
企画展示「弥生ってなに？！」展示資料一覧  

 
下記の資料は実物資料を中心とした展示資料一覧です。掲載しました資料については、都合により予告なく展示替え・場面替え等を行うことがありま

す。ご了承下さい。  
￮複製品,△鋳造復元,＊復元複製 

№ 資料名 点数 遺跡名 暦年代(時期) 所蔵先・借用先 

プロローグ 

△1 弥生人がみた銅鐸  1  前3世紀(弥生中期) 歴博 

△2 弥生人がみた銅矛        1  前1世紀(弥生中期) 歴博 

3 砂沢遺跡で採集された土偶   1 青森 砂沢遺跡 前4世紀(弥生前期～中期) 弘前市教育委員会 

第Ⅰ部 弥生のＤＮＡ 

(1) 縄文系譜 

4 

縄文時代から続く石の道具   

(石鏃9,石匙状石器5,石錐 

6,石皿2,磨石3,石錘9) 

34 

愛知 朝日遺跡 

 

前5～前3世紀(弥生前期～中

期) 
愛知県立埋蔵文化財調査センター 

5 

縄文時代から続く骨角器    7 

前5～前4世紀(弥生前期) 

愛知県立埋蔵文化財調査センター 

鹿角製固定銛 2 愛知県教育委員会 重文 

骨製錐 2 愛知県立埋蔵文化財調査センター 

牙製装身具 3 愛知県教育委員会 重文 

6 石棒状石製品         1 山口 綾羅木郷遺跡 前6～前4世紀(弥生前期) 下関市立考古博物館 

7 流水紋付遠賀川式土器     1 島根 西川津遺跡 前6世紀(弥生前期) 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 

(2) 弥生系譜 

￮8 土偶         2 愛知 麻生田大橋遺跡 前6世紀(弥生前期) 歴博 原品 豊川市教育委員会 

￮9 絵画土器        1 奈良 清水風遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 
原品 奈良県立橿原考古学研究

所 

￮10 絵画土器        1 奈良 唐古遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 原品 京都大学総合博物館 

*11 人面付き土器    1  千葉 三島台遺跡 1世紀(弥生後期) 歴博 
原品 市原市埋蔵文化財調査セ

ンター 

￮12 人面付き土器     1 茨城 女方遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 原品 東京国立博物館 

￮13 分銅形土製品     1 岡山 南方遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 原品 岡山市教育委員会 

￮14 特殊壺        1 岡山 中山遺跡 3世紀 (弥生後期) 歴博 原品 真庭市教育委員会 

￮15 成人用甕棺       1 福岡 立岩遺跡 前1世紀(弥生中期) 歴博 原品 飯塚市歴史資料館 重文 

(3) 大陸系譜 

￮16 

最古の有力者の副葬品     

(複製) 
12 福岡 雑餉隈遺跡 

前9～前8世紀(弥生早期～前

期) 
歴博 

原品 福岡市埋蔵文化財センタ

ー 

３号木棺 −副葬小壺1,磨製石剣1,朝鮮式磨製石鏃5（磨製石剣のみ復元複製） 

15号木棺 −副葬小壺1,磨製石剣1,朝鮮式磨製石鏃3（磨製石剣のみ復元複製） 

￮17 鋳造系小形鉄器    10 愛媛 大久保遺跡 前4世紀(弥生前期～中期) 歴博 
原品 愛媛県埋蔵文化財調査セ

ンター 

￮*18 鋳造鉄斧   2 福岡 比恵遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 
原品 福岡市埋蔵文化財センタ

ー 

￮19 木偶          2 滋賀 湯ノ部遺跡 前4世紀(弥生前期～中期) 歴博 
原品 滋賀県埋蔵文化財センタ

ー 

20 鳥形木製品          1 静岡 雌鹿塚遺跡 前1世紀(弥生後期) 沼津市教育委員会 

21 鳥形木製品1,土笛2 3 島根 西川津遺跡 前4世紀(弥生前期～中期) 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 

