
鉄の国へようこそ

列品番号 展示資料名 指定 所蔵者 展示替え
1 荒割された鉧塊 日本美術刀剣保存協会
2 雲陽国益鑑 個人

【第一章】こうして鉄は生み出された

列品番号 展示資料名 指定 所蔵者 展示替え

3 先大津阿川村山砂鉄洗取之図
東京大学工学・情報理工学図書館
工３号館図書室

4 たたら製鉄道具（湯はね） 重有民 和鋼博物館
5 たたら製鉄道具（炭取り） 和鋼博物館

6
飯南町 立石鈩 たたら製鉄道具
(鉄木呂・湯なで・金又)

当館

7
狭間氏旧蔵 たたら製鉄道具
（種鋤・釜がい・しらべ・火さし・木呂差し）

当館

8
大鍛冶道具
（底づき・鉄えぼり・左下火箸・本場火箸）

市有民 雲南市教育委員会

9 大鍛冶道具（槌） 重有民 和鋼博物館
10 飯南町 獅子谷遺跡 鉄床石 島根県埋蔵文化財調査センター
11 俵国一博士採集製鉄資料（砂鉄・鋼・歩鉧） 和鋼博物館
12 江津市 恵口鈩跡 銑鉄 当館
13 左下鉄・庖丁鉄 市有民 雲南市教育委員会
14 出雲市 山持遺跡 鍛造鉄製品 和鋼博物館
15 茶釜 和鋼博物館

【第二章】 古代における鉄生産の展開　～古代出雲は鉄の国だった？～

列品番号 展示資料名 指定 所蔵者 展示替え
16 出雲市 中野清水遺跡 鋳造鉄斧 島根県埋蔵文化財調査センター
17 雲南市 平田遺跡 鍛冶工房跡出土遺物 市指定 雲南市教育委員会
18 松江市 上野Ⅱ遺跡 鉄製品・鉄素材 島根県埋蔵文化財調査センター
19 出雲市 古志本郷遺跡 羽口・鉄滓 島根県埋蔵文化財調査センター
20 出雲市 中野清水遺跡 羽口・鉄滓 島根県埋蔵文化財調査センター
21 松江市 古曽志大谷１号墳 鉄製品 島根県埋蔵文化財調査センター
22 邑南町 今佐屋山遺跡 炉底塊 島根県埋蔵文化財調査センター
23 雲南市 六重城南遺跡 土師器・鉄製品 島根県埋蔵文化財調査センター

24-1 出雲国風土記（古代文化センター本） 当館 前期7/12～8/5
24-2 出雲国風土記（勧修寺家本） 当館 後期8/7～9/1
25 雲南市 寺田Ⅰ遺跡 鍛冶関連遺物 市指定 雲南市教育委員会
26 雲南市 寺田Ⅰ遺跡 鍛冶工房復元模型 雲南市教育委員会
27 雲南市 鉄穴内遺跡 出土遺物 島根県埋蔵文化財調査センター

28
岡山県総社市 千引カナクロ谷遺跡
　須恵器・鉄鉱石

総社市

29 岡山県総社市 千引1号墳 須恵器・鉄滓 総社市

30-1
奈良県奈良市 平城宮跡 木簡
 大井鍬十口　九月十日

国宝 奈良文化財研究所 7/12～7/22

30-2
奈良県奈良市 平城宮跡 木簡
 三上郡信敷郷調鍬十口

国宝 奈良文化財研究所 7/23～8/5

30-3-1
奈良県奈良市 平城宮跡 木簡
 備後国三上郡調鍬壱拾口 天平十八年

国宝 奈良文化財研究所 8/20～9/1

30-3-2
奈良県奈良市 平城宮跡 木簡
 備後国三上郡調鍬壱拾口 天平十八年(複製品)

広島県立歴史博物館
(原品：奈良文化財研究所)

7/12～8/19

30-4
奈良県奈良市 平城宮跡 木簡
 備後国三上郡調鍬

国宝 奈良文化財研究所 8/7～8/19

31
奈良県奈良市 平城宮跡 木簡
 上道郡浮浪人調鉄一連

奈良文化財研究所 7/23～8/5

32
奈良県奈良市 平城京跡 木簡
 美作国英多郡大野里鉄一連

奈良文化財研究所 8/20～9/1

33 播磨国風土記 当館

34-1
奈良県明日香村 大官大寺跡 木簡
 讃用郡駅里鉄

奈良文化財研究所 7/12～7/22

34-2
奈良県明日香村 大官大寺跡 木簡
 讃用郡駅里鉄（複製品）

当館 7/23～9/1

35 広島県三次市 松ヶ迫遺跡群 鍬形鉄製品 広島県立埋蔵文化財センター

企画展「たたら　－鉄の国　出雲の実像－」展示品目録
会期：令和元年7月12日（金）～9月1日（日）
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企画展「たたら　－鉄の国　出雲の実像－」展示品目録
会期：令和元年7月12日（金）～9月1日（日）

