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利利利利    用用用用    案案案案    内内内内《《《《平成平成平成平成２４２４２４２４（（（（2012201220122012））））年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成２５２５２５２５（（（（2013201320132013））））年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日》》》》            
○開館時間      ４月 １日(日) ～   ４月２０日(金）   午前 ９時 ～午後 ５時  

           ４月２１日(土) ～ １０月３１日(水)   午前 ９時 ～午後 ６時 

          １１月 １日(木) ～   ３月３１日(日)   午前 ９時 ～午後 ５時 

○休 館 日     年末年始              １２月２９日(土) ～  １月３日(木)   

         館内・収蔵品燻蒸      ２月 ４日(月) ～  １０日(日)  

         館内整理等休館     ４月２０日(金)  ５月２８日(月) ６月 ７日(木)  

         ７月１７日(火)・２４日(火)  ８月２７日(月)・３１日(金) １０月 １日(月)・９日(火)  

        １１月 ８日(木)・１５日(木) １２月１７日(月)・２１日(金)  

         １月２８日(月) ２月１４日(木)・１８日(月)・２２日(金) 

◎常設展観覧料 【通常期間】３月～12月  一般310円(団体250円)  大学・高校生150円(団体120円) 

                【特定期間】１月～２月   一般250円(団体200円)  大学・高校生120円(団体100円) 

                  中学生以下は無料（ ）内は20人以上の団体の料金                           

            

            

            

－平成24年度 事業計画－ 
○特別企画「外浜奇勝」 一般公開   ４月７日(土)～１５日 (日)  

◎あふれる感情「工藤静香展」 ４月２１日(土)～５月２７日(日)開館時間 ９時～18時 ＴＴＨＡグループ・郷土館共催   

   入館料 一般800円（団体・前売600円）大学・高校400円（団体・前売300円）中学生以下無料   

◎「京都・清水三年坂美術館展」   ６月８日 (金)～ ７月16日(月)  ＡＴＶ青森テレビ・郷土館共催※特別料金   
◎特別展 「学制公布１４０年記念 ぼくらのがっこう」  ７月25日(水）～ ８月26日(日) ※特別料金  
◎「手塚治虫展」  ９月１日 (土)～３０日(日) ※特別料金  ＴＴＨＡグループ・郷土館共催※特別料金 
○企画展 寄贈記念「成田彦栄コレクション」   １０月１０日(水)～１１月７日 (水)  
○企画展 「生誕130年記念植物学者 郡場寛」   １１月１６日(金)～１２月１６日(日)   
○企画展 「さしこ～田中忠三郎着物コレクション」   １２月２２日(土)～１月２７日(日)  
○「第２回 東奥児童書道展」  ２月1５日(金)～ ２月１７日(日)  ＴＴＨＡグループ主催 
○「新収蔵コレクション」  ２月２３日(土)～ ４月１４日(日） 

●土曜セミナー（毎週土曜日13:30～15:00/５月～） 
●ミュージアム探検隊（土・日曜・祝日・春休み開催）  
●郷土館クイズラリー（夏休み・冬休みに開催）  
●自然観察会（６月１７日・９月２３日）  
●夏休みこどものくに（７月２９日・８月５日）  
●冬休みづぐり回し大会（平成２５年１月６日）  
●授業に役立つ博物館研修（８月７日）  
●博物館実習（８月２０日～２４日） 
●あおもり街かど探偵団（９月１５日・２２日）   

移動博物館のご案内 

 県内の学校を対象に「移動博物館」を行っております。 

 郷土館の博物館資料を展示し、当館の職員が学校の授業の中で資料の解説や体験活動のお手伝いをし、子供たち

は、実物資料を見たり触ったりすることができます。  
            

ウェブサイト［Web site］ 
☆『青森県立郷土館からのご案内』   ［ h t tp : //www .p r e f . a omo r i . l g . j p /bunka / cu l tu r e /k yodokan .h tm l］ 
☆☆『郷土館の出版物』        ［http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/culture/shuppan.html］ 
☆☆☆『郷土館だより』         ［http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/culture/dayori.html］ 

 「こころをむすび、出会いをつくる。」をテーマに、

東日本大震災からの復興に向け、東北全体を博覧会場に見

立てた「東北観光博」が、２０１２年３月１８日から２０

１３年３月３１日まで開催されます。 

 東北６県に「八戸」、「青森・浅虫温泉」、「弘前」、

「下北」、「津軽半島」、「十和田八幡平」「白神」などの

２８の観光ゾーンを設け、ゾーン毎に「旅のサロン」、

「旅の駅」を置き、地元住民による観光案内などをします。 

東北観光博《青森青森青森青森・・・・浅虫温泉浅虫温泉浅虫温泉浅虫温泉ゾーンゾーンゾーンゾーン》》》》『旅旅旅旅のののの駅駅駅駅』』』』 青森県立郷土館青森県立郷土館青森県立郷土館青森県立郷土館 
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特別展予告 

