
「相双地区の化石大集合！」　展示資料一覧
１．古生代　～無脊椎動物たちの繁栄　・腕足類、三葉虫、フズリナたちの海～
№ 資料名 学名 分類 地質年代 地層名 産地 所蔵者（採集者）

1 リードプス Reedops deckeri 節足動物三葉虫 デボン紀前期 ハラガン層 アメリカ合衆国オクラホマ州 福島県立博物館

2 ステナロカリメネ Sthenarocalymene celebra 節足動物三葉虫 シルル紀 アメリカ合衆国 当館

3 ユーリプテリス Eurypterus remipes 節足動物節口類 シルル紀後期 フィドラーグリーン層 アメリカ合衆国ニューヨーク州 福島県立博物館

4 緑色片岩 変成岩 カンブリア紀 松ケ平変成岩 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

5 キルトスピリファー　アイノサウェンシス（ホロタイプ） Cyrtospirifer ainosawensis 冠輪動物腕足類 デボン紀後期 合ノ沢層 南相馬市鹿島区上栃窪 福島県立博物館

6 スピリファー Spirifer  sp. 冠輪動物腕足類 デボン紀後期 合ノ沢層 南相馬市鹿島区上栃窪 八巻安夫氏

7 レプトフロエウム（リンボク） Leptophloeum  sp. ヒカゲノカズラ植物 デボン紀後期 合ノ沢層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

8 材化石 Lignum gen.et sp.indet デボン紀後期 合ノ沢層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

9 ウミユリ Crinoidea gen.et sp.indet 棘皮動物ウミユリ類 デボン紀後期 合ノ沢層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

10 グロビスピリファー・ナガサカエンシス Globispirifer nagasakaensis 冠輪動物腕足類 石炭紀前期 真野層 南相馬市鹿島区上栃窪 八巻安夫氏

11 リングアフィリップシア Linguaphillipsia .sp 節足動物三葉虫 石炭紀前期 真野層 南相馬市鹿島区上栃窪 八巻安夫氏

12 リソストロション・ソーマエンセ Lithostrotion somaense 棘皮動物四放サンゴ類 石炭紀前期 立石層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

13 ディフィフィルム Diphyphyllum  sp. 棘皮動物四放サンゴ類 石炭紀前期 立石層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

14 アクチノシアタス・アブクメンシス Actinocyathus abukumensis 棘皮動物四放サンゴ類 石炭紀前期 立石層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

15 パレオスミリア Palaeosmilia sp. 棘皮動物四放サンゴ類 石炭紀前期 立石層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

16 シノポーラ Sinopora  sp. 棘皮動物床板サンゴ類 石炭紀前期 立石層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

17 ケーティテス Chaetetes  sp. 海綿動物門硬骨海綿網 石炭紀前期 立石層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

18 フズリナの仲間 Fusulinifera gen.et sp.indet 原生動物紡錘虫類 ペルム紀前期 上野層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

19 モノディクソディナ・マツバイシ Monodiexodina matsubaishi 原生動物紡錘虫類 ペルム紀中期 大芦層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

20 ワーゲノフィルム・インディカム Waagenophillum indicum 棘皮動物四放サンゴ類 ペルム紀中期 大芦層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

21 カイメンのなかま Porifera gen.et sp.indet 海綿動物門 ペルム紀中期 大芦層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

22 ウミユリをふくむ石灰岩 Limestone with Crinoid sp. 棘皮動物ウミユリ類 ペルム紀中期or後期 大芦層or弓折沢層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

