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Ⅱ 平成 30 年度（2018）事業報告 

 

１ 展覧会事業実施状況（企画展・特別展） 

 

（１）開館記念企画展「徳川四天王 榊原康政の遺宝」 

（２）企画展Ⅰ「生誕 150 年記念 川上善兵衛」 

○会  期  平成 30年７月 21日（土）～９月 17日（月・祝） 

○開館日数  57日間 

○主  催  上越市立歴史博物館 

○会  場  企画展示室１・２ 

○入館者数  17,185人（うち展覧会観覧者数 6,924人） 

○印 刷 物  ポスター（Ｂ２判、カラー600枚） 

チラシ（Ａ４判、両面カラー10,000枚） 

○刊 行 物  企画展「川上善兵衛」パンフレット（Ａ４判、カラー24頁、有償頒布） 

○内  容  ①「徳川四天王 榊原康政の遺宝」 

江戸時代後半 130 年にわたって高田藩主を勤めた大名榊原家の藩祖

は、徳川四天王として知られる榊原康政である。市内に伝来する貴重

な戦国武将の遺品を紹介し、歴史博物館の開館に花を添えた。 

②「川上善兵衛」 

川上善兵衛は、日本の風土にあったブドウ品種の作出に生涯をささ

げ、そのブドウを使ったワイン醸造を地域の産業へと発展させた。善

兵衛のブドウは日本中のワイン用ブドウ産地で栽培されている。明

治元年生まれの善兵衛の生誕 150 年を記念し、川上善兵衛の人生と

その業績を紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲企画展チラシ（表） 

 

▲企画展チラシ（裏） ▲パンフレット（表紙） 
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○開館記念企画展「徳川四天王 榊原康政の遺宝」展示リスト 

№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

1 ○ 茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足・鉢巻形兜 1点 榊神社 

2 ◎ 榊原康政戦役像 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和親会管理 

3  陣羽織 1点 榊神社 

4  采配 1点 榊神社 

5  空穂 1点 榊神社 

6  箙 1点 榊神社 

7  刀 無銘 元重 1点 榊神社 

8  笹穂鑓 1点 榊神社 

9 ◎ 銅鑼（小田原城分捕り品） 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和親会管理 

10  榊原康政書「天満大自在天神」 1点 榊神社 

11 ◎ 長丸（徳川秀忠）書「南無天満大自在天神」 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和親会管理 

12 ◎ 榊原康政宛上杉謙信書状 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和親会管理 

13 ◎ 榊原康政遺言書 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和親会管理 

14  鉄黒漆塗廻兜 1点 個人蔵 

合計 14点  

◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財 

 

○企画展Ⅰ「生誕 150年記念 川上善兵衛」展示リスト 

№ 資料名 数量 所蔵者 

1 川上邦直肖像画 勝海舟賛 1点 川上善夫氏 

2 勝海舟筆漢詩「筆得風雨」 1点 上越市立歴史博物館 

3 善兵衛写真帳 1点 岩の原葡萄園 

4 気象観測用温度計 1点 岩の原葡萄園 

5 接木器具 1点 岩の原葡萄園 

6 圧搾機 1点 岩の原葡萄園 

7 手押しポンプ 1点 岩の原葡萄園 

8 鳥居信治郎葉書 1点 岩の原葡萄園 

9 川上善兵衛のシャツ 1点 岩の原葡萄園 

10 川上善兵衛のズボン 1点 岩の原葡萄園 

11 葡萄新品種記録カード 1点 岩の原葡萄園 

12 『葡萄種類説明』 1点 上越市立歴史博物館 
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№ 資料名 数量 所蔵者 

13 『葡萄栽培提要』 1点 上越市立歴史博物館 

14 『葡萄要覧』 1点 上越市立歴史博物館 

15 『実験葡萄全書』 3点 上越市立歴史博物館 

16 日本農学賞 1点 岩の原葡萄園 

17 シルクハット 1点 岩の原葡萄園 

18 日本葡萄株式会社広告 1点 岩の原葡萄園 

19 善兵衛のワイン 2点 岩の原葡萄園 

20 チャンピオン・コンコードなどのラベル 5点 岩の原葡萄園 

21 菊水印純粋葡萄酒広告図案 1点 岩の原葡萄園 

22 巻茛入箱図案 2点 岩の原葡萄園 

23 菊水文包装紙図案 1点 岩の原葡萄園 

24 岩の原葡萄園ワイン醸造樽 2点 岩の原葡萄園 

合計 33点  
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（３）特別展「戊辰戦争 150年特別展 高田藩と戊辰戦争」 