学制公布学制公布学制公布学制公布１４０１４０１４０１４０年記念年記念年記念年記念    

ぼくらのがっこうぼくらのがっこうぼくらのがっこうぼくらのがっこう    
平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年７７７７月月月月２５２５２５２５日日日日((((水)水)水)水)～～～～８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日((((水) 水) 水) 水)     

 日本の近代学校制度を定めた学制（明治5年 太政官布告第214号）が公布されて140年を迎える。次世代をになう青森県の

子供達は、歴史的にどのような学びと体験を通じて育まれてきたのだろうか。 

 本特別展は、幕末の藩校や寺子屋などから始まり、近代学校教育が導入され展開していった明治・大正・昭和から、現代にいた

るまでの本県の学校教育の歩みを、その当時のこどもたちの視点から見つめ直すものである。 

授業風景 昭和38（1963）年9月27日金曜日 田子町立遠瀬小学校（昭和45（1970）年田子町立上郷小学校に統合） 

佐々木直亮撮影 
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「青森県博物館ロード」展「青い森の宝箱－県内博物館名品大集合!!」 
◇◆平成２３年１２月９日(金)～平成２４年１月２９日(日)◆◇ 

県内５２の博物館・美術館・資料館から、名品約200点が出品された。 

1. 1. 1. 1. みちのくみちのくみちのくみちのく北方漁船博物館北方漁船博物館北方漁船博物館北方漁船博物館（（（（青森市青森市青森市青森市）））） 
そりがんな（２点） 
船釘（３点） 

霧中号角（霧笛） 
2. 2. 2. 2. 青森市森林博物館青森市森林博物館青森市森林博物館青森市森林博物館 
石皿 
動物形土製品（２点） 
土器底部に貼付された動物形土製品 
3. 3. 3. 3. 縄文時遊館縄文時遊館縄文時遊館縄文時遊館さんまるミュージアムさんまるミュージアムさんまるミュージアムさんまるミュージアム （（（（青森市青森市青森市青森市）））） 
土偶 
黒曜石製石槍 
足の形が付いた土器 
    4. 4. 4. 4. 青森市中世青森市中世青森市中世青森市中世のののの館館館館（（（（青森市青森市青森市青森市）））） 

銅鏡 
数珠・銭貨 
木製品 椀 
5.5.5.5.平内町歴史民俗資料館平内町歴史民俗資料館平内町歴史民俗資料館平内町歴史民俗資料館 
すかし模様入り台付鉢 
大型注口土器 

高橋竹山愛用の津軽三味線 
(撥・舞台衣装付き) 
6.6.6.6.大山大山大山大山ふるさとふるさとふるさとふるさと資料館資料館資料館資料館（（（（外外外外ヶヶヶヶ浜町浜町浜町浜町）））） 
前掛けミノ 
車ナガモチ 
三厩駅運賃表 
7.7.7.7.蓬田村文化伝承館蓬田村文化伝承館蓬田村文化伝承館蓬田村文化伝承館 
仕事着  ツヅレ 
仕事着  ケラ 
防寒具 イヌの毛皮  
8.8.8.8.青森県立郷土館青森県立郷土館青森県立郷土館青森県立郷土館（（（（青森市青森市青森市青森市）））） 
蝦夷錦 
狩猟文土器 
虹の上をとぶ船・完結編 
星空をペガサスと牛がとんでゆく  
アオモリムカシクジラウオ 
9999....五所川原市歴史民俗資料館五所川原市歴史民俗資料館五所川原市歴史民俗資料館五所川原市歴史民俗資料館 

観音林遺跡出土 岩偶 
津軽承昭所用甲冑 
蝦夷錦 
10101010....五所川原市金木歴史民俗資料館五所川原市金木歴史民俗資料館五所川原市金木歴史民俗資料館五所川原市金木歴史民俗資料館 

三縞こぎん 
卍の旗 
11111111....五所川原市市浦歴史民俗資料館五所川原市市浦歴史民俗資料館五所川原市市浦歴史民俗資料館五所川原市市浦歴史民俗資料館 

銅製押出菩薩座像 
金銅錺金具 

金銅観音菩薩座像懸仏 
12121212....板柳町立郷土資料館板柳町立郷土資料館板柳町立郷土資料館板柳町立郷土資料館 

土偶 
鎧 
帆掛河舟と幡龍橋の写真    
13131313....中泊町博物館中泊町博物館中泊町博物館中泊町博物館 

貞享の絵図 
石偶 

猿賀神社船絵馬 

14141414....つがるつがるつがるつがる市森田歴史民俗資料館市森田歴史民俗資料館市森田歴史民俗資料館市森田歴史民俗資料館 

板状土偶 
人面付深鉢形土器 
深鉢形土器 
15151515....つがるつがるつがるつがる市縄文住居展示資料館 市縄文住居展示資料館 市縄文住居展示資料館 市縄文住居展示資料館 カルコカルコカルコカルコ 