36 広島県福山市 地蔵堂遺跡 鉄鍬先 広島県立埋蔵文化財センター
37 広島県三次市 道ヶ曽根遺跡 円面硯・鉄製品 広島県立埋蔵文化財センター
38 滋賀県大津市 源内峠遺跡 炉壁・鉄鉱石 滋賀県教育委員会
39 日本書紀 巻二十七 当館

40-1
滋賀県大津市 穴太廃寺
 銀製押出仏・金箔三尊塼仏・風鐸

滋賀県立安土城考古博物館

40-2 滋賀県大津市 穴太廃寺 鉄製品・瓦 滋賀県教育委員会
41 滋賀県大津市 近江国庁跡 鬼瓦 滋賀県教育委員会
42 滋賀県大津市 近江国府跡 鉄製品 滋賀県教育委員会

43
滋賀県甲賀市 紫香楽宮跡（内裏野丘陵地区）
 軒丸瓦・釘

滋賀県教育委員会

44 新潟県新潟市 大入Ｃ遺跡 竪形炉切取模型 新潟市文化財センター

45
福島県南相馬市 大船●A遺跡 炉壁・羽口
（※●はえんにょうに白）

福島県文化財センター白河館

46 福島県南相馬市 長瀞遺跡 羽口 福島県文化財センター白河館

47
福島県新地町 向田Ａ遺跡
 鋳型・獣脚付羽釜復元品

福島県文化財センター白河館

48
茨城県石岡市 鹿の子Ｃ遺跡
 墨書土器・鍛冶関連遺物

石岡市教育委員会

49 武装した軍団兵士像 福島県文化財センター白河館

【第三章】　鉄生産の技術革新　～何が出雲を鉄の国に変えたのか～

列品番号 展示資料名 指定 所蔵者 展示替え
50 松江市 砂子谷遺跡 炉壁 島根県古代文化センター
51 松江市 布志名カナクソ谷遺跡 炉壁・炉底塊 島根県古代文化センター
52 訂正出雲国風土記 当館
53 訂正常陸国風土記 当館
54 日本山海名物図会 第一冊 当館
55 鉄山記 和鋼博物館
57 雲南市 大呂奥遺跡 母岩・砂鉄 島根県埋蔵文化財調査センター
58 砂鉄採取道具（打鍬・柾鍬・小鉄おいこ） 雲南市教育委員会
59 広島県庄原市 戸の丸山製鉄遺跡 炉底塊 広島県立歴史民俗資料館
60 鳥取県大山町 下市築地ノ峯東通第２遺跡 炉底 鳥取県埋蔵文化財センター
61 雲南市 大志戸Ⅱ遺跡 製鉄炉炉壁 島根県埋蔵文化財調査センター
62 日本書紀 巻一 当館

63 鉄山秘書 第四
東京大学工学・情報理工学図書館
工４号館図書室

前後期場面替え

64 鉄山秘書 第五
東京大学工学・情報理工学図書館
工４号館図書室

前後期場面替え

65 金屋子縁記抄 個人
66 創天秤鞴記拓本 当館
67 雲南市 寺田Ⅰ遺跡 鍛冶炉剥ぎ取り模型 雲南市教育委員会
68 雲南市 寺田Ⅰ遺跡 羽口・鉄滓 雲南市教育委員会
69 飯南町 板屋Ⅲ遺跡 精錬鍛冶切り取り模型 島根県埋蔵文化財調査センター
70 飯南町 板屋Ⅲ遺跡 板屋型羽口・鉄滓 島根県埋蔵文化財調査センター
71 飯南町 獅子谷遺跡 鍛冶炉 剥ぎ取り模型 島根県埋蔵文化財調査センター
72 安来市 富田川河床遺跡 割鉄・銑鉄 島根県埋蔵文化財調査センター
73 広島県三次市 西城川カケハシノ瀬 庖丁鉄 三次市教育委員会
74 櫻井家文書 呑谷鑪山鍛冶屋山売渡証文 可部屋集成館

