
教科書と違う岩手の歴史
－岩手の弥生～古墳時代－

テーマ展

岩手県立博物館開館40周年記念特別展
「みる!しる!わかる!三陸再発見 in宮古」

2021年度の定時解説

2021年度下半期のイベント情報

11月27日（土）　
弥生時代末期の岩手を列島規模から俯瞰して、弥生時代研究の
第一人者にわかりやすく御講演いただきます。
場所：地階・講堂（当日受付、聴講無料）
時間：13：30〜15：00 ※事前申込（10月1日（金）に方法をHP等でお知らせします）

「卑弥呼の時代－その頃の岩手－」
　 講師：石川日出志氏（明治大学教授） 

当面の間、休止いたします。

■2022年1月８日（土）冬のワクワク！
　ワークショップ

毎年大人気の化石のレプリカ（アンモナイトと恐竜の歯）
づくりができます。

※上記イベントは、新型コロナウイルス対応のため、予定が変更にな
る場合があります。
最新の情報はHPで確認されるか、電話等でお問い合わせ下さい。

2021年度の利用案内
■開館時間 ９:30〜16:30（入館は16:00まで）
■休 館 日 月曜日（月曜が休日の場合は開館、翌平日休館）
  ９月 １日（水） 〜 ９月10日（金）[資料整理日]
 12月29日（水）〜１月３日（月）[年末年始]
■入 館 料 一般310（140）円　学生140（70）円
 高校生以下無料
 （　）内は20名以上の団体割引料金 
 ※ ９月20日（月・祝）敬老の日は65歳以上の方は無料
 ※11月 ３日（水・祝）文化の日は無料

・学校教育活動で入館する児童生徒の引率者は、申請により入館料
免除となります。

・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
方、及びその付き添いの方は無料です。

・スマートフォンによる障害者手帳アプリ「ミライロ ID」に対応
しています。

・岩手子育てパスポート所有者で、パスポートに記載のお子様とご
一緒に来館された場合は、入館料無料となります。 

当館における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
新型コロナウイルスへの感染拡大防止のため、制限を設けながら開館

しております。
入館の際にはマスクの着用をお願いしております。また手指の消毒、

体調確認や体温測定へのご協力をいただいております。混雑する場合は
入館や利用を制限し、状況によっては臨時休館となることがあります。
来館される皆様には大変ご面倒をおかけいたしますが、ご理解とご協力
をお願い申し上げます。

最新の情報につきましては当館 HP、SNS 等でお知らせいたしますの
で、ご確認いただきますようお願いいたします。

移動展

行事案内　秋・冬
2021.9 − 2022.3

テーマ展

教科書と違う岩手の歴史
－岩手の弥生～古墳時代－

2021年11月23日（火・祝）

～2022年２月６日（日）

米づくりを特徴とする弥生時代。岩泉町赤穴洞穴遺跡は、その終
わりころの岩手を代表する遺跡です。

　文化講演会　テーマ展「教科書と違う岩手の歴史－岩手の弥生～古墳時代－」関連講座

［公益財団法人岩手県文化振興事業団博物館］
〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷34番地
TEL 019-661-2831／FAX 019-665-1214

http://www2.pref.iwate.jp/˜hp0910/

　三陸地方の暮らしや文化とそれらを
育んだ自然について、まだ広く知られ
ていない部分にも光を当て、三陸の多
様かつ奥深い魅力を示す展覧会です。
あわせて、東日本大震災から 10 年が
経過し、月日とともに薄れがちな防災・
減災意識を再び高める機会とします。

開館時間／
9:00〜16:30（入館時間16:00）
10月24日（日）のみ15:30閉幕
休 館 日／
月曜日（ただし、国民の祝日と重なる場合は翌日）
入 館 料／
一般310（140）円、
学生（大学・専門学校等）140（70）円、
高校生以下無料、（　）内は、20名以上
の団体割引料金

2021年９月25日（土）～10月24日（日）
会場・共催：岩手県立水産科学館（宮古市日立浜町 32-28）

2021年11月23日（火・祝）～2022年２月６日（日）
会　場：２階特別展示室 

令和３年度
「博物館で学ぶ岩手の歴史講座」

　歴史を専門的に学んだことのない方や基礎から学
びなおしたいと考えている方を主な対象として、古
代から現在までの本県及び本国の歴史展開の概説
と、くずし字や和様漢文の初歩的読解法を含む史料
の取扱法の解説を講座形式で開講いたします。

内　　容：「はじめての歴史学」
　　　　　「史料から読み解く古代〜中世の岩手」など
日　　時：10／16、23、30、
　　　　　11／６、13、20（いずれも土曜日、全６回）
　　　　　各回10：30〜11：30
場　　所：岩手県立博物館　地階教室
参 加 費：無料
募集期間：８月23日（月）〜９月20日（月・祝）
募集人数：高校生以上の学生及び一般20名（超過の場合は抽選）