遮光器土偶 レプリカ 
籃胎漆器 

壺形土器 
16161616....つがるつがるつがるつがる市木造亀市木造亀市木造亀市木造亀ヶヶヶヶ岡考古資料室岡考古資料室岡考古資料室岡考古資料室 

遮光器土偶 
植物入り土器 
漆入り土器 
17171717....深浦町歴史民俗資料館深浦町歴史民俗資料館深浦町歴史民俗資料館深浦町歴史民俗資料館・・・・美術館美術館美術館美術館 

関の杉出土の蔵骨器 
一本松遺跡出土の土偶 

菅江真澄 資料 
18181818....風待風待風待風待ちちちち館館館館（（（（深浦町深浦町深浦町深浦町）））） 

和磁石 
船時計 

遠眼鏡 
19191919....太宰太宰太宰太宰のののの宿宿宿宿    ふかうらふかうらふかうらふかうら文学館文学館文学館文学館（（（（深浦町深浦町深浦町深浦町）））） 

太宰治筆佐藤春夫宛絵ハガキ 
成田千空色紙 
大町桂月二行書幅 書幅 
20202020....鰺鰺鰺鰺ヶヶヶヶ沢町郷土保存伝習館沢町郷土保存伝習館沢町郷土保存伝習館沢町郷土保存伝習館    

                            光信公光信公光信公光信公のののの館館館館 
鰺ヶ沢町絵図 

長運丸・長齢丸の船旗 
珠洲焼経容器 
21212121....円覚寺奉納海上信仰資料収蔵庫円覚寺奉納海上信仰資料収蔵庫円覚寺奉納海上信仰資料収蔵庫円覚寺奉納海上信仰資料収蔵庫（（（（深浦町深浦町深浦町深浦町）））） 

高田屋嘉兵衛奉納ギヤマン飾り玉 
鎮子(狛犬） 

賭博断ち祈願絵馬 
22222222....弘前市博物館弘前市博物館弘前市博物館弘前市博物館 

青海波塗月千鳥蒔絵長箱 
弘前城の絵図  
観桜観楓図屏風 六曲一双  

23232323....弘前市郷土文学館弘前市郷土文学館弘前市郷土文学館弘前市郷土文学館 

太宰治直筆書簡 
方言詩集「まるめろ」高木恭造 著  
    
    
24242424....高照神社高照神社高照神社高照神社    宝物殿宝物殿宝物殿宝物殿（（（（弘前市弘前市弘前市弘前市）））） 

黒鳥毛槍鞘 
卍の背旗 
鞍と鞭 
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25252525....藤田記念庭園考古館藤田記念庭園考古館藤田記念庭園考古館藤田記念庭園考古館（（（（弘前市弘前市弘前市弘前市）））） 

奇跡的に拾われた土偶 

ナイフ形石器 

壺形土器 

26262626....弘前城史料館弘前城史料館弘前城史料館弘前城史料館（（（（弘前市弘前市弘前市弘前市）））） 

駕籠 

瓦 

高札 

27272727....平川市郷土資料館平川市郷土資料館平川市郷土資料館平川市郷土資料館 

土偶 

甕棺 

蕨手刀 

28282828....常盤常盤常盤常盤ふるさとふるさとふるさとふるさと資料館資料館資料館資料館あすかあすかあすかあすか（（（（藤崎町藤崎町藤崎町藤崎町）））） 

日本の鬼 

野生の馬 

夕映えの弘前城 

29292929....田舎館村埋蔵文化財田舎館村埋蔵文化財田舎館村埋蔵文化財田舎館村埋蔵文化財センターセンターセンターセンター・・・・田舎館村博物館田舎館村博物館田舎館村博物館田舎館村博物館 