第Ⅱ部 弥生をながめる 

(1) 生業面 

￮22 
木製農工具,容器 16 長崎 里田原遺跡 

前4～前3世紀(弥生前期～中

期) 
歴博 原品 長崎県教育委員会 

狭鍬1,広鍬1,広鍬未製品2,槽2,案1,玉じゃくし2,竪杵1,手斧3,伐採斧1,剣把状木器1,石製剣把頭飾1 

23 地形と遺跡の立地模型     3 宮崎県都城横市川流域,長野県飯田伊那谷,青森県弘前岩木山 歴博 

(2) 社会面 

24 北内郭復元模型        1 佐賀県 吉野ヶ里遺跡 後2世紀(弥生後期) 歴博 

25 弥生人の防御施設模型     1 愛知 朝日遺跡 前3～前2世紀(弥生中期) 歴博 

△26 細形銅剣      1 福岡 須玖岡本遺跡 前2世紀(弥生中期) 歴博 原品 九州大学考古学研究室 

△27 細形銅矛     1 福岡 板付遺跡 前4世紀(弥生中期) 歴博 原品 東京国立博物館 

△28 細形銅戈     1 佐賀 安永田遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 原品 東京国立博物館 

￮29 石剣嵌入人骨      1 福岡 スダレ遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 
原品 九州大学大学院比較社会

文化研究科 

￮30 打製石剣と鞘      2 奈良 唐古・鍵遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 原品 田原本町教育委員会 

*31 木製短甲      1 福岡 雀居遺跡 2世紀(弥生後期) 歴博 
原品 福岡市埋蔵文化財センタ

ー 



№ 資料名 点数 遺跡名 暦年代(時期) 所蔵先・借用先 

*32 木楯        1 大阪 鬼虎川遺跡 前2世紀(弥生中期) 歴博 原品 (財)東大阪市文化財協会 

(3) 祭祀面 

*33 丹塗り磨研壺    1 福岡 板付遺跡 前8世紀(弥生前期) 歴博 
原品 福岡市埋蔵文化財センタ

ー 

△34 
最古の王墓の副葬品 7 福岡 吉武高木遺跡 前4世紀(弥生中期) 歴博 原品 文化庁 重文 

多鈕細文鏡1,勾玉1,管玉一連,細形銅剣2,細形銅矛1,細形銅戈1（玉類だけ複製品） 

￮35 絵画土器        1 奈良 坪井遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 原品 橿原市教育委員会 

￮36 桜ヶ丘４号銅鐸     1 兵庫 桜ヶ丘 前1世紀(弥生中期) 歴博 原品 神戸市立博物館 国宝 

￮37 横帯文銅鐸       1 伝鳥取県 前2世紀(弥生中期) 歴博 原品 辰馬考古資料館 重文 

￮38 石山寺辺町銅鐸     1 滋賀 石山寺辺町 2世紀(弥生後期) 歴博 原品 石山寺 重文 

￮39 大岩山2号銅鐸     1 滋賀 大岩山第Ⅰ地点 2世紀(弥生後期) 歴博 原品 東京国立博物館 重文 

￮40 
武器形木製品     4 岡山 南方遺跡 前1世紀(弥生中期) 歴博 原品 岡山市教育委員会 

木製の剣1,剣形木製品1,戈形木製品1,大形戈形木製品1 

￮41 人面付き土器     1 茨城 海後遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 
原品 個人所蔵 茨城県立歴

史館寄託 

￮42 土偶形容器       1 長野 下境沢遺跡 前4世紀(弥生前期～中期) 歴博 原品 平出博物館 

￮43 土偶形容器       1 山梨 坂井遺跡 前3世紀(弥生中期) 歴博 原品 坂井考古館 

￮44 土偶形容器       1 山梨 岡遺跡 
前4～前3世紀(弥生前期～中

期) 
歴博 原品 個人所蔵 

*45 土偶形容器     1 神奈川 上台遺跡 1世紀(弥生後期) 歴博 
原品 個人所蔵 (財)横浜市

ふるさと歴史財団寄託 

￮46 土偶形容器       2 長野 淵ノ上遺跡 
前5～前4世紀(弥生前期～中

期) 
歴博 原品 東京国立博物館 

第Ⅲ部 弥生の時間 

(1)  縄文文化との境 

47 
黒川式土器(深鉢1,浅鉢2, 

鉢1) 
4 鹿児島 榎崎Ｂ遺跡 前11～前10世紀(縄文晩期) 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

48 
装身具(垂飾り1,髪飾り2,     

貝輪1 獣歯牙製垂飾り1) 
5 鹿児島 黒川洞穴 前11世紀(縄文晩期) 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

