出品目録 企画展「古墳文化の珠玉

玉は語る出雲の煌めき」

島根県立古代出雲歴史博物館

平成31（2019）年4月26日(金) ～ 令和元年6月17日(月)
凡例
埋蔵文化財

遺物名・数量／出土遺跡名（出土市町村名）／時期／所蔵者

有形文化財

資料作品名・数量／制作者／制作時期／所蔵者

●国宝／◎重要文化財／○府県指定文化財／△市町村指定文化財

1

勾玉文帯神獣鏡１／紫金山古墳（大阪府茨木市）／古墳時代前期／京都大学考古学研究室・大阪府立近つ飛鳥博物館保管

2

メノウ製勾玉復元品２／（株）めのや「いずもまがたまの里 伝承館」制作／２１世紀／当館蔵

3

メノウ原石・剥片１／杉谷遺跡（松江市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

4

メノウ製勾玉・丸玉４／島田池遺跡（松江市）・臼コクリ遺跡（安来市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

5

碧玉原石１／堂床遺跡（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

6

碧玉製勾玉・管玉４／徳見津遺跡（安来市）・庵寺1-A号墳（大田市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

7

水晶原石・剥片６／堂床遺跡（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

8

水晶製勾玉・切子玉４／渋山池古墳群（松江市）・臼コクリ遺跡（安来市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

9

滑石原石１／福富Ⅰ遺跡（松江市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

10

滑石製玉類１連／下川原２号墳（邑南町）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

11

土製勾玉１／御堂谷遺跡（大田市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

12

勾玉状文スタンプ文土器１／西川津遺跡（松江市）／弥生時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

13

金銅製耳環２／隈山２号墳（福岡県久留米市）／古墳時代後期／久留米市教育委員会蔵

14

青銅製勾玉１／松原10号墳（鳥取市）／古墳時代後期／鳥取市教育委員会蔵

15

銀製勾玉１／海北塚古墳（大阪府茨木市）／古墳時代後期／東京国立博物館蔵

16

金銅製空玉首飾（復元品）１／原資料・鷺の湯病院跡横穴墓／20世紀／当館蔵

17

ガラス製勾玉１／西塚古墳（福井県若狭町）／古墳時代中期／宮内庁書陵部蔵

18

ガラス製小玉（ムティサラ）１連／山持遺跡（出雲市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

19

青系・緑系ガラス玉２連（付きメノウ丸玉１）／上塩冶横穴墓群22支群７号墓（出雲市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

20

◎三角縁神獣鏡１、素環頭大刀１、鉄剣１／神原神社古墳（雲南市）／古墳時代前期／文化庁蔵

21

ヒスイ製勾玉１、碧玉製管玉７、内行花文鏡１／近長丸山１号墳（岡山県津山市）／古墳時代前期／津山市教育委員会蔵

22

内行花文鏡1、方格渦文鏡1、鉄槍１、紡錘車形石製品１／奥才14号墳（松江市）／古墳時代前期／松江市蔵

23

ヒスイ製勾玉２、碧玉製管玉３、鍬形石１／紫金山古墳（大阪府茨木市）／古墳時代前期／京都大学考古学研究室・大阪府立近つ飛鳥博物館保管

24

ヒスイ・碧玉製勾玉５、碧玉製管玉10、石釧３、車輪石１、銅鏃４、楕円筒埴輪１、平縁四獣鏡１／弁天山Ｃ１号墳（大阪府高槻市）／古墳時代前期／高槻市
教育委員会蔵

25

○碧玉製管玉２連、ガラス小玉１連、斜縁神獣鏡１／造山３号墳（安来市）／古墳時代前期／当館蔵

26

○碧玉製管玉２連、メノウ製勾玉１、ヒスイ製勾玉１、ガラス製勾玉１／上野１号墳（松江市）／古墳時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

