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指定 資料名 員数 出土地又は資料群名 年代 所蔵者

序章　結節の地「交ひ」の国

◎ 神獣鏡　赤烏元年五月廿五日在銘 1
市川三郷町 鳥居原狐塚古
墳

三国時代・赤烏元年
（238）

一宮浅間神社（市川三郷町）

酒折宮連歌図 1 江戸時代（17世紀） 山梨県立博物館

古事記　中巻 1
和銅5年（712）成立、明
治3年（1870）刊

個人

日本書紀　巻七 1
養老4年（720）成立、享
和3年（1803）刊

個人

甲斐国志　巻三十八 1
文化11年（1814）成立、
江戸時代後期写

山梨県立博物館

「甲斐国山梨郡大野郷…」刻書土器、墨
書土器

5 長野県 聖原遺跡 8～9世紀 佐久市教育委員会

伊場遺跡群出土木簡 静岡県 伊場遺跡群 7～8世紀 浜松市博物館

○ 　①伊場9号木簡 1 　　　　　伊場遺跡 乙未年（695） （展示期間：10/13-10/22）

　②伊場18号木簡（複製） 1 　　　　　伊場遺跡 8世紀

○ 　③伊場19号木簡 1 　　　　　伊場遺跡 8世紀 （展示期間：10/24-11/5）

○ 　④伊場95号木簡 1 　　　　　伊場遺跡 8世紀 （展示期間：11/7-11/19）

　⑤梶子北1号木簡 1 　　　　　梶子北遺跡 8世紀 （展示期間：11/20-12/3）

○ 多賀城跡出土漆紙文書 2 宮城県 多賀城跡 8世紀 宮城県多賀城跡調査研究所

日下部遺跡出土墨書土器 4 山梨市 日下部遺跡 9～10世紀 山梨市教育委員会

和名類聚抄 1
承平年間（931～8）成
立、永禄9年（1566）写

名古屋市博物館
（展示期間：10/13-11/2）

倭妙類聚抄（元和古活字本） 1 元和3年（1617）刊
山梨県立博物館
（展示期間：11/3-12/3）

「甲斐」墨書土器 1 南アルプス市 百々遺跡 9世紀後半 山梨県立考古博物館

○ 「甲斐国山梨郡表門」刻書土器 1 甲府市 大坪遺跡 9～10世紀 甲府市教育委員会

「東石禾」墨書土器 1 笛吹市 松原遺跡 9世紀 笛吹市教育委員会

「林戸」墨書土器 1 笛吹市 筑前原北遺跡 8世紀中葉 笛吹市教育委員会

「葛井」墨書土器 1 韮崎市 中田小学校遺跡 9世紀 韮崎市教育委員会

道路遺構剥ぎ取り標本 1 富士河口湖町 鯉ノ水遺跡 8～10世紀 富士河口湖町教育委員会

延喜式　巻二十八 1
延長5年（927）成立、
慶安元年（1648）刊

国立公文書館

馬歯 5 富士河口湖町 鯉ノ水遺跡 9～10世紀か 富士河口湖町教育委員会

「川」墨書土器 1 富士河口湖町 西川遺跡 8世紀 富士河口湖町教育委員会

転用硯 2 富士河口湖町 西川遺跡 8世紀 富士河口湖町教育委員会

「川」刻書土器 1 富士河口湖町 滝沢遺跡 9世紀 山梨県立考古博物館

「道」墨書土器 1 甲府市 大坪遺跡 8世紀後半 甲府市教育委員会

「路」墨書土器 2
笛吹市 今宮遺跡・車居遺
跡

9世紀前半 笛吹市教育委員会

黒駒太子像 1
室町～桃山時代（16～
世紀）

山梨県立博物館

聖徳太子黒駒登岳図 1 室町時代（16世紀） 山梨県立博物館

聖徳太子伝暦 1
10世紀頃成立、寛永5年
（1628）刊

山梨県立博物館

日本書紀　巻十四 1
養老4年（720）成立、享
和3年（1803）刊

個人

武田氏館跡出土馬復元模型 1 山梨県立博物館

馬歯 1 甲府市 塩部遺跡 4世紀後半頃 山梨県立考古博物館

馬司食糧伝票木簡 1
奈良県 平城京左京三条二
坊八坪（長屋王邸）

8世紀前半
奈良文化財研究所
（展示期間：10/24-11/5）

馬司食糧伝票木簡（複製） 2
奈良県 平城京左京三条二
坊八坪（長屋王邸）

8世紀前半
山梨県立博物館（原資料：奈良
文化財研究所）

続日本紀　巻十一 1
延暦16年（797）成立、明
暦3年（1657）刊

山梨県立博物館

「 午 」墨書土器 3 笛吹市 狐原遺跡 9世紀 山梨県立考古博物館
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指定 資料名 員数 出土地又は資料群名 年代 所蔵者