○会  期  平成 30年 10月６日（土）～12月２日（日） 

○開館日数  50日間 

○主  催  上越市立歴史博物館 

○会  場  企画展示室１・２・３ 

○入館者数  9,850人（うち展覧会観覧者数 4,184人） 

○印 刷 物  ポスター（Ｂ２判、カラー600枚） 

チラシ（Ａ４判、両面カラー10,000枚） 

○刊 行 物  特別展図録（Ａ４判、カラー、56頁、有償頒布） 

※宮間純一氏（中央大学文学部准教授）・清沢聰氏（上越市博物館協議

会委員）から特別寄稿を賜った。 

○内  容  国内を二分した戊辰戦争において、越後は激戦地の一つであり、新政府

軍と奥羽越列藩同盟軍の最前線となった。徳川四天王一つに数えられ

た榊原家高田藩は、時勢がはげしく揺れ動いた幕末維新期を、徳川譜代

の名門の誇りと朝廷の権威との板挟みに苦しみながらも、高田藩なり

の筋を通しながら、その時々で決断を下していく。時代に翻弄されなが

らも、懸命に乗り越えていく高田藩の軌跡を紹介した。 

○関連事業  ①記念講演会 

演題：「戊辰内乱とそれぞれの選択―諸藩・旧幕臣・草莽隊・民衆―」 

講師：宮間純一氏（中央大学文学部 准教授） 

日時：平成 30年 11月３日（土）14:00～15:30 

会場：市民交流施設高田公園オーレンプラザ 研修室・会議室 

人数：66人 

②金谷山史跡巡り（現地見学会） 

内容：金谷山に遺る戊辰戦争ゆかりの史跡を巡り、上越から戊辰戦争

を追想した。当日は雨天であったため、当初予定したコースを

変更して実施した。 

日時：10月 20日（土）10:00～12:00 

人数：16人（定員 15人）※新聞記者同行 

③学芸員による展示解説会 

日時：10月 13日（土）、11月 17日（土）両日とも 10:00～11:00 

人数：延べ 68人 
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○展示リスト 

№ 
指

定 
資料名 数量 所蔵者 

1 ◎ 長州征討行軍図 6点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和親会管理 

2 ◎ 小瀬川合戦略図 1点 上越市立高田図書館 

3 ◎ 小瀬川戦絵図 1点 上越市立高田図書館 

4 ◎ 高田藩維新処置対応 1点 上越市立高田図書館 

5 ◎ 哀訴書・諫諍書・勅書請書写 1点 上越市立高田図書館 

6 ◎ 再哀訴書 1点 上越市立高田図書館 

7 ◎ 古屋佐久左衛門陳上書 1点 上越市立高田図書館 

8  長沢口留番所の門扉 1点 妙高市長沢地区 

9  信州賊徒掃攘・高田応接 1点 真田宝物館 

10  飯山戦争ノ本末 1点 真田宝物館 

11  飯山城下屯集ノ賊掃撃ノ略図 1点 真田宝物館 

12  衝鋒隊戦争略記 1点 真田宝物館 

13  戊辰戦記 1点 真田宝物館 

14  松代藩勤王事略私記 1点 真田宝物館 

15  越後賊徒信州ヘ侵入ニ付防禦之御沙汰書 1点 真田宝物館 

▲企画展チラシ（表） 

 

