
3/28-
3/31

5/1-5/30
※4/11-5/18 臨

時休館

6/23-6/30 8/1-8/31 9/1-
9/22

9/24-
9/30

11/1-11/30 12/22-
12/27

1/5-1/31

総合展示室 1　むかし
の仙台

1　仙台のあけぼの

2　縄文人のくらし

3　稲作の始まりと
有力者の出現

4　中央政権の進出

5　陸奥国分寺

6　武士の台頭

7　神仏への祈り

2　伊達政
宗、仙台
へ

8　伊達氏の登場

9　仙台藩主、伊達
政宗

5/19-5/31重文
具足

8/4-8/23菅野家具
足

4/23-6/6　文書資料

3　城 10　仙台城のすが
た

11　藩主と夫人たち

12　武家のくらし

4　藩 13　仙台藩のようす

14　仙台藩の家臣
たち

5　町 15　城下町仙台

16　町のくらし

17　教育と文化

18　新たな時代へ

6　近代都
市へのあ
ゆみ

19　戊辰戦争と明
治維新

20　近代都市仙台

東側・中央ケース 3/23-4/18　屏風
絵②

4/19-22
閉室

西側ケース

コレクションⅠ 北側ケース（陶磁
器）

中央ケース

奥室

L

S（茶道具）

浮世絵

企画展示室 4/23-6/6　名品展

テーマⅠ 仙台藩の武器武具
前室

仙台藩の武器武具
奥室

テーマⅡ 慶長遣欧使節　前
室

慶長遣欧使節　奥
室

名品展開幕まで
閉室か？

コレクションⅡ 7/13-20
閉室

9/14-23
閉室

11/24-
30閉室

ﾌﾟﾚｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ ～4/19
投扇興

令和2年度展示替え予定

幕末人物伝　三浦乾也

4/24～6/7  企画展関連イベン
ト
「ミニ掛け軸をつくろう」

6/9～7/12　伊達なもんきり遊び
6/20　変身タイム①
7/4～8/23　短冊に願いを

7/17～9/6　企画展関連イベン
ト「蒔絵で描こうガレオン船」
（仮）

9/12～10/4　土人形に絵付
けしよう（未定）

10/9～11/29　企画展関
連イベント「ミニ屏風をつく
ろう」

12/1～12/13　土人形
に絵付けしよう（未定）

戊辰戦争後の仙台藩

2/6～　伊達なもんきり遊び、折り雛
2/27　変身タイム③（未定）

12/19～1/31
とべとべ！するめてんば
た（未定）

12/1-1/31　福美めでたがけ

12/15-3/14　武器武具 3/16-4/18　武器武具

12/15-3/14　武器武具（7代、11代、青木家） 3/16-4/18　武器武具

9/15-4/18　国宝「慶長遣欧使節関係資料」など

茶道具 夏の茶道具 茶道具

月岡芳年特集 浮世絵にみる海外との出会い 摺物特集

-6/14　春の行事 6/16-9/13 　仙台と七夕

仙台藩の学問と思想家（養賢堂／林子平）

3/16-6/13　春の行事

仙台藩の学問と思想家（養賢堂／林子平）

仙台藩と蝦夷地

幕末明治を生きた人々（全国）

近代仙台の産業（仮）

4/23-6/6　館蔵名品
展（仮）

-3/14　絵馬に見る産業9/15-12/13　秋のにぎわい

福島美術館展関連展示 近代の仙台と博覧会/戦後75年 絵画や地図でみる近代都市仙台

2/2-3/21　屏風絵①

仙台藩の学問と思想家（天文学／林子平） 仙台藩の学問と思想家（医学教育／林子平）

仙台の首長

6/2-7/16　近代の仙台画壇
7/21-9/13　支倉帰国400年特
集

9/19-11/23　仙台藩の絵画 12/1-1/31　福島美術館の優品（仮）

2/2-4/18　市史編さん室収集資料（仮）

仙台藩の文化人と思想家（乙二・曰人他／林子平）

2/1-2/28 3/1-3/21

2020冬の展示「（タイトル未定）」ほか（12/22-3/21）
※（12/15-3/14）

上ノ原山遺跡の石器と野川遺跡の土器・石器

上野遺跡の皮袋型土器と大野田遺跡のハート型土偶ほか
（蔵王町下別当遺跡出土土器）

（弥生）中在家南遺跡･高田Ｂ遺跡の出土資料（古墳）遠見
塚古墳の出土資料ほか

郡山遺跡の土器群・陸奧国分寺跡の復興瓦ほか

陸奧国分寺模型

12/15-3/14　仙台城下の寺社（享保城下絵図）

4/11-5/18？　休
館

5/19-6/14　四大画家
7/21-9/13　博物館のお仕事？
支倉帰国400年特集？

9/24-11/23　仙台藩の絵画

4/1-7/19　国宝「慶長遣欧使節関係資料」など 7/21-9/13　支倉帰国400年特
集（ユネスコ記憶遺産・国宝「慶
長遣欧使節関係資料」ほか）

花巻人形と堤人形 山形の古人形と堤人形 芝居と東北の古人形

そば猪口 館蔵のやきもの（中国、朝鮮のやきもの） 館蔵のやきもの（有井、伊澤、ゴトウＣ）

-6/14　武器武具 6/16-9/13　武器武具（8/4-鎺国行） 9/15-12/13　武器武具（水玉9/8-10/4）

-6/14 武器武具（8代、12代、桜田家） 6/16-9/13　武器武具（4代（鉄錆）、片倉家、大津家） 9/15-12/13　武器武具（2代、6代、幕末菅野家）