広口壺形土器 

壺形土器 

30303030....佐井村海峡佐井村海峡佐井村海峡佐井村海峡ミュウジアムミュウジアムミュウジアムミュウジアム 

山車見送り・横幕 

龍文蝦夷錦 

おしらさま 

31313131....むつむつむつむつ市川内町文化財収蔵庫市川内町文化財収蔵庫市川内町文化財収蔵庫市川内町文化財収蔵庫 

酢徳利「玉の井」・ 「尾道」 

幟 

帳箱 

32323232....下北郷土資料館下北郷土資料館下北郷土資料館下北郷土資料館（（（（むつむつむつむつ市市市市）））） 

蒸し器 

イモ鉋 

麻シビ布団カバー              

33333333....北洋館北洋館北洋館北洋館（（（（むつむつむつむつ市市市市）））） 

              旧海軍中佐礼服 

大湊海軍時代のスキー 

九二式 7.7㎜ 機関銃 

34343434....十和田市立新渡戸記念館十和田市立新渡戸記念館十和田市立新渡戸記念館十和田市立新渡戸記念館 

新渡戸稲造胸像 朝倉文夫  作 

    虎丸御軍船御造立之図 

新渡戸稲造顔像 イサムノグチ 作 

35353535....十和田市郷土館十和田市郷土館十和田市郷土館十和田市郷土館 

北奥道中図 一～三巻 

近代獣医学ノート（全26巻） 

        六十二間筋兜及び猿頬 

36363636....十和田市馬事公苑称徳館十和田市馬事公苑称徳館十和田市馬事公苑称徳館十和田市馬事公苑称徳館 

死馬手形 

馬面 

雀焼印 

37373737....十和田市十和田湖民俗資料館十和田市十和田湖民俗資料館十和田市十和田湖民俗資料館十和田市十和田湖民俗資料館 

ヤス 

ソデナシ 

カブタオシ 

38383838....三沢市歴史民俗資料館三沢市歴史民俗資料館三沢市歴史民俗資料館三沢市歴史民俗資料館 

   土偶 

緑釉陶器 

石棒 

39393939....三沢市寺山修司記念館三沢市寺山修司記念館三沢市寺山修司記念館三沢市寺山修司記念館 

愛用したサンダル 

寺山修司直筆原稿「遊びのすすめ球）」 

寺山修司の「偽絵葉書」 

40404040....三沢市先人記念館三沢市先人記念館三沢市先人記念館三沢市先人記念館 

陸奥大掾三善長道作刀 通称:会津虎徹 

    廣澤安任任少参事(斗南藩印入) 

開牧社雇用契約書 

41414141....青森県立三沢航空科学館青森県立三沢航空科学館青森県立三沢航空科学館青森県立三沢航空科学館（（（（三沢市三沢市三沢市三沢市）））） 

航研機 1/10模型 

42424242....野辺地町立歴史民俗資料館野辺地町立歴史民俗資料館野辺地町立歴史民俗資料館野辺地町立歴史民俗資料館 

        赤漆塗木製鉢 

ガラス玉 

一本杖スキー 

43434343....六戸町郷土資料館六戸町郷土資料館六戸町郷土資料館六戸町郷土資料館 

   消防動力ポンプ 

        消防服 

      消防用帽子 

44444444....東北町歴史民俗資料館東北町歴史民俗資料館東北町歴史民俗資料館東北町歴史民俗資料館 

ナウマンゾウ臼歯化石 

トラ下顎骨化石 

45454545....六六六六ヶヶヶヶ所村郷土館所村郷土館所村郷土館所村郷土館 

      メフン取り 

   カツオ漁エサ捲き 

弥栄平遺跡出土甕棺復元表館式土器 

46464646....七戸町立鷹山宇一記念美術館七戸町立鷹山宇一記念美術館七戸町立鷹山宇一記念美術館七戸町立鷹山宇一記念美術館 

羽子板 

南部小絵馬 

鷹山宇一「小さな世界」 

47474747....八戸市博物館八戸市博物館八戸市博物館八戸市博物館 

唐草向鶴紋蒔絵楾 

     菊牡丹唐草轡十文字紋蒔絵鏡立 

菊牡丹唐草轡十文字紋蒔絵柄鏡箱 

48484848....櫛引八幡宮櫛引八幡宮櫛引八幡宮櫛引八幡宮    国宝館国宝館国宝館国宝館（（（（八戸市八戸市八戸市八戸市）））） 

   舞楽面 陵王 

舞楽面 参手    

49.49.49.49.八戸市埋蔵文化財八戸市埋蔵文化財八戸市埋蔵文化財八戸市埋蔵文化財センター センター センター センター     

        是川縄文館是川縄文館是川縄文館是川縄文館 

深鉢形土器（４点） 

樹皮製容器（復元） 

50505050....八戸市南郷歴史民俗資料館八戸市南郷歴史民俗資料館八戸市南郷歴史民俗資料館八戸市南郷歴史民俗資料館 

召集令状（赤紙） 

学習雑誌（３点） 

ホーロー看板 

51515151....三戸町立歴史民俗資料館三戸町立歴史民俗資料館三戸町立歴史民俗資料館三戸町立歴史民俗資料館 

青銅擬宝珠 

木鶏 

南部家伝来資料 

  大名火消装束 

  大名長上下 

  向鶴定紋付陣笠 

52525252....階上町民俗資料収蔵庫階上町民俗資料収蔵庫階上町民俗資料収蔵庫階上町民俗資料収蔵庫 

漆絵鶴丸文三つ椀（３点組） 

漆絵箔置菊文平椀（３点） 

消防半纏 

 