▲企画展チラシ（裏） ▲図録（表紙） 
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№ 
指

定 
資料名 数量 所蔵者 

16 ◎ 明治戊辰之役記録 1点 上越市立高田図書館 

17  番町戦争絵図 1点 榊神社 

18  瀧見九郎兵衛所用十字鎗・鉢巻・頬当・腹巻 4点 瀧見直人氏 

19 ◎ 北征戦情言上記 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和親会管理 

20 ◎ 榊原若狭隊惣人数帳 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和会管理 

21 ◎ 諸手旗其外印 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和会管理 

22  竹内家所用隊旗・卍旗・小旗・八幡大菩薩旗 1点 瀧見直人氏 

23  松代藩大隊旗 1点 真田宝物館 

24  松代藩洋式大太鼓 1点 真田宝物館 

25  松代藩拡声器 1点 真田宝物館 

26  松代藩銅鑼 1点 真田宝物館 

27 ⦿ 加賀藩北越軍事輯録 1点 金沢市立玉川図書館 

28 ⦿ 北越出師書類抄録 2点 金沢市立玉川図書館 

29 ⦿ 越後出張日記 1点 金沢市立玉川図書館 

30  越後戦争絵巻 1点 金沢市立玉川図書館 

31  柏崎町鋳物師ゆかりの大筒（レプリカ） 1点 柏崎市立博物館 

32  鯨波戦争ゆかりの砲弾 1点 柏崎市立図書館 

33  タワーミニエー銃・銃剣 2点 上越市立歴史博物館 

34  榊原謹八郎宛黒田了介・山縣狂介書状 1点 上越市立歴史博物館 

35  戊辰戦争 官軍長岡戦へ 1点 長岡市立中央図書館文書資料室 

36  長岡城攻防絵図 1点 長岡市立中央図書館 

37  明治元年越後大合戦略図 1点 長岡市立中央図書館 

38  会津戦争越後絵図 1点 金沢市立玉川図書館 

39 ◎ 会津若松城絵図 1点 上越市立高田図書館 

40 ◎ 正保高田城絵図 1点 上越市立高田図書館 

41 ○ 陸軍官会計方印鑑札 5点 上越市立高田図書館 
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№ 
指

定 
資料名 数量 所蔵者 

42 ○ 
覚（総督高倉・副総督四條が福永家に宿泊時の

部屋割） 
1点 上越市立高田図書館 

43 ○ 高倉・四條宿泊の部屋札 4点 上越市立高田図書館 

44 ○ 直江津今町新町町屋敷間取図 3点 上越市立高田図書館 

45  夫人一条書留 1点 上越市総務管理課公文書センター 

46  夫人の手紙 2点 妙高市教育委員会 

47  御用留 1点 妙高市教育委員会 

48  御用留 1点 上越市総務管理課公文書センター 

49  高札（御触書） 1点 個人蔵 

50 ⦿ 北越戦死者墳墓箇所絵図 1点 金沢市立玉川図書館 

51  仁和寺宮かわらけ 1点 上越市埋蔵文化財センター 

52 ◎ 維新改革之際奥州釜子陣屋面々人数名進退覚 1点 上越市立高田図書館 

53 ○ 
奥州釜子より御引越御人数御宿之家賃並夜着

蒲団 
1点 上越市立高田図書館 

54 ◎ 伊藤正温外二名宛榊原政敬書状 1点 上越市立高田図書館 

55 ◎ 人名書 1点 上越市立高田図書館 

56  青木昆山宛橋本直義書状 1点 上越市立高田図書館 

57 ◎ 会津藩士護送記録 1点 上越市立高田図書館 

58 ◎ 人名帳 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和会管理 

59  晴雨日記 2点 会津若松市立会津図書館 

60  高田謹慎中雑記 1点 会津若松市立会津図書館 

61  御城並東京高田脱走人別 1点 会津若松市立会津図書館 

62  御城東京高田脱走人別 1点 会津若松市立会津図書館 

63  高田謹慎人別 1点 会津若松市立会津図書館 

64  会津墓地案内看板 1点 増田小夜子氏（田村堅幹氏旧蔵） 

65 ◎ 通達 1点 上越市立高田図書館 

66 ◎ 願書 1点 上越市立高田図書館 

67 ◎ 清水廣博口述維新前後高田藩事情 1点 上越市立高田図書館 
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№ 
指

定 
資料名 数量 所蔵者 

68 ◎ 榊原政敬肖像写真 1点 
榊原家所蔵・公益財団法人旧高田

藩和会管理 

合計 89点  

◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財、⦿石川県指定文化財 

 

○展示風景 
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（４）企画展Ⅱ「探検！むかしのくらし」 

○会  期  平成 31年１月４日（土）～３月 24日（日） 

○開館日数  68日間 

○主  催  上越市立歴史博物館 

○会  場  企画展示室１・２・３ 

○入館者数  8,617人（うち展覧会観覧者数 3,651人） 

○印 刷 物  チラシ（Ａ４判、両面カラー6,000枚） 

○刊 行 物  ワークシート（Ａ２判 横折蛇腹折 16面・カラー2,000部） 

       ※見学児童に対して無償配布 

○内  容  小学３年生の社会科学習に対応した内容。かつて私たちの生活に欠か

すことのできなかった様々な道具を紹介し、人びとの知恵や工夫を学

び、現在のくらしとのちがいにも目を向ける場を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○展示リスト 

