
歴史に触れよう 

奥州市埋蔵文化財調査センター （水沢） えさし郷土文化館 （江刺） 

 TEL 22-4400  FAX 22-4600  

 開館時間 9:00～16:30  火曜休館  

 入館料 大学生以上200円 (団体100円)  

       高校生以下無料 

 TEL 31-1600   FAX 31-1601  

 開館時間 9:00～17:00 (11月～２月末は16:00まで） 年中無休 

 入館料 大人300円(団体250円)  

       高校生200円(団体150円)  

       小中学生150円 (団体100円) 

奥州市武家住宅資料館 （水沢） 菊田一夫記念館 （江刺） 

 TEL&FAX 22-5642  

 開館時間 9:00～16:30   

 月曜休館(祝日の場合は翌日) 

 入館料 無料 

 TEL&FAX 35-9800  

 開館時間 10:00～17:00  

 火曜休館(祝日の場合は翌日) 

 入館料 無料 

高野長英記念館 （水沢） 胆沢郷土資料館 （胆沢） 

 TEL&FAX 23-6034  

 開館時間 9:00～16:30   

 月曜休館(祝日の場合は翌日) 

 入館料 大学生以上200円(団体100円) 

             高校生以下無料 

TEL 35-2111  FAX 35-7551(担当：教育委員会歴史遺産課)        

 開館時間  9:00～17:00 月曜休館 

 入館料 大学生以上200円(団体100円)   

       高校生100円(団体50円)  

       小中学生50円(団体30円)  

後藤新平記念館 （水沢） 衣川歴史ふれあい館 (衣川) 

 TEL&FAX  25-7870  

 開館時間 9:00～16:30   

 月曜休館(祝日の場合は翌日) 

 入館料 大学生以上200円(団体100円) 

             高校生以下無料 

 TEL 52-3750  FAX 41-6201 

 開館時間 9:00～16:30  

 月曜休館(祝日の場合は翌日) 

  入館料 大学生以上350円(団体200円) 

       小中高生200円(団体100円) 

          芸術に触れよう    

斎藤實記念館 （水沢） めんこい美術館 （水沢） 

 TEL&FAX  23-2768  

 開館時間 9:00～16:30   

 月曜休館(祝日の場合は翌日) 

 入館料 大学生以上200円(団体100円) 

             高校生以下無料 

 TEL&FAX  22-5935  

 開館時間 9:00～17:00   

 火曜休館 

 入館料 無料 

 

   

 

 

   

科学に触れよう 

奥州市牛の博物館 （前沢） 奥州宇宙遊学館 （水沢） 

 TEL 56-7666  FAX  56-6264  

 開館時間 9:30～17:00  

 月曜休館(祝日の場合は翌日) 

 入館料 一般400円(団体300円)  

       高大生300円 (団体200円) 

              小中学生200円(団体100円)  

  TEL 24-2020  FAX  47-6201  

 開館時間 9:00～17:00   

 火曜休館(祝日の場合は翌日) 

 入館料 大学生以上200円(団体100円)   

       小中高生100円(団体50円)  

自然に触れよう 

奥州湖交流館 （胆沢） 

 ＴＥＬ 49-2383 ＦＡＸ 49-2385 

 開館時間 9：00～16：30 

 開館期間 4月第2土曜日～11月末日 

        （開館期間中無休） 

 入館料 無料 

 

オキナワカラスアゲハ 

古代のくらしと 
 国土の統一 

昭和の激動と 
 ２・２６事件 

2・26事件で 

銃弾が貫通した鏡 

鹿踊装束 江戸時代 

甲冑 
水沢商家 

 はっぴ 

地域の農業と 
 仏教文化 

角塚古墳と  
稲作の歴史 

鐘の鳴る丘と 
江刺のまつり 

観て、触れる 
宇宙学習館 

パステル画と 
 世界のアゲハチョウ 

人面墨書土器 

牛のめぐみと 
人のくらし 

黒毛和種 

のはく製 

歴史講談 

木造毘沙門天立像 

   城下町と    
武士のくらし 

 文化財専門の職員が時間数や学年、子どもたちの興味に合わせて
展示解説いたします。 

えさし郷土文化館「昔の米作り」 

○ 施設見学 

＜お問い合わせ＞奥州市教育委員会事務局歴史遺産課企画管理係 ℡0197-35-2111（内線442） 

①電話 
 各施設に利用の予定 
をお伝えください。 
 （日時、人数、学年など） 

②来館 
 施設へお越しください。 

○教材貸出 実物資料を貸出 

 土器や農具などの実物資料を教室へ持ってきて触ったり動かしたりすることができます。また子供向けの
書籍などを教材として学校へ貸し出します。         ※実施施設や体験メニューの詳細は裏面をご覧ください。 

