノヘサイの
大腿骨　１点

・裸子植物　球果類　メタセコイア
２点

・束柱類（哺乳類）パレオパラドキ
アの全身骨格　１点

復元　複製

・束柱類（哺乳類）デスモスチル
スの上顎大臼歯１点

・節足動物　甲殻類　オザワノコ
ギリガザミ　１点

・真骨魚類　ヒメハダカイワシ　１
点

・頭足類　アンモナイト類　　ポリ
プチコセラヌ　１点

・頭足類　オウムガイ類　キマトセ
ラス　１点

・節足動物　甲殻類　リヌパルス
１点

⑦　いわての古第三紀～新第三
紀中新世の生きもの

・頭足類　オウムガイ類　キマトセ
ラス　１点

・頭足類　矢石類　ネオヒボリテス
１点

・頭足類　アンモナイト類　　ゼラ
ンダイテス　１点

・原生生物　有孔虫類　オルビトリ
ナを含む砂岩　１点

・棘皮動物　ウミユリ類　イソクリヌ
ス　１点

・ハチュウ類　カメ類　ユダクサカ
メ　１点

・裸子植物　球果類　メタセコイア
１点

・裸子植物　ソテツ類　ダイオー
ン　１点
・被子植物　双子葉類　カツラ　１
点

・刺胞動物　六放サンゴ（群体樹
枝状）　１点

パネル （解説）
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

新第三紀　前期中新世　門ノ沢層
実物 一戸町北舘

新第三紀　前期中新世　門ノ沢層
実物 二戸市舘

新第三紀　前期中新世　門ノ沢層
実物 二戸市金田一

新第三紀　前期中新世　門ノ沢層
・二枚貝類　ノムラナミガイ　１点 実物 二戸市仁左平　新第三紀　前期中新世　門ノ沢層

実物 二戸市金田一
新第三紀　前期中新世　門ノ沢層

・真骨魚類　ヒシナイイワシ　１点 実物 北上市菱内　新第三紀　後期中新世　菱内層
パネル （解説）

平泉町南郷鼠沢
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
八幡平市荒屋新町
新第三紀　前期鮮新世　荒屋層
奥州市前沢区生母
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
平泉町南郷鼠沢　[平泉第１標本]
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
一関市厳美町猿鼻
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
一関市厳美町猿鼻　[厳美第３標本]
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層

ア　古仙台湾の竜の口動物群 パネル （解説）
平泉町南郷鼠沢
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
北上市ヨリ沢
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層

・二枚貝類　エゾワスレガイ　１点 実物 北上市ヨリ沢　新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
平泉町南郷鼠沢
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
平泉町南郷鼠沢
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層

・二枚貝類　イシカゲガイ　　１点 実物 北上市ヨリ沢　新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
北上市ヨリ沢
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層

・二枚貝類　マガキ　１点 実物 北上市ヨリ沢　新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
イ　ミズホクジラの全身骨格 パネル （解説）

奥州市前沢区生母字西館 [前沢第1標本]
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
一関市厳美町猿鼻
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
一関市厳美町猿鼻
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層
一関市厳美町猿鼻
新第三紀　前期鮮新世　竜の口層

ウ　北上低地帯の足跡化石 パネル （解説）
復元 縮尺１：７

金ヶ崎町永栄五反町胆沢川河床
第四紀　前・中期更新世　百岡層
花巻市小舟渡（イギリス海岸）
第四紀　前期更新世　土澤層
奥州市水沢区水ノ口胆沢川左岸河床
第四紀　前・中期更新世　百岡層
奥州市水沢区水ノ口胆沢川左岸河床
第四紀　前・中期更新世　百岡層
奥州市水沢区水ノ口胆沢川左岸河床
第四紀　前・中期更新世　百岡層
縮尺１：７

平泉町北沢達谷窟
第四紀　後期更新世
雫石町石仏橋
第四紀　完新世

エ　ハナイズミモリウシ パネル （解説）
一関市花泉町金森
第四紀　後期更新世　花泉層
一関市花泉町金森
第四紀　後期更新世　花泉層
一関市花泉町金森
第四紀　後期更新世　花泉層

・二枚貝類　マツモトユウカゲハ
マグリ　１点

・長鼻類（哺乳類）ナウマンゾウ生
体復元　１点

・ヒゲクジラ類（哺乳類）ナガスク
ジラ属鯨類の軸椎　１点

・二枚貝類　タカハシホタテの左
殻・右殻　各１点

・二枚貝類　スタックヒルギシジミ
比較種　１点

・腹足類（巻貝）　ユダチヂワバイ
１点

・二枚貝類　タツノクチサルボウ
類似種　１点

・ヒゲクジラ類（哺乳類）ミズホクジ
ラの全身骨格　　１点

・鰭脚類（哺乳類）　ベンケイトド
の骨盤付近骨格　２点

・ヒゲクジラ類（哺乳類）ナガスク
ジラ属鯨類の環椎　２点

・長鼻類・偶蹄類の足跡　　　１点

・二枚貝類　シオガママルフミガ
イ　１点

・長鼻類（哺乳類）ナウマン象の
切歯（象牙）　１点
・偶蹄類（哺乳類）キンリュウオオ
ツノジカの掌状角　５点

・長鼻類（哺乳類）アケボノゾウ生
態復元　１点
・長鼻類（哺乳類）アケボノゾウの
臼歯の印象　１点

切取　標本

・被子植物　双子葉類　チュウシ
ンウダイカンバ　１点
・節足動物　甲殻類　ホソバイチョ
ウガニ　７点
・ヒゲクジラ類（哺乳類）　ミズホク
ジラの左下顎骨　１点

・ヒゲクジラ類（哺乳類）ナガスク
ジラ属鯨類の第３頚椎　１点

・二枚貝類　キタノオオノガイ　１
点
・二枚貝類　タウエヌノメハマグリ
比較種　１点

復元　複製

・ヒゲクジラ類（哺乳類）　ナガスク
ジラ科鯨類の尾椎１点
・ヒゲクジラ類（哺乳類）　ミズホク
ジラの右鼓室胞　１点

産状　複製

切取　標本

⑧　いわての新第三紀鮮新世～
第四紀の生きもの

・腹足類（巻貝）　ユダノミミガイ比
較種　１点

切取　標本

・被子植物　双子葉類　オオバタ
グルミの堅果　３点

・二枚貝類　ゴイサギガイ　　　１
点

・偶蹄類（哺乳類）ハナイズミモリ
ウシの全身骨格　１点

・被子植物　双子葉類　クルミの
堅果　４点

実物

実物

実物

実物

実物

複製

実物

複製

実物

実物

実物

実物

複製

・偶蹄類の足跡　４点

・長鼻類の足跡　１点

復元

複製

実物

複製

復元　複製

・長鼻類（哺乳類）ナウマン象の
臼歯　１点

実物

実物

実物
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・骨器　４点 複製 一関市花泉町金森
花泉（金森）遺跡

⑨　氷河期の人々 パネル (解説)
ア　石器の使いかた パネル (解説)
・尖頭器　１点 実物 八幡平市野駄遺跡
・局部磨製石斧　１点 実物 奥州市江刺区大名野遺跡
・大型打製石斧　４点 複製 北上市持川遺跡
・エンドスクレイパー　３点 実物 北上市愛宕山遺跡
・打製石斧　2点 実物 北上市愛宕山遺跡
・接合された剥片　１点 接合 北上市愛宕山遺跡
・ナイフ型石器　４点 実物 北上市愛宕山遺跡
・局部磨製石斧　２点 実物 北上市愛宕山遺跡
・西和賀町大渡Ⅱ遺跡 パネル (写真)
・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町峠山ⅠB遺跡
・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡
・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町耳取Ⅰ遺跡
・エンドスクレイパー　２点 実物 西和賀町大台野遺跡
・局部磨製石斧　１点 実物 西和賀町大台野遺跡
・石核　１点 実物 西和賀町峠山ⅠB遺跡
・彫刻刀形石器　１点 複製 西和賀町大台野遺跡
・彫刻刀形石器　２点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡
・石刃　１点 実物 西和賀町大台野遺跡
・石刃　２点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡
・ナイフ形石器　３点 実物 西和賀町大渡Ⅱ遺跡
・ナイフ形石器　１点 実物 西和賀町大台野遺跡
・ナイフ形石器　１点 実物 西和賀町耳取Ⅰ遺跡
イ　石器の作りかた パネル (解説)
・原石　２点 製作
・石核　２点 製作
・石刃　２点 製作
・ナイフ形石器　３点 製作

パネル解説

⑩　岩手の縄文土器 パネル (解説)
ア　縄文土器の作り方 パネル (解説)
・粘土→積み上げ→施文→ 模型
施文完了→完成 完成品　原品
イ　さまざまな縄文土器 パネル (写真)
・狩猟文土器　１点 実物 縄文後期　二戸市馬立Ⅱ遺跡
・壺　１点 実物 縄文中期　二戸市馬立Ⅰ遺跡
・深鉢　１点 実物 縄文中期　盛岡市山王山遺跡
・注口土器　１点 実物 縄文後期　一関市花泉町貝鳥貝塚
・切断蓋付き土器　１点 実物 縄文後期　二戸市浄法寺町合名沢遺跡
・単孔土器　１点 実物 縄文後期　岩手町出土
・注口土器　１点 実物 縄文後期　盛岡市堂ヶ沢遺跡
・注口土器　１点 実物 縄文晩期　二戸市雨滝遺跡
・台付鉢　１点 実物 縄文晩期　二戸市雨滝遺跡
・香炉形土器　１点 実物 縄文晩期　奥州市衣川区東裏遺跡
・鉢　１点 実物 縄文晩期　八幡平市野駄遺跡
⑪　貝塚の形成 パネル (解説)
ア　貝層剥取断面 実物 陸前高田市中沢浜貝塚(国指定史跡)
イ　さまざまな漁撈用具 パネル (解説)
・骨鏃　３点 実物 大船渡市富沢貝塚
・銛　３点 複製 一関市花泉町貝鳥貝塚
・銛　６点 実物 大船渡市富沢貝塚
・銛用ソケット　２点 実物 大船渡市富沢貝塚
・刺突具　１点 複製 一関市花泉町貝鳥貝塚
・骨針　２点 実物 一関市花泉町貝鳥貝塚
・骨篦　２点 実物 野田村根井貝塚
・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
・釣針　１点 実物 岩泉町茂師貝塚
⑫　埋葬と装飾品 パネル (解説)
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)
イ　縄文人の装飾
・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

テーマ２  いわての夜明け（考古）

　旧石器時代の人々が使用した道具（使用方法）
などから、当時の生活の様子を考える。

　粘土が土器になるという化学変化に着目する。

旧 石 器 時 代

 氷河期の大型動物とその狩猟具である打製石器
から旧石器人類の生業･食生活を考察する。

　縄文人はなぜ弓矢を発明したのか。小さく複雑
な器形である釣針や銛は何を材料としたのか。縄
文時代の道具から食料確保と食生活の様子を考
える。

土 器 の 時 代

　各種土器の使用方法を調べてみる。

　各土器は、何のために、どのように用いたかを考
える。

　縄文土器を実際に製作してみよう。その時、文
様も工夫してつけてみよう。(文様は何のため)。

　海への進出が縄文時代の人々の生活をどのよう
に変えたかを考える。

　縄文時代のさまざまな装身具から現代人に通じ
るファッション感覚が理解できる。また､豊饒や多
産を祈る石棒､形代（かたしろ）なのか一部を欠い
た土偶から呪術的精神生活を考える。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・勾玉　２点 実物 二戸市雨滝遺跡
・ヒスイ製勾玉　1点 実物 盛岡市上米内遺跡
・土製耳飾　１点 実物 盛岡市上米内遺跡
・土製耳飾　１点 実物 軽米町大日向Ⅱ遺跡
・貝輪　２点 実物 一関市花泉町白浜貝塚
・貝輪　１点 実物 大船渡市長谷堂貝塚
・牙製垂れ飾り　２点 実物 大船渡市長谷堂貝塚
・獣骨製垂れ飾り　１点 実物 大槌町赤浜貝塚
⑬　縄文人の暮らし パネル (解説)
ア　復元人物(ジオラマ) 模型 一関市花泉町貝鳥遺跡
イ　萪内遺跡 パネル (解説)
・大型土偶頭部　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡（国重文）
・縄文人の足跡 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・トーテムポール様木製品 複製 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・漆状樹脂付着土器　１点 実物 縄文時代　盛岡市萪内遺跡
・漆塗り飾り弓　１点 複製 縄文後期・晩期　盛岡市萪内遺跡
・漆塗り櫛　３点 複製 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・木皿　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・石製玉類　４点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・小型磨製石斧　９点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・台付深鉢　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・石棒　２点 実物 縄文後期・晩期　盛岡市萪内遺跡
・石刀　２点 実物 縄文後期・晩期　盛岡市萪内遺跡
・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
・鳥形注口土器　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・耳飾り　３点 実物 縄文後期・晩期　盛岡市萪内遺跡
・環状土製品　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・岩版　２点 実物 縄文晩期　盛岡市萪内遺跡
・スタンプ状土製品　３点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・動物形土製品　１点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・土偶　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
・大型土偶の一部　２点 実物 縄文後期　盛岡市萪内遺跡
⑭　大洞文化 パネル (解説・写真)
・壺　１点 実物 滝沢村巣子出土
・遮光器土偶　１点 実物 盛岡市手代森遺跡（国重文） 　
・遮光器土偶　１点 実物 岩手町豊岡遺跡
・岩偶形土偶　１点 実物 岩手町豊岡遺跡
・土偶　２点 実物 二戸市雨滝遺跡
・すわる土偶　１点 実物 奥州市衣川区東裏遺跡
・壺　１点 実物 二戸市雨滝遺跡
・注口土器　２点 実物 二戸市雨滝遺跡
・鉢　１点 実物 二戸市雨滝遺跡
・人面付岩版　１点 実物 二戸市雨滝遺跡
・コノハズク形土製品　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
・土面　１点 実物 一関市草ヶ沢遺跡
・石製装身具　４点 実物 二戸市雨滝遺跡
・台付鉢　１点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文）
･鉢　１点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文）
・壺　２点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文）
・皿　２点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文）
・注口土器　１点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文）
・ミニチュア土器　２点 実物 一戸町蒔前遺跡（国重文）
・壺　１点 実物 一戸町蒔前遺跡
・注口土器　２点 実物 一戸町蒔前遺跡
・鉢　１点 実物 一戸町蒔前遺跡

⑮　弥生文化と岩手 パネル （解説）
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

　米作り・米食に関係のある遺物を探して、その使
用方法を調べる。

　縄文式土器と弥生式土器を比べて、その違いを
まとめてみる。また、弥生式土器の使用方法を調
べる。

稲 作 を 始 め た 時 代

　縄文時代のさまざまな装身具から現代人に通じ
るファッション感覚が理解できる。また､豊饒や多
産を祈る石棒､形代（かたしろ）なのか一部を欠い
た土偶から呪術的精神生活を考える。

　貝鳥遺跡の模型や科内遺跡の遺物から、当時
の人々の生活の様子を考える。

　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る。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・太型蛤刃石斧　１点 実物 軽米町和当地Ⅰ遺跡
・管玉　１点 実物 二戸市火行塚遺跡
・土製勾玉　３点 実物 軽米町馬場野Ⅱ遺跡
・石包丁　１点 複製 奥州市胆沢区清水下遺跡　原品県指定文化財
・石包丁　１点 実物 奥州市胆沢区清水下遺跡　　県指定文化財
・籾痕のついた土器　１点 実物 奥州市江刺区兎Ⅱ遺跡
・アメリカ式石鏃　３点 実物 奥州市水沢区常盤遺跡

⑯　拓かれる北上平野 パネル (解説)
ア　古墳を築いた時代 パネル (解説)
イ　角塚古墳 パネル (写真)
・角塚古墳復元模型 模型 （縮尺１００分の１）
・円筒埴輪　１点 複製 奥州市胆沢区角塚古墳
⑰　群集墳 パネル (解説)
ア　江釣子古墳群 パネル (写真)
イ　石室復元模型 模型 北上市長沼古墳群
・蕨手刀　１点 実物 盛岡市太田蝦夷森古墳群(奈良時代)
・蕨手刀　１点 複製 北上市長沼古墳
・蕨手刀　１点 実物 花巻市熊堂古墳群４号墳
・衝角付冑　１点 複製 盛岡市上田蝦夷森古墳（７世紀)
・轡　１点 実物 北上市江釣子古墳群五条丸５１号墳
・鉄鏃　１点 実物 北上市長沼古墳
・高坏　１点 実物 北上市猫谷地遺跡
・銙帯　１点 模型
・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（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　２点 実物 盛岡市飯岡沢田遺跡

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

複製 奥州市水沢区胆沢城跡

複製 奥州市水沢区胆沢城跡

複製 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)
・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

・漆紙文書「番上健士関係解文」
１点
・漆紙文書「番上健士関係解文」
復元　１点

　出土品から、当時の生活を想像する。

　出土品の変化から技術の発達過程を考える。

　米作りが、当時の生活・社会をどのように変えて
いったかを考える。

　弥生時代から大きく変容した古墳期の社会の様
子をまとめる。

古 墳 を 築 い た 時 代

　住居の配置や出土品から集落規模を考える。

テーマ３  いわての歩み（歴史）
蝦 夷 か ら 奥 州 藤 原 氏 へ （ 古 代 )

・漆紙文書「兵士歴名簿」復元　１
点

　律令国家領域の拡大を学ぶ。

　古代城柵における鎮守府の役割を学ぶ。

　古墳とそこから出土した副葬品を通して、大和王
権との関わりを考える。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

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
・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
・瓦　８点 実物 多賀城跡・陸奥国分寺跡・瀬谷子窯跡群
㉒　奥州平泉とその文化 パネル (解説)
ア　平泉文化のひろがり パネル (図)

・華鬘　１点 複製 平泉町中尊寺金色院原蔵(原品国宝)
・白磁水柱(１２世紀)　１点 複製 平泉町志羅山遺跡(原品国重文)