￮49 
弥生最古の土器－方形浅鉢 

－ 
1 

福岡 橋本一丁田遺跡2

次 
前10世紀(弥生早期) 歴博 

原品 福岡市埋蔵文化財セン

ター 

50 

弥生開始期の土器のセット   3 福岡市所在 前9～前8世紀(弥生早・前期) 

福岡市埋蔵文化財センター 大形壺1 1 板付遺跡 前8世紀(弥生前期) 

浅鉢1,二条甕1 2 有田七田前遺跡 前9世紀(弥生早期) 

51 

縄文から弥生にかけての   

土器と祭りの道具 (遠賀川 

系土器7,大洞Ａ'式・砂沢  

式土器13,土偶3,石冠1,   

岩版3) 

27 青森 剣吉荒町遺跡 前5～前4世紀(弥生前期併行) 青森県立郷土館 

（2）古墳文化との境 

￮52 釣分寸銅鐸       1 静岡 釣山田 2世紀(弥生後期) 歴博 原品 東京国立博物館 

￮53 大岩山1号銅鐸     1 滋賀 大岩山第Ⅰ地点 2世紀(弥生後期) 歴博 原品 東京国立博物館 重文 

￮54 広形銅矛        1 大分 坊主山遺跡 2～3世紀(弥生後期) 歴博 原品 京都国立博物館 

55 画文帯神獣鏡         1 中国 3世紀(後漢) 歴博 

￮56 景初3年銘三角縁神獣鏡  1 島根 神原神社古墳 3世紀(古墳前期) 歴博 原品 文化庁 重文 

57 鉄剣             5 奈良 マエ塚古墳 4世紀(古墳前期) 歴博 

58 貝製装飾品         15 鹿児島 広田遺跡 4世紀(貝塚後期) 歴博 重文 

(3）最新の年代観 

59 クスノキ年輪         1 宮崎 前1世紀(弥生中期) 歴博 

第Ⅳ部 弥生のひろがり 

（1）朝鮮半島南部 水田・集落・金属器 

￮60 朝鮮式小銅鐸      2 韓国忠南 槐亭洞遺跡 時期不明 歴博 原品 韓国国立中央博物館 

￮61 銅鈴と舌        2 韓国忠南 合松里遺跡 前2世紀(三韓時代) 歴博 原品 韓国国立扶余博物館 

（2）九州北部 福岡平野 

62 
黒川式土器と石器       8 福岡 大原Ｄ遺跡3次 前11～前10世紀(縄文晩期) 福岡市埋蔵文化財センター 

深鉢1,打製石斧2,有肩石斧2,スクレーパー1,十字形石器1,石棒1 

63 

最古の水田稲作民の石器と 

農具(石庖丁2,平鍬1,えぶ 

り1) 

4 
福岡 橋本一丁田遺跡2

次 
前10世紀(弥生早期) 福岡市埋蔵文化財センター 

64 
水田稲作民の土器と農工具  16 福岡 雀居遺跡4･5･13次 前9世紀(弥生早期) 福岡市埋蔵文化財センター 

方形浅鉢1,浅鉢1,鉢1,壺2,大洞系壺1,石庖丁2,石鎌1,鍬2,鋤1,伐採斧1,磨製石鏃1,砲弾型一条甕1,板付祖型甕1 



№ 資料名 点数 遺跡名 暦年代(時期) 所蔵先・借用先 

65 
水田稲作民の土器と石器 8 福岡 原遺跡26次 前8世紀(弥生前期) 福岡市埋蔵文化財センター 

外反口縁甕1,砲弾型一条甕2,甕3,片刃石斧1,石庖丁1 

（3）九州南部 都城・志布志 

66 組織痕文土器1,浅鉢1 2 宮崎 屏風谷第1遺跡 前10世紀(弥生早期) 都城市教育委員会 

67 組織痕文土器1,浅鉢1,甕2 4 宮崎 坂元Ａ遺跡 前9世紀(弥生早期) 都城市教育委員会 

68 
畑作に伴う土器と石器 7 宮崎 黒土遺跡 前9世紀(弥生早期) 都城市教育委員会 

コメ混入土器1,大形壺1,甕3,擦り切り石庖丁1,有肩石斧1 

69 
農耕用の石器         2 宮崎 肱穴遺跡 前9世紀(弥生早期) 都城市教育委員会 

擦り切り石庖丁1,打製石斧1  

70 
弥生前期の土器と石器    10 鹿児島 稲荷迫遺跡 前8世紀(弥生前期) 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

