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歴史・伝統文化 

仙台市縄文の森広場 

４０００年前の縄文人の暮らしを体験しよう 

施設概要 

昭和 55 年に縄文時代中頃の大きなムラの跡が

発掘された山田上ノ台遺跡の保存・活用を図る施

設です。縄文時代のムラと周辺の環境を復元し、

縄文人の暮らしを楽しみながら体験する場を提

供しています。 

 

見学体験概要 

復元した竪穴住居や、ムラのようすを表した模

型、遺跡から出土した土器や石器などを見学でき

るほか、勾玉づくりや火おこしなどの縄文体験に

挑戦することができます。 

・勾玉づくり：200 円(約 90 分～) 

・石のアクセサリーづくり：100 円（約 60 分～） 

・土器・土笛づくり：100 円～(約 60 分～) 

→約 1～2 ヵ月後の引渡し 

・火おこし ：100 円(約 30 分～) 

・編布づくり：100 円(約 60 分～) 

・石器づくり：100 円(約 60 分～)小学 5 年生以上 

 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

 

案内人・指導員 

受入人員 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休業日 

 

展示室観覧料 

 

 

 

【インフォメーション】 

9:00～16:45／入館は 16:15 まで 体験受付は 9:00～11:30／12:30～15:00 

見学所要約 60 分  体験はメニューごと異なる（30 分～180 分） 

見学のみであれば不要／案内説明を希望の場合や、10 名以上で体験を希望の場

合は 2 週間前までに要予約 

職員・ボランティアが対応 

120 名程度（体験内容により人数制限有り：ご相談ください） 

仙台駅西口バスプール宮城交通 7 番、8 番のりばから 「秋保温泉」「日本平」

「南ニュータウン」「茂庭台」行きで約 40 分 山田・太白消防署前下車徒歩 5 分 

仙台南 IC から車で約 10 分  山田 IC から車で約 5 分 

3 台可 

毎週月曜日（休日の場合は開館）、休日の翌日（土日・休日の場合は開館）、1 月

～11 月の第 4 木曜日（休日は開館）、年末年始（12/28～1/4） 

区分 個人 団体(30 名以上) 地底の森ﾐｭｰｼﾞｱﾑ共通券 

一般・大学生 200 円 160 円 490 円 

高校生 150 円 120 円 280 円 

小・中学生 100 円 80 円 150 円 

 

【お問い合わせ先】 

仙台市縄文の森広場 

〒982-0815 仙台市太白区山田上ノ台町 10 番地 1 

電話 022-307-5665FAX 022-743-6771 

j-hiroba@cap.ocn.ne.jp 

http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/ 

 

http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/
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歴史・伝統文化 

仙台市富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム） 

「世界中でここだけ」―2 万年前の氷河期の世界がよみがえる― 

施設概要 

旧石器時代を中心としたテーマミュージアムです。発掘さ

れた2万年前の旧石器時代の遺跡を現地で保存し公開すると

ともに、発見された資料などから当時の環境と人間の活動を

生き生きとよみがえらせる展示をしています。 

     

見学体験概要 

 地下展示室では約 2 万年前のたき

火や森の跡を見つかったままの状態

でそのまま保存し、展示しています。

発掘調査の結果から、2 万年前の富沢

でのできごとを復元映画として見る

ことができます。1 階の展示室では、

発掘調査でわかったことを富沢博士

が謎解きしながら説明しています。 

 

 

見学体験可能時間 

見学体験所要時間 

予約 

案内人・指導員 

受入可能人員 

交通案内 

 

大型バス駐車 

休業日 

 

 

入館料 

 

 

【インフォメーション】 

9:00～16:45（入館は 16:15 まで） 

約 60 分 

展示解説が必要な場合は事前にご連絡ください 

職員・ボランティア 

特になし（100 名以上の場合はご相談ください） 

地下鉄南北線「仙台駅」から「富沢駅」行きに乗車、「長町南駅」下車、西 1 番・

西 2 番出口より西方へ徒歩約 5 分 

3 台可 

月曜日 (休日にあたる日は開館) 休日の翌日(土・日曜日・休日にあたる日は開

館) 

1 月～11 月の第 4 木曜日(休日は開館) 年末年始 (12 月 28 日～1 月 4 日) 