№ 資料名 数量 所蔵者 

1 柱時計 1点 上越市立歴史博物館 

2 ちゃぶ台 1点 上越市立歴史博物館 

3 急須 1点 上越市立歴史博物館 

4 ポット（魔法瓶） 1点 上越市立歴史博物館 

5 おひつ 1点 上越市立歴史博物館 

6 羽釜（アルミ、鉄） 2点 上越市立歴史博物館 

7 火鉢 1点 上越市立歴史博物館 

8 灰ならし・火箸 2点 上越市立歴史博物館 

▲企画展チラシ（表） ▲企画展チラシ（裏） ▲ワークシート（表紙） 



上越市立歴史博物館 年報・紀要（第 1号） 

－24－ 

№ 資料名 数量 所蔵者 

9 鉄瓶 1点 上越市立歴史博物館 

10 五徳 1点 上越市立歴史博物館 

11 七輪 1点 上越市立歴史博物館 

12 電気炊飯器 1点 上越市立歴史博物館 

13 ガス炊飯器 1点 上越市立歴史博物館 

14 洗濯板 2点 上越市立歴史博物館 

15 洗い桶 2点 上越市立歴史博物館 

16 手回し洗濯機 1点 上越市立歴史博物館 

17 一槽式洗濯機（ローラー式洗濯機） 1点 上越市立歴史博物館 

18 二槽式洗濯機 1点 上越市立歴史博物館 

19 氷冷蔵庫 1点 上越市立歴史博物館 

20 足踏みミシン 1点 上越市立歴史博物館 

21 手回しミシン 1点 上越市立歴史博物館 

22 火熨斗 1点 上越市立歴史博物館 

23 炭火アイロン 1点 上越市立歴史博物館 

24 電気アイロン 1点 上越市立歴史博物館 

25 スチームアイロン 1点 上越市立歴史博物館 

26 デルビル磁石式壁掛け電話 1点 上越市立歴史博物館 

27 ダイヤル式電話 1点 上越市立歴史博物館 

28 蓄音機 1点 上越市立歴史博物館 

29 ポータブルレコードプレーヤー 1点 上越市立歴史博物館 

30 レコード（ＬＰ、ＥＰ） 3点 上越市立歴史博物館 

31 ポータブルＣＤプレーヤー 2点 上越市立歴史博物館 

32 テープレコーダー 1点 上越市立歴史博物館 

33 携帯型カセットステレオ 1点 上越市立歴史博物館 

34 ＣＤ・ＭＤプレーヤー 1点 上越市立歴史博物館 

35 真空管ラジオ 2点 上越市立歴史博物館 

36 トランジスタラジオ 1点 上越市立歴史博物館 

37 白黒テレビ 1点 上越市立歴史博物館 

38 ポータブルテレビ 1点 上越市立歴史博物館 

39 カラーテレビ 1点 上越市立歴史博物館 

40 液晶テレビ 1点 上越市立歴史博物館 

41 カメラ 5点 上越市立歴史博物館 

合計 53点  
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２ 展覧会事業実施状況（常設展示） 

 

常設展示「越後の都」は、①プロローグ、②越後の都、③徳川の城、④榊原家の時代、⑤

近代の上越、⑥雪国の暮らしと民俗、⑦現代の上越、で構成され、越後国府・春日山城から

福島城、高田城へとつながっていく「越後の都」の移り変わりと、近代以降の地域独自の展

開や民俗を紹介する内容になっている。①プロローグでは、約 420年前に上杉家が描いた上

越地域の絵図「越後国頸城郡絵図」が壁いっぱい（原寸大）に出迎える。そのほか展示室で

は、「越後の都」の変遷を紹介するプロジェクションマッピング、高田城と城下町の様子を

模型やマップ、VR 映像などで紹介するほか、⑥では城下町高田を象徴する雁木の町家を実

際に敷かれていた石畳を用いながら再現し、雪下駄職人や高田瞽女を紹介する。 

 展示資料は３～４か月ごとに一部資料の入れ替えを行った（下記リストのとおり）。 

 