実物 平泉町柳之御所遺跡(国重文）

・常滑産広口壺(１２世紀)　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡(国重文）
・鴛鴦文鏡轡(１２世紀)　　　１点 実物 平泉志羅山遺跡（国重文）
・銅製六器(１２世紀)　１点 実物 一関市河崎の柵擬定地
・波状文四耳壺(１２世紀)　１点 実物 紫波町山屋館経塚（県指定）
・常滑産三筋文壺(１２世紀)　１点 実物 紫波町山屋館経塚（県指定）
・常滑産三筋文壺(１２世紀)　１点 実物 紫波町土館新山神社境内
・鳥形１点、鏃形１点、馬櫛１点 実物 紫波町比爪館遺跡
・ロクロのかわらけ　２点 実物 紫波町比爪館遺跡
・手づくりかわらけ　２点 実物 紫波町比爪館遺跡
ウ　平泉の文化遺産　３点 パネル (解説・写真・表)
・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)
・薬師如来坐像　1点 複製 平安前期　奥州市水沢区黒石寺原蔵(原品国重文) 　仏教文化の受容について学ぶ。
・聖観音菩薩立像　1点 複製 平安中期　二戸市浄法寺町天台寺原蔵(原品国重文）

・兜跋毘沙門天立像　1点 複製

・紺紙金銀字交書一切経　1点 複製 平安後期　平泉町中尊寺大長寿院原蔵(原品国
宝)・一切経見返絵 パネル (写真)

（解説）

㉓　文治五年奥州合戦 パネル （解説）
ア　「義経記」と判官贔屓 パネル （解説）

平安中期　奥州市藤里智福愛宕神社原蔵(原品
国重文)

　奥州藤原氏初代清衡が、在地豪族安倍氏の系
譜につながることを説明。

　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する。

　国家仏教と仏教文化の伝播を学ぶ。

　華鬘は金色堂内陣の装飾品で、金銅透彫の技
術に質の高さを知ることができる。

イ　毛越寺・観自在王院復原模
型１２５分の１

　鎌倉幕府の奥州征討が記載されている部分。幕
府の平泉観を説明できるもの。（平泉以後の鎌倉
御家人の支配も補足説明可）

　桓武朝における蝦夷征伐と支配領域の拡大並
びに鎮撫のあり方を学ぶ。

　院政期に京都で流行した浄土庭園を平泉の文
化に見ることができる。奥州藤原氏の金・馬・漆な
どの財力と東アジアにまたがる広範な経済圏の説
明。

　蝦夷社会の生活を学ぶ。

・中国産黄釉褐彩四耳壺(１２世
紀)　１点

戦 乱 の 時 代 と そ の 文 化 ( 中 世 )

模型
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・東鏡（吾妻鏡）　1点 刊本 江戸時代
・後三年型烏帽子　1点 模型
・馨架と馨　1式 模型
・五鈷杵　1点 実物 紫波町比爪館遺跡
・蓮華形馨　1点 実物 紫波町比爪館遺跡
イ　鎌倉時代の有力豪族 パネル (地図)
㉔　豪族たちの動きと庶民 パネル (解説)
ア　中世城館の分布 パネル (解説・写真)
・雀紋印の馬印　2点 複製 一戸町一戸城跡（原品県指定）
イ　一戸城全景 パネル （写真）

実物 一戸町一戸城跡

・鏃　2点 実物 一戸町一戸城跡
・火打金　1点 実物 一戸町一戸城跡
・苧引金　2点 実物 一戸町田中４遺跡出土
・刀子　1点 実物 一戸町一戸城跡
・ハサミ　1点 実物 一戸町一戸城跡
・御歯黒壺　1点 実物 一戸町北館B遺跡出土
・薙刀　1点 実物 一戸町一戸城跡
・曲物の底板　1点 実物 一戸町一戸城跡
・下駄　2点 実物 一戸町一戸城跡

実物 一戸町一戸城跡

・硯　1点 実物 一戸町上野遺跡出土
・曲物井筒　1点 実物 鎌倉～室町　奥州市江刺区落合Ⅲ遺跡
・きぬ女類族交名案　1点 複製 鎌倉後期　岩手大学原蔵
・北畠顕家御教書　1点 複製 南北朝時代　もりおか歴史文化館原蔵
・足利直義御判御教書　1点 複製 南北朝時代　もりおか歴史文化館原蔵
・和賀郡一揆契状　1点 複製 南北朝内乱期　東北大学原蔵
・骨寺村荘園遺跡 パネル (写真：一関市本寺地域)
・陸奥国骨寺村絵図詳細図　1点 複製 平泉町中尊寺原蔵（原品国重文）
・骨寺村所出物日記事　1点 複製 平泉町中尊寺原蔵
・大瀬川館出土陶磁片　41点 実物 花巻市石鳥谷町大瀬川遺跡
・柳田館出土陶磁片　26点 実物 紫波町柳田館跡
・中国古銭　62点 実物 金ヶ崎町永栄
㉕　新しい仏教文化 パネル (解説)
・毘沙門天立像　1点 複製 平安後期　北上市立花毘沙門堂原蔵
・木造蔵王権現立像　1点 複製 鎌倉時代　北上市白山神社原蔵
ア　新山神社の懸仏と和鏡 パネル (解説)
・銅双雀鏡　1点 実物 平安中期　紫波町新山神社（県指定）
・銅菊花双雀鏡　1点 実物 平安中期　紫波町新山神社（県指定）
・銅梅花鏡　1点 実物 平安中期　紫波町新山神社（県指定）
・銅秋草双雀鏡　1点 実物 平安中期　紫波町新山神社（県指定）
・金銅懸仏　1点　 実物 平安中期　紫波町新山神社（県指定）
・銅秋草双雀鏡　1点 実物 鎌倉時代　紫波町新山神社（紫波町指定）
・銅菊花双雀鏡　1点 実物 鎌倉時代　紫波町新山神社
・銅亀甲地双雀鏡　1点 実物 鎌倉時代　紫波町新山神社
・鰐口　1点 複製 鎌倉末期　一関市大東町興田神社原蔵（県指定）

・鰐口　1点 複製 南北朝時代　二戸市浄法寺町天台寺原蔵（県指
定）・まいりのほとけ(連座御影図)　1

点
複製 室町時代

イ　一遍上人絵伝 パネル (解説)
・十一面観音坐像懸仏　1点 複製 室町時代　陸前高田市広田町黒田神社原蔵　
・如意輪観音像　1点 複製 鎌倉末期　奥州市水沢区正法寺原蔵（県指定）
・西国三十三所巡札納札　　1点 複製 室町時代　平泉町中尊寺原蔵（県指定）
・石塔婆　1点 実物 南北朝時代　一関市教育委員会蔵
㉖　九戸政実の乱 パネル (解説)
ア　戦国大名の変遷 パネル (図・年表)
・南部信直宛豊臣秀吉朱印状　1
点

複製 安土桃山時代　もりおか歴史文化館原蔵
イ　九戸城跡 パネル (解説・写真)　二戸市　国指定史跡　
・「奥州南部九戸軍記　1点 写本 文久3年(1863)
ウ　蒲生氏郷 パネル (解説)
・鯰尾兜　1点 実物 岩手県指定文化財

（解説）

・天保国絵図　陸奥国南部 パネル (地図・写真) 国立公文書館原蔵（国重文）
・天保国絵図　陸奥国仙台 パネル (地図・写真)　国立公文書館原蔵（国重文）
㉗　藩政の確立 パネル (図・解説)

パネル (図)

・浮田番所制札　1点 模造 文化元年（１８０４）　館蔵
ア　広福寺と源勝寺の寺領 パネル (解説)
・南部利直黒印状　1点 実物 元和2年（１６１６）　
・南部利直黒印状　1点 実物 元和2年（１６１６）　盛岡市源勝寺蔵
・遺ス百性高書之事　1点 実物 元和2年（１６１６）　

・鎧の部品(鎧胸板1点、小札5
点、押付の板1点)

　中世城館の分布から、武士の生活や土地支配
について考えてみよう。

　展示物から仏教が、それまでの祈祷や学問中心
のものから、内面的な深まりを持ちつつ、庶民など
広い階層を対象とする新しいものへの変化したこ
とに気付かせる。

　一遍はどのようにして多くの民衆に教えを広めた
のだろうか。

　九戸政実の乱について説明。
　岩手県域の戦国群雄割拠が秀吉の統一事業に
組み込まれていく様子をﾊﾟﾈﾙで確認する。
　惣無事令、城下集住、人質制について説明。近
世大名化への変遷を知る。

　各藩は独立した小国家であり､東和町浮田番所
の制札から通行と流通・藩の専売制について学
ぶ。
　やがて八戸藩･一関藩が成立し現在の県域内に
４藩が分立したことを説明し､現在につながる地域
性を考える素材とする。
　各藩は代官所を通じて領民を支配し､検地帳を
作成し年貢を徴収した。宗門改めによるキリスト教
禁止の徹底。民政は村役人である肝入の任務で､
仙台藩では警察権を象徴する十手も肝入が所持
している。

　江戸時代の盛岡領と仙台領について学ぶ。

　鎌倉幕府の奥州征討が記載されている部分。幕
府の平泉観を説明できるもの。（平泉以後の鎌倉
御家人の支配も補足説明可）

　各種出土品から当時の生活様式を考える。

・炭化穀物　6点（マメ、アズキ、ヒ
エ、ムギ、ソバ、コメ）

藩 政 時 代 の 人 々 ( 近 世 )

・徳川幕府県治要略(安藤博１９１
５年より）　2点

　平泉文化と同様のかわらけが、藤原氏一族の遺
跡から出土していることで、平泉文化が県内に広
がっていることを説明できる。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

実物 寛永4年（１６２７）　

実物 寛文６年（１６６６）　

・代官所公印　２点 複製 江戸時代　もりおか歴史文化館原蔵
・伊達亀千代(綱村)黒印状　１点 実物 寛文元年（１６６１）
イ　仙台藩の貫高制 パネル (解説)
・境絵図 パネル (写真)　元禄１４年（１７０１）
・将軍徳川綱吉継目判物　１点 複製 貞享元年（１６８４）　仙台市博物館原蔵
・一関藩一つ巴の馬印　１点 実物
・検地模型 模型
・検地門札　１点 実物 慶応２年（１８６６）　館蔵

写本 寛永１９年（１６４２）

・十手　１点 実物 江戸時代　
・大肝入使用米すくい　１点 実物 江戸時代　
ウ　宗門改帳 パネル (解説)

実物 元治２年（１８６５）　館蔵

実物 館蔵

・踏絵　１点 実物 参考資料　江戸時代　
・十字形不動明王宝剣　１点 実物 江戸時代　
㉘　凶作と一揆 パネル (年表・解説)
・百姓一揆を禁じた制札１点 実物 明和７年（１７７０）
・義民の碑 パネル (写真)　大迫町
・傘形連判状　１点 複製 安永６年(１７７７)

刊本 明和８年（１７７１）

・餓死者供養塔 パネル (写真)　文久７年(１８１０)　盛岡市東顕寺蔵
実物

・木製のホラ貝　１点 実物 参考資料　江戸時代
・風聞書南部騒立一件　１点 実物 弘化４年（１８４７）

複製 嘉永６年(１８５３)

㉙　盛岡城と町づくり パネル (解説)
・盛岡城の瓦　１点 実物 盛岡城跡出土
・盛岡城の釘かくし　３点 実物
・正保盛岡城図 パネル (写真)　国立公文書館原蔵（国重文）
・盛岡城復原模型 模型 ２５０分の１
・盛岡城古図 パネル (写真)　江戸中期　盛岡市永福寺原蔵
・盛岡城下と街割 パネル (絵)　タッチパネル　「増補行程図」から
・盛岡城下鳥瞰図 パネル (写真)　江戸後期　川井鶴定画
㉚　産金と製鉄 パネル (解説)
・金沢御山大盛之図　１点 複製 天保１０年（１８４２）
・南部利直黒印状　１点 実物 慶長１５年（１６１０）　

・砂金　１点 実物
・ユリ椀　１点 実物
・金鉱石粉砕用の石臼　２点 実物 江戸後期
・御本判(金山採掘鑑札)　１点 複製 文禄３年（１５９４）　

実物 江戸時代

・たたら模型 模型 軽米町玉山鉄山跡高殿復元
・江川鉄山製鉄炉地下部分断面 実物 岩泉町
・「どうや」の用具　９点 複製 江戸時代　
・鍛冶神掛図　１点 実物 江戸初期
・延鉄　１点 実物
・砂鉄 パネル （解説）
・砂鉄　１点 実物 一関市川崎町産
・マサ　１点 実物 野田村種綿産
・ドバ　１点 実物 洋野町金ヶ沢産
・洋式高炉の原料 パネル （解説）
・餅鉄　３点 実物 釜石市鵜住居川採取
・磁鉄鉱　１点 実物 釜石鉱山産
・菊印の鍬　１点 実物

（図）　タッチパネル
安政５年（１８５８）～文久元年（１８６１）

・両鉄鉱山御山内並高炉之図 パネル （図）　新日鉄釜石製鉄所原蔵
・大橋鉄鉱山絵図　１点 パネル 江戸後期　
㉛　南部と馬 パネル （解説）
・馬面　１点 複製 時代不詳　

　多くの餓死者を出す飢饉が頻発したことをﾊﾟﾈﾙ
で確認する。飢饉に備える救荒作物の栽培や食
料保存が励行されるが､凶作下での重税に時とし
て百姓は生活維持のために要求請願などを行っ
たことを知る。農民を統制した田畑勝手作りの禁、
分地制限令の影響について考える。

　各藩は独立した小国家であり､東和町浮田番所
の制札から通行と流通・藩の専売制について学
ぶ。
　やがて八戸藩･一関藩が成立し現在の県域内に
４藩が分立したことを説明し､現在につながる地域
性を考える素材とする。
　各藩は代官所を通じて領民を支配し､検地帳を
作成し年貢を徴収した。宗門改めによるキリスト教
禁止の徹底。民政は村役人である肝入の任務で､
仙台藩では警察権を象徴する十手も肝入が所持
している。

・仙台藩領の江刺郡黒石村の人
数改帳　１点

・砂金採取用具一式　４点（カッ
チャビ１、エンブ１、ユリ板１、ネコ

・波々伯部治郎兵衛宛南部直房
領知宛行状　1点

・民間備荒録(天保５年：１８３４年
印刷発刊)　１点

・飢饉に備えた食料　３点（メノ
コ、ナラの実、トチの実）

・四戸甚之丞宛南部利直黒印状
1点

ア　産金と製鉄「日本山海名物
図会」(平瀬徹斎１７５４年より）

三閉伊通百姓一揆安心帰村南
部弥六郎印判状　１点

・磐井郡東山之内渋民村御検地
帳(文政８年：１８２５)　　１点

・盛岡藩領下閉伊郡岩泉村の野
田氏の知行地分の宗門改帳　１

　城下町の成り立ちから城下の暮らしや仕組みを
学ぶ。

パネル (図)

　番所制札には他領移出を制限する品々が記さ
れる。これらは｢特産品｣｢希少品｣｢労働力｣に分類
でき､盛岡藩の輸出･輸入品の考察ができる。江戸
前期に豊富であった産金も中期には激減した。し
かし小規模ながら新金山の発見･採鉱はみられ
た。後期に主力となったのが鉄であり、たたら製鉄
からわが国初の洋式製鉄の出現へとつながる。

イ　橋野高炉模型 パネル

　諸産業の発達と藩財政の確立について学ぶ。

　馬産地であったことを学ぶ。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

パネル （図）

・群馬図絵馬　１点 実物 享保１６年（１７３１）　紫波町白山神社蔵
・馬頭観世音菩薩　１点 実物 江戸時代　
・桑島流（馬医書）　１点 写本 安政６年　九戸村長興寺馬医者坂下氏写本
・百馬之図　１点 写図 弘化４年（１８４７）　狩野永湖写図
・御旧領名所図巻　１点 複製 江戸末期　原資料盛岡市中央公民館蔵
㉜　街道と舟運 パネル （解説）
・さいふ　１点 実物 江戸時代
・矢立　１点 実物 江戸時代
・旅行用折りたたみ携帯枕　１点 実物 江戸時代
・往来手形　１点 実物 文政４年（１８２１）　
・道中日記　１点 実物 文化１５年（１８１８）　
ア　運輸のいろいろ パネル （図）
・東日本沿岸航路図巻　１点 実物 江戸後期
・本陣関札　１点 実物 江戸時代　
・有壁本陣 パネル （写真）　宮城県栗原市金成有壁
・成田の一里塚 パネル （写真）　北上市成田
・陣笠　１点 実物 江戸時代
イ　舟運 パネル （解説）
・小繰舟（おぐりぶね）　１点 模型
・艜船（ひらたぶね）　１点 模型
・千石船（せんごくぶね）　１点 模型
・舟溜り絵図　１点 パネル （図）
㉝　藩学と寺子屋 パネル （解説）
・作人館扁額　１点 複製 江戸後期　盛岡市立仁王小学校原蔵
・作人館の孔子像　１点 複製 江戸末期　
・作人館印　２点 複製 江戸後期　盛岡市立仁王小学校原蔵
・官板図書　３点 実物 嘉永２年（１８４９）
・英和対訳袖珍辞書　１点 実物 慶応３年（１８６７）
・揆奮場の木製活字一式 複製 江戸後期　花巻市指定文化財
・手習い手本　５点 実物 九戸市長興寺寺子屋で使用
・俳諧風雅帖　２点 実物 嘉永４年（１８５１）
・節用集　１点 実物

・往来物　５点 実物
㉞　先覚者たち パネル （解説）
・高野長英の書簡　１点 複製 文政１１年（１８２８）　
・蘭学階梯　１点 実物 江戸後期
・戊戌夢物語　１点 写本 天保９年（１８３８）
㉟　維新前夜 パネル （解説）
・会津藩追討沙汰書　１点 複製 明治元年（１８６８）　もりおか歴史文化館原蔵
・楢山佐渡ほか捕縛沙汰書　１点 複製 もりおか歴史文化館原蔵