延喜式　巻四十八 1
延長5年（927）成立、
慶安元年（1648）刊

国立公文書館

馬歯 1 南アルプス市 百々遺跡 9-10世紀 山梨県立考古博物館

「牧□」墨書土器、「馬」墨書土器 2 北杜市 宮間田遺跡 9世紀 北杜市教育委員会

焼印 1 北杜市 梅之木遺跡 10世紀 北杜市教育委員会

「狛□」墨書土器 1 甲斐市 松ノ尾遺跡 9～10世紀 甲斐市教育委員会

「島□」墨書土器、「嶋西」墨書土器 2 甲斐市 松ノ尾遺跡 9～10世紀 甲斐市教育委員会

○ 軒丸瓦 2 甲斐市 天狗沢瓦窯跡 7世紀 甲斐市教育委員会

○ 阿弥陀如来坐像 2 甲斐市 松ノ尾遺跡 11～12世紀 甲斐市教育委員会

小仏像 1 甲斐市 村続遺跡 8世紀か 甲斐市教育委員会

多胡碑（複製） 1 群馬県高崎市 和銅4年（711） 国立歴史民俗博物館

続日本紀　巻七 1
延暦16年（797）成立、明
暦3年（1657）刊

山梨県立博物館

軒丸瓦、「五千四百□」文字瓦 3 笛吹市 寺本廃寺 7～8世紀 笛吹市教育委員会

軒丸瓦 4 甲府市 上土器遺跡 8世紀 甲府市教育委員会

軒丸瓦 2 大韓民国忠清南道扶餘郡 6～7世紀 國學院大學博物館

陽物形木簡（複製） 1
大韓民国忠清南道扶餘郡
扶餘邑陵山里寺跡

6世紀
山梨県立博物館（原資料：韓国
国立扶餘博物館）

続日本紀　巻四十 1
延暦16年（797）成立、明
暦3年（1657）刊

山梨県立博物館

「大井」墨書土器 1 笛吹市 甲斐国分尼寺跡 9世紀 笛吹市教育委員会

「玉井」墨書土器 1 笛吹市 狐原遺跡 9世紀 山梨県立考古博物館

「戸□（殿ヵ）」墨書土器 2
韮崎市 宮ノ前遺跡、宮ノ前
第3遺跡

8～9世紀 韮崎市教育委員会

赤彩球胴甕（複製）、甲斐型坏ほか 5 東京都 上っ原遺跡 9世紀
複製：帝京大学総合博物館
原資料：多摩市教育委員会

「狄」墨書土器 1 韮崎市 宮ノ前遺跡 9世紀 韮崎市教育委員会

「狄□」墨書土器 1 埼玉県 宮下遺跡 8世紀後半 熊谷市教育委員会

⦿ 山梨郡貢進物（胡桃子）付札木簡 1
奈良県 平城宮宮内省大膳
職跡

天平宝字6年（762）
奈良文化財研究所
（展示期間：10/13-10/22）

⦿ 山梨郡貢進物（胡桃子）付札木簡 1
奈良県 平城宮宮内省大膳
職跡

天平宝字6年（762）
奈良文化財研究所
（展示期間：11/20-12/3）

山梨郡養物銭荷札木簡 1
奈良県 平城宮東南隅南面
大垣北東西溝

天平宝字8年（764）
奈良文化財研究所
（展示期間：11/7-11/19）

甲斐型坏 5
奈良県 平城京左京二条四
坊

8世紀後半 奈良市埋蔵文化財調査センター

甲斐国司解（複製） 1
正倉院古文書　正集第十
八巻

天平宝字5年（761）
山梨県立博物館（原資料：正倉
院宝物）

石山院奉写大般若経所解（複製） 1
正倉院古文書　正集第六
巻

天平宝字6年（762）
国立歴史民俗博物館（原資料：
正倉院宝物）

石山院奉写大般若経所解（複製） 1
正倉院古文書　続修第九
巻

天平宝字6年（762）
国立歴史民俗博物館（原資料：
正倉院宝物）

石山院奉写大般若経所解（複製） 1
正倉院古文書　続修第二
十巻

天平宝字6年（762）
国立歴史民俗博物館（原資料：
正倉院宝物）

甲斐国印（復元） 1 8世紀 山梨県立博物館

山辺郡印（複製） 1 千葉県八街市（滝台遺跡） 8世紀 国立歴史民俗博物館

甲斐型坏・皿 21 甲府市 大坪遺跡 9世紀 甲府市教育委員会

「第」墨書土器 1 甲府市 大坪遺跡 9世紀 甲府市教育委員会

木簡、荷札形木製品 3 甲府市 大坪遺跡 9世紀 甲府市教育委員会

円面硯・腰帯具 5 韮崎市 宮ノ前遺跡 9～10世紀 韮崎市教育委員会

「介」墨書土器 2 韮崎市 宮ノ前遺跡 9世紀 韮崎市教育委員会

「玉井郷長」墨書土器 1 笛吹市 大原遺跡 9世紀 笛吹市教育委員会

「日下」墨書土器 2 笛吹市 大原遺跡 10世紀 笛吹市教育委員会

「法寺」墨書土器 1 笛吹市 甲斐国分尼寺跡 9世紀 笛吹市教育委員会
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指定 資料名 員数 出土地又は資料群名 年代 所蔵者