大形壺1,二条甕1,炭素14年代を測定した甕6,打製石斧2 

（4）中部 飯田、松本 

71 

縄文時代最後の土器と石器  16 長野 矢崎遺跡 前8世紀(弥生前期併行) 飯田市教育委員会 

深鉢2,キビ圧痕付深鉢1,有文鉢1.壺1,土掘り具3,横刃形石器4,石鏃3,磨石1 

縄文晩期の農工具の復元品(ワラを切る石器の復元品,土掘り具の復元品,伐採用の斧の復元品,横刃形石器の復元品,磨製石庖丁の復元品) 

72 
畑作に伴う土器        4 長野 石行遺跡 前6世紀(弥生前期併行) 飯田市教育委員会 

コメ圧痕付深鉢1,アワ圧痕付深鉢1,有文鉢1,壺1 

73 

畑作に伴う土器と祭りの道 

具 
12 長野 石行

いしご

前6世紀(弥生前期併行) 遺跡 松本市教育委員会 

アワ圧痕付大形壺2,有文壺1,キビ圧痕付深鉢1,鉢1,甕1,黥面土偶3,土偶1,磨製石剣切先1,石棒1 

（5）東北 仙台、青森 

74 

めのう(瑪瑙)と西日本系の 

磨製石斧が埋納されていた 

土坑    

18 青森 荒谷遺跡 前6世紀(弥生前期併行) 八戸市博物館 

柱状片刃石斧1,瑪瑙入土器1,瑪瑙14,蓋石2 

75 

東北最古の水田にともなう    

農工具と祭りの道具 
17 青森 砂沢遺跡 前4世紀(弥生前期) 弘前市教育委員会 重文 

深鉢1,甕1,高坏1,鉢2,蓋1,注口土器1,独鈷石1,多頭石斧1,石斧1,土偶5,土版2 

76 

水田稲作に伴う土器、       

農工具、祭りの道具           
25 青森 垂柳遺跡 前3～前2世紀(弥生中期) 田舎館村教育委員会 

土器12,石鏃3,伐採用の石斧1,木材加工用の斧1,凹石1,広鍬未製品1,膝柄1,くまのつまみがついた柄1,のど仏をもつ土偶1,イヤリングを

つけた土偶1,土偶2 

77 

仙台平野の水田稲作用の    

農工具と土器             
24 仙台 高田Ｂ遺跡 前3世紀(弥生中期) 仙台市教育委員会 

甕2,壺1,鉢2.蓋1,石鏃3,太型蛤刃石斧1,ノミ状石器1,板状石器2,石庖丁2,広鍬未製品1,柄付狭鍬1,狭鍬1,広鍬1,泥よけ1,直柄1.膝柄

1,棒状木製品1,竪杵1 

縄文の美・弥生の美 

縄文の美 

78 深鉢 1 山梨 柳田遺跡 約5000年前(縄文中期) 歴博 

79 把手付深鉢 1 山梨 柳田遺跡 約5000年前(縄文中期) 歴博 

80 北関東出土の中期縄文土器 1 出土地不明 約5000年前(縄文中期) 歴博 

￮81 北関東出土の中期縄文土器 1 出土地不明 約5000年前(縄文中期) 歴博 

￮82 狩猟文土器 1 青森 韮窪遺跡 縄文後期 歴博 原品 青森県立郷土館 県重宝 

￮83 土偶 1 山梨 鋳物師屋遺跡 縄文中期 歴博 
原品 南アルプス市教育委員

会 重文 

￮84 トリ形土製品 1 北海道 美 4々遺跡 縄文晩期 歴博 原品 千歳市教育委員会 重文 

￮85 クマ形土製品 1 岩手 上杉沢遺跡 弥生前期 歴博 原品 二戸市教育委員会 

*86 クマ形土製品 1 青森 尾上山遺跡 縄文晩期 歴博 原品 青森県立郷土館 

87 異形台付土器 1 千葉 長割遺跡 約3400年前(縄文後期) 歴博 

88 異形台付土器 1 千葉 長割遺跡 約3400年前(縄文後期) 歴博 

89 土偶 1 青森 下比良遺跡 縄文後期 歴博  

￮90 サル形土製品 1 青森 十面沢遺跡 縄文後期 歴博 原品 東京大学総合研究博物館 

91 
縄文晩期の石器の数  々    

(石鏃6,石匙5,石錐3) 
14 青森 槻の木遺跡 

3200～2800年前(縄文晩期,弥生

早期併行) 
歴博 