くわしい応募方法や内容など詳細はHPをご覧ください。

■展示解説会　当日受付、要入館料
　展覧会の内容を担当学芸員がリレー解説します。 
　①  ９月25日（土） 10：00〜10：30
　② 10月24日（日） 14：00〜14：30

田野畑村産アンモナイト化石
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弥生時代末期の岩手県最大の集落跡

（岩泉町教育委員会提供）
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この時期に流行した矢じり

明治三陸地震津波写真ガラス乾板（館蔵）

　弥生〜古墳時代、稲作や金属器など最先端の技術が大陸から伝
わり日本は文明化の道を歩み始めたと教科書では教えます。しか
し、朝鮮半島から遠く、ヤマセが吹いて稲作に向かない岩手の地
ではどうだったでしょうか。 
　※詳細は博物館だより N0．171
やHPにて掲載します。

金田一家収蔵資料展
－金田一勝定を中心に－

2022年３月５日（土）～５月８日（日）
会場：２階特別展示室 

　金田一家は金田一京助の伯父であり盛岡銀
行（現在の岩手銀行赤レンガ館）、岩手軽便鉄
道を創業した金田一勝

かつ
定
さだ

、その娘婿で花巻温
泉の創業など県内 35 事業の役職に就いた金
田一国

くに
士
お

を輩出した名家です。今回のテーマ
展で博物館活動の根幹である資料収集・調査
研究の成果を幅広く公表いたします。
※詳細は博物館だよりやHPにて掲載します。

テーマ展

金田一勝定

※関連講座は裏面「県博日曜講座」の欄をご覧ください。



テーマ：「私の岩手山」　
四季折々の岩手山の姿を写真
にして博物館に送って下さい。
撮影場所は問いません。
開催の趣旨：広く皆様に写真撮影を楽しんでいただき、作品
を気軽に発表できる機会を提供することを目的として開催い
たします。
※写真撮影技術や作品の芸術性を競うためのコンテストでは
ないことを御承知おきください。
応募形式：単写真（Ａ４版　カラ－、モノクロ不問　１人３
作品まで）、撮影機材不問（スマ－トフォン、コンパクトデ
ジタルカメラ等可）
応募方法：当館ウェブサイトからダウンロ－ドした応募用紙
にご記入の上、プリントアウトした写真の裏面に貼り付け、
封書で博物館・総務課宛にお送りください。お送りいただい
た作品をそのまま展示しますので、折らずに送付してくださ
い。応募作品の受領通知はしませんので予めご了承ください。
応募資格 : アマチュアの方に限る（18 歳未満の方は保護者
の同意を得た上で応募してください）
応募規定 : 未発表、未公開で、応募者が著作権を有している
オリジナル作品に限ります。被写体に人物が含まれる場合
は、応募者本人の責任において事前に被写体の承諾を得るな
ど、肖像権等の侵害の問題が生じないことを応募の条件とし
ます。過去に他のコンテストにおいて入賞した作品および他
のコンテストに応募中の作品は、それらの類似作品を含め応
募できません。
応募作品展覧会：令和４年度中に応募者全作品の展覧会（時
期未定）を開催します。
入賞通知：展覧会開催中に審査し、別途、当館ウェブサイト
上にて発表します。 

※その他詳細は、HPの令和３年度 第２回 写真コンテスト
「私の岩手山」応募要項（PDF ファイル）をご覧ください。

博物館で映画を楽しみましょう。
毎月第１土曜日　13:30~15:00 頃　

講堂　当日受付　視聴無料　※９月と 1 月はおやすみします。

■10月2日　高校野球の名曲「ああ栄冠は君に輝く」
　（実写90分／一般向け）

　70年間歌い継がれた「栄冠は君に輝く」の誕生秘話、加賀
大介と家族の物語。

■11月6日　女性の奮闘
　（時代劇・児童劇／計105分／一般向け）

①かあちゃん（時代劇60分）
　４人の子供を育てる女性に出会った貧しい男が、その優

しさに触れ変わっていく人情時代劇。
②がんばれたえちゃん　木曽馬と少女（児童劇45分）
　木曽の貧しい農家の娘たえと木曽馬フジとの絆を描く物語。

■12月4日　冬休み直前アニメスペシャル
　（アニメ／計90分／幼児〜小学生向け）

①トムとジェリー　恋ははかなく（8話収録）（アニメ／60分）
②かさこ地ぞう（アニメ／13分）
③つるのおんがえし（アニメ／17分）

■2月5日　青春の1ページ　「ゆずり葉の頃」
　（実写／102分／一般向け）

　過去を封印して生きてきた年老いた女性を主人公に、日
本を代表する名優、八千草薫と仲代達也が共演。感動的な
人間賛歌。

■3月5日　春のアニメ特集
　（アニメ／計90分／幼児〜小学生向け）

　世界でも珍しいガイド犬「平治」の物語「山に輝くガイド犬
平治号」、自然の大切さを「よっちゃん」から学ぶ「よっちゃん
の不思議なクレヨン」、ぞくぞく村に住む愉快なオバケたち
のお話「ぞくぞく村のオバケたち」の３作品の上映です。
①山に輝くガイド犬平治号（アニメ／28分）
②よっちゃんの不思議なクレヨン（アニメ／22分）　
③ぞくぞく村のオバケたち（２話収録）（アニメ／40分）
　〜妖精レロレロ〜
（アニメ／20分）