「金寺」墨書土器、「讀院」墨書土器 2 笛吹市 金山遺跡 8～9世紀 笛吹市教育委員会

「守」墨書土器、「館」墨書土器 2 笛吹市 甲斐国分尼寺跡 8～9世紀 笛吹市教育委員会

「大伴」墨書土器 1 笛吹市 甲斐国分尼寺跡 8世紀 笛吹市教育委員会

風字硯 1 笛吹市 大原遺跡 9世紀 笛吹市教育委員会

◇ 暗文絵画土器 1 甲府市 外中代遺跡 9世紀 甲府市教育委員会

「鷹」墨書土器 1 笛吹市 狐原遺跡 9世紀 山梨県立考古博物館

続日本紀　巻十六 1
延暦16年（797）成立、明
暦3年（1657）刊

山梨県立博物館

和歌刻書土器 1 甲州市 ケカチ遺跡 10世紀中葉 甲州市教育委員会

二面硯・錘・刀子 3 甲州市 ケカチ遺跡 8～9世紀 甲州市教育委員会

墨書土器 16
甲州市 后畑西遺跡、ケカ
チ遺跡

8～10世紀 甲州市教育委員会

◇ 仮名墨書土器 1
京都府 平安京右京三条一
坊六・七町跡（西三条第跡）

9世紀後半 京都市

◇ 和歌墨書土器 1 京都府 平安宮左兵衛府跡 10世紀前半 京都市

「三枝□（マヵ）」墨書土器ほか 4 静岡県 三新田遺跡 9～10世紀 富士市立博物館

⦿ 甲斐国雑掌三枝成安解 1 東寺百合文書　ヤ函5号 康和元年（1099）
京都府立京都学・歴彩館
（展示期間：10/13-11/11）

◇ 長寛勘文 1
長寛元年（1163）成立、
慶安3年（1650）写

南北八代熊野神社

「福」墨書土器 1 北杜市 寺所遺跡 10世紀 山梨県立考古博物館

「財」墨書土器 1 北杜市 梅之木遺跡 9世紀 北杜市教育委員会

「侈」墨書土器 7 北杜市 寺所遺跡 10世紀 山梨県立考古博物館

「酒杯」墨書土器 1 北杜市 原田遺跡 10世紀 山梨県立考古博物館

「奉」墨書土器 2 北杜市 梅之木遺跡 9世紀 北杜市教育委員会

「奉人」墨書土器 2 富士河口湖町 滝沢遺跡 9世紀 山梨県立考古博物館

「#　#」墨書土器 1 北杜市 東姥神B遺跡 10世紀 北杜市教育委員会

「#」刻書土器 2 韮崎市 宮ノ前遺跡 8～9世紀 韮崎市教育委員会

「寺」墨書土器 1 甲府市 桜井畑遺跡 9世紀 山梨県立考古博物館

「寺」刻書土器、「浄人」墨書土器 3 韮崎市 宮ノ前遺跡 8～9世紀 韮崎市教育委員会

「 （則天文字「人」）」墨書土器 1 笛吹市 大原遺跡 9世紀 笛吹市教育委員会

「 （則天文字「正」）」墨書土器 1 北杜市 豆生田第3遺跡 9世紀 北杜市教育委員会

「 （則天文字「天」）」墨書土器 1 韮崎市 宮ノ前第2遺跡 9世紀 韮崎市教育委員会

人面墨書土器、「新刀自女身代」墨書土
器

3 静岡県 箱根田遺跡 8世紀 三島市教育委員会

人面墨書土器 1 韮崎市 宮ノ前遺跡 8～9世紀 韮崎市教育委員会