一般 460 円（360 円）、高校生 230 円（180 円）、小・中学生 110 円（90 円） 

※（ ）内は団体（30 名以上）料金 

※仙台市縄文の森広場と両館利用の際お得な共通入場券あり 

【お問い合わせ先】 

仙台市富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム） 

〒982-0012 

宮城県仙台市太白区長町南 4-3-1 

電話 022-246-9153 

FAX 022-246-9158 

t-forest@coral.ocn.ne.jp 

http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/ 
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歴史・伝統文化 

仙台市博物館 

杜の都仙台の歴史や美術を学ぼう 

施設概要 

仙台城三の丸跡に位置し、ユネスコ記憶遺産・

国宝の慶長遣欧使節関係資料や、伊達政宗所用具

足（重要文化財）をはじめ、仙台藩関係を中心に

歴史・文化・美術工芸資料など約 9万 7千点を収

蔵。季節ごとに展示替えを行い、常時約 1,000点

の資料を展示しています。 

見学体験概要 

展示資料見学のほか学習のねらいに合わせて学校

向け学習プログラムを用意しています。 

社

会

科 

伊達政宗と仙台 

慶長遣欧使節と支倉常長 

仙台藩の参勤交代を調べよう 

伊達政宗のよろいを調べよう 

図
工
・
美
術 

もんきりがたで遊ぼう 

ミニするめてんばたをつくろう 

土人形って何だろう 

ようこそ屛風絵の世界へ 

※その他のプログラムについてもご相談下さい 

 学校向けのプログラムは予約が必要です。（2週

間前まで）所要時間など詳細については，博物館

へ直接お問い合わせください。 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

案内人･指導員 

 

 

 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休館日 

 

 

入館料 

（特別展観覧料は

別に定めます） 

【インフォメーション】 

9:00～16:45／入館は 16:15まで 

90分 

事前相談歓迎 

博物館ボランティアが常設展見学のお手伝いをしています。 

・常設展資料解説：少人数対象、10:00～12:00、13:00～15:00 

・館庭（仙台城三の丸跡）案内：4月～11月 11:30～12:00 

・英語による常設展資料解説：1ケ月前から 1週間前までに電話による申込 

仙台市地下鉄東西線「国際センター駅」南１出口より徒歩約 8 分、仙台駅西口

バスプール 16番「るーぷる仙台」→博物館・国際センター前下車徒歩約 3分 仙

台宮城インターより車で約 15分 

可（5台） 

月曜日（祝日・振替休日の場合は開館）、祝日・振替休日の翌日（土・日曜日、

祝日の場合は開館）、令和元年 12月 28日～令和 2年 3月 31日（館内設備改修

のため） 

区分 個人 団体（30名以上） 

一般・大学生 460円 360円 

高校生 230円 180円 

小・中学生 110円 90円 

                     ＊料金は令和元年 7月現在 

【お問い合わせ先】 

仙台市博物館情報資料センター 

〒980-0862 

仙台市青葉区川内 26番地（仙台城三の丸跡） 

電話 022-225-3074 

FAX 022-225-2558 

https://www.city.sendai.jp/museum/ 
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歴史・伝統文化 

伊達政宗公霊屋 瑞鳳殿 

仙台藩祖伊達政宗についてもっと詳しく知りたい 

施設概要 

戦国時代、東北地方南部を自らの領地にして「独眼

竜政宗」として有名になった武将・伊達政宗。江戸時

代には仙台藩の初代藩主として62万石を治めました。

瑞鳳殿は政宗の遺言によって造られたお墓です。墓石

ではなく霊屋（おたまや）と呼ばれる豪華絢爛な色使

いの建物が建てられています。また、発掘された副葬

品を見ることで伊達氏の文化を学習することができ

ます。 

 

見学体験概要 

敷地内には政宗の霊屋である瑞鳳殿をはじ

め、二代藩主の感仙殿、三代藩主の善応殿を見

ることができます。再建されたこれらの建物

は、創建当時の鮮やかな色彩や豪華な彫刻装飾

が再現され、江戸時代初期の伊達氏のお墓の形

式を見ることができます。併設された資料館で

は、お墓の発掘調査の様子を約 18 分の映像で

上映しており、副葬品や、骨から復元された政

宗をはじめとする三藩主の容貌像などが展示

されています。また、政宗の町づくりの業績を

たどる「千代とかぎらじ仙台の街」（約 17 分）

の映像も上映しています。 

①伊達政宗とはどのような人物だったのだろ

うか。 

②二代忠宗、三代綱宗とはどのような人物だっ

たのだろうか。 

③豪華絢爛といわれる桃山時代の遺風を伝え

る霊屋建築とはどのようなものだろうか。 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

 