実物 明治元年（１８６８）

・盛岡藩知事辞令写　１点 複製 明治２年（１８６９）　もりおか歴史文化館原蔵
・盛岡藩火縄短銃　１点 実物 江戸時代
・盛岡藩武庫刀　１点 実物 江戸末期
・エンフィールド銃１点、弾丸２点 実物 江戸末期
・戊辰戦争の軍曹一式 模造 慶応４年（１８６８）　

　郷土の文化や美術工芸品について知る。

㊳　鐔
・千田正コレクション 実物 展示替えあり
・元持儀左衛門コレクション 実物 展示替えあり
㊴　工芸 展示替えあり
・漆器、南部鉄器など 実物
㊵　刀剣 展示替えあり
ア　刀剣の制作工程 パネル （写真）
・玉鋼　３点 実物
・のこぎり　１点 実物
・蝶番　１点 実物
・千歯こきの歯　５点 実物
・古釘　４点 実物
①積沸しの準備　１式 実物
②折返し鍛錬　１点 実物
③造込み　１点 実物
④素延べ　１点 実物
⑤火造り　１点 実物
⑥土取り　１点 実物
⑦焼入れ・仕上げ　１点 実物
イ　太刀と刀 パネル （解説）
・太刀　１点 実物 展示替えあり
㊶　絵画

１５世紀中頃刊行　著者不詳　国語辞書　江戸時
代増補

古 美 術

・楢山佐渡・向井蔵人宛南部利
剛感状　１点

・南部と馬「江戸名所図会」（斎藤
幸雄・幸孝・幸成１８３５年より）

　戊辰戦争の様子から、幕末における盛岡藩や一
関藩をとりまく東北地方の動向について考える。

　馬産地であったことを学ぶ。

　年貢として徴収した米の現金化と江戸屋敷での
消費のため、領内の米は北上川を下り石巻から江
戸へ廻送された。川幅と水量の関係で舟の規模
が異なることを模型から理解できる。

　江戸期の教育施設やその様子について学び、
識字率の上昇などが後の近代化の基礎となった
ことを理解する。

　岩手県ゆかりの高野長英や大槻玄沢に特に着
目し、蘭学の発達と蘭学者の事績について学ぶ。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・郷土ゆかりの掛軸、屏風など 実物 展示替えあり

（解説）

㊱　生活の洋風化 パネル （解説）
・駅舎ジオラマ 模型 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）

複製 明治元年（１８６８）

複製 明治９年（１８７６）

複製 明治１４年（１８８１）

・政党の結成（東京日日新聞） １
点

複製 明治１４年（１８８１）
・県会議員当選証書　１点 実物 明治１５年（１８８２）　
・戸長辞令　１点 実物 明治１２年（１８７９）　
・地券　１点 実物 明治時代
・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）

・内閣制度発足（時事新報）　１点 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）
・盛岡第九十国立銀行券　２点 複製
・一関第八十八国立銀行券　２点 複製
・置きランプ　１点 実物 明治時代前期
・岩手県勧業博覧会賞牌　１点 実物
・紙腔琴　１点 実物 明治１７年（１８８４）　

複製 明治２３年（１８９０）

・東北本線全通（東奥日報）　１点 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　
・手廻しミシン　１点 実物 明治後期　
・手廻し蓄音器　１点 実物 大正初期
・日露戦争（東京日日新聞）　１点 複製 明治３７年（１９０４）
・大正改元（巖手毎日新聞）　１点 複製 大正元年（１９１２）

㊸　いろり パネル （解説・図・写真）
・自在かぎ　1点 実物 岩泉町
・べんけい　1点 実物 宮古市
・火棚　1点 実物 一関市
・木割り　1点 実物 雫石町
・五徳　1点 実物 花巻市石鳥谷町
・鍋　1点 実物 盛岡市玉山
・杓子　1点 実物 田野畑村
・火箸　1点 実物 奥州市江刺区
・煙草盆　1点 実物 岩泉町
・水桶　2点 実物 盛岡市
・徳利　1点 実物 奥州市江刺区
・箱膳　3点 実物 一関市、二戸市
・すり鉢　1点 実物 東京都
・すりこぎ　1点 実物 東京都
・ねり鉢　1点 実物 二戸市
・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

　囲炉裏に座る位置、部屋の間取りなどから、庶
民生活における封建制の名残を考える。

　鉄道が生活にどのような変化を与えたのかを考
える。

テーマ４　庶民のくらし（民俗）

・岩手新聞誌発刊（巖手新聞誌
第壱号）　１点
・国会開設決定（東京日日新聞）
１点

・第１回帝国議会開会（時事新
報）　１点

家 の く ら し

・鹿鳴館開館（東京日日新聞）　１
点

・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

・八甲田山遭難（巖手毎日新聞
号外）　１点
・原敬初当選（巖手毎日新聞）　１
点

・巖手日日新聞発刊（巖手日日
新聞）　１点

進 む 近 代 化

　江戸期に培われた教育の基盤や外国人の生活
への日本人の旺盛な好奇心が、外来文化の受
容、近代化のエネルギーになった経緯について
考える。
　ジャーナリズムの発展が近代化に何をもたらした
か考える。

・明治改元（太政官日誌第８１）
１点

　生活様式の洋風化と文化の大衆化の様子につ
いて学ぶ。

・大日本帝国憲法発布（時事新
報）　１点

　現在の岩手県が成立するまでの経緯を学ぶ。

　祖父母・父母の時代までの生活と、現代の生活
を比較し、激動の時代を考える。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・ごはんエジコ　1点 実物
・水がめ　1点 実物 花巻市石鳥谷町
・かで切り　1点 実物 宮古市
・スッパ　1点 実物 盛岡市玉山区
・手あぶり　1点 実物
・いじこ　1点 実物 盛岡市玉山区
・オカザリ　1式 模型 原資料雫石町
・ミダマメシ　1式 模型
・香時計　1点 実物
㊹　正月の行事 パネル （解説・図）
・厄払い人形 パネル （解説）
・厄払い人形　1点 模型 西和賀町
・吉浜のスネカ　 パネル （解説・分布図）
・スネカ装束　1点 実物 大船渡市三陸町
・オタメシ 実物 一関市
・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 文明17年（１４８５）　宮古市黒森神社
・えんぶり　1式 復元 軽米町
・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）　1点 実物 北上市
・オシラサマ（貫頭衣）　1点 実物 陸前高田市
・庚申供養塔　1点 実物 遠野市
・庚申縁起　1点 複製 原資料花巻市
・百万遍の数珠　1点 実物 奥州市
・まいりのほとけ　1点 複製 原資料花巻市東和町 ※展示替え
・まいりのほとけの縁起　1点 パネル 原資料明和７年（１７７０）　北上市　
・祭具一式　10点 実物 北上市

㊻　農村の人々 パネル （写真）
・脱穀用具　３点 実物 からはし１、千歯扱１、土摺臼１、足踏脱穀機１
・調整用具　５点 実物 唐箕１、万石１、箕１、籾通し１、米俵１
・お刈りあげ一式 模型 奥州市江刺区
・わら細工・樹皮細工 パネル （解説）
・みごなわ　３点 実物 盛岡市
・ぞうり　２点 実物 奥州市前沢区
・わらじ　３点 実物 盛岡市
・むしろ　１点 実物 田野畑村
・円座　１点 実物 遠野市
・わらしごき　１点 実物 北上市
・つち　１点 実物 盛岡市
・かます　１点 実物 奥州市江刺区
・つまご型　１点 実物 宮古市
・ツマゴ　１点 実物 遠野市
・ふかぐつ　１点 実物 遠野市
・みの　２点 実物 奥州市江刺区、宮古市田老
・つと（背中あて）　１点 実物 紫波町
・れんじゃく（背負縄）　１点 実物 奥州市
・背中当　２点 実物 宮古市田老
・米俵　３点 実物
㊼　漁村の人々 パネル （写真）
ア　いかつり具一式 パネル （解説）
・集魚灯　２点 実物 釜石市、宮古市
・ガス灯　１点 実物 釜石市
・工具台　１点 実物 宮古市
・三又底釣具　１点 実物 釜石市
・二又底釣具　３点 実物 陸前高田市、田野畑村
・つの　８点 実物 宮古市
・穴あけきり　１点 実物 宮古市
・つめなおし　１点 実物 宮古市
・つめまげ　１点 実物 宮古市
・かなづち　１点 実物 宮古市
・鉛つぎ　１点 実物 宮古市
・おもり工具　１点 実物 宮古市
・鉛とかしなべ　１点 実物 宮古市
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 釜石市
・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

　一年の節目として行われる年中行事のもつ意味
を考える。

　庶民の生活に結びついた信仰の様子を観察し、
庶民の精神生活について考える。

働 く 人 々
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・浜箱　１点 実物 釜石市
・かぜたも　１点 実物 宮古市
・ねじり棒　１点 実物 釜石市
・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 原資料大船渡市立博物館蔵 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
・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 原像八幡平市
・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 盛岡市
・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 盛岡市
・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
・雉子笛　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 岩泉町
・タテ（熊槍）　２点 実物 雫石町
・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
・トラボー（帽子）　１点 実物 遠野市
・着皮　１点 実物 宮古市川井
・マタギみじかてっぽう（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
・毛足袋　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
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・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

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　 展示替えあり

㊿　岩手県地形模型 模型 縮尺１：６５，０００
㊿　岩手の四季 映像 モニター
㊿　県の鳥・木・花 パネル （解説）

㊿　岩手の風土 パネル （解説）
㊿　山や川の生きもの
ア　岩手の植物 パネル （解説・写真・分布図）
・八幡平　８点 写真 多雪地・高山の植物
・岩手山・駒ヶ岳　４点 写真 火山・高山の植物
・焼石岳・栗駒山　６点 写真 多雪地・山地の植物
・北上低地帯　4点 写真 低地・暖地の植物
・草原の植物　５点 写真
・早池峰山　1５点 写真 高山・蛇紋岩地帯の植物
・北上山地　８点 写真 特徴的な植物
・石灰岩地帯の植物　９点 写真
・三陸沿岸　８点 写真 海岸・暖地の植物
イ　湿原の動物 パネル （解説・写真）
・モリアオガエル　1点 複製
・ムツアカネ　4点 標本 八幡平（８月）
・カオジロトンボ　４点 標本 八幡平（８月）
・エゾトンボ　２点 標本 八幡平（９月）
・オオルリボシヤンマ　２点 標本 八幡平（７月）
・ハラビロトンボ　８点 標本 滝沢村（６月）
・ヒョウモンチョウ北日本亜種　５
点

標本 滝沢村（６月）

・ゴマシジミ東北亜種　５点 標本 滝沢村（６月）
・ウスクロスジツトガ　９点 標本 千沼ヶ原（７月）
・モリオカツトガ　５点 標本 滝沢村（６月）
・メススジゲンゴロウ　６点 標本 八幡平（９月）
・キイロマツモムシ　８点 標本 八幡平（９月）
・カラカネイトトンボ　９点 標本 滝沢村（８月）
・オゼイトトンボ　８点 標本 滝沢村（８月）
・ルリイトトンボ　４点 標本 八幡平（８月）
・エゾイトトンボ　４点 標本 滝沢村（６月）
・ハッチョウトンボ　１５点 標本 滝沢村（６月）
ウ　川の生きもの パネル （解説・写真）
・セグロセキレイ（セキレイ科）　１
点

剥製

・カワガラス　１点 剥製
・ヤマセミ　１点 剥製
・オシドリの生涯 パネル （解説）
・オシドリの番い　各１点 剥製
・カワシンジュガイ パネル （解説）
・カワシンジュガイ　１点 殻 岩泉町安家・元村産
・カワシンジュガイ　２点 殻 岩泉町安家・川口産
・カワシンジュガイ　２点 殻 滝沢村・木賊川産
エ　森の生きもの パネル （解説）
・フクロウ（フクロウ科）　１点 剥製

剥製

剥製

テーマ５　いわての今（現勢）

　残されている原生的植生の多様さ、多くの生物
のすみかとしての貴重さなどについて考える。ま
た、里山など、人間と自然のつき合いの歴史につ
いて学ぶ。

　八幡平、安家川の自然環境の現状を把握し、自
然保護のあり方を考える。

わ た し た ち の 郷 土 い わ て

恵 ま れ た 自 然

・キュウシュウノレンコウモリ（ヒナ
コウモリ科）　１点

ま つ り と 芸 能

・ニホンコテングコウモリ（ヒナコウ
モリ科）　１点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

剥製

剥製

・ニホンツキノワグマ（クマ科）　１
点

剥製

・ホンドテン（イタチ科）１点 剥製
・ホンドアカネズミ（ネズミ科）　１
点

剥製

・ヤマネ（ヤマネ科）　１点 剥製
・ニッコウムササビ（リス科）　１点 剥製
・ホンシュウモモンガ（リス科）　１
点

剥製

・トウホクノウサギ（ウサギ科）　１
点

剥製

・ホンドギツネ（イヌ科）　１点 剥製
オ　シカのすむ森 パネル （解説）
・ヤマドリ（キジ科）　１点 剥製
・キジバト（ハト科）　１点 剥製
・カケス（カラス科）　２点 剥製
・ホンシュウジカ（シカ科）　１点 剥製
・ニホンリス（リス科）　１点 剥製

・ホンドザル（オナガザル科）　１
点

剥製

㊿　イヌワシの山 パネル （解説・写真）
・イヌワシ　２点 剥製

模型

・岩手県にすむワシ・タカ類 パネル （解説）
・イヌワシの成鳥　１点 写真 縮尺原寸
・イヌワシの幼鳥　１点 写真 縮尺原寸
・イヌワシの飛翔　１点 写真
・クマタカ　１点 写真 縮尺１：２
・トビ　１点 写真 縮尺１：２
・ノスリ　１点 写真 縮尺１：２
・オオタカ　１点 写真 縮尺１：２
㊿　豊かな海 パネル （解説）
岩手の漁業 写真 真崎海岸ウニ漁、三丁目漁場サケ漁
ア　沿岸の生物 パネル （解説・写真）
・ギンポ（ニシキギンポ科）　１点 剥製 三陸海岸
・アイナメ（アイナメ科）１点 剥製 三陸海岸
・ウミタナゴ（ウミタナゴ科）　１点 剥製 三陸海岸

・アサヒアナハゼ（カジカ科）　１点 剥製 三陸海岸

・ゴマソイ（フサカサゴ科）　　１点 剥製 三陸海岸
・イシガレイ（カレイ科）　１点 剥製 三陸海岸
・アカニシ（アクキガイ科）　　１点 剥製 三陸海岸
・マガキ（イタボガキ科）１点 剥製 三陸海岸
・ヒラツメガニ（ワタリガニ科）　１点 剥製 三陸海岸
・ホッカイエビ（タラバエビ科）　１
点

剥製 三陸海岸

・マボヤ（ピウラ科）　１点 剥製 三陸海岸
陸前高田市　広田湾

・イトマキヒトデ（アステリナ科）　１
点

剥製 三陸海岸

剥製 三陸海岸

イ　黒潮の生物 パネル （解説・図）
ウ　親潮の生物 パネル （解説・図）
エ　深海の生物 パネル （解説）
・フジクジラ（ツノザメ科）１点 剥製 久慈沖深海
・バラメヌケ（フサカサゴ科）　１点 剥製 久慈沖深海
・キチジ（フサカサゴ科）１点 剥製 久慈沖深海
・サメガレイ（カレイ科）１点 剥製 久慈沖深海

剥製 久慈沖深海

剥製 久慈沖深海

剥製 久慈沖深海

・ムネダラ（ソコダラ科）１点 剥製 久慈沖深海

　ジオラマは北上山地を再現したもの。イヌワシの
ような高次消費者が生息できる環境とはどのような
ものかを考える。動物だけを保護すればよいという
ものではなく、生態系全体としてとらえることができ
る。イヌワシの卵(複製）に触れることもできる。

・キュウシュウノレンコウモリ（ヒナ
コウモリ科）　１点

骨格標本

・キタムラサキウニ（オオバフンウ
ニ科）　１点

・モリアブラコウモリ（ヒナコウモリ
科）　１点

・イヌワシ・ニワトリ・ウズラの卵　各
１点

・ナミベリハスノハカシパン（ハスノ
ハカシパン科）１点

・ニホンアナグマ（イタチ科）　１点

・アカドンコ（ウラナイカジカ科）
１点

・ココノホシギンザメ♂（ギンザメ
科）　１点
・ココノホシギンザメ♀（ギンザメ
科）　１点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・マメハダカ（ハダカイワシ科）　１
点