①展示期間：平成 30年７月 21 日～９月 18日 

№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

1  至徳寺遺跡遺物 天目茶碗 1点 上越市埋蔵文化財センター 

2  至徳寺遺跡遺物 茶入 1点 上越市埋蔵文化財センター 

3  至徳寺遺跡遺物 青花文盤 1点 上越市埋蔵文化財センター 

4  至徳寺遺跡遺物 青磁酒海壷 1点 上越市埋蔵文化財センター 

5  至徳寺遺跡遺物 瓦燈 2点 上越市埋蔵文化財センター 

6  至徳寺遺跡遺物 硯 1点 上越市埋蔵文化財センター 

7  至徳寺遺跡遺物 水滴 1点 上越市埋蔵文化財センター 

8 ○ 上杉謙信書状（蔵田五郎左衛門宛） 1点 上越市立歴史博物館 

9 ○ 軍配 1点 愛宕神社 

10 ○ 堀直政制札 1点 上越市立歴史博物館 

11  福島城軒瓦 1点 上越市埋蔵文化財センター 

12  伝馬条目（牟礼宿宛）［複製］ 1点 牟礼神社・牟礼区 

13  三つ葉葵紋鬼瓦 1点 上越市埋蔵文化財センター 

14  上江用水自普請麁絵図面 1点 上越市立歴史博物館 

15 ◎ 高田城請取雑記 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

16  越後国頸城郡飯村村検地水帳 1点 上越市公文書センター 

17  越後国頸城郡飯村検地水帳（写） 1点 上越市公文書センター 

18 ◎ 榊原政令筆「露結為霜」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

19  西村町馬具 1点 上越市立歴史博物館 

20 ○ 茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足・鉢巻形兜 2点 榊神社 

21 ◎ 台場絵図（柿崎） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

22  高田藩兵陣笠（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

23  榊原家家紋入足軽具足（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

24  高田事件ゆかりの覆面 1点 上越市立高田図書館 

25  石油手掘井戸「掘り小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

26  石油手掘井戸「汲取小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

27  偕行社模型 1点 上越市立歴史博物館 

28  墺国式スキー・一本杖 1点 日本スキー発祥記念館 

29  スキー民謡「さらさらと」 1点 上越市立歴史博物館 

30  スキー民謡「雪よふれふれ」 1点 上越市立歴史博物館 

31  高田名所図絵 1点 上越市立歴史博物館 

32  高田町屋と雁木の模型 1点 上越市立歴史博物館 

33  雪下駄製作道具 11点 上越市立歴史博物館 
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№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

34  雪ソリ 1点 上越市立歴史博物館 

35  人力ゾリ 1点 上越市立歴史博物館 

36  角巻 1点 上越市立歴史博物館 

37  トンビ 1点 上越市立歴史博物館 

38  雪下駄（男性用・女性用） 2点 上越市立歴史博物館 

39  ミノボウシ 1点 上越市立歴史博物館 

40  ミノ 1点 上越市立歴史博物館 

41  スゲガサ 1点 上越市立歴史博物館 

42  ワラグツ 1点 上越市立歴史博物館 

43  竹スキー 2点 上越市立歴史博物館 

44  下駄スケート 1点 上越市立歴史博物館 

45  ソリ（雪遊び用） 2点 上越市立歴史博物館 

46  コスキ 2点 上越市立歴史博物館 

47  子ども用コスキ 1点 上越市立歴史博物館 

48  ダイビキ 2点 上越市立歴史博物館 

49  カンジキ 1点 上越市立歴史博物館 

50  
斎藤真一 瞽女杉本キクエ［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

51  
斎藤真一 瞽女唄［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

52  
斎藤真一 三人の瞽女［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

53  
斎藤真一 明星［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

54  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 瞽女式目 1点 上越市立歴史博物館 

55  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 三味線 1点 上越市立歴史博物館 

56  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 ハンチャ 1点 上越市立歴史博物館 

57  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 手甲 1点 上越市立歴史博物館 

58  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 箱枕 1点 上越市立歴史博物館 

59  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 褄折れ笠 1点 上越市立歴史博物館 

60  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 杖 1点 上越市立歴史博物館 

◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財 

 