27

捩文鏡１、石釧１、コハク製勾玉１、碧玉製勾玉１／奥才34号墳（松江市）／古墳時代前期／松江市蔵

28

捩文鏡１、破鏡１、玉類１連／苅捨古墳（松江市）／古墳時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

29

内行花文鏡１、ガラス小玉１連、碧玉製勾玉１／釜代１号墳（松江市）／古墳時代前期／松江市蔵

30

内行花文鏡１、メノウ製勾玉２、ヒスイ製勾玉２、碧玉製管玉６、扁平玉４、凝灰岩製小玉119／石田古墳（松江市）／古墳時代前期／松江市蔵

31

重圏文鏡１、ヒスイ製勾玉２、緑色凝灰岩製管玉13、埴輪片３／五反田１号墳（安来市）／古墳時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

32

△碧玉製管玉１連、筒形銅器２、珠文鏡１、二神二獣鏡１／山地古墳（出雲市）／古墳時代前期／出雲市蔵

33

碧玉製勾玉１／大寺１号墳（出雲市）／古墳時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

34

仿製鋸歯文鏡１、仿製神人鏡１、メノウ製勾玉２、碧玉製勾玉３、滑石製勾玉２、碧玉製管玉12、土師器１／イザ原６号墳（鳥取県倉吉市）／古墳時代前期／
倉吉市立倉吉博物館蔵

35

メノウ石核１、メノウ製勾玉１、滑石製双孔円盤１／塩津山遺跡（安来市）／古墳時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

36

古式土師器２、ガラス製小玉３連、滑石製臼玉１連、単体の玉類13／山持遺跡（出雲市）／古墳時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

37

車輪石２、滑石製大勾玉１、碧玉製勾玉１、滑石製勾玉39、碧玉製管玉１連、滑石製管玉１連／巣山古墳（奈良県広陵町）／古墳時代中期／宮内庁書陵部蔵

38

△平縁半肉刻四獣鏡１、△平縁半肉刻一仙五獣帯鏡１、首飾り２連／安威０号墳（大阪府茨木市）／古墳時代中期／茨木市教育委員会蔵

39

勾玉17、管玉12、棗玉・小玉８、石釧１、三角板革綴短甲復元品１、鉄剣２／山中田１号墳（大阪府富田林市）／古墳時代中期／富田林市教育委員会蔵

40

滑石製等玉類２連／若林遺跡（京都府宇治市）／古墳時代中期／宇治市教育委員会蔵

41

玉類１連、緑色凝灰岩製管玉５、ガラス小玉２連、棗玉４、衝角付冑１、乳文鏡１、四獣形鏡１、鉄鏃５／青塚古墳（京都府城陽市）／古墳時代中期／京都府
立山城郷土資料館蔵

42

変形四獣鏡１、硬玉製勾玉１、碧玉製勾玉４、ガラス製勾玉１、緑色片岩製棗玉６、碧玉製管玉３連、ガラス製丸玉５連、ガラス製小玉２連、滑石製臼玉１連
／塚廻古墳（大阪府堺市）／古墳時代中期／宮内庁書陵部蔵

43

硬玉製勾玉６、硬玉製棗玉３、ガラス製丸玉１連、碧玉製管玉４連、四獣形鏡１／御所山古墳（福岡県苅田町）／古墳時代中期／宮内庁書陵部蔵
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44

玉類１連／立山山12号墳（福岡県八女市）／古墳時代中期／八女市教育委員会蔵

45

変形神人鏡１、ヒスイ製勾玉３、玉類１連、碧玉製管玉１連／城の谷古墳（福岡県八女市）／古墳時代中期／八女市教育委員会蔵

46

メノウ製管玉１、メノウ製勾玉２、碧玉製勾玉２、滑石製臼玉２連、ガラス製小玉１連、内行花文鏡１＋ガラス製小玉出土状況切り取り１、緑色凝灰岩製管玉
１連出土状況切り取り１、滑石製臼玉１連出土状況切り取り１／神領２号墳（福岡県宇美町）／古墳時代中期／宇美町教育委員会蔵

47

玉類１連／神領５号墳（福岡県宇美町）／古墳時代中期／宇美町教育委員会蔵

48

玉類１連／月廻４号墳（松江市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

49

メノウ製勾玉３、青ガラス製勾玉１、青緑ガラス製小玉１連、鉄鏃３／横枕70号墳（鳥取市）／古墳時代中期／鳥取市教育委員会蔵

50

コハク製丁子頭勾玉２、コハク製線刻棗玉１、ヒスイ製棗玉４、碧玉製管玉１連、ガラス製小玉２連、大刀１、鉄剣２、芝草文鏡１、土師器高杯１／横枕73号
墳（鳥取市）／古墳時代中期／鳥取市教育委員会蔵