4/24-6/7 福島美術館
7/17-9/6 支倉帰国400年（山
形7/17-8/2）

10/9-11/29 仙台藩の絵
画

6/16-7/12　仙台の絵師
による中国絵画学習

埋木細工 盆石 館蔵のやきもの（有井、伊澤、ゴトウＣ）

埋木細工 盆石 館蔵のやきもの（有井、伊澤、ゴトウＣ）

三浦乾也特集

年中行事と東北の古人形

特集展示室

4/1-5/31　伊達家文書と藩主の印章　※指定記
念

玉蟲左太夫の生涯 仙台藩と外国 仙台藩の軍備拡充

仙台藩の戊辰戦争前夜 仙台藩と戊辰戦争21 仙台藩と戊辰戦争22

7/17-
20
閉室

9/14-
18
閉室

11/24
-30
閉室

伊達政宗と家臣たち 武士の行列 仙台藩の要害

-6/14　城下の中心地　芭蕉の辻① 6/16-9/13　　城下の中心地　芭蕉の辻②　文久二年城下絵図 9/15-12/13　仙台城下の町方　大町(宝暦城下絵図（飯倉氏寄贈）

寛文事件

武家の服飾 家紋と調度（雪薄広蓋、系図箱、書見台、酒樽等）

街道を歩く 仙台藩の禁教政策 仙台藩の狩り 災害を生きた人々

-12/13　武家の服飾（初子の帯9/24-10/4） 12/15-3/21　食のうつわ（唐草膳椀、鮑皿、雲龍文皿等）

3/16-6/13　城下の町並み（仙台城下図屛風）

プレ名品　武家の調度と服飾（八代姫膳椀）

仙台藩の家臣たち

寛文事件（刃傷事件から350年）

-6/14　仙台藩の奥方 6/16-9/13　伊達政宗の文芸 9/15-12/13　絵が得意な藩主 12/15-3/14　仙台藩の江戸屋敷

4/1-4/26複製具足 6/2-8/2複製具足

-6/14　遺品にみる仙台城 6/16-9/13　伊達政宗と城 9/15-12/13　遺品にみる仙台城 12/15-3/14　城を建てる、城をなおす

8/25-4/22　複製具足

3/16-6/13

3/16-6/13

陸奥国分寺の仏像 6/16-9/13　信仰の中の金工資料 9/15-12/13　陸奥国分寺の仏像

奥羽の戦国大名 伊達氏の外交 奥羽の戦国大名（重文塵芥集9/24-11/15）

12/15-3/14　信仰の中の金工資料

陸奧国分寺模型 陸奧国分寺模型 陸奧国分寺模型

洞ノ口遺跡の出土資料 洞ノ口遺跡の出土資料 洞ノ口遺跡の出土資料 洞ノ口遺跡の出土資料

伊達氏と寺社・信仰

（弥生）中在家南遺跡･高田Ｂ遺跡の出土資料（古墳）遠見塚古
墳の出土資料ほか

（弥生）中在家南遺跡･高田Ｂ遺跡の出土資料（古墳）遠見塚古墳の出
土資料ほか

（弥生）中在家南遺跡･高田Ｂ遺跡の出土資料（古墳）遠見塚古墳の出土
資料ほか

郡山遺跡の土器群・陸奧国分寺跡の復興瓦ほか 郡山遺跡の土器群・陸奧国分寺跡の復興瓦ほか 郡山遺跡の土器群・陸奧国分寺跡の復興瓦ほか

上ノ原山遺跡の石器と野川遺跡の土器・石器 上ノ原山遺跡の石器と野川遺跡の土器・石器 上ノ原山遺跡の石器と野川遺跡の土器・石器

野遺跡の皮袋型土器と大野田遺跡のハート型土偶ほか（蔵王町
鍛冶沢遺跡出土土偶）

野遺跡の皮袋型土器と大野田遺跡のハート型土偶ほか（蔵王町鍛冶
沢遺跡出土土偶）

上野遺跡の皮袋型土器と大野田遺跡のハート型土偶ほか（蔵王町下別
当遺跡出土土器）

10/1-10/31 12/1-12/20

2020春の展示「伊達政宗と家臣たち」ほか(4/1-6/21)
※（-6/14）

2020夏の展示「支倉常長帰国400年」ほか(6/23-9/22)
※（6/16－9/13）

2020秋の展示「奥羽の戦国大名」ほか（9/24-12/20)
※（9/15－12/13）

展示室 ゾーン コーナー 4/1-4/30
※4/11-5/18 臨

時休館

6/1-6/21 7/1-7/31

上ノ原山遺跡の石器と野川遺跡の土器・石器

上野遺跡の皮袋型土器と大野田遺跡のハート型土偶ほか
（蔵王町鍛冶沢遺跡出土土偶）

2021春の展示「仙台市博物館の名品（仮）」(3/23-6/20)
※（3/16-6/13）

（弥生）中在家南遺跡･高田Ｂ遺跡の出土資料（古墳）遠見塚
古墳の出土資料ほか

郡山遺跡の土器群・陸奧国分寺跡の復興瓦ほか

陸奧国分寺模型

洞ノ口遺跡の出土資料

3/16-6/13　陸奥国分寺の仏像

3/23-4/30

2/9-6/20　特集　震災10年

4/23-6/6　名品展

プレ名品展

プレ名品展

プレ名品展

プレ名品展

プレ名品展

プレ名品展

4/23-6/6　名品展
ユネスコ記憶遺産・
国宝「慶長遣欧使節
関係資料」

三浦乾也（茶道具）

歌川国芳特集

三浦乾也特集

年中行事と東北の古人形

資料３－２