　〜とうめい人間
　サムガリー〜
　（アニメ／20分）

第２・第４日曜日　13:30 〜 15:00　
当日受付　聴講無料　＊展覧会関連講座

09月12日「石碑に刻まれた三陸津波の記憶」
目時和哉（当館学芸員）

09月26日「前川善兵衛家の出自について」 
昆浩之（当館学芸員）

10月24日「先祖をまつる〜岩手の先祖供養〜」
川向富貴子(当館学芸員)

11月14日「岩手のワスレナグモは変わり者？」
渡辺修二（当館学芸員）

11月28日「鳥類学者がアートを語るー花鳥画家渡辺省亭の超絶技巧ー」
髙橋雅雄（当館学芸員）

＊12月12日「教科書と違う岩手の弥生時代」
金子昭彦（当館学芸課長）

＊12月26日「北と南からみた岩手の古墳時代」
井上雅孝氏（滝沢市埋蔵文化財センター）

＊01月09日「角塚古墳はなぜ作られたのか？
ー古墳文化北進の背景ー」

高木　晃氏（（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター）
＊01月23日「教科書に載らない！　　

　　　　　 古墳〜飛鳥時代における東北北部の産物
〜琥珀・皮革・海産物から探る交流史〜」　      

米田寛（当館学芸員） 
02月13日「南部藩領内の温泉－湯治の文化誌－」

近藤良子（当館学芸員）
02月27日「高山を利用するニホンジカの行動」

鈴木まほろ（当館学芸員）
＊03月13日「世界の中の岩手ー金田一国士の時代ー」

工藤健（当館学芸員）
＊03月27日「金田一勝定と国士が現在に残したもの」

菅野誠喜（当館学芸員）

さまざまな遊びやものづくり、実験を体験してみましょう。
毎週日曜日　13:00 〜 14:30

材料費：100 〜 300 円、500 円
予約制：３歳以上の幼児（要保護者の付き添い）〜小学生　
定　員：５名程度（※９月１日現在　詳細はHPをご覧ください。）

※要事前申込み。開催日の１週間前の日曜日から、電話また
は博物館で開館時間（９:30 〜 16:30）に先着順で受け付
けます。予約状況・各材料費はホームページでご確認くだ
さい。

2021年度第２回 写真コンテスト
テーマ「私の岩手山」

2021年度下半期の
県博日曜講座

2021年度下半期の
ミュージアムシアター

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2021 年度下半期の
たいけん教室～みんなでためそう～

3 日 猫絵馬づくり
10日 （「はくぶつかんまつり」のためお休み）
17 日 スライムであそぼう　　　　
24日 砂絵
31日 カラフルクモづくり

7日 化石のレプリカ
14日 手づくり万華鏡
21日 お絵かきはんこ
28日 松ぼっくりのXmas ツリー

5日 松ぼっくりのXmas ツリー
12日 まゆで干支づくり（寅）
19日 かんたん門松
26日 まゆで干支づくり（寅）

9日 たこづくり
16日 木のこまの絵つけ
23日 まが玉アクセサリー
30日 紙コップのあやつり人形

6日 土偶づくり　　　　　
13日 化石のレプリカ
20日 おひなさまづくり
27日 スライムであそぼう

13日 オリジナル卵をつくろう
20日 天然石のフォトフレーム
27日 手づくり万華鏡

 ９月18日・19日・20日・25日・26日
………………………………………………  テーマ：西（にし）

10月 ９日・10日・16日・17日
……………………………………………  テーマ：祭（まつり）

11月13日・14日・20日・21日
………………………………………………  テーマ：空（そら）

12月11日・12日・18日・19日
……………………………………………  テーマ：寒（さむ）い

 １月 ８日・ ９日・10日・15日・16日
………………………………………………  テーマ：北（きた）

 ２月12日・13日・19日・20日
………………………………………………  テーマ：黒（くろ）

 ３月12日・13日・19日・20日・21日
………………………………………………  テーマ：底（そこ）

2021年度下半期の
チャレンジ！はくぶつかん

作品募集中!!

応募
期間

2021年６月19日（土）〜2022年２月25日（金）
16：30必着

岩手山が写っている
写真を送ってね。

（昔撮影した写真もOK）

チャレンジ！マークをさがして 
はくぶつかんをたんけん！

毎月第２・第３土曜、日曜、祝日　小学生向き　随時受付