複製 久慈沖深海

複製 久慈沖深海

複製 久慈沖深海

剥製 久慈沖深海

・ボタンエビ（タラバエビ科）　１点 剥製 久慈沖深海
・ネジヌキバイ（エゾバイ科）１点 剥製 久慈沖深海

剥製 久慈沖深海

岩手の海 動画 岩手県北・県央・県南の海
深海へのミッション 動画 深海生態系
深海の不思議 ソフト 海域マップ、トピック、系統樹、探査ツール

資料名

①　岩手の土器

・岩手の土器 パネル （解説） 縄文時代草創期
・岩手の縄文土器 パネル （解説） B.C10000～6000
・縄文草創期　１点 実物 馬場野Ⅱ遺跡（軽米町） 早期
・縄文早期　２点 実物 長瀬B遺跡（二戸市） B.C6000～4000
・縄文早期　１点 実物 馬場野Ⅱ遺跡（軽米町） 前期
・縄文早期　３点 実物 馬立Ⅰ遺跡（二戸市） B.C4000～3000
・縄文早期　２点 実物 大宮遺跡（洋野町種市） 中期
・縄文前期　２点 実物 沢内B遺跡（二戸市） B.C3000～2000
・縄文前期　１点 実物 宮野貝塚（大船渡市三陸町） 後期
・縄文前期　２点 実物 田代遺跡（九戸村） B.C2000～1200
・縄文前期　７点 実物 和光Ⅵ区遺跡（金ヶ崎町） 晩期
・大木式土器と円筒土器文化 パネル （図） B.C1200～100
・縄文中期　３点 実物 鳩岡崎遺跡（北上市）
・縄文中期　１点 実物 広瀬Ⅱ遺跡（雫石町） 弥生時代早期
・縄文中期　１点 実物 繋Ⅲ遺跡（盛岡市） B.C450～B.C300
・縄文中期　２点 実物 長者屋敷遺跡（八幡平市松尾） 前期
・縄文中期　７点 実物 長者屋敷遺跡（八幡平市松尾） B.C300～B.C200
・縄文後期　５点 実物 馬立Ⅱ遺跡（二戸市） 中期
・縄文後期　３点 実物 川口Ⅱ遺跡（岩手町） B.C200～A.D100
・縄文後期　６点 実物 大日向Ⅱ遺跡（軽米町） 後期
・縄文後期　１点 実物 長倉Ⅰ遺跡（軽米町） A.D100～300
・縄文後期　３点 実物 貝鳥貝塚（一関市花泉）
・大洞式土器文様変遷模式図 パネル （図） 古墳時代　3世紀半～7世紀末
・縄文晩期　3点 実物 道地Ⅲ遺跡（九戸村） 奈良時代　8世紀
・縄文晩期　4点 実物 谷起島遺跡（一関市） 平安時代　9世紀から12世紀
・縄文晩期　8点 実物 道地Ⅲ遺跡（九戸村）
・縄文晩期　3点 実物 大日向Ⅱ遺跡（軽米町）
・縄文晩期　3点 実物 駒板遺跡（軽米町）
・縄文晩期　11点 実物 曲田Ⅰ遺跡（八幡平市安代）
・岩手の弥生土器 パネル （解説）
・弥生前期（遠賀川系土器）　1点 実物 大渡野遺跡（矢巾町）
・続縄文土器（後北C2・D式）　1
点

実物 大日向Ⅱ遺跡（軽米町）

・弥生中期　5点 実物 大淵遺跡（二戸市）
・弥生中期　2点 実物 沼の上遺跡（奥州市江刺区）
・弥生中期　3点 実物 橋本遺跡（奥州市水沢区）
・弥生中期　8点 実物 馬場野Ⅱ遺跡（軽米町）
・弥生後期　２点 実物 大日向Ⅱ遺跡（軽米町）
・岩手の土師器・須恵器 パネル （解説）
・５世紀　３点 実物 猫谷地遺跡（北上市）
・５世紀　須恵器高坏　１点 実物 高野野原遺跡（金ヶ崎町）
・５世紀　須恵器𤭯　１点 実物 今泉遺跡（奥州市水沢区）
・５～６世紀　７点 実物 中半入遺跡（奥州市水沢区）
・７～８世紀　６点 実物 今泉遺跡（奥州市水沢区）
・７～８世紀　８点 実物 上餅田遺跡（金ヶ崎町）
・８世紀　３点 実物 上新山遺跡（野田村）

・オオヒタチオビ（ヒタチオビガイ
科）　１点

・トゲラクダアンコウ（ラクダアンコ
ウ科）　１点
・ビワアンコウ（ミツクリエナガチョ
ウチンアンコウ科）１点
・エゾイバラガニ（タラバガニ科）
１点

　それぞれの土器が、生活の中でどのように利用
されたか考える。

　土師器と須恵器の違いは何か。

いわて文化史展示室
見学のポイントほか

内容

テーマ１ 考古

考 古

　各時代の土器を比較し、特色や違い、発達過程
を理解する。

い わ て 文　化　史　展 示 室
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・８世紀　２点 実物 山屋敷遺跡（久慈市）
・８世紀　６点 実物 石田遺跡（奥州市水沢区）
・８世紀　６点 実物 仙波堤遺跡（岩手町）
・９世紀　１点 実物 上平沢新田遺跡（紫波町）
・須恵器の生産 パネル （解説）
・９世紀　１点 実物 力石Ⅱ遺跡（奥州市江刺区）
・９世紀　４点 実物 竹花前遺跡（盛岡市）
・１０世紀　５点 実物 落合Ⅱ遺跡（奥州市江刺区）

②　北上山系の洞穴遺跡 パネル （解説）
・北上山地の洞穴遺跡 パネル （分布図・写真）
・ニホンザル下顎骨　４点　 実物 岩泉町岩谷洞穴

実物 岩泉町岩谷洞穴
　洞穴での生活様式は。

・ヒキガエルの骨 実物 岩泉町岩谷洞穴
・カワシンジュガイ　８点 実物 岩泉町岩谷洞穴

実物 岩泉町岩谷洞穴

・真珠　２点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・土製装身具　２点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・石製装身具　３点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・貝殻製装身具　１５点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・貝殻片象嵌土製品　３点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・牙製装身具　４点 実物 岩泉町岩谷洞穴
・縄文土器浅鉢　２点 実物 縄文晩期　一関市東山町熊穴洞穴
・土製紡錘車　１点 実物 縄文晩期　一関市東山町熊穴洞穴
・貝輪　１点 実物 縄文晩期　一関市東山町熊穴洞穴
・骨製ナイフ　１点 実物 平安時代　一関市東山町熊穴洞穴
・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

③　岩手の石器と鉄器
・接合する剥片　２点 実物
・硬質頁岩　２点 実物
・黒曜石　３点 実物
・安山岩　１点 実物
・メノウ　３点 実物
・鉄石英　１点 実物
・つぶす（擦り石３点） 実物
・割る（叩き石２点） 実物

実物

・切る（石匙７点） 実物
・削る（スクレバー４点） 実物
・石鏃　２０点 実物
ア　岩手の石器 パネル （解説・グラフ・分布図）
・縄文早期の石器群　２１点 実物 矢巾町大渡野遺跡
・縄文中期の石器群　２５点 実物 花巻市山ノ神遺跡
・縄文晩期の石器群　４３点 実物 奥州市衣川区東裏遺跡
イ　古代の鉄器・蕨手刀 パネル （解説）
・餅鉄　１点 実物
・蕨手刀　１点 模造品
・鉗　１点 実物
・紡錘車　１点 実物
・斧　１点 模造品
・斧　１点 実物
・鋤先　１点 模造品
・鋤先　１点 実物
・鎌　２点 実物
・直刀　１点 実物
・刀子　１点 模造品
・刀子　２点 実物
・鏃　２点 模造品
・鏃　２点 実物
・責金具　１点 実物

④　三陸の貝塚
ア　三陸の貝塚 パネル （解説・分布図・年表）
・石錘　４点 実物 花巻市石鳥谷町
・骨ベラ　８点 実物 大船渡市富沢貝塚
・縄文時代　根挟み　１点 実物 大船渡市富沢貝塚
・骨針　６点 実物 大船渡市富沢貝塚
・釣針　６点 実物 大船渡市富沢貝塚
・ヤス　２点 実物 一関市花泉町貝鳥貝塚
・離頭銛　７点 実物

　なぜ洞穴で生活したのか。

　時代の変化に伴う石器の違いを探る。

　鉄器が登場する社会情勢の変化を考える。

・ツキノワグマ・カモシカ下顎骨
４点

・魚骨（ソウダガツオ属，ブリ属，
コイ科、サバ属、サケ科）　５点

・掘る（石刃３点、打製石斧２点、
磨製石斧３点）、石槍１点

　石器はどのようにつくられたのか考える。

　石器の利用について理解を深める。

　鉄器の登場による生産技術の向上や産業の発
達を考える。

　漁業技術の進歩を考える。
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・固定銛　２点 実物 大船渡市富沢貝塚
・銛用ソケット　２点 実物 大船渡市富沢貝塚

実物 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）

⑤　豊岡遺跡
ア　豊岡遺跡出土資料 パネル （解説・写真・分布図）
・深鉢形土器　５点 実物
・台付鉢形土器　８点 実物
・鉢形土器　８点 実物
イ　豊岡遺跡資料の特徴 パネル （解説・図・写真）
・浅鉢形土器　５点　 実物
・ミニチュア土器　１２点 実物
・壺形土器　１２点 実物
・注口土器　７点 実物
・岩偶形土偶　４点 実物
・土版　２点 実物
・各種土製品　４点 実物
・X字形土偶　５点 実物
・小型遮光器土偶　５点 実物
・遮光器土偶頭部　８点 実物
・土製耳飾り　９点 実物
・石棒類　１２点 実物
・石冠　３点 実物
・岩版　３点 実物
・各種石製品　１１点 実物
・玉類　７点 実物
⑥　柳之御所遺跡 パネル （解説）

パネル （解説・写真）
・ロクロのかわらけ大皿　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）
・ロクロのかわらけ小皿　２点 実物 平泉町柳之御所遺跡（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）
・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）
・建物が描かれた墨書折敷　１点 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）
・漆塗り皿　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）
・横櫛　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）
・物差し　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）
・毛抜き　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（国重文）
・手斧　１点 実物 平泉町柳之御所遺跡（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）
・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）
・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）

・「prehistoric　Fishing　in
Japan」　１点

・貝塚から出土した動物遺存体
（シカ５点、石鏃の刺さったシカの
背骨１点、イノシシ２点、イヌ３点）

　出土品から当時の生活様式を考える。

実物 大船渡市三陸町宮野貝塚

ア　柳之御所遺跡の出土品・宴
の場
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・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）

⑦　中国古印 パネル （解説・図）
ア　官印の変遷
・周秦古璽　２点 実物 太田コレクション
・漢・六朝官印　３点 実物 太田コレクション
・隋官印　１点 実物 太田コレクション
・唐官印　２点 実物 太田コレクション
・宋官印　２点 実物 太田コレクション
・元官印　１点 実物 太田コレクション
・明官印　１点 実物 太田コレクション
・清官印　１点 実物 太田コレクション
イ　鈕（つまみ）の種類
・杙鈕（くい）　２点 実物 太田コレクション
・覆斗鈕（ます）　１点 実物 太田コレクション
・瓦鈕（かわら）　２点 実物 太田コレクション
・橋鈕（はし）　２点 実物 太田コレクション
・壇鈕（だん）　１点 実物 太田コレクション
・亭鈕（たかやぐら）１点 実物 太田コレクション
・屋鈕（やね）　１点 実物 太田コレクション
・亀鈕（かめ）　１点 実物 太田コレクション
・駝鈕（らくだ）　１点 実物 太田コレクション
・馬鈕（うま）　１点 実物 太田コレクション
・鉤鈕（かぎがた）　１点 実物 太田コレクション
・虎鈕（とら）　１点 実物 太田コレクション
・その他の鈕　６点 実物 太田コレクション
・吉語印　２点 実物 太田コレクション
・肖生印　３点 実物 太田コレクション
・両面印　２点 実物 太田コレクション
・子母印　３点 実物 太田コレクション
⑨　信仰
・仏像など 実物 展示替えあり
⑪　板碑
・いわての古碑と石塔 パネル （解説）
・最明寺石塔婆　２点 複製 建長８年（１２５６）　
・馬頭観音碑　１点 実物 安政６年（１８５９）　館蔵

⑬　藩政時代の村 パネル （解説）
実物 元治元年（１８６４）　

・野形絵図面　１点 複製 元治元年（１８６４）　
・当宗門相改奉書上帳１点 複製 元治２年（１８６５）　
・検地札　１点 複製 江戸時代　
・古屋敷御検地覚　１点 実物 享保１５年（１７３０）　

実物 元治元年（１８６４）　

実物 元治元年（１８６４）　

実物 元治元年（１８６４）　

複製 元治元年（１８６４）　

・御毛見御先立帳　１点 複製 元治元年（１８６４）　
実物 元治元年（１８６４）　

・年数分附覚帳　１点 実物 元治元年（１８６４）
・御検見高　１点 実物 天保４年（１８３３）
・当御年貢米壱人限駄寄帳　１点 実物 天保１１年（１８４０）　
・当御年貢米割附帳　１点 複製 天保１１年（１８４０）　
・年貢皆済目録　１点 複製 弘化４年（１８４７）　

・志和郡小屋敷村絵図拾六枚之
内た印　１点

・志和郡打直御検地名寄御帳　１
点

歴 史

・志和郡小屋敷村吉水郷邨吟味
御調御用中諸書上留　　１点
・志和郡小屋敷村吉水村書上絵
図面縮図　１点

テーマ２　歴史
歴 史

実物 元治元年（１８６４）

　中国官印の変遷について学ぶ。

　中国の印章文化について学ぶ。

　太閤検地以来、生産力を米に換算して徴税の
基礎とする検地が行われた。野形絵図面には、ほ
ぼ同面積でありながら石高の大きく異なる箇所が
比較でき、田と他の地目が米の生産量で把握され
たことが理解できる。

・南伝法寺村小絵図弐拾三枚之
内へ印　１点

志和郡南伝法寺村へ印内割田
畑居屋敷地続順路番附書上帳
１点
・郷村御吟味御用中御入用諸品
書上帳　１点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・南伝法寺村年貢受取帳　１点 複製 嘉永６年（１８５３）　
実物 安政４年（１８５７）　

⑫　江戸時代の貨幣
ア　藩政時代の貨幣 パネル （解説・写真）
・皇朝十二銭（８C～） パネル （解説）
・和同開珎　１点 複製
・中国銭の使用（１２C～） パネル （解説）
・開元通宝（唐）　１点 実物
・唐国通宝（南唐）　１点 実物
・淳化元宝（北宋）　１点 実物
・景祐元宝（北宋）　１点 実物
・治平通宝（北宋）　１点 実物
・元符通宝（北宋）　１点 実物
・正隆元宝（金）　１点 実物
・淳凞元宝（南宋）　１点 実物
・慶元通宝（南宋）　１点 実物
・紹定通宝（南宋）　１点 実物
・至大通宝（元）　１点 実物
・洪武通宝（明）　１点 実物
・永楽通宝（明）　１点 実物
・永楽通宝（日本鋳鐚銭）   １点 実物
・一両小判　３点 実物
・享保大判金　１点 実物
・二分金　２点 実物
・一分金　４点 実物
・二朱金　８点 実物
・文政角一朱金　１点 実物
・丁銀　５点 実物

実物

・一分銀　４点 実物
・古南鐐二朱銀　１点 実物
・新南鐐二朱銀　２点 実物
・明和五匁銀　１点 実物
・南鐐一朱銀　１点 実物
・一朱銀　１６点 実物
・古寛永一文銭　１５点 実物
・寛永通宝　６点 実物
・寛永通宝四文銭（２１波）　２点 実物
・寛永通宝四文銭（１１波）　２点 実物
・文久永宝（四文通用）８点 実物
・寛永通宝十文銭　２点 実物
・天保通宝　３点 実物
・金枡　１点 実物
・道中財布　１点 実物
・銭さし　１点 実物
・藩役所の切手　３点 実物
・私札　３点 実物
・人足札　５点 実物
イ　仙台藩の藩札
・ねじり札　２点 実物
・天明飢饉札　２点 実物
・升屋札　１点 実物
・改正札銭札・錦布貼　２点 実物
・両替所札　４点 実物
ウ　仙台藩の鋳銭　

実物

実物

・寛永通宝（背仙銭）　２点 実物
・仙台通宝母銭　１点 実物
・仙台通宝鉄銭　３点 実物
・古寛永銭（仙台銭）　１点 実物
・寛永通宝（背千母銭）１点 実物
・寛永通宝（背千鉄銭）２点 実物
・仙台小槌銀　１点 実物
エ　盛岡藩の藩札
・弘化二年・銭札　２点 実物
・弘化四年・盛岡通用銭札　３点 実物
・盛岡藩札　９点 実物
・光林寺富札　３点 実物
オ　盛岡藩の鋳銭

・当御年貢米并御買米俵組覚帳
１点

　定数貨幣で４進法の金、10進法の銭、秤量貨幣
の銀、各藩で発行した藩札と複雑な江戸時代の
貨幣制度を展示資料を通じて理解できる。とりわ
け銭が広く流通し、重さや寸法の単位にも寛永通
宝の「文」が使用された点から､経済と文化の関連
を考察させる。

・豆板銀　７点（享保１、元文２、
文政１、天保２、安政１）

・寛永通宝四文銭（背千母銭）　１
点
・寛永通宝四文銭（背千鉄銭）　２
点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・密鋳銭　１０点 実物
実物

実物

・仰宝母銭　２点 実物
・仰宝鉄銭（通用銭）　１点 実物
・葛巻銭母銭　２点 実物
・葛巻銭鉄銭　４点 実物
・栗林広穿銭　２点 実物
・盛岡天保銭　２点 実物
・八匁銀判　１点 実物
⑩　近代
・地図など 展示替えあり

