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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 
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 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

理科と対応しています。 

  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。  
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資 料 名 資 料 名

第３学年 第３学年
㊿　岩手の四季 マルチスクリーン ア　海にもどったハ虫類 パネル （解説）

B　生命・地球 　自然を見つめよう ㊿　県の鳥・木・花 パネル （解説） ・魚竜の吻部　1点 実物 アメリカ合衆国
（１）　昆虫と植物 ジュラ紀

１　生き物をさがそう 複製 アメリカ合衆国
㊿　岩手の風土 パネル （解説） 後期白亜紀
㊿　山や川の生きもの 実物 久慈市長内町

２　いろいろな生き物 ア　岩手の植物 パネル （解説・写真・分布図） 後期白亜紀　久慈層群国丹層
・八幡平　８点 写真 多雪地・高山の植物 実物 久慈市長内町元木沢
・岩手山・駒ヶ岳　４点 写真 火山・高山の植物 後期白亜紀　久慈層群国丹層
・焼石岳・栗駒山　６点 写真 多雪地・山地の植物 実物 野田村米田海岸

１　植物の種 ・北上低地帯　4点 写真 低地・暖地の植物 後期白亜紀　久慈層群国丹層
２　植物の体のつくり ・草原の植物　５点 写真 複製 インドネシア

・早池峰山　1５点 写真 鉱山・蛇紋岩地帯の植物 現世
３　チョウを育てよう ・北上山地　８点 写真 特徴的な植物 イ　海にもどった哺乳類 パネル （解説）
１　チョウの育ち方 ・石灰岩地帯の植物　９点 写真 パキスタン　ガンダ・カス

・三陸沿岸　８点 写真 海岸・暖地の植物 古第三紀中期始新世　クルダナ層上部
イ　湿原の動物 パネル （解説・写真） 複製 アメリカ合衆国アラバマ州
・モリアオガエル　1点 複製 古第三紀後期始新世　上部ジャクソン層
・ムツアカネ　4点 標本 八幡平（８月） ・発掘されたクジラ化石 パネル （解説）
・カオジロトンボ　４点 標本 八幡平（８月） 複製 奥州市前沢区生母字南在

１　草たけがのびるこ
ろ

・エゾトンボ　２点 標本 八幡平（９月） 新第三紀前期鮮新世　竜の口層
２　花をさかせるころ ・オオルリボシヤンマ　２点 標本 八幡平（７月）
３　実をつけるころ ・ハラビロトンボ　８点 標本 滝沢村（６月） パネル （解説）
※　植物の育ち ・ヒョウモンチョウ日本亜種

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）

６　虫を調べよう ・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）

２　こん虫の体のつくり ・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） 複製 一関市厳美町
・オゼイトトンボ　８点 標本 滝沢村（８月） 新第三紀前期鮮新世　竜の口層
・ルリイトトンボ　４点 標本 八幡平（８月） 実物 南氷洋
・エゾイトトンボ　４点 標本 滝沢村（８月） 現世
・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）

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

第４学年 第４学年 ・カワガラス　１点 剥製 実物 奥州市前沢区生母
・ヤマセミ　１点 剥製 新第三紀前期鮮新世　竜の口層

B　生命・地球 ・オシドリの生涯 パネル （解説） 実物 宮城県鮎川沖
（２）　季節と生物 ・オシドリの番い　各１点 剥製 1986年（昭和61年）4月4日捕獲

・カワシンジュガイ パネル （解説） ・ツノシマクジラ パネル （解説）
１　春と生き物 ・カワシンジュガイ　１点 殻 岩泉町安家・元村産 写真 西部熱帯大西洋　現世

・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 ・大きな口と大きな体 パネル （解説）

２　ヘチマを育てよう エ　森の生きもの パネル （解説） 実物 南氷洋
・フクロウ（フクロウ科）　１点 剥製 現世

剥製 ・ハクジラとヒゲクジラ パネル （解説）
※　記録をまとめよう 実物 現世

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

・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

　身近な昆虫や植物を
探したり育てたりして、
成長の過程や体のつく
りを調べ、それらの成長
の決まりや体のつくりに
ついての考えを持つこと
ができるようにする。

ア　昆虫の育ち方には
一定の順序があり、成
虫の体は頭、胸及び腹
からできていること。

イ　植物の育ち方には
一定の順序があり、その
体は根、茎及び葉から
できていること。

（２）　身近な自然の観
察

　身の回りの生物の様
子を調べ、生物とその
周辺の環境との関係に
ついての考えを持つこと
ができるようにする。

　身近な動物や植物を
探したり育てたりして、
季節ごとの動物の活動
や植物の成長を調べ、
それらの活動や成長と
環境とのかかわりについ
ての考えを持つことがで
きるようにする。