 

○体験学習 ものづくりを体験 
 昔のアクセサリー作りやおやつ作りの体験学習を、一部の施設でおこなっています。 
  PTA学年行事や子ども会行事などにご利用ください。 

  牛の博物館 
  「バター作り体験」 

①電話 
利用したい教材を 
各施設にお伝えください。 

②打合 
学習目標に合った 
利用内容を相談。 

③貸出 
申請書を提出して資料 
を借り受けてください。 

④返却 
資料を返却し施設職員 
の確認を受けてください。 

①電話 
各施設に利用の予定 
をお伝えください。 
（日時、人数、学年など） 

③体験 
施設、または学校等 
で体験事業を実施。 

②打合 
学習目標に合った 
利用内容を相談。 
 

○出前講座  
 施設の職員が資料やパネルを持って出向き、郷土の歴史や文化 
についてわかりやすく説明します。右の施設以外でも保護者向け 
講座など可能な範囲でご要望に応じますので、ぜひご相談ください。 

①電話 
ご希望の内容を各施 

設にお伝えください。 

②打合 
目標に合った 
利用内容を相談。 

③派遣 
施設職員が学校へ 
出向いて授業を実施。 

※ 体験学習のお申込は約１ヶ月前までにお願いいたします。体験学習は有料となります。実施施設や体験メニューの詳細は裏面をご覧ください。 

申込 

申込 

申込 

乳製品が 

    できるまで 
・バターづくり 

・アイスクリームづくり 
        

         牛の博物館 出前OK! 出前OK! 出前OK! 

天文グッズを 

    作ってみよう 
 ・ガリレオ式望遠鏡 

 ・ぶっ飛びロケット  

          など 
     奥州宇宙遊学館 

古代のくらしに 

       触れる 
 ・土器づくり 

 ・勾玉づくり など 
 奥州市埋蔵文化財 

      調査センター 

先人の技と伝統を 

         学ぶ 
 ・陶芸 

 ・そば打ち など 
      

     えさし郷土文化館 

郷土の伝統を知る 
 ・かわらけの漆塗り 

 ・絵馬と弓矢づくり  

          など 
 

   衣川歴史ふれあい館 

申込 

昔の生活用具      えさし郷土文化館 

産業と人〄のくらし       〃 

郷土の歴史を学ぶ       〃 

平泉文化から探る奥州市の歴史 
       市教育委員会世界遺産登録推進室 

動物のからだのはたらき  牛の博物館 

おいしいお肉ができるまで    〃 

移動博物館                〃 

歴史講談         衣川歴史ふれあい館 
  

高野長英肖像 

鎖国の時代と 
 蘭学の発展 

ポストを赤色に決定 

したのは後藤新平 

 

奥州市文化財施設のご案内 
～PTA・子ども会担当者さまへ～ 

ご相談ください！ 
 市内の文化財施設（博物館、記念館、郷土資料館など）では通常の展示解説に加
えて出前講座や体験学習などを行っています。 
 親子レクレーションや各種研修などの活動にお役立てください。可能な範囲でご
要望に応じますので、お気軽にご相談ください。 

前九年合戦と 
奥州藤原氏 

斎藤實記念館「郷土の先人を学ぶ」 

奥州市埋蔵文化財調査センター 
  「あんぎん編み」 

ウシの 

胃袋標本 

古墳から出土
したニワトリ

型埴輪 

佐々木精治郎の
パステル画 

４次元デジタル宇宙シアター 

“流紋異常型” 

牛の博物館「お米とお肉の関係」 

施設職員を学校や 
地区センターへ派遣 

奥州湖(ダム湖）模型 

胆沢扇状地の 
自然と文化 

足踏み脱穀機 

金属製湯たんぽ 

七輪 

平成30年度 

関東大震災 
復興計画 

台湾民政長官、満
鉄総裁、国務大臣、
東京市長、帝都復
興院総裁、ボーイ
スカウト初代総長
など 

ホームページでも各施設の情報を見ることができます。 
 
奥州市Web博物館 
http://www.city.oshu.iwate.jp/htm/webmuse/index.html 
 
文化財施設 ホームページ 
http://www.city.oshu.iwate.jp/kanko/info.rbz?nd=402&ik=1 



体験学習 

実物資料貸出 

出前講座等 

学習補助資料貸出 

講座名 対象学年等 内容 実施施設 

胆沢城 
小学５・６年生 

中学１～３年生 

奥州市にあった、平安時代のはじめに造られた「胆沢城」というお城に
ついて、かわらや土器に触れながら学習します。 

奥州市埋蔵文化財調査センター 

アテルイ・エミシ 
小学５・６年生 

中学１～３年生 

東北地方に住んでいた人を、都の人たちは「えみし」と呼んでいました。
その「えみし」の族長アテルイについて学習します。 

奈良・平安時代 
小学５・６年生 

中学１～３年生 

奥州市の奈良・平安時代の衣・食・住について、坏(つき)や甕（かめ）
に触れながら学習します。 

縄文時代 
小学５・６年生 

中学１～３年生 

奥州市の縄文時代のくらしや、土偶の顔から縄文人がどんな人か、
土偶や土器を見ながら学習します。 

昔の暮らしを知る 
小学３・４年生 

（全学年可） 

明治から昭和に実際に使用された道具を持参して解説。また道具の
使用も体験できる。  

えさし郷土文化館 

 