⑯　南部小絵馬 パネル （解説）
・鞍迫観音堂絵馬 パネル （解説）
・繫馬図蒔絵絵馬　１点 複製 永禄７年（１５６４）、平泉町中尊寺原蔵 展示替えあり
・駆馬図絵馬　１点 実物 寛文６年（１６６６） 展示替えあり
・繫馬図絵馬　１点 実物 寛文１１年（１６７１） 展示替えあり
・繫見返駒図絵馬　１点 実物 延享３年（１７４６） 展示替えあり
⑰　オシラサマ パネル （解説・写真）
・オシラサマ（貫頭衣型）　１点 実物 館蔵 展示替えあり
・オシラサマ（包頭衣型）　１点 実物 展示替えあり
・オシラサマ（貫頭衣型）　１点 実物 館蔵 展示替えあり
・オシラサマ（貫頭衣型）　１点 実物 館蔵 展示替えあり
・ヲシラの御本地　１点 実物 館蔵 展示替えあり
・オシラサマ（貫頭衣型）　１点 実物 天正２年（１５７４） 展示替えあり
・オシラサマ（貫頭衣型）　１点 実物 館蔵（明治末期～大正初期） 展示替えあり
⑱　まいりのほとけ パネル （解説）
・孝養太子画像　１点 複製 花巻市東和町 展示替えあり
・善導太子画像　１点 複製 花巻市東和町 展示替えあり
・放光阿弥陀如来画像　１点 実物 岩泉町 展示替えあり
・孝養太子画像　１点 実物 岩泉町 展示替えあり
㉑　南部絵暦 パネル （解説）
ア　田山暦 パネル （解説）
・諸国奇談東遊記　３点 実物 橘南𧮾（１７５３～１８０５）
・天明３年田山暦　１点 実物 天明３年（１７８３） 展示替えあり
・文化１３年田山暦　１点 複製 文化１３年（１８１６） 展示替えあり
・天保１５年田山暦　１点 複製 天保１５年（１８４４） 展示替えあり
・嘉永２年田山暦　１点 実物 嘉永２年（１８４９） 展示替えあり
・田山暦木活版木　１０点 複製
イ　盛岡暦 パネル （解説）
・嘉永７年盛岡暦　１点 複製 嘉永７年（１８５４）　 展示替えあり
・安政５年盛岡暦　１点 実物 安政５年（１８５８） 展示替えあり
・万延２年盛岡暦　１点 実物 万延２年（１８６１） 展示替えあり
・慶応２年盛岡暦　１点 実物 慶応２年（１８６６） 展示替えあり
・明治３年盛岡暦　１点 実物 明治３年（１８７０） 展示替えあり
・明治３０年盛岡暦版木　１点 実物 明治３０年（１８９７） 展示替えあり
「南部の角土俵」 模型
⑲　郷土料理
・自然の恵みと郷土料理 パネル （解説・写真）
・さまざまなもち料理　10点 模型

・その他の郷土料理　4点 模型 ウキウキダンゴ１、豆シトギ１、ケイラン１、ソバネリ１
⑳　岩手の民芸 パネル （解説）

パネル （解説）

・南部桐下駄　2点 実物 盛岡市 展示替えあり
・チャグチャグ忍駒　1点 実物 矢巾町 展示替えあり
・桐馬　1点 実物 花巻市 展示替えあり
・一戸の竹細工　3点 実物 一戸町 展示替えあり
・高田人形（太鼓持ち）　1点 実物 陸前高田市 展示替えあり

・花巻人形（司馬温公甕割）　1点 実物 花巻市 展示替えあり

㉒　むかしのくらし大図鑑
ア　食に関する道具たち パネル （解説）
・かまど　1点 実物 滝沢村
・氷冷蔵庫　1点 実物 盛岡市
・箱膳　1点 実物 奥州市
・椀籠　1点 実物

　地域の産業が興り、発展し、現在に引き継がれ
てきた社会的背景を考える。

・寛永通宝四文銭（背盛母銭）　１
点
・寛永通宝四文銭（背盛鉄銭）　３
点

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

テーマ３　民俗
民 俗

・「手仕事の日本」に見るいわて
の民芸品
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・まな板 実物 盛岡市
・わかす　3点 実物 やかん１、釣釜１、鉄瓶１
・炊く　3点 実物 ガス釜１、飯盒１、お櫃１
・焼く　4点 実物 アブリコ１、玉子焼き器１、パン焼き器１、トース

ター１・蒸す　3点 実物 蒸籠１、甑１、蒸かし缶１
・煮る　2点 実物 つる鍋１、圧力釜１
・練る・擦る　3点 実物 すり鉢とすりこぎ各１、練り鉢１
・すくう・おろす　6点 実物 おろし台１、おろし金２、柄笊２、網杓子１
イ　学校給食 パネル （解説）

実物 盛岡市

・学校給食用食器（樹脂製）　1点 実物 盛岡市
・学校給食用食器（木製）　　1点 実物 洋野町大野
・学校給食（昭和26年）　1点 模型 コッペパン、みそ汁（盛岡市）
・学校給食（昭和35年頃）　　　1
点

模型 パン、くじら肉の竜田揚げ、みかん（盛岡市）

・学校給食（昭和50年頃）　　1点 模型 チャーハン、おでん、サラダ（盛岡市）
ウ　ヒーローでたどる昭和
・こども茶碗　５点 実物 展示替えあり

エ　衣に関する道具たち パネル （解説）
・手洗桶　1点 実物
・洗濯板　1点 実物
・手廻し洗濯器　1点 実物
・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
・炭火アイロン　1点 実物
・電気アイロン　1点 実物
・電化こて　1点 実物
オ　戦後を写したカメラたち
・スプリングカメラ　1点 実物
・ハーフサイズカメラ　1点 実物
・一眼レフカメラ　1点 実物
・AFカメラ　1点 実物
・ポラロイドカメラ　1点 実物
カ　電話機 パネル
・壁掛電話機　1点 実物
・磁石式電話機 実物
・ダイヤル式電話機　1点 実物
・赤電話　1点 実物
・黄電話　1点 実物
キ　その他
・レコード4点とプレイヤー1点 実物

・野球盤　1点 実物
・白黒テレビ　1点 実物
･扇風機　1点 実物 夏期のみ
・かき氷器 実物 夏期のみ
・卓袱台　1点 実物
・リボンハイトリ　3点 実物 夏期のみ
・蚊取り豚　1点 実物 夏期のみ
・蠅取り器　1点 実物 夏期のみ
・座敷ほうき　1点 実物
・茶だんす　1点 実物
・置時計　1点 実物
・ラジオ　1点 実物
・長火鉢　1点 実物 冬期のみ
・豆炭アンカ　1点 実物 冬期のみ
・豆炭　1点 実物 冬期のみ
・湯たんぽ　1点 実物 冬期のみ
・カマジキ　1点 実物 冬期のみ
・ドンコ汁　1点 模型 冬期のみ

資料名

アイドルをさがせ、君といつまでも、太陽がいっぱ
い、水色の雨（滝沢村）

鉄腕アトム、ドラえもん、仮面ライダー、キン肉マ
ン、ビックリマン（盛岡市）

い わ て 自 然 史 展 示 室
いわて自然史展示室

見学のポイントほか
内容

テーマ１　いわて自然史

・学校給食用食器（アルマイト製）
1点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

パネル （解説）

パネル （解説）

ア　北部北上山地の鉱物と鉱石 パネル （解説）
・耐火粘土　１点 実物 岩泉町門字名目入　岩手鉱山

実物 岩手鉱山製造

実物 葛巻町田部字藤倉　藤倉鉱山

・テフロ石・バラ輝石鉱石１点 実物 普代村普代　三根鉱山
・バラ輝石・石英鉱石　　１点 実物 田野畑村菅窪　前期ペルム紀　坂本沢層

実物 田野畑村菅窪　田野畑鉱山

・ネオトス石（ペンウィス鉱）　１点 実物 野田村玉川　野田玉川鉱山
・菱マンガン鉱　１点 参考　展示 秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢　尾去沢鉱山
・菱マンガン鉱　１点 参考　展示 北海道古平郡古平町　　稲倉石鉱石

実物 久慈市大川目町山口　大川目鉱山

・輝水鉛鉱　１点 実物 久慈市大川目町山口　大川目鉱山
・黄鉱　１点 実物 宮古市田老末前　田老鉱山
・黄銅鉱・黄鉄鉱縞状鉱石　１点 実物 宮古市田老末前　田老鉱山

実物 宮古市田老末前　田老鉱山

・輝安鉱　１点 実物 宮古市川井江繋　安国鉱山
・輝安鉱　２点 参考　展示 中国江西省樟樹　武陵鉱山
・灰鉄輝石と黄銅鉱　１点 実物 宮古市山口　山口鉱山
・苦灰岩（ドロマイト）　１点 実物 宮古市根市字上根市　根市鉱山

実物 宮古市根市字上根市　根市鉱山

・しのぶ石　１点 実物 宮古市川井夏屋
・鍾乳石（横断面）　１点 実物 岩泉町安家氷渡洞
・鍾乳石（縦断面）　１点 実物 岩泉町安家
・結晶質石灰岩（大理石）　１点 実物 岩泉町安家字年々
イ　釜石鉱山周辺の鉱物と鉱石 パネル （解説）
・灰鉄ザクロ石　１点 実物 遠野市上郷町　釜石鉱山佐比内坑前

実物 遠野市上郷町佐比内　大峰鉱山

実物 釜石市甲子町　釜石鉱山天狗森鉱床

実物 釜石市甲子町　釜石鉱山天狗森鉱床

・灰鉄輝石　１点 実物 釜石市甲子町　釜石鉱山新山鉱床２D鉱体
・水晶と緑簾石　１点 実物 遠野市上郷町　釜石鉱山佐比内露頭
・フォンセン石　１点 実物 釜石市甲子町　釜石鉱山新山鉱床４５０ｍ坑
・磁鉄鉱と黄銅鉱　１点 実物 釜石市甲子町　釜石鉱山
・磁鉄鉱礫（餅鉄）　１点 実物 釜石市栗林町沢田　鵜住居川河床
・黄銅鉱　１点 実物 釜石市甲子町　釜石鉱山
・キューバ鉱　１点 実物 釜石市甲子町　釜石鉱山新山鉱床４００ｍ坑２D

鉱体・硫砒鉄鉱　１点 実物 釜石市橋野町　六黒見鉱山
実物 釜石市甲子町　釜石鉱山佐比内鉱床

・石膏　２点 実物 釜石市甲子町枯松沢　仙人トンネル第２洞内
・鍾乳石　２点 実物 住田町大洞　大洞鉱山構内　明幻洞
・岩手県鉱山分布図 パネル （分布図）
ウ　南部北上山地の鉱物と鉱石 パネル （解説）
・蛇紋岩中の頑火輝石　１点 実物 宮古市小国字道又
・蛇紋石（クリソタイル）石綿　１点 実物 遠野市宮守町
・滑石　１点 実物 盛岡市浅岸字堰根

実物 住田町上有住　大貫鉱山

・灰重石精鉱　１点 実物 住田町世田米　野尻鉱山
実物 住田町上有住字平沢　母衣下鉱山

実物 遠野市宮守町達曽部字大川目

・灰礬ザクロ石と方解石　２点 実物 住田町下有住字奥新切　松森鉱山
実物 一関市東山町柴宿

・石墨　１点 実物 遠野市附馬牛町大洞
実物 陸前高田市横田町天南山

・ヤコブス鉱・菱マンガン鉱鉱石
〈チョコレート鉱〉　２点

・神津閃石・ブラウン鉱・バラ輝石
鉱石　１点

・輝水鉛鉱・灰鉄ザクロ石・灰鉄
輝石・石英スカルン１点

① 大 地 の 中 の 小 さ な 輝 き

・大地の中の小さな輝き－鉱物コ
レクション－

・岩手県立博物館の二大鉱物コ
レクション

・耐火粘土の焼成品（シャモット）
１点

・豆状灰鉄ザクロ石（磁硫鉄鉱・
黄銅鉱・灰鉄ザクロ石・単斜輝石
スカルン）　１点

・方解石・灰鉄輝石・灰鉄ザクロ
石礫状スカルン　　１点

・石英・鉄斧石・灰鉄輝石・緑簾
石縞状スカルン　１点

・花崗閃緑岩中の含灰重石石英
脈　１点

・黄銅鉱・黄鉄鉱・閃亜鉛鉱縞状
鉱石　１点

・小藤石を含むドロマイトスカルン
１点

・灰鉄ザクロ石・単斜角閃石・方
解石スカルン　１点

・結晶質石灰岩（白色石灰岩）　１
点
・結晶質石灰岩（紫雲大理石）　２
点

・結晶質石灰岩（雲龍大理石）　１
点

・含ストロンチウム方解石・灰ばん
ザクロ石スカルン　２点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・輝水鉛鉱と石英　２点 実物 遠野市附馬牛町上附馬牛　北竜鉱山
・輝水鉛鉱と黄銅鉱　１点 実物 奥州市江刺区伊手字口沢　赤金鉱山磁石山鉱床
・磁鉄鉱・単斜磁硫鉄鉱鉱石１点 実物 奥州市江刺区伊手字口沢　赤金鉱山大蔵鉱床
・自然金と石英　２点 実物 陸前高田市矢作町　枡内鉱山
・自然金（含自然金石英脈）３点 実物 一関市藤沢町藤沢　双葉鉱山
・自然金（砂金）　１点 実物 盛岡市乙部大ヶ生　乙部川・虫壁川河床
・自然金（砂金）　１点 実物 宮城県遠田郡涌谷町　黄金石神社
・金箔　１点 参考　展示
・自然金（含自然金石英脈）１点 参考　展示 モンゴル　オロン・オボート鉱微地

アメリカ合衆国　カリフォルニア州
イーグルズ・ネスト鉱山

・自然金（含自然金海浜礫）１点 参考　展示 静岡県伊豆市神明海岸
エ　奥羽山脈地域の鉱物と鉱石 パネル （解説）
・霰石　１点 実物 二戸市似鳥字戸ノ平
・菱鉄鉱　１点 実物 二戸市似鳥字戸ノ平
・犬牙状方解石　１点 実物 岩手町一方井鉱山
・黒鉱　１点 実物 八幡平市瀬ノ沢　花輪鉱山
・透明石膏　２点 実物 八幡平市瀬ノ沢　花輪鉱山
・モルデン沸石　１点 実物 八幡平市黒沢
・湯河原沸石　１点 実物 雫石町北葛根田　葛根田地熱発電生産井D基地
・雲母状赤鉄鉱と水晶　　１点 実物 北上市和賀町仙人　和賀仙人鉱山　下達平鉱床
・雲母状赤鉄鉱　　１点 実物 北上市和賀町仙人　和賀仙人鉱山
・孔雀石　１点 実物 西和賀町草井沢　鷲合森鉱山
・自然銅　１点 実物 西和賀町湯川字土畑　土畑鉱山
・重晶石　１点 実物 西和賀町鷲ノ巣　土畑鉱山鷲ノ巣鉱床
・方鉛鉱　１点 実物 西和賀町槻沢　赤石鉱山

実物 西和賀町湯川字土畑　土畑鉱山

・黄銅鉱　１点 実物 西和賀町湯川字土畑　土畑鉱山畑平鉱床
・黄銅鉱・黄鉄鉱・斑銅鉱　１点 実物 西和賀町草井沢　鷲合森鉱山
・針鉄鉱（褐鉄鉱）　１点 実物 八幡平市緑ヶ丘　松尾鉱山
・自然硫黄　３６点 実物 八幡平市緑ヶ丘　松尾鉱山
・自然硫黄　１点 実物 一関市厳美町　須川岳鉱山
・黄鉄鉱　３９点 実物 北上市和賀町仙人　和賀仙人鉱山
・黄鉄鉱　２点 実物 北上市和賀町仙人　和賀仙人鉱山下遠平鉱床
・黄鉄鉱　３点 参考　展示 スペイン　ラ・リオハ州　ナパフン鉱山
・緑閃石　１点 実物 北上市和賀町仙人　和賀仙人鉱山下遠平鉱床
・灰鉄ザクロ石と緑閃石　１点 実物 北上市和賀町仙人　和賀仙人鉱山
・苦灰石　５点 実物 北上市和賀町岩沢　日本石膏岩沢鉱山
・繊維石膏　１点 実物 北上市和賀町岩沢　日本石膏岩沢鉱山
・繊維石膏　２点 参考　展示 モロッコ
・霰石　１点 実物 花巻市台
オ　不思議な蛍光 パネル （解説・観察）
カ　水晶とそのなかま パネル （解説）
・水晶と玉髄　1点 実物 盛岡市繫　御所ダム工事現場
・水晶　1点 実物 秋田県大仙市協和荒川　荒川鉱山
・水晶　1点 実物 陸前高田市竹駒町上壺　玉山鉱山
・水晶　1点 実物 西和賀町大荒沢　湯田ダム西方中島の採石場
・両錐水晶　6点 実物 陸前高田市竹駒町上壺　玉山鉱山
・ハーキマー・ダイヤモンド　1点 実物 アメリカ合衆国　ニューヨーク州ハーキマー
・人工水晶　1点 実物 ファインクリスタル株式会社室蘭事業所製造
・石英　1点 実物 福島県郡山市中田町高倉字蟹沢
・紅石英　1点 実物 遠野市宮守町上宮守字大上
・自然金を含む紫水晶の脈　1点 実物 群馬県沼田市　戸神鉱山
・石英（珪砂）　1点 実物 西和賀町左草　共栄鉱業採掘場
・煙水晶　1点 実物 アメリカ合衆国アーカンソー州  ホットスプリングス
・煙水晶と正長石　1点 実物 岐阜県中津川市蛭川田原
・煙水晶　1点 実物 洋野町大野字旭ノ岡
・紫水晶　1点 実物 西和賀町小杉沢
・山入り水晶　1点 実物 ブラジル　ミナス・ジェライス州　アラソワイ
・ルチル入り水晶　1点 実物 ブラジル　ミナス・ジェライス州　ノボホリゾンテ
・水晶（日本式双晶）　４点 実物 陸前高田市竹駒町上壺　玉山鉱山
・水晶（日本式双晶）　５点 実物 長崎県五島市奈留町
・水晶（日本式双晶）　1点 実物 ペルー　アンカシュ県
・玉髄　1点 実物 滝沢村鬼越旧道
・玉髄　1点 実物 滝沢村鬼越新道
・合成石英ガラスロッド　1点 実物 三菱マテリアル（株）製造
・高温型石英　5点 実物 八幡平市高畑　不動の滝
・鱗珪石　1点 実物 熊本県熊本市石神山
・クリストバル石（方珪石）1点 実物 アメリカ合衆国　カリフォルニア州
・めのう（瑪瑙）　1点 実物 ブラジル
・碧玉と玉髄（梅花石）1点 実物 花巻市湯本万寿山
・碧玉（佐渡赤玉）　1点 実物 新潟県佐渡市
・碧玉（ブラッドスト－ン）　1点 実物 インド　マーハラ・プラディッシュ州