51

ガラス小玉１連、水晶製垂玉１、碧玉製棗玉１、水晶製棗玉１、須恵器２／丸子山１号墳（奥出雲町）／古墳時代中期／奥出雲町教育委員会蔵

52

玉類１連、須恵器２／的場遺跡（松江市）／古墳時代中期／松江市蔵

53

玉類２連／池田古墳（出雲市）／古墳時代中期／出雲市蔵

54

メノウ製勾玉２、滑石製勾玉27、ガラス製小玉＋滑石製臼玉２連、ヒスイ製丁子頭勾玉１、ガラス小玉３／屋喜山６号墳（鳥取県倉吉市）／古墳時代中期／倉
吉市立倉吉博物館蔵

55

碧玉製勾玉１、メノウ製勾玉２、ガラス製小玉２連、須恵器２／倭文６号墳（鳥取市）／古墳時代中期／鳥取市教育委員会蔵

56

横矧板鋲留短甲１、鉄槍１、鉄鏃22、鉄剣２、大刀１、珠文鏡１／月坂放レ山５号墳（安来市）／古墳時代中期／安来市教育委員会蔵

57

ガラス小玉６連、細身金環２、須恵器５／長畝山北４号墳（岡山県津山市）／古墳時代中期／津山市教育委員会蔵

58

珠文鏡１、玉類１連、滑石製臼玉１連、鉄鏃１、須恵器１／立山山23号墳（福岡県八女市）／古墳時代中期／八女市教育委員会蔵

59

硬玉製勾玉26、碧玉製管玉１連、メノウ製管玉３／奥村古墳（兵庫県小野市）／古墳時代中期／東京国立博物館蔵

60

△金製垂飾付耳飾１、ガラス製小玉２連、緑色凝灰岩製管玉６、須恵器１、鉄矛１、獣帯鏡１／カンス塚古墳／古墳時代中期／加古川市教育委員会蔵

61

金環２、メノウ製小玉１連、ガラス製小玉８連／奥村大塚古墳（兵庫県姫路市）／古墳時代中期／東京国立博物館蔵

62

玉類14連、銀製空玉１連、銀製垂飾付耳飾り５、ガラス小玉付き三叉形垂れ飾り４、捩り環頭大刀復元品１／峯ヶ塚古墳（大阪府羽曳野市）／古墳時代中期／
羽曳野市教育委員会蔵

63

玉杖形金属製品２、玉類２連／瓦塚古墳（京都府宇治市）／古墳時代中期／宇治市教育委員会蔵

64

ガラス丸玉12連、ガラス小玉・碧玉製管玉６連、メノウ製勾玉１、穿孔内にガラス小玉が入った管玉１、五獣形鏡１、剣菱形杏葉２、須恵器３、土師器４、鉄
剣１／上狛天竺堂１号墳（京都府木津川市）／古墳時代中期／木津川市教育委員会蔵

65

滑石製子持勾玉１、メノウ製勾玉１、ガラス製小玉８、碧玉製管玉１、滑石製臼玉５／今城塚古墳（大阪府高槻市）／古墳時代後期／高槻市教育委員会蔵

66

ガラス製勾玉１、ガラス製管玉９、ガラス製棗玉３、ガラス製丸玉１連、ガラス製小玉２連、土玉２連、金製耳環２、銅釧１、銅鈴２、須恵器１／坊主山１号
墳（京都府宇治市）／古墳時代後期／京都府立山城郷土資料館蔵