案内人・指導員 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休業日 

観覧料 

【インフォメーション】 

[2/1～11/30] 9:00～16:30、[12/1～1/31] 9:00～16:00 

40 分～60 分 

観覧のみの場合は予約不要です。児童生徒の学習利用の場合は事前に連絡・

予約することで質問への対応を行います。 

なし 

仙台駅西口バスプール「るーぷる仙台」16 番のりばから 15 分、「瑞鳳殿前」

下車、徒歩 7 分。市営バス 11 番のりば、宮交バス 12 番のりばから 15 分、「霊

屋橋瑞鳳殿入口」下車、徒歩 10 分。 

可 

年末年始（12/31～1/1） 

区分 個人 団体 20 名以上 50名以上及び障害者 

一般･大学生 550 円 450 円 350 円 

高校生 400 円 350 円 300 円 

小･中学生 200 円 150 円 100 円 
 

【お問い合わせ先】 

（公財）瑞鳳殿 事務局 

〒980-0814 

仙台市青葉区霊屋下 23-2 

電話 022-262-6250 

FAX 022-262-6251 

URL https://www.zuihoden.com/ 

 
 

 

https://www.zuihoden.com/


9 

歴史・伝統文化 

史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設 

陸奥国分寺と陸奥国分尼寺の歴史を知りたい 

施設概要 

 奈良時代に建立された史跡陸奥国分寺跡にある

無料の見学施設で、平成 29年 7月に開館しました。 

 陸奥国分寺・尼寺跡の歴史的な意義や史跡地の整

備を理解してもらうために、展示室や学習室を設け

たガイダンス施設です。 

 「天平廻廊」と名付けた併設する休息施設は、当

時あった廻廊（廊下）を伝統工法により再現したも

のです。屋根瓦は陸奥国分尼寺跡から出土した瓦の

文様を用いて再現しており、鮮やかな朱色の柱はこ

の施設全体をイメージづけるものとなっています。

 

見学内容 

 国分寺と国分尼寺の創建や、今から千百年以上

も前の平安時代に起きた貞観地震を経て、寺やこ

の地域が復興するまでの歴史等を、パネルや発掘

調査の出土品を展示して、わかりやすく紹介して

います。ガイドボランティアによる館内や史跡地

内の無料ガイドも実施しております。また、30名

程度収容できる学習室は、講義などの学習場とし

ても活用いただけます。 

 

 

 

 

見学可能時間 

見学所要時間 

予約 

 

案内人 

アクセス 

大型バス駐車 

休業日 

料金 

【インフォメーション】 

午前 9時から午後 5時まで（入館は午後 4時 45分まで） 

20分 

入場・見学のみの場合は予約不要です。学習室の利用やガイドの依頼について

は事前に連絡をお願いいたします。 

陸奥国分寺薬師堂ガイドボランティア会 

仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅下車徒歩３分 

事前に相談ください。 

年中無休 

無料 

【お問い合わせ】 

仙台市教育委員会文化財課 

〒984-0047 

宮城県仙台市若林区木ノ下二丁目 5-1 

電話 022-214-8893（文化財課） 

https://www.city.sendai.jp/sebikatsuyo/gaidances

hiisetu.html 
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歴史・伝統文化 

仙台総鎮守 国宝 大崎八幡宮 

神社とくらしの関わりについて学ぼう 

施設概要 

平安の昔、東夷征伐に際し、坂上田村麻呂は、武運

長久を祈念すべく武門の守護神である宇佐八幡宮を岩

手県水沢市に勧請、鎮守府八幡宮を創祀しました。そ

の後、室町時代に、奥州管領大崎氏は、これを自領内

の田尻町に遷祀し、守護神として篤く崇敬したため、

世に大崎八幡宮と呼ばれました。大崎氏滅亡後は、伊

達政宗公が居城の岩出山城内の小祀にご神体を遷し、

仙台開府後、現在の地に祀られました。当社殿は、安

土桃山建築を代表する遺構であり、現存する最古の権

現作りの建造物として国宝に指定されています。 

 

 

見学概要 

大崎八幡宮の由来を学びます。神社の儀

式やしきたり、毎年の行事やその行事のも

つ意味を理解します。また、神社を支えて

いる氏子の活動について学びます。 

 