・斑銅鉱・黄銅鉱・銅藍・黄鉄鉱
鉱石　１点

参考　展示・自然金と石英　１点
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・虎目石　1点 実物 産地不明（海外産）
・オパール　1点 実物 オーストラリア　クイーンズランド州
・珪化木　1点 実物 奥州市江刺区岩谷堂館山
・珪化木　1点 実物 奥州市江刺区
・玉髄化した巻貝の化石　　1点 実物 滝沢村上鵜飼  新第三紀中新世　飯岡層
・玉髄化した恐竜の糞化石　1点 実物 アメリカ合衆国ユタ州　　ジュラ紀
・珪華　1点 実物 秋田県湯沢市秋ノ宮
・珪華（魚卵状珪石）　1点 実物 秋田県湯沢市秋ノ宮
・鶏冠石を含む珪華　1点 実物 青森県むつ市大畑町　恐山鉱山
・玉髄化した恐竜の糞化石　１点 実物 アメリカ合衆国ユタ州　　ジュラ紀
キ　ペグマタイトとその鉱物 パネル （解説）
・水晶（１５３．５ｋｇ）　1点 実物 アメリカ合衆国　アーカンソー州
・紫水晶（８７．５ｋｇ）　1点 実物 ブラジル
・鉄電気石と微斜長石1点 実物 福島県郡山市中田町高倉字蟹沢
・微斜長石　1点 実物 福島県石川郡石川町塩沢
・鉄電気石ペグマタイト　1点 実物 大船渡市三陸町崎浜

パネル （解説）

・文象花崗岩　1点 実物 福島県石川郡石川町　石川山
・文象花崗岩　1点 実物 福島県石川郡石川町字和久

和久観音山鉱山第３鉱床
・文象花崗岩　1点 実物 遠野市宮守町上宮守字大上
・微斜長石（アマゾナイト）　1点 実物 ブラジル　ミナス・ジェライス州　　アラソワイ
・微斜長石　1点 実物 福島県石川郡石川町　石川山
・微斜長石　1点 実物 遠野市宮守町上宮守字大上
・鱗雲母（リチア雲母）　11点 実物 大船渡市三陸町崎浜
・鱗雲母（リチア雲母）　1点 実物 ブラジル　ミナス・ジェラエス州　イチンガ
・黒雲母　1点 実物 福島県伊達郡川俣町水晶山
・金雲母ペグマタイト　1点 実物 福島県郡山市田村町手代木字東山
・白雲母　1点 実物 陸前高田市竹駒町上壺　玉山鉱山
・白雲母　1点 実物 福島県石川郡石川町字和久

和久観音山鉱山第４鉱床
・白雲母と曹長石　1点 実物 福島県郡山市中田町高倉字蟹沢
・ブドウ石と石英　1点 実物 南極大陸　セール・ロンダーネ山脈
・鉄電気石ペグマタイト　1点 実物 大船渡市三陸町崎浜
・鉄電気石　1点 実物 福島県石川郡石川町
・鉄電気石と石英　1点 実物 福島県石川郡石川町
・リチア電気石（紅電気石）　1点 実物 アメリカ合衆国　カリフォルニア州
・リチア電気石　1点 実物 茨城県常陸太田市小妻町　妙見山
・トパーズ　1点 実物 ブラジル　ロンドニア州　アリクエメス
・緑柱石と石英　1点 実物 佐賀県佐賀市富士見町杉山　佐嘉鉱山
・緑柱石（アクアマリン）　1点 実物 パキスタン　スカルデュ
・鉄礬ザクロ石　1点 実物 福島県石川郡石川町　石川山

ア　古生代シルル紀以前 パネル （解説）
・ストロマトライト　コレニア　　1点 実物 中国遼寧省三十三里堡　先カンブリア時代震旦

系オーストラリア南部
先カンブリア時代
アメリカ合衆国　ウィスコンシン州
先カンブリア時代　サイモン山複合体
モロッコ
カンブリア紀
アメリカ合衆国　ユタ州
カンブリア紀
アメリカ合衆国　オクラホマ州
オルドビス紀

・筆石　フィログラプタス　1点 実物 ノルウェー　　オルドビス紀
イ　シルル紀という時代と岩手 パネル （解説）

大船渡市日頃市町くさやみ沢
シルル紀　川内層
大船渡市日頃市町樋口沢
シルル紀　川内層
大船渡市日頃市町樋口沢
シルル紀　川内層
岐阜県高山市
シルル紀
アメリカ合衆国　ニューヨーク州
シルル紀
スウェーデン　ゴトランド
シルル紀

・刺胞動物　床板サンゴ類　シェ
ドハリシテス(クサリサンゴ)　２点

実物 大船渡市日頃市町くさやみ沢　シルル紀　川内層

イギリス　シロップシャイア
シルル紀

・刺胞動物　床板サンゴ類　ハチ
ノスサンゴ　1点

・刺胞動物　床板サンゴ類　シェ
ドハリシテス（クサリサンゴ）　２点
・刺胞動物　床板サンゴ類　ハチ
ノスサンゴ　1点
・床板サンゴと層孔虫を含む石灰
岩　1点

・刺胞動物　床板サンゴ類　ハチ
ノスサンゴ　1点

・刺胞動物　床板サンゴ類　クサ
リサンゴ　1点

ク　ペグマタイトから産出するお
もな鉱物

② 地 球 史 の 中 の 岩 手 の 自 然

・エディアカーラ生物群　ディッキ
ンソニア　1点
・エディアカーラ様生物群　クリマ
ティクニテス　1点
・節足動物　三葉虫類　　アカド
パラドキシデス　1点
・節足動物　三葉虫類　　エルラ
シア　1点
・節足動物　三葉虫類　　ホモテ
ルス　1点

・節足動物  三葉虫類　　　ダル
マニテス　1点

複製

事実

実物

実物

実物

実物

実物

実物

実物

実物

実物

実物
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

ウ　地球史カレンダー パネル （図）
エ　南からきた南部北上 パネル （解説）
・板皮魚類の棘板　1点 複製 大船渡市日頃市町樋口沢　中期デボン紀　中里

層・板皮魚類　ボスリオレピス　1点 複製 カナダ  後期デボン紀
実物 中国江西省

後期デボン紀
実物 釜石市砂子畑

後期デボン紀　千丈ヶ滝層
・腕足動物　シルトスピリファー　1
点

実物
奥州市前沢区富士ノ根山　後期デボン紀　鳶ヶ森
層

実物 モロッコ　アルニフ
デボン紀

実物 住田町犬頭山
前期石炭紀　鬼丸層

実物 大船渡市日頃市町鬼丸
前期石炭紀　鬼丸層

実物 アメリカ合衆国　オクラホマ州
後期石炭紀

実物 アメリカ合衆国　ペンシルベニア州
後期石炭紀

実物 オーストラリア　ニューサウスウェールズ州
ペルム紀

実物 大船渡市坂本沢
前期ペルム紀　坂本沢層

実物 陸前高田市矢作町飯森
中期ペルム紀　叶倉層

実物 岩泉町安家森
三畳紀／ペルム紀　大島層

実物 住田町叶倉沢

・層状石灰岩　1点 実物 久慈市山根町得部  三畳紀　安家層
実物 宮城県気仙沼市本吉町馬篭

前期三畳紀　大沢層
複製 宮城県石巻市稲井町井内

中期三畳紀　伊里前層
複製 宮城県石巻市荻の浜

後期ジュラ紀　荻の浜層
実物 遠野市上郷町桑畑

前期白亜紀　遠野（秋丸）岩体
・クロリトイドホルンフェルス　1点 実物 住田町下有住奥火の土
オ　大陸東岸の北上山地 パネル （解説）

複製 宮古市田老大島
前期白亜紀　宮古層群田野畑層

複製 田野畑村平井賀
前期白亜紀　宮古層群

実物 宮古市日出島
前期白亜紀　宮古層群

・二枚貝類　アセスタ　1点 実物 田野畑村島越  前期白亜紀　宮古群層平井賀層
実物 田野畑村平井賀

前期白亜紀　宮古群層平井賀層
・巻貝ネリネアと厚歯二枚貝1点 実物 田野畑村島越  前期白亜紀　宮古群層平井賀層
・化石密集石灰質砂岩　1点 実物 田野畑村島越  前期白亜紀　宮古群層平井賀層
・二枚貝類　コンボウガキ　1点 実物 久慈市長久保沢 後期白亜紀　久慈層群玉川層

実物 岩泉町一ツ石
後期白亜紀　沢廻層

実物 北海道
後期白亜紀

複製 野田村米田海岸
後期白亜紀　久慈層群国丹層

実物 アメリカ合衆国
白亜紀

・琥珀　1点 実物 久慈市八木沢  後期白亜紀　久慈層群玉川層
実物 アメリカ合衆国　ワイオミング州

後期白亜紀
複製 アメリカ合衆国　サウスダコタ州

後期白亜紀　ヘルクリーク層
洋野町八木大浜海岸
後期白亜紀　種市層

・被子植物　ラウロフィルム　　1点 実物 久慈市日陰　後期白亜紀　久慈層群沢山層
・褐炭　1点 実物 岩泉町小川

古第三紀暁新世～始新世　小川層群名目入層
実物 久慈市半崎

古第三紀暁新世～始新世　野田層群港層
実物 久慈市半崎

・刺胞動物　四放サンゴ類　ワー
ゲノフィルム　1点

・頭足類　セタタイト類　サブコル
ンビテス　1点

・節足動物　三葉虫類　シュード
フィリップシア1点

・棘皮動物　ウミユリ　イソクリヌス
1点

・頭足類　アンモナイト類　プロテ
キサニテス　1点
・頭足類　アンモナイト類　アナバ
キディスクス　1点
・頭足類　アンモナイト類　アナバ
キディスクス　1点

・シダ植物　ロボク類　カラミテス
1点

・頭足類　セラタイト類　セラタイ
テス　1点

・原生生物　有孔虫　フズリナ類
シュードフズリナ　1点

・黒色粘土（三畳紀/ペルム紀境
界層）　1点

・節足動物　三葉虫類　　ファコプ
ス　1点

・刺胞動物　床板サンゴ類　シリ
ンゴポーラ　1点

・刺胞動物　四放サンゴ類　貴州
サンゴ　1点

・シダ植物　リンボク類　　レプトフ
リーアムとレピドデンドロプシス　1
・シダ植物　リンボク類　　レプトフ
リーアム　1点

・シダ植物　リンボク類　　レプトデ
ンドロン　1点
・裸子植物　シダ種子類　グロソ
プテリス　1点

・棘皮動物　ウニ　エピアスター
1点

・腹足類（巻貝）　ティロストーマ
1点

・頭足類　アンモナイト類　スフェ
ノディスクス　1点

・恐竜　鳥脚類　エドモントサウル
スの胴椎　1点
・恐竜　獣脚類　ティラノサウルス
の歯　1点
・シダ植物（木生シダ）　イワテテ
ンプスキア　1点

ホロタイプ

・頭足類　アンモナイト類　ペリス
フィンクス　1点
・黒雲母普通角閃石花崗閃緑岩
1点

・頭足類　アンモナイト類　オーシ
マセラス　1点

・被子植物　双子葉類　シキシマ
カツラ　1点
・裸子植物　ソテツ類　ダイオン
1点

30 



資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

古第三紀暁新世～始新世　野田層群港層
実物 久慈市枝成沢

古第三紀暁新世～始新世　野田層群港層
・流紋岩　1点 実物 宮古市浄土ヶ浜

古第三紀　始新世　浄土ヶ浜流紋岩

・グリーンタフ　1点 実物 雫石町葛根田  新第三紀中新世
・二枚貝類　アツガキ　1点 実物 二戸市湯田  新第三紀前期中新世　門ノ沢層
・二枚貝類　ミノイソシジミ　1点 実物 一戸町北舘  新第三紀前期中新世　門ノ沢層
・二枚貝類　シラトリアサリ　1点 実物 一戸町北舘  新第三紀前期中新世　門ノ沢層

実物 一戸町北舘
新第三紀前期中新世　門ノ沢層

実物 一戸町北舘
新第三紀前期中新世　門ノ沢層

実物 一戸町北舘
新第三紀前期中新世　門ノ沢層
雫石町坂本川
新第三紀前～中期中新世　国見峠層
雫石町坂本川
新第三紀前～中期中新世　国見峠層
雫石町坂本川
新第三紀前～中期中新世　国見峠層

実物 二戸市下山井
新第三紀中期中新世　末ノ松山層

実物 二戸市下山井
新第三紀中期中新世　末ノ松山層

実物 二戸市下山井
新第三紀中期中新世　末ノ松山層

実物 二戸市沢田沢
新第三紀中期中新世　留崎層

実物 二歩へ市沢田沢
新第三紀中期中新世　留崎層

実物 雫石町橋場
新第三紀後期中新世　山津田層

実物 八幡平市兄川上流
新第三紀後期中新世　老沢層

実物 八幡平市兄川上流
新第三紀後期中新世　老沢層

実物 雫石町舛沢橋
新第三紀後期中新世　舛沢層

実物 雫石町舛沢橋
新第三紀後期中新世　舛沢層

実物 八幡平市曲田
新第三紀前期鮮新世　荒屋層

実物 八幡平市荒屋新町
新第三紀前期鮮新世　荒屋層
雫石町舛沢橋
新第三紀後期中新世　舛沢層

キ　新生代は哺乳類の時代 パネル （解説）
写真 アメリカ合衆国

古第三紀漸新世
実物 アメリカ合衆国サウスダコタ州

古第三紀漸新世
実物 アメリカ合衆国サウスダコタ州

古第三紀漸新世　ブルール層
実物 アメリカ合衆国フロリダ州

新第三紀中新世　ホーンバレー層
複製 仙台市荒巻

新第三紀前期鮮新世　竜の口層
模型 縮尺１：７

新第三紀前期鮮新世
実物 ポーランド

第四紀更新世
模型 縮尺１：７

第四紀後期更新世
複製 ケニア　トゥルカナ湖西岸

新第三紀前～後期鮮新世
複製 中国

第四紀中期更新世
一関市花泉町金森
第四紀後期更新世　花泉層
アイルランド
第四紀更新世

・裸子植物　ソテツ類　ダイオン
1点
・裸子植物　球果類　ノダランダイ
スギ　1点

カ　日本海の誕生から奥羽山脈
へ

・二枚貝類　イイズカフスマガイ
1点
・腹足類（巻貝）　マキヤヨウラク
1点
・腹足類（巻貝）　ヤマナリウミニ
ナ　1点
・真骨魚類　キタムラヨコエソ　1
点

ホロタイプ

・真骨魚類　カセキイタチウオ　1
点

ホロタイプ

・真骨魚類　チュウシンクロダラ
1点

ホロタイプ

・腹足類（巻貝）　トクナガヒタチオ
ビとニダトリエゾフネガイ　1点
・二枚貝類　チガノウラホタテガイ
２点
・二枚貝類　シオガママルフミガ
イ　1点
・二枚貝類　キンタイチホタテ　1
点

・二枚貝類　オガワサルボウ比較
種　1点
・二枚貝類　カミオニシキガイ属
の一種　1点

・二枚貝類　ムラヤマホタテ　1点

・二枚貝類　アラサワサルボウ比
較種　1点
・被子植物　双子葉類　イタヤカ
エデモドキ　1点
・被子植物　双子葉類　ムカシブ
ナ　1点
・被子植物　双子葉類　アジサイ
の萼片　1点
・被子植物　双子葉類　ムカシケ
ヤマハンノキ　1点
・昆虫類　クロバネキノコバエ　1
点

・奇蹄類（哺乳類）　ヒラコドンの
頭骨　1点
・奇蹄類（哺乳類）　メソヒップスの
頭骨　1点
・食肉類（哺乳類）　ホプロフォネ
ウスの頭骨　1点
・長鼻類（哺乳類）　ゴンフォテリ
ウムの臼歯　1点
・長鼻類（哺乳類）　センダイゾウ
の臼歯　３点
・長鼻類（哺乳類）　センダイゾウ
の生体復元　１点
・長鼻類（哺乳類）　マンモスの臼
歯　1点
・長鼻類（哺乳類）　マンモスの生
体復元　1点
・人類（哺乳類）　ケニアントロプ
スの頭骨　1点
・人類（哺乳類）　ペキン人類の
頭骨　1点
・偶蹄類（哺乳類）　キンリュウオ
オツノジカの掌状角　1点

復元　複製

・偶蹄類（哺乳類）　オオツノジカ
の全身骨格　1点

復元　複製

（解説）パネル

実物
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・偶蹄類の足跡　1点 切取　標本 奥州市水沢区水ノ口胆沢川左岸河床
第四紀前・中期更新世　百岡層

ク　隆起する奥羽山脈 パネル （解説）
・川舟地震断層　1点 剥取　標本 西和賀町沢内八ツ又　　1896年8月31日
・1896年陸羽地震と川舟地震断
層

パネル （解説）
パネル （解説）

・篠崎地層断層　1点 剥取標本 雫石町篠崎　　1998年9月3日
パネル （解説）

・東北地方東西地殻断面 模型 北緯39度26分の東西の断面
ケ　北上山地の花崗岩 パネル （解説）

実物 一戸町鳥越
前期白亜紀　一戸岩体

実物 一関市室根町折壁字中里
前期白亜紀　折壁岩体

・黒雲母普通角閃石閃緑岩 1点 実物 釜石市甲子町大橋  前期白亜紀　栗橋岩体
・斜長石閃緑斑岩（ゼニボ）　1点 実物 山田町豊間根　豊間根川河床　前期白亜紀
・溶結凝灰岩　1点 実物 大船渡市末崎町長磯