67

碧玉製管玉13、鉄鏃５／将軍山４号墳（大阪府茨木市）／古墳時代後期／茨木市教育委員会蔵

68

水晶製切子玉１連／牛原原田遺跡（佐賀県鳥栖市）／古墳時代後期／鳥栖市教育委員会蔵

69

玉類１連／立山山８号墳（福岡県八女市）／古墳時代後期／八女市教育委員会蔵

70

玉類１連、須恵器３／岡田薬師古墳（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

71

須恵器２、鉄鏃４、碧玉製管玉５、ガラス製小玉７／松原10号墳（鳥取市）／古墳時代後期／鳥取市教育委員会蔵

72

玉類２連／立石惣楽遺跡（佐賀県鳥栖市）／古墳時代後期／鳥栖市教育委員会蔵

73

ヒスイ製勾玉３、碧玉製管玉２、メノウ製丸玉３、緑系ガラス製丸玉１／牛原原田遺跡（佐賀県鳥栖市）／古墳時代後期／鳥栖市教育委員会蔵

74

メノウ製丸玉11、ヒスイ製勾玉１、雁木玉１、ガラス製管玉１、碧玉製管玉１、ガラス製小玉７／深底１号墳（佐賀県鳥栖市）／古墳時代後期／鳥栖市教育委
員会蔵

75

メノウ製勾玉１、ヒスイ製勾玉２、滑石製勾玉１、ガラス丸玉９／深底２号墳（佐賀県鳥栖市）／古墳時代後期／鳥栖市教育委員会蔵

76

△銀製くちなし玉８、水晶製切子玉５、ガラス製丸玉13、ガラス製管玉４、ヒスイ製勾玉３、メノウ製丸玉14、須恵器２
／隈山２号墳（福岡県久留米市）／古墳時代後期／久留米市教育委員会蔵

77

耳環３、メノウ製勾玉１、ヒスイ製勾玉２、水晶製切子玉２、ガラス製小玉12／西行16号墳（福岡県久留米市）／古墳時代後期／久留米市教育委員会蔵

78

玉類１連／正籠３号墳（福岡県宇美町）／古墳時代後期／宇美町教育委員会蔵

79

玉類２連／観音浦南12号墳・17号墳（福岡県宇美町）／古墳時代後期／宇美町教育委員会蔵

80

須恵器皮袋形提瓶１／観音浦南17号墳（福岡県宇美町）／古墳時代後期／宇美町教育委員会蔵

81

玉類１連、細身金環１／岩長浦１号墳（福岡県宇美町）／古墳時代後期／宇美町教育委員会蔵

82

ガラス小玉付き金環２／桑原石ヶ元12号墳（福岡市）／古墳時代後期／福岡市埋蔵文化財センター蔵

83

碧玉製管玉１、碧玉製切子玉３、滑石製臼玉２、須恵器３／桑原Ａ-５号墳（福岡市）／古墳時代後期／福岡市埋蔵文化財センター蔵

84

鉄矛１、石突１、鉸具２、轡１、鐙２、玉類１連、細身金環１／桑原石ヶ元８号墳（福岡市）／古墳時代後期／福岡市埋蔵文化財センター蔵
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85

玉類１連／広石Ⅷ-１号墳（福岡市）／古墳時代後期／福岡市埋蔵文化財センター蔵

86

玉類１連／柏原Ｅ-１号墳（福岡市）／古墳時代後期／福岡市埋蔵文化財センター蔵

87

蛇紋岩製勾玉１、碧玉製管玉６、メノウ製丸玉１、ガラス製小玉５、水晶製切子玉２／服部11号墳（鳥取県倉吉市）／古墳時代後期／倉吉市立倉吉博物館蔵

88

◎中空銀地金環２、石製玉類１連、ガラス製玉類２連、ガラス製小玉５連／上塩冶築山古墳（出雲市）／古墳時代後期／出雲市蔵

89

黄色・緑色系ガラス小玉１連、青・紺系ガラス小玉・メノウ丸玉１連、耳環１、金銅製空玉１、須恵器２／築山２号墳（出雲市）／古墳時代後期／出雲市蔵

90

玉類１連、耳環１／築山３号墳・４号墳（出雲市）／古墳時代後期／出雲市蔵

91

ガラス玉類１連、耳環１、須恵器２／上塩冶横穴墓群40支群26号横穴墓（出雲市）／古墳時代後期／出雲市蔵

92

金糸２／上塩冶横穴墓群22支群９号墓、21支群10号横穴墓（出雲市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