23 腕足類のなかま Brachiopoda gen.et sp.indet 腕足動物有関節類 ペルム紀後期 弓折沢層 南相馬市鹿島区上栃窪 平　宗雄氏

２．中生代　～恐竜が歩いたシダ・ソテツの森・アンモナイトの海～
№ 資料名 学名 分類 地質年代 地層名 産地 所蔵者（採集者）

24 サウロロフス　（頭骨レプリカ） Saurolophus 鳥盤目鳥脚亜目 白亜紀 モンゴル 福島県立博物館

25 ヴェロキラプトル　（頭骨レプリカ） Velociraptor 竜盤目獣脚亜目 白亜紀晩期 福島県立博物館

26 ジェレツキテス Jeletzukytes nebrascensis 頭足類アンモナイト 白亜紀 フォックスヒル層 アメリカ合衆国サウスダコタ州 福島県立博物館

27 アンキロセラス Ancyloceras sp. 頭足類アンモナイト 白亜紀 ロシア・ウルジュノフスク 福島県立博物館

28 引きずり痕がある足跡（レプリカ） Fossilia vestigia ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小山田 当館

29 密集した足跡（レプリカ） Fossilia vestigia ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小山田 当館

30 小型獣脚類の足跡（ナチュラルプリント） Theropoda gen. et sp.indet 竜盤目獣脚亜目 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 八巻安夫氏

31 小型獣脚類の足跡（ナチュラルキャスト） Theropoda gen. et sp.indet 竜盤目獣脚亜目 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 平　宗雄氏

32 竜脚類の歯 Sauropoda fam.,gen.et sp.indet 竜盤目竜脚下目 白亜紀後期 笠松層 広野町 八巻安夫氏

33 クラドフレビス Cladphlebis sp. シダ植物シダ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 平　宗雄氏

34 ザマイテス Zamites sp. 裸子植物ベネチテス類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 当館（八巻安夫氏）

35 ニルソニオクレイダス・タイラエ（ホロタイプ） Nilsoniocladus tairae 裸子植物ソテツ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小山田 当館（平　宗雄氏）

36 ニルソニオクレイダス・ジャポニカス（ホロタイプ） Nilsoniocladus japonicas 裸子植物ソテツ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小山田 当館（平　宗雄氏）

37 ニルソニオクレイダス・ジャポニカス（パラタイプ） Nilsoniocladus japonicas 裸子植物ソテツ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小山田 当館（平　宗雄氏）

38 ニルソニア・クアドリピンナート Nilssonia quadripinnato ？ 裸子植物ソテツ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 当館（平　宗雄氏）

39 エンセファラータイテス・ニッポネンシス（ホロタイプ） Encephalartites nipponensis 裸子植物ソテツ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 当館（平　宗雄氏）

40
テロフィルム・アングスティピンナータム
タイロフィルム・ジュラシカム

Pterophyllum angustipinnatum

Ptilophyllum jurassicum
裸子植物ベネチテス類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 当館（平　宗雄氏）

41 タイロフィルム Ptilophyllum sp. 裸子植物ベネチテス類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小池 当館（平　宗雄氏）

42 ザマイテス・ブレビペンニス Zamites brevipennis 裸子植物ベネチテス類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区栃窪 当館（平　宗雄氏）

43 ペローデア・ニッポニカ（ホロタイプ） Pelourdea nipponica 所属不明植物 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小山田 当館（平　宗雄氏）

44 ペローデア・ニッポニカ Pelourdea nipponica 所属不明植物 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小山田 当館（平　宗雄氏）

45 テニオプテリス・ソーマエンシス（ホロタイプ） Taeniopteris Somaensis 所属不明植物 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小池 当館（平　宗雄氏）

46 テニエイタス･エロンガタス（ホロタイプ） Taeniatus elongatus 所属不明植物 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市原町区信田沢 当館（北野玲奈人氏）

47 パラセコイア Parasequoa sp. 裸子植物球果類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小池 当館（平　宗雄氏）

48 アジアントプテリス Adiantopteris sp. シダ植物シダ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区橲原 当館（平　宗雄氏）

49 リコポダイテス Licopodites sp. シダ植物ヒカゲノカズラ類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区小池 当館（平　宗雄氏）

