
番号 資料名 登録番号 出土地 年代 大きさ(cm)

1 瘤牛形注口土器 36-121 イラン，ギーラーン 前1000年頃 高24.8

2 瘤牛形注口土器 38-151 イラン，ギーラーン 前1000年頃 高17.6

3 鹿形注口土器 37-395 イラン，ギーラーン 前1000年頃 高34.5

4 鹿形注口土器 36-122 イラン，ギーラーン 前1000年頃 高20.0

5 鹿形注口土器 37-394 イラン，ギーラーン 前1千年紀前半 高22.5

6 羊形注口土器 38-149 イラン，ギーラーン 前1000年頃 高14.5

7 牛形注口土器 066-41 イラン 前1千年紀後半 高23.8

8 青磁辟邪形噐 089-2 中国 西晋(3世紀頃） 高11.8

9 灰陶加彩犀牛像 中1023 中国 西晋(3世紀頃） 高23.5

10 灰陶加彩鎮墓獣像 中1049 中国 北魏(6世紀前半) 高30.5

11 灰陶加彩鎮墓獣像 中1050 中国 北斉(6世紀後半) 高29.3

12 白胎加彩鎮墓獣像 2010A1 中国 唐(8世紀) 高34.2

13 白胎加彩鎮墓獣像 2010A2 中国 唐(8世紀) 高35.4

14 三彩霊獣像 36-101 中国 唐(7～8世紀) 高40.2

15 遮光器土偶 067-272 青森県三戸郡三戸町 縄文晩期(前1000～前400年頃) 高14.4

16 地母神像 37-21 シリア 前2000年頃 高15.8

17 地母神像 37-20 シリア 前2000年頃 高14.0

18 女神立像 E299 ギリシア・ボイオティア地方 前625-前550年頃 高21.2

19 女神坐像 37-19 ギリシア・ボイオティア地方 前625-前550年頃 高14.7

20 緑釉庖人像 中911 中国 後漢(1～3世紀) 高27.7

21 山羊頭形リュトン 066-40 イラン 前1000年頃 長24.3

22 獅子頭飾角杯形リュトン 089-1 イラン 前6世紀頃 長32.5

23 山羊前躯角杯形飾リュトン 067-154 イラン 前1千年紀後半 長35.5

24 鳥文壺形リュトン 067-190 イラン、アゼルバイジャン地方 前1千年紀後半 高27.1

25 嘴形注口連壺 35-41 イラン 前1000年頃 高13.6

26 人面飾吸口付連壺 38-154 イラン 前1000年頃 高13.1

27 縦縞文杯付壺 37-26 イラン 前1千年紀後半 高14.5

28 牛頭飾三脚小壺 38-1186 イラン 前1000年頃 高19.2

29 牛頭飾注口三脚壺 38-156 イラン 前1000年頃 高24.5

30 亀形土製品 Jan-37 岩手県二戸市福岡 縄文晩期(前1000～前400年頃) 長19.6

31 笛吹ボトル 28710 ペルー北海岸 ガジナソ文化（前50～後300年頃） 高14.5

32 笛吹ボトル 28709 ペルー北海岸 ガジナソ文化（前50～後300年頃） 高16.0

33 笛吹ボトル 66-785 ペルー北高地 レクワイ文化（前200～後600年頃） 高15.2

34 笛吹ボトル 25781 ペルー北海岸 チムー中期（1200～1300年頃） 高17.5

35 笛吹ボトル 4384 ペルー北海岸 チムー＝インカ文化（1470～1532年） 高20.7

36 リング・アリュバロス 40-17 ギリシア・コリントス 前7～前6世紀 高10.2

37 彩文鐙壺 36-56 ギリシア 前1375～前1190年頃 高12.7

38
鐙型注口壺
（ジャガーとサボテン）

26511 ペルー北海岸
クピスニケ
形成期中期（前1200～前800年頃）

高27.0

39 鐙型注口壺 26512 ペルー北海岸
クピスニケ
形成期後期前葉（前800～前500年頃

高18.3

40
鐙型注口壺
（皺顔の人物と魚人間の戦い）

25771 ペルー北海岸 モチェⅣ期（450～550年頃） 高26.5

41 緑釉装飾付壺 2000A24 イラン 12～13世紀 高21.5

42 青磁神亭壺 097-4 中国 呉～西晋(3世紀) 高48.9

43 須恵器装飾付壺 2006A214 岡山県総社市 古墳後期(6世紀頃) 高31.8

44 浅鉢形土器 日308
宮城県宮城郡七ヶ浜町
大木囲貝塚

縄文中期(前3000～2000年頃) 口径17.0

45 香炉形土器 067-242 岩手県二戸市福岡 縄文晩期(前1000～前400年頃) 高8.3

46 七脚テーブル 066-16 イラン 前1千年紀前半 高15.3

47 緑釉猪圏 中902 中国 後漢(1～3世紀) 径24.3

48 緑釉農舍 中910 中国 後漢(1～3世紀) 高19.5

49 青釉蛇装飾壺 39-25 エジプト ローマ初期(1～2世紀頃） 高9.7

50 土面 067-284 岩手県岩手郡雫石町鶯宿 縄文晩期(前1000～前400年頃) 長12.0

Ⅰ　特異な象形

Ⅱ　特殊な構造

Ⅲ　特有のおもしろさ
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