93

メノウ製勾玉１、水晶製切子玉１、メノウ製丸玉１、ガラス製小玉３、須恵器４、円筒埴輪１／経塚鼻３号墳（安来市）／古墳時代後期／安来市教育委員会蔵

94

玉類７連／小汐手横穴墓群Ｂ-２・４・５・８・９号墓（安来市）／古墳時代後期／安来市教育委員会蔵

95

水晶製勾玉２、メノウ製勾玉１、水晶製切子玉５、須恵器２／宮尾横穴墓群（松江市）／古墳時代後期／松江市蔵

96

耳環４、メノウ製勾玉２、ガラス製丸玉４、須恵器３／古城山遺跡２号横穴墓（松江市）／古墳時代後期／松江市蔵

97

メノウ製勾玉５、碧玉製管玉３、水晶製切子玉５、水晶製丸玉１、ガラス製小玉６、須恵器３／島田池遺跡Ⅰ区２号横穴墓（松江市）／古墳時代後期／島根県
埋蔵文化財調査センター蔵

98

玉類３連、須恵器５、杏葉２、耳環２／原田古墳（奥出雲町）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

99

玉類３連、須恵器２／小池１-１号横穴墓（奥出雲町）／古墳時代後期／奥出雲町教育委員会蔵

100 メノウ製勾玉６、水晶製切子玉４、ガラス製小玉１連／時仏山横穴墓（奥出雲町）／古墳時代後期／奥出雲町教育委員会蔵
101 玉類１連、耳環２／伊賀武社境内横穴墓（奥出雲町）／古墳時代後期／奥出雲町教育委員会蔵
102 玉類３連、須恵器３、土師器２／諸友大師山横穴墓群（大田市）／古墳時代後期／大田市教育委員会
103 碧玉製管玉５、水晶製切子玉１、ガラス玉８、耳環２／大西大師山11号横穴墓（大田市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
104 石製玉類１連、ガラス製玉類１連、須恵器２、鉄鏃３／湯谷悪谷２号横穴墓（邑南町）／古墳時代後期／邑南町教育委員会蔵
105 石製玉類２連、ガラス製小玉２連、畿内産土師器１、須恵器２／江迫１号横穴墓（邑南町）／古墳時代後期／邑南町教育委員会蔵
106 玉類９連、勾玉12、須恵器２／唯山古墳（海士町）／古墳時代後期／海士町教育委員会蔵
107 玉類46、須恵器１、畿内産土師器２／高津久１号・３号・10号横穴墓（知夫村）／古墳時代後期／知夫村教育委員会蔵
108 女子埴輪破片１、男子埴輪破片１／今城塚古墳（大阪府高槻市）／古墳時代後期／高槻市教育委員会蔵
109 人物埴輪１、大刀形埴輪１／菟道門ノ前古墳（京都府宇治市）／古墳時代後期／宇治市教育委員会蔵
110 ○巫女形埴輪２／塩谷５号墳（京都府京丹波町）／古墳時代中期／京丹波町教育委員会蔵
111 男子埴輪１／立山山８号墳（福岡県八女市）／古墳時代後期／八女市教育委員会蔵
112 女子埴輪１／東光寺剣塚古墳（福岡市）／古墳時代後期／福岡市博物館蔵
113 石製表飾・大刀（勾金）１／岩戸山古墳（福岡県八女市）／古墳時代後期／八女市教育委員会蔵
114-1 金銅製三輪玉付倭系大刀１／坊主山１号墳（京都府宇治市）／古墳時代後期／京都府立山城郷土資料館蔵
114-2 金銅製三輪玉付倭系大刀復元品１／21世紀／京都府立山城郷土資料館蔵
115 △護拳帯飾金具５／上島古墳（出雲市）／古墳時代後期／上島古墳奉賛会
116 上島古墳出土管玉実測図１、大刀実測図１、石棺内遺物・人骨出土状況図１（山本資料）／山本清氏作図／1949（昭和24）年／島根県古代文化センター蔵
117 水晶製三輪玉２、金糸一括、須恵器１、杏葉１／升田山15号墳（兵庫県加古川市）／古墳時代後期／加古川市教育委員会蔵
118 水晶製三輪玉１／堂床遺跡（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
119-1 水晶製三輪玉１／福富Ⅰ遺跡（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
119-2 水晶製三輪玉１／西Ⅰ遺跡（出雲市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
120 水晶製三輪玉６、玉類２連／御領原古墳群（神奈川県伊勢原市）／古墳時代後期／相模三宮 比々多神社蔵
121 水晶製三輪玉６、大刀１／島田池Ⅰ区２号横穴墓（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
122 玉纒大刀(柄頭)複製品１、同三輪玉複製品１／原品は藤ノ木古墳（奈良県斑鳩町）／古墳時代後期／斑鳩町教育委員会蔵
123 『延喜式(版本)』巻四／1723（享保８）年・原本は927（延長５）年成立／当館蔵
124 『古美術品調査日記