50 ウィリアムソニア Willamsonia sp. 裸子植物ベネチテス類 ジュラ紀後期 栃窪層 南相馬市鹿島区御山 当館（平　宗雄氏）

51 オニキオプシス Onychiopsis sp. シダ植物シダ類 ジュラ紀後期 富沢層 南相馬市鹿島区御山 当館（荒好氏）

52 被子植物の圧縮化石 Magnoliophyta gen.et sp.indet 被子植物 白亜紀 笠松層 広野町 平　宗雄氏

53 密集した二枚貝 Bivalvia gen.et sp.indet 軟体動物二枚貝 ジュラ紀中期 粟津層 相馬市粟津 平　宗雄氏

54 プレシオサウルス類の歯 Plesiosauroidea gen.et sp.indet 鰭竜類首長竜目 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

55 ワニ類の頸椎 Crocodilia gen. et sp. indet 主竜形類ワニ目 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

56 テレブラチュラ・ハタイイ Terebratula hataii 腕足動物有関節類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 平　宗雄氏

57 エリマ Eryma? sp. 節足動物甲殻類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（橋本悦雄氏）

58 グリフェア Glyphea  sp. 節足動物甲殻類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 当館（荒好氏）

59 エノプロクリティア Enoploclytia ? sp. 節足動物甲殻類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 只野歩夢氏

60 バラノシダリスの殻とトゲ Balanocidaris sp. 棘皮動物ウニ類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 平　宗雄氏

61 クリプトプロクス・アブクメンシス Cryptoplocus abukumensis 軟体動物門腹足綱 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 平　宗雄氏

62 ネリネアのなかま Nerineidae gen. et sp.indet 軟体動物門腹足綱 ジュラ紀後期 中ノ沢層 相馬市富沢 平　宗雄氏

63 六放サンゴのなかま Hexacorallia gen.et sp.indet 棘皮動物六放サンゴ類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 平　宗雄氏

64 ミリオフィリア Myriophyllia sp. 棘皮動物六放サンゴ類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区深野 平　宗雄氏

65 タムナステリア・トリノスエンシス Thamnasteria torinosuensis 棘皮動物六放サンゴ類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 平　宗雄氏



66 サンゴを含む砂岩 Anthozoa gen. et sp.indet 棘皮動物花虫綱 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

67 パラストロマトポラ Parastromatopora sp. 腔腸動物ヒドロ虫類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区御山 平　宗雄氏

68 プラノプロソポン・カシマエンシス Planoprosopon kashimaensis 節足動物甲殻類 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 当館（平　宗雄氏）

69 オペルトチャスマ・ソウマエンシス Opertochasma somaensis 二枚貝異歯亜綱ニオガイ上科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 相馬市富沢 平　宗雄氏

70 ネオブルメシア・イワキエンシス Neoburmesia iwakiensis 二枚貝異靱帯亜綱ウミタケガイモドキ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池・原町区深野 平　宗雄氏

71 エオペクテン Eopecten punctus 二枚貝翼形亜綱イタヤガイ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

72 ソウマペクテン・カミマネンシス Somapecten kamimanensis 二枚貝翼形亜綱イタヤガイ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

73 クラミス Chlamys?  sp. 二枚貝翼形亜綱イタヤガイ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

74 ソウマアークティカ・アブクメンシス Somarctica abukumensis 二枚貝綱異歯亜綱アイスランドガイ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

75 ピンナ Pinna sp. 二枚貝イガイ目ハボウキガイ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館

76 トリチテス Trichites sp. 二枚貝イガイ目ハボウキガイ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 平　宗雄氏

77 プテリア・マサタニイ Pteria masatanii 二枚貝翼形亜綱ウグイスガイ科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 平　宗雄氏

78 ミオフォレラ・デカイボダ Myophorella dekaiboda 二枚貝トリゴニア科 ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

79 ミオフォレラ Myophorella sp. 二枚貝トリゴニア科 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 当館