②展示期間：平成 30年９月 19 日～12月 23日 

№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

1  至徳寺遺跡遺物 天目茶碗 1点 上越市埋蔵文化財センター 

2  至徳寺遺跡遺物 茶入 1点 上越市埋蔵文化財センター 

3  至徳寺遺跡遺物 青花文盤 1点 上越市埋蔵文化財センター 

4  至徳寺遺跡遺物 青磁酒海壷 1点 上越市埋蔵文化財センター 

5  至徳寺遺跡遺物 瓦燈 2点 上越市埋蔵文化財センター 

6  至徳寺遺跡遺物 硯 1点 上越市埋蔵文化財センター 

7  至徳寺遺跡遺物 水滴 1点 上越市埋蔵文化財センター 

8 ○ 長尾能景書状（毛利越中守宛） 1点 上越市立歴史博物館 

9 ○ 上杉謙信書状（宍戸左京宛） 1点 上越市立歴史博物館 

10 ○ 上杉景勝制札 1点 上越市立歴史博物館 

11 ○ 堀直政寄進状（菅原神主宛） 1点 菅原神社 

12  福島城軒瓦 1点 上越市埋蔵文化財センター 

13  伝馬条目（牟礼宿宛）［複製］ 1点 牟礼神社・牟礼区 

14  三つ葉葵紋鬼瓦 1点 上越市埋蔵文化財センター 

15  上江用水自普請麁絵図面 1点 上越市立歴史博物館 

16 ◎ 高田城請取雑記 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 



上越市立歴史博物館 年報・紀要（第 1号） 

－27－ 

№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

16 ◎ 高田城請取雑記 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

17  越後国頸城郡馬屋村検地水帳 1点 上越市公文書センター 

18  越後国頸城郡馬屋村検地水帳（写） 1点 上越市公文書センター 

19 ◎ 榊原政令筆「節倹の書付」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

20 ◎ 太刀 銘助宗 1点 密蔵院 

21 ○ 茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足・鉢巻形兜 2点 榊神社 

22 ◎ 台場絵図（柿崎） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

23  高田藩兵陣笠（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

24  榊原家家紋入足軽具足（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

25  高田事件ゆかりの覆面 1点 上越市立高田図書館 

26  石油手掘井戸「掘り小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

27  石油手掘井戸「汲取小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

28  偕行社模型 1点 上越市立歴史博物館 

29  墺国式スキー・一本杖 1点 日本スキー発祥記念館 

30  スキー民謡「さらさらと」 1点 上越市立歴史博物館 

31  スキー民謡「雪よふれふれ」 1点 上越市立歴史博物館 

32  高田名所図絵 1点 上越市立歴史博物館 

33  高田町屋と雁木の模型 1点 上越市立歴史博物館 

34  雪下駄製作道具 11点 上越市立歴史博物館 

35  雪ソリ 1点 上越市立歴史博物館 

36  人力ゾリ 1点 上越市立歴史博物館 

37  角巻 1点 上越市立歴史博物館 

38  トンビ 1点 上越市立歴史博物館 

39  雪下駄（男性用・女性用） 2点 上越市立歴史博物館 

40  ミノボウシ 1点 上越市立歴史博物館 

41  ミノ 1点 上越市立歴史博物館 

42  スゲガサ 1点 上越市立歴史博物館 

43  ワラグツ 1点 上越市立歴史博物館 

44  竹スキー 2点 上越市立歴史博物館 

45  下駄スケート 1点 上越市立歴史博物館 

46  ソリ（雪遊び用） 2点 上越市立歴史博物館 

47  コスキ 2点 上越市立歴史博物館 

48  子ども用コスキ 1点 上越市立歴史博物館 

49  ダイビキ 2点 上越市立歴史博物館 

50  カンジキ 1点 上越市立歴史博物館 

51  
斎藤真一 瞽女杉本キクエ［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

52  
斎藤真一 瞽女唄［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

53  
斎藤真一 三人の瞽女［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

54  
斎藤真一 明星［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

55  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 箪笥 1点 上越市立歴史博物館 

56  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 米櫃 1点 上越市立歴史博物館 

57  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 ぞうきん 1点 上越市立歴史博物館 

58  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 はたき 1点 上越市立歴史博物館 

59  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 表札 1点 上越市立歴史博物館 

◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財 
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③展示期間：平成 30年 12月 23 日～平成 31年３月 31 日 