巡回日記』／得能良介／1889（明治22）年／国立印刷局 お札と切手の博物館蔵

125 『国家余芳』伊勢内外神宝部／大蔵省国立印刷局／1882（明治15）年／国立印刷局 お札と切手の博物館蔵
126 ○太刀銘信濃大掾藤原忠国第一太刀式の太刀拵／1649（慶安２）年／鳥取東照宮蔵
127 メノウ製勾玉１、手捏ね土器４、土玉１、滑石製臼玉５、滑石製双孔円盤１／中野清水遺跡（出雲市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
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128

水晶製小玉１、ガラス製小玉１、滑石製勾玉１、滑石製品２、土製勾玉９、土製鏡形７、土製匙形１、土製紡錘車１／大家八反田遺跡（大田市）／古墳時代中
期／大田市教育委員会蔵

129

石製玉類６、土製玉類11、土製鏡形２、人形２、甲冑形１、手捏ね土器１／鳥井南遺跡（大田市）／古墳時代中期／大田市教育委員会蔵

130-1 ○メノウ製勾玉1、水晶製勾玉1、水晶製切子玉１、滑石製臼玉10、須恵器３、土師器３／前田遺跡（松江市）／古墳時代後期／松江市蔵
130-2 前田遺跡
131

祭祀の想像復元図／作画・早川和子氏／21世紀／当館蔵

碧玉製勾玉１、滑石製勾玉１、管玉未成品２、滑石臼玉２、碧玉剥片４、結晶片岩砥石１、金銅製歩揺付空玉１、土器３／平ノ前遺跡（大田市）／古墳時代後
期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

132 土製勾玉２、滑石製単孔円盤１、手捏ね土器５／落子遺跡（邑南町）／古墳時代中～後期／邑南町教育委員会蔵
133 土製勾玉１、メノウ製勾玉２、手捏ね土器１、土師器１／森Ⅲ遺跡（飯南町）／古墳時代中期／飯南町教育委員会蔵
134 滑石製子持勾玉１、滑石製臼玉１連／二名留２号墳（松江市）／古墳時代中期／松江市蔵
135 メノウ製勾玉未成品２、滑石製子持勾玉１／中嶺遺跡（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
136 滑石製子持勾玉１／原ノ後遺跡（松江市）／古墳時代後期／松江市蔵
137 滑石製子持勾玉１／福岡市城南区梅林出土／古墳時代後期／福岡市博物館蔵
138

滑石製臼玉１連、滑石製子持勾玉１、滑石製勾玉２、滑石製紡錘車４、滑石製石錘１、滑石製双孔円盤１、滑石製石鑿１、未成品１、須恵器２／三苫遺跡群
（福岡市）／古墳時代後期／福岡市埋蔵文化財センター蔵

139 玉作関連遺物18／布田遺跡（松江市）／弥生時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
140 玉作関連遺物

玉類未成品23、土師器３／樅ノ木古墳群（松江市）／古墳時代前期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

141 ◎玉作関連遺物

碧玉16、メノウ等７、砥石１、土師器２／史跡出雲玉作跡宮垣地区71ＣⅡ工房跡（松江市）／古墳時代前期／松江市蔵

142 玉作関連遺物

結晶片岩製砥石12、滑石９、メノウ・碧玉10／四ッ廻Ⅱ遺跡（松江市）／古墳時代前期～中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

143 玉作関連遺物

滑石30、碧玉・メノウ28／面白谷遺跡（松江市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

144 玉作関連遺物

碧玉15、メノウ７、水晶６、砥石３、原石３、須恵器２／杉谷遺跡（松江市）／古墳時代中期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