産業と人々の暮らし 
小学５年生 

（全学年可） 

実物の農具を用いて昔の田植え、稲刈り、脱穀の過程を解説。農業
の歴史についても紹介。 

郷土の歴史を学ぶ 

小学６年生 

中学１～３年生 

（全学年可） 

発掘調査などで出土した土器や石器などを持参して解説。実物資料
に触れながら郷土の歴史を学ぶ。 

平泉文化から学ぶ 

奥州市の歴史 

小学６年生 

中学１～３年生 

（全学年可） 

奥州市にある平泉関連遺跡の土器やパネルを持参して解説。平泉
文化を紹介し、平泉文化に影響を与えた奥州市の歴史を学ぶ。 

奥州市世界遺産登録推進室 

TEL 35-2111（内線444） 

郷土の先人学習 

小学５・６年生 

中学１～３年生 

（全学年可） 

日本の政治に大きく関与した郷土の先人について学ぶ 

高野長英記念館 

後藤新平記念館 

斎藤實記念館 

動物のからだのはたらき 
小学３年生～ 

（全学年可） 

いろいろな動物の骨や自分（ヒト）の体を観察・比較して、骨や筋肉の
つくりやはたらき、進化の道のりなどを一緒に考えます。 

牛の博物館 

 

おいしいお肉ができるまで 
小学３年生～ 

（全学年可） 

前沢牛を中心に、お肉がどうやって作られているのかを紹介。牛を育
てる時に使う道具や、牛のエサ、子牛のはく製などを教室へお持ちし
ます。前沢牛のあゆみや、米づくりとの関係も紹介。 

お米とお肉のおいしい関係 
小学３年生～ 

（全学年可） 

昔から稲わらを牛の餌に、牛のフンを田んぼの肥料にして両方の産
業が発展してきました。牛のフン標本、牛の胃袋標本、稲わらなどを
使って、糞を提供する家畜の役割が地元産業である「前沢牛」の原
点であることを解説します。 

移動博物館 全学年 
わたしたちの生活を支えているウシの活躍やウシの体の秘密を分かり
やすく紹介。ウシの形をした牛肉パネルや実物の牛の胃袋標本を展
示します。人数や要望に応じて牛のしおりやおめんの工作もできます。 