№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

1  至徳寺遺跡遺物 天目茶碗 1点 上越市埋蔵文化財センター 

2  至徳寺遺跡遺物 茶入 1点 上越市埋蔵文化財センター 

3  至徳寺遺跡遺物 青花文盤 1点 上越市埋蔵文化財センター 

4  至徳寺遺跡遺物 青磁酒海壷 1点 上越市埋蔵文化財センター 

5  至徳寺遺跡遺物 瓦燈 2点 上越市埋蔵文化財センター 

6  至徳寺遺跡遺物 硯 1点 上越市埋蔵文化財センター 

7  至徳寺遺跡遺物 水滴 1点 上越市埋蔵文化財センター 

8 ○ 長尾能景書状（毛利越中守宛） 1点 上越市立歴史博物館 

9 ○ 上杉謙信書状（宍戸左京宛） 1点 上越市立歴史博物館 

10 ○ 上杉景勝制札 1点 上越市立歴史博物館 

11 ○ 堀直政寄進状（菅原神主宛） 1点 菅原神社 

12  福島城軒瓦 1点 上越市埋蔵文化財センター 

13  伝馬条目（牟礼宿宛）［複製］ 1点 牟礼神社・牟礼区 

14  三つ葉葵紋鬼瓦 1点 上越市埋蔵文化財センター 

15  上江用水自普請麁絵図面 1点 上越市立歴史博物館 

16 ◎ 高田城請取記 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

17  越後国頸城郡赤池村検地水帳 1点 上越市公文書センター 

18  越後国頸城郡横川村検地水帳 1点 上越市公文書センター 

19 ◎ 榊原政令筆「節倹の書付」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

20  山車 関町孔雀 1点 上越市立歴史博物館 

21 ○ 茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足・鉢巻形兜 2点 榊神社 

22 ◎ 台場絵図（柿崎） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

23  高田藩兵陣笠（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

24  榊原家家紋入足軽具足（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

25  高田事件ゆかりの覆面 1点 上越市立高田図書館 

26  石油手掘井戸「掘り小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

27  石油手掘井戸「汲取小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

28  偕行社模型 1点 上越市立歴史博物館 

29  墺国式スキー・一本杖 1点 日本スキー発祥記念館 

30  スキー民謡「さらさらと」 1点 上越市立歴史博物館 

31  スキー民謡「雪よふれふれ」 1点 上越市立歴史博物館 

32  高田名所図絵 1点 上越市立歴史博物館 

33  高田町屋と雁木の模型 1点 上越市立歴史博物館 

34  雪下駄製作道具 11点 上越市立歴史博物館 

35  雪ソリ 1点 上越市立歴史博物館 

36  人力ゾリ 1点 上越市立歴史博物館 

37  角巻 1点 上越市立歴史博物館 

38  トンビ 1点 上越市立歴史博物館 

39  雪下駄（男性用・女性用） 2点 上越市立歴史博物館 

40  ミノボウシ 1点 上越市立歴史博物館 

41  ミノ 1点 上越市立歴史博物館 

42  スゲガサ 1点 上越市立歴史博物館 

43  ワラグツ 1点 上越市立歴史博物館 

44  竹スキー 2点 上越市立歴史博物館 

45  下駄スケート 1点 上越市立歴史博物館 

46  ソリ（雪遊び用） 2点 上越市立歴史博物館 

47  コスキ 2点 上越市立歴史博物館 

48  子ども用コスキ 1点 上越市立歴史博物館 

49  ダイビキ 2点 上越市立歴史博物館 

50  カンジキ 1点 上越市立歴史博物館 
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№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

51  
斎藤真一 瞽女杉本キクエ［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

52  
斎藤真一 瞽女唄［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

53  
斎藤真一 三人の瞽女［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

54  
斎藤真一 明星［越後瞽女日記］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

55  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 箪笥 1点 上越市立歴史博物館 

56  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 米櫃 1点 上越市立歴史博物館 

57  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 ぞうきん 1点 上越市立歴史博物館 

58  高田瞽女親方杉本キクイ家資料 はたき 1点 上越市立歴史博物館 

◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



上越市立歴史博物館 年報・紀要（第 1号） 

－30－ 

３ 教育普及事業実施状況 

 

（１）展示解説会の実施 

①特別展「高田藩と戊辰戦争」 

・日時：10月 13日（土）、11月 17日（土）の２日間 

時間はいずれも 10：00～11：00 

・人数：延べ 68人 

 

②企画展「探検！むかしのくらし」 

・期   間：平成 31年１月４日（金）～３月 24日（日） 

・実 施 内 容：校外学習で来館する小学校に対して展示解説を行う 

・見学学校数：45校（内訳：市内 41校、市外４校） 

・見学児童数：1,637人（内訳：市内 1,529人、市外 108人） 

 

 

（２）視察・団体受け入れ 

視察・団体の申込みの際に展示解説の依頼があった場合、随時対応を行った。 

・人数：62件 1,400人 
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（３）特別展「高田藩と戊辰戦争」関連イベントの開催 

①記念講演会の実施 

・演  題：「戊辰内乱とそれぞれの選択」 

・講  師：宮間純一氏（中央大学文学部准教授） 

・日  時：平成 30年 11月３日（土） 14:00～15:30 

・会  場：市民交流施設高田公園オーレンプラザ 研修室・会議室 

・定  員：60人（先着申込順） 

・聴 講 料：無料 

・参加者数：66人 

 