ア　生物は、色、形、大
きさなどの姿が違うこと。

イ　生物は、その周辺の
環境と関わって生きてい
ること。

　おはよう、春がやっ
てきた

１　観察の計画を立て
よう

３　鳥や虫の活動を調
べよう ・ニホンコテングコウモリ（ヒ

ナコウモリ科）　１点

見学のポイント
内 容 内 容

・トカゲ類　モササウルス科
クリダステスの全身骨格1点
・ハチュウ類　長頸竜の腹
肋骨　1点

テーマ２　いわての今（生物）　 テーマ　岩手の自然史　

私 た ち の 郷 土 い わ て ③ 海 に も ど っ て 大 進 化

複製
標本

・ザイゴライザ（ムカシクジラ
亜目）の頭骨　1点

・アンブロシータスの全身
骨格　1点

学習指導要領
（生命：３・４・５・６年）

教科書（数研出版）の
学習内容

総 合 展 示 室
見学のポイント

い わ て 自 然 史 展 示 室

１　生き物を観察する
とき

２　植物を育てよう
（１）

２　トンボやバッタ、カ
ブトムシの育ち方

恵 ま れ た 自 然

・トカゲ類　オオトカゲ科　コ
ドモオオトカゲの頭骨　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

　展示されているも
のの色や、形、大き
さをくらべてみよう。

　生き物を観察する
ときは、色、形、大き
さをよく見ること。

・セグロセキレイ（セキレイ
科）　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

・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
・ミズホクジラとマエサワクジ
ラ

・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

・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

　生き物の体のつく
りをよく観察しよう。

　生き物は、どんな
ところにすんでいる
のかな。

・ヒゲクジラ類　マエサワク
ジラ属の一種の左耳周骨

　これまで見たこと
のあるものを展示物
からさがしてみよう。

　春になると生き物
は、冬のねむりから
目を覚まします。

　季節によって、植
物や動物の様子
は、変わるのだろう
か。

５　植物を育てよう
（２）

１　虫のすみかや食
べ物

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

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

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

剥製

・ナガスクジラ（ヒゲクジラ亜
目）のクジラヒゲ　1点

　昆虫は、どのよう
にかわって育つの
かな。

・ヒゲクジラ類　ミズホクジラ
の右鼓室胞　1点



(小学校理科教材資料)

剥製
※　夏と生き物
１　夏と植物 剥製
２　夏と動物
※　記録をまとめよう 剥製

※　秋と生き物 剥製
１　秋と植物
２　秋と動物 ・ホンドテン（イタチ科）１点 剥製
※　記録をまとめよう 剥製

・ヤマネ（ヤマネ科）　１点 剥製
剥製

※　冬と生き物 剥製 秋田県羽後町田代上門前
１　冬と植物 新第三紀中期中新世　須郷田層
２　冬と動物 剥製
※　記録をまとめよう

・ホンドギツネ（イヌ科）　１
点

剥製
※　生き物の１年 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

第５学年 第５学年 ・カケス（カラス科）　２点 剥製
剥製 ・日本にもカワイルカがいた パネル （解説）

B　生命・地球 平泉町鼠沢　特殊資源砿業採掘場
・ニホンリス（リス科）　１点 剥製 新第三紀前期鮮新世　竜の口層

剥製 ・海の向こうのクジラ化石 パネル （解説）
１　発芽と成長 ペルー　アグダ・デ・ロマス
１　発芽 ㊿　イヌワシの山 パネル （解説・写真） 新第三紀後期中新世　ピスコ層
２　発芽と養分 ・イヌワシ　２点 剥製
３　植物の成長 模型

ア　海の哺乳類の仲間 パネル （解説）
・岩手県にすむワシ・タカ類 パネル （解説） 実物 アメリカ合衆国フロリダ州ポーク郡
・イヌワシの成鳥　１点 写真 縮尺原寸 新第三紀中～後期中新世
・イヌワシの幼鳥　１点 写真 縮尺原寸 複製 ロシア連邦南サハリン敷香町気屯川
・イヌワシの飛翔　１点 写真 新第三紀中新世　本斗層群
・クマタカ　１点 写真 縮尺１：２ 複製 現世
・トビ　１点 写真 縮尺１：２
・ノスリ　１点 写真 縮尺１：２ 複製 現世
・オオタカ　１点 写真 縮尺１：２
㊿　豊かな海 パネル （解説） 複製 現世
ア　沿岸の生物 パネル （解説・写真）