前期白亜紀　大船渡層群飛定地層
・変質安山岩　1点 実物 岩泉町小本字茂師熊ノ鼻  前期白亜紀　原地山

層・黒雲母含有普通角閃石花崗岩
1点

実物 久慈市宇部町久喜  前期白亜紀　久喜岩体
・文象花崗岩　1点 実物 釜石市箱崎町白浜  前期白亜紀　宮古岩体

実物 盛岡市玉山区城内
前期白亜紀　姫神岩体

実物 岩泉町岩泉字沢中
前期白亜紀　田野畑岩体

実物 住田町世田米字仁田代
前期白亜紀　気仙川岩体

実物 大槌町浪板　浪板鉱山
前期白亜紀　宮古岩体

実物 遠野市宮守町字上鱒沢
前期白亜紀　遠野岩体

実物 岩泉町安家字川口
前期白亜紀　田野畑（川口）岩体

・白雲母含有黒雲母花崗岩　1点 実物 花巻市豊沢　豊沢ダムサイト　前期白亜紀
実物 西和賀町当楽沢

新第三紀前期中新世　大荒沢層
・かんらん石玄武岩　1点 実物 秋田県由利本荘市矢島町沢内

新第三紀中期中新世　畑村層太倉玄武岩部層
実物 西和賀町無地内沢

新第三紀　中期中新世
・オオバタクルミ堅果　1点 実物 花巻市小舟渡(イギリス海岸）

第四紀前期更新世　土澤層
・パン皮火山弾　1点 実物 秋田駒ヶ岳女岳　1970年噴火
・灰長石巨晶を含む安山岩　1点 実物 秋田駒ヶ岳女岳　1970年噴火
・球状黒雲母閃緑岩　1点 写真 参考展示　スウェーデン　エーランド島

パネル （解説）
実物

サ　いわて地球学習室 パネル （解説）

パネル （解説）

パネル （解説）
パネル （解説）

・５　博物館のレプリカ パネル （解説）
パネル （解説）

・７　地球表面のプレートと地震 パネル （解説）
・８　自然から学ぶ～津波災害～ パネル （解説）
・９　三陸海岸大津波 パネル （解説）
シ　地質観察会の歩み パネル （解説）

ア　海にもどったハ虫類 パネル （解説）
・魚竜の吻部　1点 実物 アメリカ合衆国　　ジュラ紀

複製 アメリカ合衆国
後期白亜紀

実物 久慈市長内町
後期白亜紀　久慈層群国丹層

実物 久慈市長内町元木沢
後期白亜紀　久慈層群国丹層

実物 野田村米田海岸

　地震という実体としての教材がないものを、地震
のときに活動した断層の標本から考える。身近な
例から地球のエネルギーを考える。

・2008年岩手・宮城内陸地震によ
る地表地震断層

・1998年岩手県内陸北部の地震
と篠崎地震断層

・黒雲母かんらん石普通輝石石
英モンゾニ岩（ケンタレン岩）　1
・普通輝石黒雲母普通角閃石石
英モリゾニ岩　1点

・普通角閃石黒雲母花崗岩　1点

・黒雲母普通角閃石花崗閃緑岩
1点
・黒雲母普通角閃石花崗閃緑岩
1点
・泥岩に貫入する普通角閃石黒
雲母花崗閃緑岩　1点
・球状斜方輝石黒雲母普通角閃
石　単斜輝石石英はんれい岩　1
・球状黒雲母普通角閃石閃緑岩
1点

・火山礫凝灰岩（グリーンタフ）　1
点

・普通角閃石石英閃緑岩（第三
紀花崗岩）　1点

コ　南部鉱山コレクション
・標本105点

③ 海 に も ど っ て 大 進 化
　進化の過程で大きく海を変えたセキツイ動物の
実例を知る。四つ足のほ乳類がなぜ魚のような格
好に進化したか、恐竜の生き残りは鳥か、などを
考える。

・トカゲ類　モササウルス科　クリ
ダステスの全身骨格　1点

・６　すごいぞ、いわての大地！
～岩手県の地質の特徴～

・1 地球を科学する～地球科学
の分野～
２　博物館は展示だけじゃない！
～博物館の諸活動～

・３　当館のユニークな地質展
示！　・４　大地から託された学術
資産を保管！～博物館の収蔵庫

・ハチュウ類　長頸竜の腹肋骨
1点
・トカゲ類　モササウルス科　ティ
ロサウルス族の歯　1点
・トカゲ類　モササウルス科　ティ
ロサウルス族の歯　1点

（解説）パネル
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見学のポイントほか

総合展示室

内容

後期白亜紀　久慈層群国丹層
複製 インドネシア

現世
イ　海にもどった哺乳類 パネル （解説）

パキスタン　ガンダ・カス
古第三紀中期始新世　クルダナ層上部

複製 アメリカ合衆国アラバマ州
古第三紀後期始新世　上部ジャクソン層

・発掘されたクジラ化石 パネル （解説）
複製 奥州市前沢区生母字南在

新第三紀前期鮮新世　竜の口層
複製 奥州市前沢区生母字南在

新第三紀前期鮮新世　竜の口層
・ミズホクジラとマエサワクジラ パネル （解説）

複製 一関市厳美町猿鼻　宝化砿産業坑道
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

実物 一関市厳美町
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

実物 一関市厳美町
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

複製 仙台市青葉区中央
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

実物 南氷洋
現世

複製 ベルギー　アントワープ
新第三紀前期鮮新世　カッテンダイク層

実物 アメリカ合衆国ノースカロライナ州
新第三紀前期鮮新世　ヨークタウン層

実物 奥州市前沢区生母
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

実物 奥州市前沢区生母
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

実物 宮城県鮎川沖
1986年（昭和61年）4月4日捕獲

・ツノシマクジラ パネル （解説）
写真 西部熱帯大西洋　現世

・大きな口と大きな体 パネル （解説）
実物 南氷洋

現世
・ハクジラとヒゲクジラ パネル （解説）

実物 現世

実物 三陸沖
現世

模型 縮尺１：３５
現世

複製 現世

複製 現世

複製 現世

複製 秋田県羽後町田代上門前
新第三紀中期中新世　須郷田層

複製 現世

複製 現世

・日本にもカワイルカがいた パネル （解説）
複製 平泉町鼠沢　特殊資源砿業採掘場

新第三紀前期鮮新世　竜の口層
・海の向こうのクジラ化石 パネル （解説）

ペルー　アグダ・デ・ロマス
新第三紀後期中新世　ビスコ層

ア　海の哺乳類の仲間 パネル （解説）
実物 アメリカ合衆国フロリダ州ポーク郡

新第三紀中～後期中新世　ボーンバレー層
複製 ロシア連邦南サハリン敷香町気屯川初雪沢第４号

堤新第三紀中新世　本斗層群
・ジュゴン（海牛目）の頭骨　1点 複製 現世

複製 現世

・ヒゲクジラ類　マエサワクジラの
右鼓室胞　1点

・マエサワクジラ（ヒゲクジラ亜目
ナガスクジラ科）の産状　1点

・ヒゲクジラ類　ミズホクジラの右
耳周骨　1点

・ヒゲクジラ類　ミズホクジラの右
鼓室胞　1点

・トカゲ類　モササウルス科　ティ
ロサウルス族の歯　1点
・トカゲ類　オオトカゲ科　コドモ
オオトカゲの頭骨　　1点

・アンブロシータスの全身骨格　1
点

複製　標本

・ザイゴライザ（ムカシクジラ亜目）
の頭骨　1点

・マエサワクジラ（ヒゲクジラ亜目
ナガスクジラ科）の全身骨格　1点

・ミズホクジラ（ヒゲクジラ亜目ケト
テリウム類）の産状　1点

・ヒゲクジラ類　ミズホクジラの右
鼓室胞　1点

・ヒゲクジラ類　クロミンククジラの
左鼓室胞と耳周骨　1点
・ヒゲクジラ類　マエサワクジラ属
の一種の右鼓室胞　1点
・ヒゲクジラ類　マエサワクジラ属
の一種の左耳周骨　1点
・ヒゲクジラ類　マエサワクジラの
左耳周骨　1点

・ミンククジラ骨格（ヒゲクジラ亜目
ナガスクジラ科）1点

・ザトウクジラ（ヒゲクジラ亜目）の
親子　1点

・クロミンククジラ（ヒゲクジラ亜目）
の頭骨と下顎骨　1点

・ナガスクジラ（ヒゲクジラ亜目）の
クジラヒゲ　1点
・マッコウクジラ（ハクジラ亜目マッ
コウクジラ科）の肩甲骨　　　1点
・マッコウクジラ（ハクジラ亜目マッ
コウクジラ科）の全身骨格　1点
・ネズミイルカ（ハクジラ亜目ネズ
ミイルカ科）の頭骨　1点
・オガワコマッコウ（ハクジラ亜目
コマッコウ科）の頭骨　1点
・ハンドウイルカ（ハクジラ亜目マ
イルカ科）の頭骨　1点
・ウゴイルカ（ハクジラ亜目ケントリ
オドン科）の頭骨　1点
・ハップスオウギハクジラ（ハクジ
ラ亜目オウギハクジラ科）の頭骨
1点
・オキゴンドウ（ハクジラ亜目マイ
ルカ科）の頭骨　1点
・シャチ（ハキジラ亜目マイルカ
科）の頭骨　1点

・ヒライズミイルカ（ハクジラ亜目）
の部分骨格　1点

・ナガスクジラ属の一種（ヒゲクジ
ラ亜目）の産状　1点

④ 海 の 哺 乳 類

・メタクシテリウム（海牛目）の頭骨
１点
・デスモスチルス（束柱目）の頭
骨　１点
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・トド（鰭脚目アシカ科）の頭骨 1
点

複製 現世
複製 現世

実物 平泉町平泉字南郷鼠沢
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

イ　鰭脚類の進化 パネル （解説）
複製 現世

複製 現世

複製 現世

実物 北海道石狩川河口付近
現世

・クラカケアザラシ　1点 剥製
・アゴヒゲアザラシ　1点 剥製
・ゴマフアザラシ　1点 剥製
・カニクイアザラシ　1点 剥製
・ワモンアザラシ　1点 剥製

ア　翼を広げた化石海鳥 パネル （解説）
奥州市前沢区生母字南在
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

・骨質歯鳥類の上腕骨　　1点 実物 奥州市前沢区生母
新第三紀前期鮮新世　竜の口層

写真 洋野町有家　有家漁港
後期白亜紀　種市層有家炭質砂岩部層

イ　恐竜から鳥へ パネル （解説）
・鳥類始祖鳥（ベルリン標本） 1点 複製 ドイツ　ゾルンホーフェン　後期ジュラ紀

複製 ドイツ　ゾルンホーフェン
後期ジュラ紀

・始祖鳥の復元骨格　1点 複製 ドイツ　バイエルン地方
後期ジュラ紀　ゾルンホーフェン石版石灰岩

複製 中国遼寧省北票四合屯
前期白亜紀　義県層

複製 中国遼寧省北票四合屯
前期白亜紀　義県層

複製 アメリカ合衆国モンタナ州
前期白亜紀

・コアホウドリ　1点 剥製
・エトピリカ　1点 剥製
・ウミネコ　1点 剥製
・エトロフウミスズメ　1点 剥製

・いろいろな水辺の環境と生物 パネル （解説・写真）
・おもな水辺の生きもの パネル （分類表）
ア　両生類・爬虫類
・クサガメ　１点 写真 脊索動物門　爬虫綱 カメ目　バタグールガメ科
・ハコネサンショウウオ　１点 写真 脊索動物門　両生綱 有尾目　サンショウウオ科
・ハコネサンショウウオ　２点 標本 脊索動物門　両生綱 有尾目　サンショウウオ科
・ニホンイモリ　１点 複製 脊索動物門　両生綱 有尾目　イモリ科
・トウキョウダルマガエル　１点 写真 脊索動物門　両生綱 無尾目　アカガエル科
・カジカガエル　１点 写真 脊索動物門　両生綱 無尾目　アオガエル科
・ヤマアカガエル　１点 写真 脊索動物門　両生綱 無尾目　アカガエル科
・アズマヒキガエル　１点 複製 脊索動物門　両生綱 無尾目　ヒキガエル科
・ニホンアマガエル　１点 複製 脊索動物門　両生綱 無尾目　ヒキガエル科
・シュレーゲルアオガエル　１点 複製 脊索動物門　両生綱 無尾目　アオガエル科
・モリアオガエル　１点 複製 脊索動物門　両生綱 無尾目　アオガエル科
・ニホンカワネズミ　２点 剥製 脊索動物門　哺乳綱 食虫目　トガリネズミ科
・ヤマカガシ　１点 複製 脊索動物門　爬虫綱 有鱗目　ナミヘビ科
・ニホンマムシ　１点 複製 脊索動物門　爬虫綱 有鱗目　クサリヘビ科
・シマヘビ　１点 複製 脊索動物門　爬虫綱 有鱗目　ナミヘビ科
・アオダイショウ　１点 複製 脊索動物門　爬虫綱 有鱗目　ナミヘビ科
イ　軟体動物・魚類
・カワヤツメ　１点 写真 脊索動物門　頭甲綱 ヤツメウナギ目　ヤツメウナ
・イトヨ淡水型　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱  トゲウオ目　トゲウオ科
・イトヨ淡水型　１点 標本 脊索動物門　硬骨魚綱  トゲウオ目　トゲウオ科
・イトヨ淡水型とは パネル （解説）
・エゾイワナ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱　サケ目　サケ科
・ヤマメ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱　サケ目　サケ科
・ギバチ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱 ナマズ目　ギギ科
・ウキゴリ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱 スズキ目　ハゼ科
・ヨシノボリ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱 スズキ目　ハゼ科
・シマドジョウ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱 コイ目　ドジョウ科
・ゼニタナゴ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱　コイ目　コイ科
・シナイモツゴ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱　コイ目　コイ科
・キンブナ　１点 写真 脊索動物門　硬骨魚綱　コイ目　コイ科
・イトウ　１点 剥製 脊索動物門　硬骨魚綱　サケ目　サケ科
・カジカ　１点 標本 脊索動物門　硬骨魚綱 カサゴ目　カジカ科

・キタゾウアザラシ（鰭脚目アザラ
シ科）の頭骨　1点

・中華竜鳥　獣脚亜目　コンプソ
グナタス科）の復元骨格　 1点
・デイノニクス（恐竜　獣脚亜目）
の全身骨格　1点

⑥ 水 辺 の 生 き も の

・ゼニガタアザラシ（鰭脚目アザラ
シ科）の頭骨　1点
・ゴマフアザラシ（鰭脚目アザラシ
科）の全身骨格　1点

⑤ 空 に 向 か っ て 大 進 化

・骨質歯鳥（鳥類　骨質歯鳥目）
1点

復元　模型

・琥珀の中の鳥類の羽毛　1点

・コンプソグナタス（恐竜　獣脚亜
目）全身骨格　1点

・中華竜鳥（恐竜　獣脚亜目　コ
ンプソグナタス科）　1点

・セイウチ（鰭脚目セイウチ科）の
頭骨　1点
・ベンケイトド（鰭脚目アシカ科）
の骨盤付近　1点

・オットセイ（鰭脚目アシカ科）の
頭骨　1点
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・ハナカジカ　１点 標本 脊索動物門　硬骨魚綱 カサゴ目　カジカ科
・カンキョウカジカ　１点 標本 脊索動物門　硬骨魚綱 カサゴ目　カジカ科
・スナヤツメ　１点 標本 脊索動物門　頭甲綱 ヤツメウナギ目　ヤツメウナ
・ドジョウ　１点 標本 脊索動物門　硬骨魚綱  コイ目　ドジョウ科
・モツゴ　１点 標本 脊索動物門　骨魚綱　コイ目　コイ科
・メダカ南日本集団　３点 標本 脊索動物門　硬骨魚綱  ダツ目　メダカ科
・メダカ南日本集団とは パネル （解説）
・メダカが生息する水路 複製
・モノアラガイ　２点 殻 軟体動物門　腹足綱  基眼目　モノアラガイ科
・サカマキガイ　５点 殻 軟体動物門　腹足綱　基眼目　サカマキガイ科
・マルタニシ　１点 殻 軟体動物門　腹足綱　新紐舌目　タニシ科
・カワニナ　３点 殻 軟体動物門　腹足綱　新紐舌目　カワニナ科
・コモチカワツボ　１４点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　中腹足目　ミズツボ科
・マシジミ　４点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　マルスダレガイ目　シジミ
・カワシンジュガイ　１点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　イシガイ目　カワシンジュガイ科

・コガタカワシンジュガイ　２点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　イシガイ目　カワシンジュガイ科

・ヌマガイ　１点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　イシガイ目　イシガイ科
・タガイ　１点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　イシガイ目　イシガイ科
・マツカサガイ　１点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　イシガイ目　イシガイ科
・ヨコハマシジラガイ　１点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　イシガイ目　イシガイ科
・カラスガイ　１点 殻 軟体動物門　二枚貝綱　イシガイ目　イシガイ科

・カズメウズムシ　１点 写真 扁形動物門　渦虫綱　三岐腸目　ウズムシ科
・ナミウズムシ　１点 写真 扁形動物門　渦虫綱　三岐腸目　サンカクアタマウズムシ科

・クロイロコウガイビル　１点 写真 扁形動物門　渦虫綱　三岐腸目　コウガイビル科
・クロイロコウガイビル　１点 標本 扁形動物門　渦虫綱　三岐腸目　コウガイビル科
・タスジコウガイビル　１点 写真 扁形動物門　渦虫綱　三岐腸目　コウガイビル科
・イトミミズ　１点 写真 環形動物門　貧毛綱　ナガミミズ目　イトミミズ科