92 
縄文晩期土器(深鉢,浅鉢, 

鉢,台付鉢,壺,注口) 
一括 青森 槻の木遺跡 

3200～2800年前(縄文晩期,弥生

早期併行) 
歴博 

93 大形石棒 1 出土地不明 縄文中期？ 歴博 

94 石棒 1 千葉 荒海貝塚 縄文後期 歴博 

￮95 シャチ形土製品 1 北海道 桔梗2遺跡 縄文中期 歴博 
原品 北海道埋蔵文化財セン

ター 
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￮96 イノシシ形土製品 1 北海道 日ノ浜遺跡 縄文晩期 歴博 原品 函館市立函館博物館 

97 香炉型土器 1 青森 是川遺跡 
3200～2800年前(縄文晩期,弥生

早期併行) 
歴博 

98 白玉着装土偶 1 北海道 鮎川洞穴 縄文晩期 歴博 

99 
ヒスイ製勾玉2・丸玉6,      

土製耳飾 2  
10 青森 槻の木遺跡 

3200～2800年前(縄文晩期,弥生

早期併行) 
歴博 

弥生の美 

100 
向笠銅鐸(６区袈裟襷文銅 

鐸) 
1 福井 向笠 1世紀(弥生後期) 歴博 

101 広形銅矛           2 大分 上原 2世紀(弥生後期) 歴博 

102 歴博１号銅矛(広形銅矛) 1 出土地不明 2世紀(弥生後期) 歴博 

103 広形銅矛 1 福岡 伝太宰府 2世紀(弥生後期) 歴博 

104 中細形銅剣        13 兵庫 古津路 前1世紀(弥生中期) 歴博 

105 
伝滋賀県琵琶湖出土銅鐸   

(１区流水文銅鐸) 
1 伝琵琶湖 前１世紀(弥生中期) 歴博 

106 
歴博５号銅鐸(６区袈裟襷  

文銅鐸) 
1 出土地不明 前１世紀(弥生中期) 歴博 

107 畑田銅鐸６区袈裟襷文銅鐸 1 徳島 畑田 １世紀(弥生後期) 歴博 

108 
歴博４号銅鐸(６区袈裟襷  

文銅鐸) 
1 出土地不明 前１世紀(弥生中期) 歴博 

109 
赤目銅鐸(６区袈裟襷文銅 

鐸) 
1 三重 赤目 前１世紀(弥生中期) 歴博 

110 
歴博２号銅鐸(４区袈裟襷 

文銅鐸) 
1 出土地不明 前１世紀(弥生中期) 歴博 

111 
歴博３号銅鐸(４区袈裟襷  

文 銅鐸) 
1 出土地不明 前１世紀(弥生中期) 歴博 

112 
歴博１号銅鐸(４区袈裟襷  

文 銅鐸) 
1 出土地不明 前１世紀(弥生中期) 歴博 

113 
野口銅鐸(４区袈裟襷文銅 

鐸)  
3 

大阪  

野口大和田駅構内 
前１世紀(弥生中期) 歴博 

114 中広形銅矛 1 福岡 天神浦 前１世紀(弥生中期) 歴博 

115 平形銅剣           5 愛媛 保田 前１世紀(弥生中期) 歴博 

116 中細形銅戈          2 推定福岡 三並ヒエデ 前2世紀(弥生中期) 歴博 

117 歴博１号銅戈(中細形銅戈) 1 出土地不明 前２世紀(弥生中期) 歴博 

118 
シゲノダン遺跡出土品    12 長崎 シゲノダン遺跡 1世紀(弥生後期) 歴博 重文 

双獣付き十字形柄頭金具1,粟粒文十字形柄頭金具2,鞘先状金具1,馬鐸と鉄舌2,貨泉1,銅剣1,銅鉾1,鉄剣3 

119 
連弧文「清白」銘鏡1, 

蓋弓帽2 
3 山口 稗田遺跡 前1世紀(弥生中期) 歴博 

120 ｢長冝子孫｣銘内行花文鏡     1 
岐阜 瑞龍寺山山頂出

土 
2～3世紀(弥生後期) 歴博 

※上記の展示品は企画展示開催期間全期間全期間展示の予定ですが、△34最古の王墓の副葬品の内、多鈕細文鏡は８/23以降に展示の予定です。 
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