① なぜ国宝になったのだろうか。 

 

② 大崎八幡宮には、毎年どのような行事が

あるのだろうか。また、八幡宮と氏子の

関わりはどのようになっているのだろう

か。 

 

 

 

 

見学実施時間 

見学所要時間 

予約 

案内人 

受入人員 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休業日 

料金 

【インフォメーション】 

9:00～17:00 

30分 

自由参拝、但し、案内人付は要予約 

あり（但し、土日・祝祭日） 

5名～40名 

バス仙台駅西口バスプール 10番・15番乗り場 

仙台市営バス利用「大崎八幡宮前」下車 

JR国見駅より徒歩約 10分 

あり 

なし 

無料 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

大崎八幡宮 

〒980-0871 

仙台市青葉区八幡 4-6-1 

電話 022-234-3606 

FAX 022-273-1788 

http://www.oosaki-hachiman.or.jp/  
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歴史・伝統文化 

仙台藩祖伊達政宗公を祀る青葉神社 

仙台・青葉祭りについて学ぼう 

施設概要 

仙台・北山に位置する仙台藩祖伊達政宗公を祀る神

社です。戊辰戦争で伊達家が賊軍として敗れた後の明

治 7年(1874年)、政宗公を慕う住民らの手で造営され

た神社です。仙台には、戦国武将を祭神とする神社が

2つあります。権現様(徳川家康公)を祭神とする東照宮

とこの青葉神社です。この二社を貫く心柱のような一

つの営みが「仙台青葉祭り」なのです。 

 

 

 

見学概要 

青葉神社の由来、市民との関わり、そし

て、青葉祭りの原点について学びます。 

 

① 青葉神社はなぜ建立されたのですか。 

② 仙台青葉まつりは、いつから、どのよう

な理由で行われるようになったのです

か。 

③ 青葉神社には、毎年どのような行事があ

るのですか。また、市民と関わりはどの

ようになっているのですか。 

 

 

 

見学実施時間 

見学所要時間 

予約 

案内人・指導員 

受入人員 

 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

 

休業日 

料金 

【インフォメーション】 

9:00～17:00 

40分 

案内人付の場合は事前に要予約 

あり 

10名～40名 

 

［バス］仙台駅前 9 番乗り場より北山子平町

循環乗車、通町 2丁目下車 徒歩 7分 

［地下鉄南北線］北仙台駅より徒歩 7分 

なし 

 

なし 

無料 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

青葉神社社務所 

〒981-0916 

仙台市青葉区青葉町 7-1 

電話 022-234-4964 
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歴史・伝統文化 

定義如来西方寺 

庶民信仰の祈祷寺 

施設概要 

定義如来西方寺は、平家落人伝説にまつわる阿弥陀

如来の画像軸を本尊とする寺です。御廟（貞能堂）は、

六角円堂で、正面に唐破風をもつ珍しい造りで、平成

30年 3月、国登録文化財となりました。古くから縁結

び、子授けにご利益があるほか、一生に一度の大願も

叶えて下さる如来様と言われています。境内には、青

森ヒバで造られた五重塔や浄土庭園、由来に関する内

容が展示されている資料館もあります。 

 

見学概要 

定義如来西方寺の建立の由来や庶民の信

仰としてどのようなことが行われているの

かを学びます。また、門前町としての歩みや

現状を学びます。 

 

① 境内には、どのような施設があるのだろ

うか。また、これらの施設はどのような

目的で造られたのだろうか。 

② 毎年のどのような行事がどのような目的

で行われているのだろうか。 

③ 参道には、たくさんのお土産店があるが、

名物にはどんなものがあるのだろうか。 

 

   

 

 

見学実施時間 

 

見学所要時間 

予約 

案内人・指導員 

受入人員 

 

交通案内 

 

大型バス駐車 

 

休業日 

料金 

【インフォメーション】 

[西方寺] 8:00～16:30 

[資料館] 9:00～15:00 

60分～90分 

なし 

案内人なし 

資料館のマジックシアター1回 15名 7分 

 

JR愛子駅よりタクシー40分 

バス仙台駅発 10番乗り場定義行き 90分 

30台 

 

無休。但し資料館は水日休館（休日の時は翌日） 

無料 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

定義如来西方寺 

〒989-3213 

仙台市青葉区大倉字上下 1 

電話 022-393-2011 

FAX 022-393-2013 

 

 