歴史講談と紙芝居 
全学年 

（小学１年生から
楽しめます） 

義経、安倍一族、モライとアテルイなど地域にまつわる歴史の話から
怪談話まで出し物も豊富、紙芝居と臨場感ある講談を楽しめる。 

（講談師派遣料等は要相談） 

衣川歴史ふれあい館 

教材名 貸出資料 教科 対応施設 

土器セット・石器セット 

奥州市出土縄文式 

土器片、石器 

小学６年生 社会科 「大昔の暮らし」 

中学１年生 社会科 「古代までの日本」 

奥州市埋蔵文化財調査センター 

えさし郷土文化館 

奥州市出土弥生式 

土器片 

小学６年生 社会科 「大昔の暮らし」 

中学１年生 社会科 「古代までの日本」 
えさし郷土文化館 

昔の農機具 
せんばこき、足踏脱穀機、
手押稲刈機 など 

小学校３・４年生 社会科 「さぐってみよう 昔のくらし」 
えさし郷土文化館 

胆沢郷土資料館 

明治・大正・昭和の 

生活道具 
七輪、火ばち など 小学校３・４年生 社会科 「さぐってみよう 昔のくらし」 

えさし郷土文化館 

胆沢郷土資料館 

貸出資料 教科 実施施設 

歴史紙芝居 「高野長英」 
小学６年生 社会科 「武士の世の中」 

中学２・３年生 社会科 「開国と近代日本の歩み」 
高野長英記念館 

斎藤實総理大臣 施政方針演説CD 
小学６年生 社会科 「戦争から平和へ」 

中学２・３年生 社会科 「開国と近代日本の歩み」 
斎藤實記念館 

子ども向け書籍 「後藤新平物語」 
小学６年生 社会科 「近代国家への歩み」 

中学２・３年生 社会科 「開国と近代日本の歩み」 
後藤新平記念館 

子ども向け書籍 「奥州藤原氏と江刺」 
小学６年生 社会科 「武士の世の中」 

中学１年生 社会科 「中世の日本」 
えさし郷土文化館 

奥州市の平泉文化解説パネル 
小学６年生 社会科 「武士の世の中」 

中学１年生 社会科 「中世の日本」 
奥州市世界遺産登録推進室 

【PTA・子ども会担当者さまへ】 

メニュー名 体験料金 所要時間 特記事項 実施施設 

土笛づくり 100円(1人) 1時間30分（成形まで） 

別途焼成が必要 

焼成についてはご相談ください。 

奥州市埋蔵文化財調査セン
ター 

※出前可能（要相談） 

玉鈴づくり 100円(1人) 1時間30分（成形まで） 

土器づくり 300円(1人) 2時間（成形まで） 

火起こし 1,000円(1クラス) 1時間 

アンギン編み(コースター) 200円(1人) 2時間 高学年以上、1回定員20名 

勾玉づくり（滑石） 500円(1人) 2時間 
高学年以上 ※2週間前までに申し込
みください。 

勾玉づくり（琥珀） 1,300円(1人) 2時間 
高学年以上 ※3週間前までに申し込
みください。 

玦状耳飾り風 

ペンダントづくり（琥珀） 
1,300円(1人) 2時間 

高学年以上 ※3週間前までに申し込
みください。 

かわらけづくり 無料 1時間 
5～6月初旬限定開催 

（あやめ祭り関連） 

平安貴族のおやつづくり 
1,500円の指導料が
かかります 

2時間～ 
出前のみ。調理設備が必要です。材料
を準備していただきます。 

そば打ち 800円(1人) 1時間半 1回定員20名 

えさし郷土文化館 

※出前可能（要相談） 

出前には、出張料金が加算さ
れます 

 

詳しくはホームページをご覧く
ださい。 

http://www.esashi-
iwate.gr.jp/bunka/ 

 

 

おやつづくり 800円(1人) 1時間半 1回定員20名 

さき織り(コースター作り) 600円(1人) 1時間～1時間30分 
1回定員15名 

出前不可 

陶芸(手びねり) 
1,200円(1人) 

送料別 
1時間～1時間30分 

1回定員30名 

完成品は後日（１ヵ月半～2ヵ月）郵送
します。 

陶芸(ろくろ) 
2,500円(1人) 

送料別 
2時間 

1回定員8名 

完成品は後日（１ヵ月半～2ヵ月）郵送
します。 

染め物(ハンカチ) 800円(1人) 1時間～1時間30分 1回定員30名 

染め物(布バッグ) 1,000円(1人) 1時間～1時間30分 1回定員30名 

勾玉づくり 600円(1人) 1時間30分 1回定員40名 

布ぞうりづくり 2,000円(1人) 2時間～2時間30分 1回定員10名 

紙すきはがき 500円(1人) 1時間～1時間30分 1回定員20名 

もちつき 
500円～(1人) 

試食込 
1時間～1時間30分 

1回定員30名 

９～５月限定開催 

明治時代のアイスクリームづくり 500円(1人) 2時間 高学年以上 1回定員10～20名 牛の博物館 

※出前可能 

 

詳しくはホームページをご覧く
ださい。 

http://www.isop.ne.jp/atrui/
mhaku.html 

 

 

 

革ストラップづくり 100円（1人） 1時間 1回定員10～24名 

バターづくり 
300円（1人） 2時間 

1回定員10～20名 

(出前の場合10～40名) 

古代のチーズ「酥(そ)」づくり 300円（1人） 2時間 高学年以上 1回定員10～20名 

牛のうんちペーパーづくり 100円（１人） ２時間 1回定員10～20名 

エッグキャンドルづくり 500円（1人） ２時間 高学年以上 1回定員10～16名 

かわらけの漆塗り 1,500円(1人) 2時間 １回定員5～30名 

衣川歴史ふれあい館 破魔矢づくり(絵馬と弓矢) 2,000円(1人) 2時間 １回定員5～30名 

陶芸(手びねり) 2,000円(1人) 2時間 １回定員5～30名 

ガリレオ式望遠鏡 500円(1人) 2時間 高学年以上、１回定員30名 

奥州宇宙遊学館 

ぶっ飛びロケット 100円(1人) 30分 １回定員30名 

不思議！地球ゴマ 100円(1人) 30分 １回定員30名 

貸切４次元デジタル宇宙シアター 3,500円（１回） 30分 １回定員30名 

http://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/
http://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/
http://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/
http://www.isop.ne.jp/atrui/mhaku.html
http://www.isop.ne.jp/atrui/mhaku.html