145 玉作関連遺物

碧玉23、メノウ13、滑石18／面白谷遺跡（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

146-1 玉類１連、須恵器２／岩屋遺跡Ⅰ区２号墳（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
146-2 ガラス製丸玉３連、メノウ丸玉１、碧玉製勾玉未成品２／岩屋遺跡Ⅰ区４号墳・５号墳（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
147 玉作関連遺物 メノウ10、碧玉３、水晶１、結晶片岩砥石６／布志名狐廻遺跡（松江市）／古墳時代後期／松江市蔵
148 玉作関連遺物

碧玉２、メノウ２、水晶２／平床Ⅱ遺跡（松江市）／古墳時代後期／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

149 玉作関連連遺物

碧玉未成品21、砥石１、須恵器２／大倉Ⅳ遺跡（出雲市）／古墳時代後期／出雲市蔵

150 『日本書記』(版本)巻一／清原国賢編／1605（慶長１０）年・原本は720（養老４）年成立／当館蔵
151 『古事記』(版本)上巻／1644（寛永21）年・原本は712（和銅５）年成立／当館蔵
152 『延喜式』(版本)巻三／1723（享保８）年・原本は927（延長５）年成立／当館蔵
153 『古語拾遺』（版本）／1912（明治45）年・原本は807（大同２）年成立／当館蔵
154 『出雲国風土記』(古代文化センター本)／17世紀・原本は733（天平５）年成立／当館蔵【展示：2019年4月26日～2019年5月20日】
154 『出雲国風土記』(菅野本)／17～19世紀・原本は733（天平５）年成立／当館蔵／【展示：2019年5月22日～2019年6月17日】
155 玉作関連資料

平玉未成品21、砥石１、ヘラ描き土器１／蛇喰遺跡（松江市）／奈良時代／松江市蔵

156 玉作関連資料

平玉未成品６／平床Ⅱ遺跡（松江市）／奈良時代／島根県埋蔵文化財調査センター蔵

157 ●瑪瑙玉９／興福寺中金堂鎮壇具（奈良市）／奈良時代／東京国立博物館蔵
158 ●念珠玉１連／興福寺中金堂鎮壇具（奈良市）／奈良時代／東京国立博物館蔵
159 須恵器２、砥石２、平玉３／渋山池遺跡（松江市）／平安時代／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
160 平玉類22、土器３、大刀１／馬場遺跡（雲南市）／平安時代／島根県埋蔵文化財調査センター蔵
161 九州各地拓本①筑前巻１４

銅鏡・銅鋒・管玉／19世紀／福岡市博物館蔵

162 『寛文御造営之節佐草宮内自清公日記之抜書』／1665（寛文５）年／個人蔵
163 『東京人類学会雑誌』第25巻第292号～第295号／1910（明治43）年／当館蔵
164 『鏡と劔と玉』／高橋健自／1931（昭和６）年再販（明治44年初版）／当館蔵
165 『京都帝國大學文學部考古學研究報告第十冊
166 「大日本略史之内

出雲上代玉作遺物の研究』／1927（昭和２）年／当館蔵

素戔嗚尊出雲の簸川上に八頭蛇を退治し給ふ図」／月岡芳年／1893（明治26）年／当館蔵

167 「大日本名将鑑

素戔嗚尊」／月岡芳年／1880（明治13）年／当館蔵

168 「大日本名将鑑

神武天皇」／月岡芳年／1880（明治13）年／当館蔵
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出品目録 企画展「古墳文化の珠玉

玉は語る出雲の煌めき」

島根県立古代出雲歴史博物館

平成31（2019）年4月26日(金) ～ 令和元年6月17日(月)
凡例
埋蔵文化財

遺物名・数量／出土遺跡名（出土市町村名）／時期／所蔵者

有形文化財

資料作品名・数量／制作者／制作時期／所蔵者

●国宝／◎重要文化財／○府県指定文化財／△市町村指定文化財

169 「大日本名将鑑

狭穂姫

上毛野八綱田」／月岡芳年／1880（明治13）年／当館蔵

170 『古事記』中巻／1644（寛永21）年・原本は712（和銅５）年成立／当館蔵
171 引札「神武天皇と金鵄」／明治時代／福岡市博物館蔵
172 『大日本開闢由来記』／平野元良作・歌川国芳画／1860（万延元）年／当館蔵
173 時事新報