80 アウラコスフィンクトイデス・タイライ（ホロタイプ） Aulacosphinctoides tairai 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 当館（平　宗雄氏）

81 アウラコスフィンクトイデス・タイライ Aulacosphinctoides tairai 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（八巻安夫氏）

82 アウラコスフィンクトイデス・タイライ Aulacosphinctoides tairai 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（八巻安夫氏）

83 アウラコスフィンクトイデス・タイライ Aulacosphinctoides tairai 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 小林寿宣氏採集・斎藤実氏寄贈

84 アウラコスフィンクトイデス・タイライ（パラタイプ） Aulacosphinctoides tairai 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 相馬市富沢 当館（荒好氏）

85 サブディコトモセラス・チサトイ（パラタイプ） Subdichotomoceras chisatoi 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区深野 当館（八巻安夫氏）

86 サブディコトモセラス・チサトイ Subdichotomoceras chisatoi 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（荒好氏）

87 サブディコトモセラス・チサトイ Subdichotomoceras chisatoi 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（荒好氏）

88 サブディコトモセラス・チサトイ Subdichotomoceras chisatoi 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（佐々木英夫）

89 シュードワーゲニア Pseudowaagenia ? sp 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（八巻安夫氏）

90 ヒボノチセラス Hybonoticeras sp. 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 荒好氏

91 タラメリセラス・ストロンベッキ Taramelliceras cf strombecki 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（橋本悦雄氏）

92 タラメリセラス・トラキノタム Taramelliceras cf trachinotum 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市原町区石神 当館（荒好氏）

93 ハプロセラス Haploceras sp. 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小山田 当館（平　宗雄氏）

94 ハプロセラス Haploceras sp. 頭足類アンモナイト ジュラ紀後期 中ノ沢層 南相馬市鹿島区小池 当館（平　宗雄氏）

95 ダルマシセラス・ムネオイ（ホロタイプ） Dalmasiceras muneoi 頭足類アンモナイト 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄

96 キリアネラ Kilianella sp. 頭足類アンモナイト 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 当館（新潟大学）

97 キリアニセラス Kilianiceras sp. 頭足類アンモナイト 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 当館（平　宗雄氏）

98 キリアニセラス Kilianiceras sp. 頭足類アンモナイト 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 当館（荒好氏）

99 ネオコスモセラス･アキヤマエ Neocosmoceras akiyamae 頭足類アンモナイト 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

100 キリアネラ･ウマザウェンシス Kilianella umazawensis 頭足類アンモナイト 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 平　宗雄氏

101 スルマニセラス・イソクセンゼ Thurmanniceras isokusense 頭足類アンモナイト 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 当館（八巻安夫氏）

102 ヘミノーチラス Heminautilus sp. 頭足類オウムガイ 白亜紀前期 小山田層 南相馬市鹿島区小山田 当館（荒好氏）

３．新生代　～クジラ・オットセイが泳いだ海・ゾウ・サーベルタイガーが歩いた大地～
№ 資料名 学名 分類 地質年代 地層名 産地 所蔵者

103 スミロドン頭骨（レプリカ） Smilodon californicus 食肉目ネコ科マカイロドゥス亜科 第四紀更新世 アメリカ合衆国 福島県立博物館

104 パラントロプス・ボイセイ頭骨（レプリカ） Paranthropus boisei サル目ヒト科 第四紀更新世 タンザニア・オルドヴァイ 当館

105 植物の葉 被子植物 新第三紀中新世前期 塩手層 相馬市山上 平　宗雄氏

106 植物の葉 被子植物 新第三紀中新世前期 塩手層 相馬市山上 平　宗雄氏

107 珪化木 lignum petrefactum 新第三紀中新世前期 塩手層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

108 ビカリエラ・オオツカイ Vicaryella otukai 腹足綱吸腔目キバウミニナ科 新第三紀中新世前期 塩手層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