剥製 三陸海岸 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

・アイナメ（アイナメ科）１点 剥製 三陸海岸 イ　鰭脚類の進化 パネル （解説）
剥製 三陸海岸 複製 現世

４　花から実へ
１　花のつくり 剥製 三陸海岸 複製 現世
２　実のでき方

剥製 三陸海岸 複製 現世

・イシガレイ（カレイ科）　１
点

剥製 三陸海岸 北海道石狩川河口付近
（２）動物の誕生 ２　メダカの誕生 剥製 三陸海岸 現世

１　メダカのたまご ・クラカケアザラシ　1点 剥製
２　メダカの食べ物 ・マガキ（イタボガキ科）１点 剥製 三陸海岸 ・アゴヒゲアザラシ　1点 剥製

　メダカはどのように
して生まれるのか
な。

・ヒライズミイルカ（ハクジラ
亜目）の部分骨格　1点

・ジュゴン（海牛目）の頭骨
1点

・シャチ（ハキジラ亜目マイ
ルカ科）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

・ホンドザル（オナガザル
科）　１点 ・ナガスクジラ属の一種（ヒ

ゲクジラ亜目）の産状　1点

・イヌワシ・ニワトリ・ウズラの
卵　各１点

④ 海 の 哺 乳 類

・ホンシュウジカ（シカ科）
１点

ア　動物の活動は、暖
かい季節、寒い季節な
どによって違いがあるこ

イ　植物の成長は、暖か
い季節、寒い季節など
のよって違いがあるこ

・キュウシュウノレンコウモリ
（ヒナコウモリ科）　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

・モリアブラコウモリ（ヒナコ
ウモリ科）　１点
・ニホンアナグマ（イタチ
科）　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・ニホンツキノワグマ（クマ

科）　１点 ・ネズミイルカ（ハクジラ亜
目ネズミイルカ科）の頭骨

　鳥や虫はどのよう
な活動をしているの
だろうか。

　季節によって、植
物や動物の様子
は、変わるのだろう
か。

・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

・ニッコウムササビ（リス科）
１点

・ハンドウイルカ（ハクジラ
亜目マイルカ科）の頭骨　1

・ホンシュウモモンガ（リス
科）　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

・トウホクノウサギ（ウサギ
科）　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

・ホンドアカネズミ（ネズミ
科）　１点

・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

・トド（鰭脚目アシカ科）の
頭骨　1点
・セイウチ（鰭脚目セイウチ
科）の頭骨　1点

・ギンボ（ニシキギンボ科）
１点

・ベンケイトド（鰭脚目アシ
カ科）の骨盤付近　1点

・ウミタナゴ（ウミタナゴ科）
１点

・オットセイ（鰭脚目アシカ
科）の頭骨　1点

・アサヒアナハゼ（カジカ
科）　１点

・キタゾウアザラシ（鰭脚目
アザラシ科）の頭骨　1点

・ゴマソイ（フサカサゴ科）
１点

・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・アカニシ（アクキガイ科）

１点

※　深まる秋と生き物

（１）　植物の発芽、成
長、結実
　植物を育て、植物の発
芽、成長及び結実の様
子を調べ、植物の発
芽、成長及び結実とそ
の条件についての考え
をもつことができるように

生命をはぐくむ大自
然

ア　植物は、種子の中
の養分を基にして発芽
すること。

イ　植物の発芽には、
水、空気及び温度が関
係していること。

ウ　植物の成長には、日
光や肥料などが関係し
ていること。

エ　花にはおしべやめし
べなどがあり、花粉がめ
しべの先に付くとめしべ
のもとが実になり、実の
中に種子ができること。

　魚を育てたり人の発生
についての資料を活用
したりして、卵の変化の
様子や水中の小さな生
物を調べ、動物の発生
や成長についての考え
をもつことができるように

　植物が成長するた
めには何が必要な
のかな。

模型

実物 三陸沖 現世

・ナガスクジラ（ヒゲクジラ亜
目）のクジラヒゲ　1点

縮尺１：３５   現世

複製 現世

複製 現世

複製 現世

複製

複製 現世

複製 現世

複製 現世

複製

実物
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剥製 三陸海岸 ・ゴマフアザラシ　1点 剥製
・カニクイアザラシ　1点 剥製