明治三十八年一月一日

第七千六百九号附録 月桂冠ポスター／1905（明治38）年／当館蔵

174 口付たばこ絵「太陽」／1869～1904（明治２～明治37）年／たばこと塩の博物館蔵
175 刻みたばこ絵「日之本」／1869～1904（明治２～明治37）年／たばこと塩の博物館蔵
176 両切たばこ絵「ハッピー」／1904（明治37）年／たばこと塩の博物館蔵
177 鷹天狗（口付たばこ）／明治時代／たばこと塩の博物館蔵
178 時事新報付録広告「やまとひめ」と「ブリタニヤ」／北澤楽天／1902（明治35）年６月26日／たばこと塩の博物館蔵
179 福博電気軌道株式会社ポスター／1910（明治43）年／福岡市博物館蔵
180 風呂敷（外雪輪木瓜に宝尽文様風呂敷）／近代／個人蔵
181 引札「エビスの郵便配達」／近代／当館蔵
182 ちりめん本『西文日本昔噺』第二輯

２・八頭の大蛇、３・因幡の白兎、６・玉の井／1914（大正３）年／当館蔵

183 メノウ製勾玉(伝・丸山古墳（海士町）出土品・乃木希典氏献納品)／勾玉は古墳時代後期／海士町教育委員会
184 東京日日新聞

大正八年一月一日第一萬五千百六十四号付録・題不詳／1919（大正８）年／当館蔵

185 『野見宿禰像』／荒川嶺雲作／1915（大正４）年／宮内庁三の丸尚蔵館蔵【展示：2019年4月26日～2019年5月25日

※5月21日は休館】

186 銀製ボンボニエール「八稜鏡形梅樹文」（北白川宮家紋）／1935（昭和10）年／学習院大学史料館蔵【展示：2019年5月26日～2019年6月17日】
187 銀製文鎮「八稜鏡形梅樹文」（北白川宮家紋）／1935（昭和10）年頃／学習院大学史料館蔵
188 珊瑚製髪飾り４連／近代／宇美町教育委員会蔵
189 上古時代男子図／杉山寿栄男／1937（昭和12）年／東京国立博物館蔵
190 上古時代女子図／杉山寿栄男／1937（昭和12）年／東京国立博物館蔵
191 『日本書紀』(版本)巻二／ 1605（慶長10）年・原本は720（養老４）年成立／当館蔵
192 国立銀行紙幣旧券 二十円「素戔嗚尊・八岐大蛇」／1873（明治６）年／国立印刷局 お札と切手の博物館蔵
193 政府紙幣改造紙幣 十円券「神功皇后」／1883（明治16）年／国立印刷局 お札と切手の博物館蔵
194 日本銀行兌換券

甲五円券「武内宿禰・宇部神社」／1899（明治32）年／国立印刷局 お札と切手の博物館蔵

195 日本銀行兌換券

甲千円券「日本武尊・建部神社」／1941（昭和16）年印刷、1945（昭和20）年発行／国立印刷局 お札と切手の博物館蔵

196 大日本帝国政府五分利公債証書

五拾円／昭和戦前期／福岡市博物館蔵

197 ガラス玉飾り１連（沖縄・与那国諸島）／20世紀／国立民族学博物館蔵
198 タマサイ３連（北海道アイヌ）／20世紀／国立民族学博物館蔵
199 メノウ製首飾り２連（台湾）／20世紀／国立民族学博物館蔵
200 ガラス製玉飾り２連（中国雲南省リス族・ワ族）／20世紀／国立民族学博物館蔵
201

ムティサラ・赤メノウの玉飾り４連（インド・ナガランド州）／20世紀／国立民族学博物館蔵

202 玉湯小学校校旗・校章／20世紀／松江市立玉湯小学校蔵
203 マンホール蓋（松江市玉湯地区）／21世紀／松江市上下水道局蔵
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