109 ビカリエラ・ジョウバニカ Vicaryella jobanica 腹足綱吸腔目キバウミニナ科 新第三紀中新世前期 塩手層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

110 ビカリア・ヨコヤマイ Vicarya yokoyamai 腹足綱吸腔目キバウミニナ科 新第三紀中新世前期 塩手層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

111 ニホンオキシジミ Cyclina japonica 二枚貝異歯亜綱マルスダレガイ科 新第三紀中新世前期 塩手層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

112 ミノイソシジミ Hiatula minoensis 二枚貝異歯亜綱シオサザナミガイ科 新第三紀中新世前期 塩手層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

113 マテガイ Solen sp. 二枚貝マテガイ科 新第三紀中新世前期 塩手層 南相馬市鹿島区橲原 平　宗雄氏

114 オダカクジラ下顎骨 Mysticeti gen.et sp.indet 鯨偶蹄目ヒゲクジラ類 新第三紀鮮新世後期 大年寺層 南相馬市小高区神山 当館（大友章生氏寄贈）

115 オダカクジラ胸椎 Mysticeti gen.et sp.indet 鯨偶蹄目ヒゲクジラ類 新第三紀鮮新世後期 大年寺層 南相馬市小高区神山 当館（大友章生氏寄贈）

116 オオヘビガイ Serpulorbis sp. 腹側網オオヘビガイ科 新第三紀鮮新世後期 大年寺層 富岡町 荒好氏

117 ウバトリガイ Serripes groenlandicus 二枚貝異歯亜綱ザルガイ科 新第三紀鮮新世後期 大年寺層 南相馬市原町区三島町 当館

118 ムカシブンブク Linthia nipponica 棘皮動物ウニ類 新第三紀鮮新世後期 大年寺層 相馬市 荒好氏

119 クロシビカマス？のなかま Promethichthys ? sp. 硬骨魚類スズキ目クロタチカマス科 新第三紀鮮新世後期 大年寺層 相馬市 荒好氏

120 サメガレイ Clidoderma asperrimum 硬骨魚類カレイ目カレイ科 新第三紀鮮新世後期 大年寺層 相馬市岩子 荒好氏

121 大型ネコ科（切歯） Felidae gen. et sp. Indet 食肉目ネコ科 第四紀更新世初期 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

122 大型ネコ科（尺骨） Felidae gen. et sp. Indet 食肉目ネコ科 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

123 大型ネコ科（踵骨） Felidae gen. et sp. Indet 食肉目ネコ科 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

124 ベンガルトラ頭骨（レプリカ） Panthera tigris tigris 食肉目ネコ科ヒョウ属 現生 当館

125 鰭脚類 Pinnipedia gen. et sp. Indet 食肉目鰭脚類 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

126 アシカ類（後頭骨・右側頭骨） Otariidae gen. et sp. Indet 食肉目鰭脚類 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

127 アシカ類（右下顎骨） Otariidae gen. et sp. Indet 食肉目鰭脚類 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

128 ギルモアオットセイ（左下顎骨） Callorhinus gilmorei 食肉目鰭脚類アシカ科 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 荒好氏

129 ギルモアオットセイ（環椎） Callorhinus gilmorei ？ 食肉目鰭脚類アシカ科 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

130 鳥類 Neornithes gen. et sp. Indet 鳥綱新顎類 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 八巻安夫氏

131 ゾウの切歯 Proboscidea gen. et sp. Indet 獣亜綱真獣下綱ゾウ目 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

132 イノシシ類？（右下顎骨） Suina gen. et sp. indet 鯨偶蹄目 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

133 シカ（臼歯） Cervidae gen. et sp. Indet 偶蹄目シカ科 第四紀更新世 大年寺層 富岡町小良ヶ浜 平宗雄氏

134 ニホンジカの頭骨 Cervus nippon 偶蹄目シカ科 現生 岩手県 当館