剥製 三陸海岸 ・ワモンアザラシ　1点 剥製

・マボヤ（ピウラ科）　１点 剥製 三陸海岸
陸前高田市　広田湾 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
剥製 三陸海岸 新第三紀前期鮮新世　竜の口層

奥州市前沢区生母
剥製 三陸海岸 新第三紀前期鮮新世　竜の口層

洋野町有家　有家漁港
イ　黒潮の生物 パネル （解説・図） 後期白亜紀　種市層有家岩質砂岩部層

イ　恐竜から鳥へ パネル （解説）
ウ　親潮の生物 パネル （解説・図） ドイツ　ゾルンホーフェン
エ　深海の生物 パネル （解説） ジュラ紀
・フジクジラ（ツノザメ科）１
点

剥製 久慈沖深海 ドイツ　ゾルンホーフェン
後期ジュラ紀
ドイツ　バイエルン地方

・キチジ（フサカサゴ科）１
点

剥製 久慈沖深海 後期ジュラ紀　ゾルホーフェン石版石灰岩
（３）　流水の働き ６　流れる水の働き ・サメガレイ（カレイ科）１点 剥製 久慈沖深海 中国遼寧省北栗四合屯

１　地面を流れる水 剥製 久慈沖深海 前期白亜紀　義県層
２　実際の川 中国遼寧省北栗四合屯
３　川の上流と下流 剥製 久慈沖深海 前期白亜紀　義県層

剥製 久慈沖深海 アメリカ合衆国モンタナ州
前期白亜紀

・ムネダラ（ソコダラ科）１点 剥製 久慈沖深海 ・コアホウドリ　1点 剥製
複製 久慈沖深海 　 ・エトピリカ　1点 剥製

・ウミネコ　1点 剥製
複製 久慈沖深海 ・エトロフウミスズメ　1点 剥製

複製 久慈沖深海

剥製 久慈沖深海 ・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）

剥製 久慈沖深海 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　パタグールガメ科

剥製 久慈沖深海 ・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

剥製 久慈沖深海 ・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

第６学年 第６学年 ・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

B　生命・地球 空気と水と緑の地球 ・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

1　水の通り道 ・シマヘビ　１点 複製 脊索動物門　爬虫綱 有鱗目　ナミヘビ科
２　日光とでんぷん ・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　ヤツメウナギ科
・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