写真 環形動物門　蛭綱　顎蛭目　ヒルド科

標本 環形動物門　蛭綱　顎蛭目　ヒルド科

・シマイシビル　１点 写真 環形動物門　蛭綱　咽蛭目　イシビル科
・ヌカエビ　１点 写真 節足動物門　軟甲綱　十脚目　ヌマエビ科
・ヤマトヨコエビ　１点 写真 節足動物門　軟甲綱　端脚目　ヨコエビ科
・ニホンザリガニ パネル （解説）
・ニホンザリガニ　１点 写真 節足動物門　軟甲綱　十脚目　アメリカザリガニ科
・ニホンザリガニ　２点 標本 節足動物門　軟甲綱　十脚目　アメリカザリガニ科
・サワガニ　１点 標本 節足動物門　軟甲綱　十脚目　サワガニ科
・アメリカザリガニ　２点 標本 節足動物門　軟甲綱　十脚目　アメリカザリガニ科
エ　鳥類
・カルガモ♂・♀・ヒナ　各１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・トモエガモ♂　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・コガモ♂・♀　各１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・マガモ♂・♀　各１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・オオハクチョウ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・オナガガモ♂・♀　各１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・ヨシガモ♂　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・クロガモ♂　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・ホオジロガモ♀　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・スズガモ♂　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・キンクロハジロ♂・♀　各１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・ヨシゴイ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　コウノトリ目　サギ科
・ゴイサギ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　コウノトリ目　サギ科
・アオサギ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　コウノトリ目　サギ科
・カワセミ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　ブッポウソウ目　カワセミ科
・アカショウビン　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　ブッポウソウ目　カワセミ科
・ヤマセミ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　ブッポウソウ目　カワセミ科
・ミソサザイ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　スズメ目　ミソサガイ科
・カワラヒワ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　スズメ目　アトリ科
・キセキレイ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　スズメ目　セキレイ科
・セグロセキレイ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　スズメ目　セキレイ科
・ハクセキレイ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　スズメ目　セキレイ科
・オオヒシクイ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　カモ目　カモ科
・チュウサギ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　コウノトリ目　サギ科
・アマサギ　１点 剥製 脊索動物門　鳥綱　コウノトリ目　サギ科
オ　植物
・クロビイタヤ　１点 写真 被子植物門　双子葉類　ムクロジ目　カエデ科
・バイカモ　１点 写真 被子植物門　双子葉類　キンポウゲ目　キンポウ
・ヒンジモ　１点 写真 被子植物門　単子葉綱　サトイモ目　ウキクサ科
・ミズバショウ　１点 写真 被子植物門　単子葉綱　サトイモ目　サトイモ科
・ヨシ　１点 複製 被子植物門　単子葉綱　イネ目　イネ科
・デンジソウ　１点 複製 シダ植物門　シダ綱　シダ目　デンジソウ科
・サンショウモ　１点 複製 シダ植物門　シダ綱　シダ目　サンショウモ科
・ヒメビシ　１点 複製 被子植物門　双子葉類　フトモモ目　ヒシ科
・ミズオオバコ　１点 複製 被子植物門　単子葉綱　イバラモ目　トチカガミ科
カ　昆虫類
・コヤマトンボ　１点 写真 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　エゾトンボ科
・クロサナエ　１点 写真 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　サナエトンボ科

ウ　扁形動物・環形動物・昆虫以
外の節足動物

・ウマビル（左）とチスイビル（右）
１点
・ウマビル（左）とチスイビル（右）
各１点
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・ギンヤンマ幼虫　１点 写真 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ヤンマ科
・キイトトンボ　１点 写真 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・ムカシトンボ　１点 写真 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ムカシトンボ科
・ハッチョウトンボ　１点 写真 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・キイトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・クロイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・オオイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・カラカネイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・オゼイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・エゾイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・モートンイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・ルリイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　イトトンボ科
・オオアオイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　アオイトトンボ科
・アオイトトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　アオイトトンボ科
・オツネントンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　アオイトトンボ科
・ホソミオツネントンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　アオイトトンボ科
・モノサシトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　モノサシトンボ科
・ニホンカワトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　カワトンボ科
・アオハダトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　カワトンボ科
・ハグロトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　カワトンボ科
・ムカシトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ムカシトンボ科
・ムカシヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ムカシヤンマ科
・コオニヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　サナエトンボ科
・オナガサナエ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　サナエトンボ科
・ダビドサナエ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　サナエトンボ科
・ホンサナエ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　サナエトンボ科
・オニヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　オニヤンマ科
・ルリボシヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ヤンマ科
・ギンヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ヤンマ科
・コシボソヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ヤンマ科
・サラサヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ヤンマ科
・オオルリボシヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ヤンマ科
・カトリヤンマ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　ヤンマ科
・タカネトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　エゾトンボ科
・オオヤマトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　エゾトンボ科
・ショウジョウトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ミヤマアカネ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ナツアカネ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・アキアカネ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ノシメトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ハラビロトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ウスバキトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・コシアキトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・シオカラトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ヨツボシトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ハッチョウトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・チョウトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜻蛉目　トンボ科
・ヘビトンボ幼虫 写真 節足動物門　昆虫綱　広翅目　ヘビトンボ科
・トワダカワゲラ幼虫・成虫 写真 節足動物門　昆虫綱　襀翅目　トワダカワゲラ科
・水性ホタルの豆知識 パネル （解説）
・ケシゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・チビゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・トウホクナガケシゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・チャイロシマチビゲンゴロウ　１
点

標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科

・コシマチビゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・ツブゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・モンキマメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・キベリマメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・サワダマメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・クロマメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・マメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・チャイロマメゲンゴロウ１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・クロズマメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・キベリクロヒメゲンゴロウ　　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・ハイイロゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・オオヒメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・ヒメゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・マルガタゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・コシマゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・シマゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・メススジゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・クロゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・ゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・マルコガタゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・エゾゲンゴロウモドキ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ゲンゴロウ科
・カワラゴミムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　カワラゴミムシ科
・カワラハンミョウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ハンミョウ科
・ヘイケボタル　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ホタル科
・ゲンジボタル　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ホタル科

36 



資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・オオミズスマシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ミズスマシ科
・コミズスマシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ミズスマシ科
・ミズスマシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ミズスマシ科
・オナガミズスマシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ミズスマシ科
・ホソダルマガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ダルマガムシ科
・ヤマトホソガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ホソガムシ科
・マルガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ガムシ科
・キベリヒラタガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ガムシ科
・キイロヒラタガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ガムシ科
・シジミガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ガムシ科
・ガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ガムシ科
・ゴマフガムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ガムシ科
・エゾヒゲナガハナノミ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ナガハナノミ科
・エダヒゲナガハナノミ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ナガハナノミ科
・ヒゲナガハナノミ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ナガハナノミ科
・クリイロヒゲナガハナノミ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ナガハナノミ科
・タマガワナガドロムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ナガドロムシ科
・ツヤアシナガドロムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ヒメドロムシ科
・ヒラタドロムシ・幼虫　各１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ヒラタドロムシ科
・マスダチビヒラタドロムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ヒラタドロムシ科
・ケスジドロムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ヒメドロムシ科
・クシヒゲマルヒラタドロムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ヒラタドロムシ科
・クロサワドロムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　ヒメドロムシ科
・コガシラミズムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　コガシラミズムシ科
・コツブゲンゴロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　鞘翅目　コツブゲンゴロウ
・モンカゲロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜉蝣目　モンカゲロウ科
・エルモンヒラタカゲロウ１点 標本 節足動物門　昆虫綱　蜉蝣目　ヒラタカゲロウ科
・トワダカワゲラ幼虫　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　襀翅目　トワダカワゲラ科
・モンカワゲラ・幼虫　各１点 標本 節足動物門　昆虫綱　襀翅目　カワゲラ科
・オオヤマカワゲラ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　襀翅目　カワゲラ科
・ヤマトクロスジヘビトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　広翅目　ヘビトンボ科
・ヘビトンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　広翅目　ヘビトンボ科
・ヒゲナガカワトビゲラ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　毛翅目　ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ科
・ムラサキトビゲラ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　毛翅目　トビゲラ科
・マダラガガンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　双翅目　ガガンボ科
・キリウジガガンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　双翅目　ガガンボ科
・アカウシアブ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　双翅目　アブ科
・アオコアブ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　双翅目　アブ科
・ミズバチ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　膜翅目　ミズバチ科
・ミズカメムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　ミズカメムシ科
・ウミミズカメムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　ミズカメムシ科
・アメンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　アメンボ科
・コセアカアメンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　アメンボ科
・ヒメイトアメンボ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　イトアメンボ科
・メミズムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　メミズムシ科
・ナベブタムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　ナベブタムシ科
・マツモムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　マツモムシ科
・キイロマツモムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　マツモムシ科
・コミズムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　ミズムシ科
・タガメ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　コオイムシ科
・オオコオイムシ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　コオイムシ科
・ミズカマキリ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　タイコウチ科
・ヒメミズカマキリ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　タイコウチ科
・タイコウチ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　半翅目　タイコウチ科
・岩手の水生動物図鑑 パネル （解説･写真）
・河川に生息する動物と水質判 パネル （解説）
キ　川の風景
・源流部（中津川）　１点 写真 （解説）
・上流部（ノロメキ沢）　１点 写真 （解説）
・中流部（北上川）　１点 写真 （解説）
・下流部（馬淵川）　１点 写真 （解説）

ア　日本のキツツキ パネル （写真）
・オオアカゲラ♀１・幼鳥１点 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・アカゲラ　♂・♀各１・幼鳥１ 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・コゲラ　１点 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・ノグチゲラ　１点 カービング キツツキ目　キツツキ科
・コアカゲラ　１点 カービング キツツキ目　キツツキ科
・ヤマゲラ　１点 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・アオゲラ♂１・幼鳥♂１点 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・クマゲラ　１点 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・キタタキ　１点 カービング キツツキ目　キツツキ科
・ミユビゲラ　１点 カービング キツツキ目　キツツキ科
・アリスイ　１点 剥製 キツツキ目　キツツキ科
イ　日本の希少な鳥獣 パネル （解説・写真）
・トキ　１点 カービング コウノトリ目　トキ科
・ニホンオオカミ？の毛皮 標本 食肉目　イヌ科
・ニホンイイズナ　１点 剥製 食肉目　イタチ科
・ニホンカワウソ　１点 剥製 食肉目　イタチ科
・ユーラシアカワウソ　１点 剥製 食肉目　イタチ科

　大型肉食動物であるワシタカ類が生息できる環
境を維持するためにはどのようなことが必要か．イ
ヌワシとあわせて考える．

⑦ 日 本 の キ ツ ツ キ と 希 少 な 鳥 獣
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

・オオワシ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・オジロワシ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・イヌワシ　２点 剥製 タカ目　タカ科
・チュウヒ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・ミサゴ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・ノスリ　２点 剥製 タカ目　タカ科
・ハチクマ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・サシバ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・ツミ　２点 剥製 タカ目　タカ科
・オオタカ　４点 剥製 タカ目　タカ科
・クマタカ　３点 剥製 タカ目　タカ科
・トビ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・ハイタカ　１点 剥製 タカ目　タカ科
・ハヤブサ　１点 剥製 タカ目　ハヤブサ科
・チゴハヤブサ　１点 剥製 タカ目　ハヤブサ科
・チョウゲンボウ　１点 剥製 タカ目　ハヤブサ科
・コチョウゲンボウ　１点 剥製 タカ目　ハヤブサ科
・アカハラダカ　１点 剥製 タカ目　タカ科

ア　早池峰山への旅 パネル （解説・写真・地形図・植生図）
・ミヤマオダマキ　１点 写真 キンポウゲ科
イ　早池峰山の生いたち パネル （解説）
・蛇紋岩　１点 実物 盛岡市砂子沢長野峠

オルドビス紀　早池峰複合岩類中岳蛇紋岩
・角閃岩　１点 実物 盛岡市砂子沢長野峠

カンブリア紀？　久出内川変成岩類
・石灰岩　１点 実物 花巻市大迫町内川目字白岩林道脇

前期石炭紀　未区分デボンー石炭系（鬼丸層）
・花崗閃緑岩　１点 実物 宮古市江繋字タイマグラ笠詰沢砂防ダム付近左

前期白亜紀　遠野花崗岩体
・ドレライト　１点 実物 宮古市江繋字神楽薬師川右岸河床

オルドビス紀　早池峰複合岩類神楽複合岩類
・粘板岩　１点 実物 宮古市江繋字神楽～字タイマグラ間道路脇

シルル紀～オルドビス紀　薬師川層
ウ　早池峰山の植物 パネル （解説：固有種・南限種）
・ハヤチネウスユキソウ　１点 写真 キク科
・ナンブトラノオ　１点 写真 タデ科
・ヒメコザクラ　１点 写真 サクラソウ科
・ミヤマヤマブキショウマ １点 写真 バラ科
・ハヤチネウスユキソウ　１点 標本 キク科
・ナンブトラノオ　１点 標本 タデ科
・ヒメコザクラ　１点 標本 サクラソウ科
・ミヤマヤマブキショウマ １点 標本 バラ科
・ナンブイヌナズナ　１点 標本 アブラナ科
・サマニヨモギ　１点 写真 キク科
・チシマツガザクラ　１点 写真 ツツジ科
・ナンブイヌナズナ　１点 写真 アブラナ科
・ナンブソモソモ　１点 写真 イネ科
・ナンブアカマツ　１点 写真 マツ科
・トチナイソウ　１点 写真 サクラソウ科
・カトウハコベ　１点 写真 ナデシコ科
エ　早池峰山の動物 パネル （写真）
・ホンドオコジョ　夏毛1点、冬毛1 剥製 イタチ科
・エゾマイマイ　ブドウマイマイ型
１点

標本 オナジマイマイ科

・ハヤチネフキバッタ　１点 標本 直翅目　イナゴ科
・ヒメクロオサムシ　１点 標本 鞘翅目　オサムシ科
・ハヤチネヌレチゴミムシ１点 標本 鞘翅目　オサムシ科
・クロマルクビゴミムシ　１点 標本 鞘翅目　オサムシ科
・ヒメマルクビゴミムシ　１点 標本 鞘翅目　オサムシ科
・ハヤチネミズギワゴミムシ１点 標本 鞘翅目　オサムシ科
・チビヒサゴコメツキ　１点 標本 鞘翅目　コメツキムシ科
・ウスバシロチョウ　１点 標本 鱗翅目　アゲハチョウ科
・ベニヒカゲ　１点 標本 鱗翅目　ジャノメチョウ科
・フタスジチョウ　１点 標本 鱗翅目　タテハチョウ科
・ツチイロキリガ　１点 標本 鱗翅目　ヤガ科
・アサギマダラ　１点 標本 鱗翅目　マダラチョウ科
・アルプスギンウワバ　１点 標本 鱗翅目　ヤガ科
・ホソエダツトガ　１点 標本 鱗翅目　メイガ科
・タカネナガバヒメハマキ　１点 標本 鱗翅目　ハマキガ科
・タカネハマキ　１点 標本 鱗翅目　ハマキガ科
・ノゴマ　２点 剥製 ツグミ科
・メボソムシクイ　１点 剥製 ウグイス科
・ホシガラス　１点 剥製 カラス科
・ウソ　１点 剥製 アトリ科
・アカウソ　２点 剥製 アトリ科

ア　生態写真展
・鳥　１２６点 写真

⑧ 大 空 の 覇 者 ワ シ ・ タ カ の 世 界 　大型肉食動物であるワシタカ類が生息できる環
境を維持するためにはどのようなことが必要か．イ
ヌワシとあわせて考える．

⑨ 早 池 峰 山 の 自 然 　岩手県内の中でも特異な動植物相が見られる．
垂直分布，隔離分布，遺存種など生態分野の学
習にとって，非常に優れた教材である．

⑩ 写 真 で み る 岩 手 の 自 然
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資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容

イ　北のクマゲラ・南のノグチゲラ パネル （解説）
・クマゲラ　２点 写真
・ノグチゲラ　２点 写真
ウ　博物館周辺の地質現象
・黒石山の蛇紋岩 写真
・博物館から見た早池峰山 写真
・博物館から見た岩手山 写真
・盛岡市庄ヶ畑の火山豆石 写真
・盛岡市高松の河岸段丘 写真
・博物館から見た姫神山 写真
・博物館から見た志和三山 写真
・三ツ石神社の花崗岩 写真
・盛岡市猪去沢の地層 写真
・手掛の松のチャート 写真
エ　博物館周辺の帰化植物
・アレチウリ　２点 写真 ウリ科
・ビロードモウズイカ 写真 ゴマノハグサ科
・イガオナモミ 写真 キク科
・オオブタクサ 写真 キク科
・アメリカセンダングサ 写真 キク科
・ヨウシュヤマゴボウ 写真 ヤマゴボウ科
・アメリカスミレサイシン 写真 スミレ科
・オオハンゴンソウ 写真 キク科
・アラゲハンゴンソウ 写真 キク科
・オオマツヨイグサ 写真 アカネ科
・アレチマツヨイグサ 写真 アカネ科
・ムシトリナデシコ 写真 ナデシコ科
・コンフリー 写真 ムラサキ科
・ムラサキツメクサ 写真 マメ科
・シロツメクサ 写真 マメ科
オ　巨大なサメの口 パネル （解説）

アメリカ合衆国サウスカロライナ州
新第三紀中新世
平泉町黄金沢
新第三紀中期中新世　上黒沢層
奥州市衣川区古戸
新第三紀中期中新世　上黒沢層
平泉町南郷鼠沢
新第三紀前期鮮新世　竜の口層
久慈市長内町

後期白亜紀　久慈層群国丹層

岩手県立博物館の展示目録
常設展示

いわての文化史展示
いわての自然史展示

編集・発行
岩手県立博物館

〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷34
TEL.019(661)2831  FAX.019(665)1214

ホームページ　http://www.pref.iwate.jp/~ht0910/
平成２４年１０月１日

実物

複製

実物

実物

・軟骨魚類　ムカシオオホホジロ
ザメの歯付顎骨　１点

復元　模型

・軟骨魚類　ムカシオオホホジロ
ザメの歯　１点

・軟骨魚類　サメ類　クレトラムナ
ほかの歯・産状　１９点

・軟骨魚類　ムカシオオホホジロ
ザメの歯　１点
・軟骨魚類　ムカシオオホホジロ
ザメの歯　１点

39 



資料名
見学のポイントほか

総合展示室

内容岩手県立博物館の展示目録
常設展示

いわての文化史展示
いわての自然史展示

編集・発行
岩手県立博物館

〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷34
TEL.019(661)2831  FAX.019(665)1214

ホームページ　http://www.pref.iwate.jp/~ht0910/
平成２４年１０月１日
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