人面墨書土器 1 笛吹市 松原遺跡 10世紀前半 笛吹市教育委員会

日本三代実録　巻八、巻十一 2
延喜元年（901）成立、江
戸時代刊

富士河口湖町教育委員会

「水神」「可」墨書土器 1 忍野村 笹見原遺跡 9世紀 忍野村教育委員会

○ 短頸壺 1 南部町　篠井山経塚 12世紀中葉 個人

短頸壺片 12 愛知県 大アラコ古窯跡他 12世紀中葉 田原市博物館

本朝世紀　第三十五 1
久安6年（1150）～平治
元年（1159）編纂、江戸
時代写

国立公文書館

経筒（複製） 1
甲州市 柏尾経塚（白山平
経塚）

康和5年（1103）
山梨県立博物館（原資料：東京
国立博物館）

◎
経筒外容器
経軸
木製平玉・ガラス小玉

1
8
17

甲州市 柏尾経塚（白山平
経塚）

康和5年（1103） 東京国立博物館

ガラス小玉 1
甲州市 柏尾経塚（白山平
経塚）

康和5年（1103） 山梨県立博物館
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第四章　ケカチ遺跡の和歌刻書土器

第五章　信仰と文字



指定 資料名 員数 出土地又は資料群名 年代 所蔵者

東海道・東山道等諸国列記木簡 1 奈良県 西大寺旧境内跡 8世紀後半 奈良市埋蔵文化財調査センター

小右記 1
10～11世紀成立、江戸
時代写

国立公文書館

通行証明木簡（過所木簡）（複製） 1
奈良県 平城宮東院地域・
東南隅外・二条条間大路南
側溝

8世紀
山梨県立博物館（原資料：奈良
文化財研究所）

○ 「戍人」木簡 1 佐賀県 中原遺跡 8世紀後半 佐賀県教育委員会

○ 相模型模倣坏 1 佐賀県 中原遺跡 8世紀 佐賀県教育委員会

駿河国正税帳（複製） 1
正倉院古文書　正集第十
七巻

天平10年（738）
山梨県立博物館（原資料：正倉
院宝物）

続日本紀　巻三十六 1
延暦16年（797）成立、明
暦3年（1657）刊

山梨県立博物館

続日本紀　巻三十九 1 江戸時代刊 富士河口湖町教育委員会

倭名類聚抄 1
承平年間（931～8）成
立、元和3年（1617）刊

山梨県立博物館
（展示期間：10/13-11/2）

和名類聚抄 1 永禄9年（1566）写
名古屋市博物館
（展示期間：11/3-11/24）

「武田」墨書土器ほか 15
茨城県 武田石高遺跡・武
田西塙遺跡

8～10世紀 ひたちなか市教育委員会

○ 経筒（秋山経筒） 3 南アルプス市 秋山経塚 建久8年（1197） 個人

かわらけ 11 韮崎市 武田東畑遺跡 13世紀 韮崎市教育委員会124
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終章　東国社会と甲斐国

番号