75 鉄山秘書 第七
東京大学工学・情報理工学図書館
工４号館図書室

76 新潟県柏崎市 宝童寺Ｂ遺跡 簀巻作り羽口 柏崎市教育委員会

77
新潟県柏崎市 上澤田遺跡
 簀巻作り羽口・椀形鍛冶滓

柏崎市教育委員会

78
鳥取県大山町 殿河内ウルミ谷遺跡
 板屋型羽口・椀形鍛冶滓

鳥取県埋蔵文化財センター

79 奥出雲町 原田遺跡 板屋型羽口 島根県埋蔵文化財調査センター
80 中川家文書 雲州飯石郡来嶋郷打渡坪付 東京大学史料編纂所 前期7/12～8/5
81 絲原家文書 室瀧鉄山証文 絲原記念館 後期8/7～9/1
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企画展「たたら　－鉄の国　出雲の実像－」展示品目録
会期：令和元年7月12日（金）～9月1日（日）

82 井上家文書 かないこ祭文 個人

83 鉄山秘書 第一
東京大学工学・情報理工学図書館
工４号館図書室

84 金屋子神社棟札 金屋子神社

85
金屋子神社勧進帳
（寛政三年本・文化四年本・文政二年本）

金屋子神社

86 金屋子神の図 個人 前期7/12～8/5
87 金屋子神の図 金屋子神社 後期8/7～9/1
88 金屋子神乗狐図 金屋子神社 前期7/12～8/5
89 金屋子荒神の図 金屋子神社 後期8/7～9/1
90 飯南町 立石鈩 神像・鳥居・初花 当館
91 邑南町 植野屋 神像・燭台 当館

【第四章】　くらしと流通の中の鉄

列品番号 展示資料名 指定 所蔵者 展示替え
92 出雲市 青木遺跡 調理具・食事具 島根県埋蔵文化財調査センター
93 浜田市 古市遺跡 調理具・食事具 浜田市教育委員会
94 滋賀県長浜市 塩津港遺跡 出土品 滋賀県教育委員会
95 広島県福山市 草戸千軒町遺跡 出土品 重文 広島県立歴史博物館
96 東寺百合文書 備中国新見庄惣検作田目録 国宝 京都府立京都学・歴彩館 前期7/12～8/5

97
東寺百合文書
 伯耆国雑掌□(秦ヵ)成安御封代鉄送進状案

国宝 京都府立京都学・歴彩館 後期8/7～9/1

98
斉民要術（金沢文庫本）紙背文書
　石清水八幡宮雑掌祐範申状

重文 名古屋市蓬左文庫 後期8/7～9/1

99 群書類従 九 神鳳抄 島根県立図書館
100 徴古雑抄 厳島神社三角野村検注名寄目録 国文学研究資料館
101 古事談 五・六 島根県立図書館
102 庭訓往来 当館
103 庭訓往来抄 名古屋市蓬左文庫
104 刀　銘　雲州仁田郡住忠貞 町指定 個人
105 刀　銘　石州住出羽直綱作 個人
106 短刀　銘　備州住長船勝光長享二年九月日於御 備前長船刀剣博物館
107 脇指　銘　備前国長船勝光宗光為浦上美作守則 林原美術館
108 鉄製台釣六角燈籠 市指定 巖倉寺
109 梅花雪笹文真形釜 当館
110 兵庫北関入船納帳(複製) 広島県立歴史博物館
111 群書類従 五十 補任部 島根県立図書館
112 益田市 東仙道土居遺跡 日引石製宝篋印塔 益田市教育委員会

113-1 新潟県沖 海揚がりの珠洲焼（壺） 新潟市北区郷土博物館
113-2 新潟県沖 海揚がりの珠洲焼（甕・擂鉢） 新潟市文化財センター
114 鉄製柴燈鉢 県指定 金峰神社
115 坪内家文書 来次市庭中黒印状 個人 前期7/12～8/5
116 坪内家文書 尼子氏奉行人連署米留印判状 個人 後期8/7～9/1
117 日御碕神社文書 尼子義久袖判奉行人連署奉書 日御碕神社 前期7/12～8/5
118 日御碕神社文書 尼子義久袖判奉行人連署奉書 日御碕神社 後期8/7～9/1
119 日御碕神社文書 尼子氏奉行人連署書状 日御碕神社 前期7/12～8/5
120 日御碕神社文書 尼子勝久安堵状 日御碕神社 後期8/7～9/1
121 月百姿　信仰の三ヵ月　幸盛 当館 前期7/12～8/5
122 太平記英勇傳　尼子四郎勝久 当館 後期8/7～9/1

【第五章】　鉄の国　出雲の繁栄

列品番号 展示資料名 指定 所蔵者 展示替え
124 櫻井家文書 内谷鑪山売渡証文 可部屋集成館
125 櫻井家文書 覚書 可部屋集成館
126 絲原家文書 享保年間三郡御買鉄ニ関スル一件 絲原記念館
127 青井戸茶碗　銘　秋埜 田部美術館
128 根来塗四つ椀 可部屋集成館
129 唐物古銅玉取獅子形香炉 絲原記念館
130 布袋図堆朱香合 絲原記念館
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