　根から取り入れた
水は、葉までどのよ
うに運ばれるのだろ
うか。

・琥珀の中の鳥類の羽毛
1点

・鳥類始祖鳥（ベルリン標
本）　1点
・コンプソグナタス（恐竜
獣脚亜目）全身骨格　1点

　メダカは何を食べ
ているのだろうか。

３　植物の体のつくり
とはたらき

４　川の水の量が増え
るとき

・イトマキヒトデ（アステリナ
科）　１点 ・骨質歯鳥類の上腕骨

1点・キタムラサキウニ（オオバ
フンウニ科）　１点

・デイノニクス（恐竜　獣脚
亜目）の全身骨格　1点

・中華竜鳥（恐竜　獣脚亜
目　コンプソグナタス科）　1

・ヒラツメガニ（ワタリガニ
科）　１点
・ホッカイエビ（タラバエビ
科）　１点

⑤ 空 に 向 か っ て 大 進 化
・ナミベリハスノハカシパン
（ハスノハカシパン科）１点

骨格
標本 ・骨質歯鳥（鳥類　骨質歯

鳥目）　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
・エゾイバラガニ（タラバガ
ニ科）　１点

⑥ 水 辺 の 生 き も の

・ボタンエビ（タラバエビ科）
１点

・バラメヌケ（フサカサゴ科）
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

・中華竜鳥（恐竜　獣脚亜
目　コンプソグナタス科）の
復元骨格　　1点

・アカドンコ（ウラナイカジカ
科）　１点

・ネジヌキバイ（エゾバイ科）
１点
・オオヒタチオビ（ヒタチオビ
ガイ科）　１点

複製

・トゲラクダアンコウ（ラクダ
アンコウ科）　１点

　地面を流れる水や川
の様子を観察し、流れる
水の速さや量による働き
の違いを調べ、流れる
水の働きと土地の変化
の関係についての考え
をもつことができるように

　魚を育てたり人の発生
についての資料を活用
したりして、卵の変化の
様子や水中の小さな生
物を調べ、動物の発生
や成長についての考え
をもつことができるように

ア　流れる水には、土地
を浸食したり、石や土な
どを運搬したり堆積させ
たりする働きがあること。

ア　魚には雌雄があり、
生まれた卵は日がたつ
につれて中の様子が変
化してかえること。

イ　魚は、水中の小さな
生物を食べ物にして生
きていること。

ウ　人は、母体内で成長
して生まれること。

イ　川の上流と下流に
よって、河原の石の大き
さや形に違いがあるこ

ウ　雨の降り方によっ
て、流れる水の速さや水
の量が変わり、増水によ
り土地の様子が大きく変
化する場合があること。

（２）　植物の養分と水
の通り道
　植物を観察し、植物の
体内の水などの行方や
葉で養分をつくる働きを
調べ、植物の体のつくり
と働きについての考えを
もつことができるようにす
る。

・始祖鳥の復元骨格　1点 複製

複製

複製

・マメハダカ（ハダカイワシ
科）　１点

実物

復元
模型

剥製 久慈沖深海
複製

複製

写真



(小学校理科教材資料)

・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

（３）　生命と環境 ９　生き物と環境 ・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
・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　ヤツメウナギ科
・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　シジミ科
・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

　人が食べている動
物は、何を食べて
いるのかな。

　食べ物のもとをた
どると何に行きつく
のかな。

　地球上には空気と
水があり、たくさん
の植物が育ち、多く
のけものや鳥、魚、
虫などが生活して
います。そして、そ
れらがどのようにか
かわって自然をつ
くっているのだろう
か。

　メダカはどのように
して生まれるのか
な。

ア　生物は、水及び空
気を通して周囲の環境
とかかわって生きている

イ　生物の間には、食う
食われるという関係があ
ること。

１　生き物と空気、食
べ物、水

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

イ　値、茎及び葉には、
水の通り道があり、根か
ら吸い上げられた水は
主に葉から蒸散してい

　動物や植物の生活を
観察したり、資料を活用
したりして調べ、生物と
環境とのかかわりについ
ての考えをもつことがで
きるようにする。

　植物を観察し、植物の
体内の水などの行方や
葉で養分をつくる働きを
調べ、植物の体のつくり
と働きについての考えを
もつことができるようにす
る。

ア　植物の葉に日光が
当たるとデンプンができ
ること。

２　地球環境に生きる

メダカは何を食べて
いるのだろうか。



(小学校理科教材資料)

・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　キンポウゲ科
・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
・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

　根から取り入れた
水は、葉までどのよ
うに運ばれるのだろ
うか。

　昆虫は、どのよう
にかわって育つの
かな。

　見たことのある昆
虫をさがしてみよう。
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・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



(小学校理科教材資料)

・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
・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　コツブゲンゴロウ科
・モンカゲロウ　１点 標本 節足動物門　昆虫綱　ふ族目　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　ふ族目　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　ヒゲナガカワトビゲラ科
・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
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・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）

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
・オオアカゲラ♀１・幼鳥１
点アカゲラ♂１・♀１・幼鳥

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 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・コアゲラ　１点 剥製 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 剥製 キツツキ目　キツツキ科
・ミユビゲラ　１点 剥製 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

・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

　川の上流と下流で
は、どのようなちが
いがあるのだろう
か。

　流れる水には、ど
のようなはたらきが
あるのだろうか。

・河川に生息する動物と水
質判定

⑦ 日本のキツツキと希少な鳥獣

⑧ 大空の覇者ワシ・タカの世界



(小学校理科教材資料)

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岸

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　２点 剥製 イタチ科

・エゾマイマイ　１点 標本 ブトウマイマイ型

・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　ヤガ科

・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

⑨ 早 池 峰 山 の 自 然



(小学校理科教材資料)

・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

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

⑩ 写 真 で み る 岩 手 の 自 然

イ　北のクマゲラ・南のノグ
チゲラ

　見たことのある植
物をさがしてみよう。

　見たことのある鳥
を見つけよう。



(小学校理科教材資料)

・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）

実物 平泉町黄金沢

新第三紀中期中新世　上黒沢層

実物 奥州市衣川区古戸

新第三紀中期中新世　上黒沢層

複製 平泉町南郷鼠沢

新第三紀前期鮮新世　竜の口層

実物 久慈市長内町

後期白亜紀　久慈層群国丹層

・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　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

・軟骨魚類　サメ類　クレト
ラムナほかの歯・産状　１９
点