②金谷山史跡巡り 

金谷山に遺る戊辰戦争ゆかりの史跡を巡り、上越から戊辰戦争を追想した。当日は

雨天であったため、当初予定したコースを変更して実施した。 

・日  時：平成 30年 10月 20日（土） 10:00～12:00 

・場  所：金谷山 

・案 内 者：荒川 将（上越市立歴史博物館 主任〈学芸員〉） 

・参 加 費：無料 

・定  員：15人（小学生の場合は保護者同伴） 

・参加者数：16人 

 

（４）博物館実習生の受け入れ 

上越市立歴史博物館改修工事およびリニューアル事業のため実施せず 

 

（５）出前講座・職員派遣等 

№  講座名 内容 

1 

新潟県生涯学習協会企画講

座「維新 150年―幕末・維新

期の越後国諸藩の選択」 

期日：平成 30年５月 15日（火） 

演題：高田藩と戊辰戦争 

会場：新潟国際大学新潟中央キャンパス 

人数：60人 

2 
上越ケーブルビジョン公開

講座「戊辰戦争から 150年」 

期日：平成 30年８月 22日（水） 

演題：高田藩と戊辰戦争 

会場：JCV本社スタジオ 

人数：50人 
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№  講座名 内容 

3 西城二丁目町内会 敬老会 

期日：平成 30年９月 17日（月・祝） 

演題：越後の都と徳川の城下町、 

そして西城二丁目の界隈 

会場：特別養護老人ホーム「さくら聖母の園」 

人数：20名 

4 
八千浦地区公民館 

元気の出るふるさと講座 

期日：平成 30年９月 20日（木） 

内容：岡沢拠点収蔵施設見学 

会場：岡沢拠点収蔵施設 

人数：20人 

5 高田地区公民館講座 

期日：Ⅰ平成 30年９月 26日（水） 

   Ⅱ平成 30年 10月 9日（火） 

演題：Ⅰ高田築城  

Ⅱ下級武士の生活 

会場：高田公園オーレンプラザ 会議室 

人数：30人 

6 
上越市南地区町内会長連絡

協議会研修会 

期日：平成 30年 10月 12日（金） 

演題：歴史博物館の開館について 

会場：高田公園 オーレンプラザ ホール 

人数：100人 

7 
旧高田藩和親会 

郷土史フォーラム 

期日：平成 30年 10月 28日（日） 

テーマ：江戸時代、頸城野の農民のくらし 

会場：高陽荘 

報告者：清沢聰氏 

パネリスト：花岡公貴（歴史博物館 副館長） 

荒川 将（歴史博物館 主任） 

人数：100人 

8 新潟大学非常勤講師 

期日：平成 30年 10月 31日（水）、11月７日

（水）、11月 14日（水） 

演題：近世越後諸地域の歴史と社会 

会場：新潟大学 

人数：100人 

9 

郷土の偉人“前島密翁”を顕

彰する会『前島密 故郷との

絆講演会』 

期日：平成 30年 12月１日（土） 

演題：「静岡時代の前島密」 

会場：上越市市民プラザ 

人数：73人 
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№  講座名 内容 

10 
郷土史友の会おおがた 

歴史講演会 

期日：平成 31年２月３日（日） 

演題：「江戸時代後期才浜の漁業と北前船」 

会場：大潟区コミュニティープラザ 

人数：80人 

11 
新潟市歴史博物館 

館長講座「戊辰戦争と越後」 

期日：平成 31年３月 17日（日） 

演題：高田藩と戊辰戦争 

会場：新潟市歴史博物館 

人数：80人 

 

（６）人権・同和問題研修の実施 

①上越市立歴史博物館職員研修会 

常設展示「越後の都」を会場として、上越市立歴史博物館・小林古径記念美術館に

勤務する職員の人権・同和問題に関する研修会を実施した。 

・期日：平成 30 年７月９日（月）、７月 10日（火）の２日間 

・人数：延べ 29 人 

 

②上越市教育委員会学校教育課主催研修会 

上越市学校教育課主催による小中学校・高等学校および教育委員会職員対象（学校

管理職、人権教育担当教諭、市教育委員会職員、上越教育事務所職員）の研修会を実

施した。 

・期日：平成 30 年７月６日（金）、７月９日（月）、７月 12 日（木）、８月 10 日

（金）、８月 20日（月）、８月 21日（火）、８月 22日（水）の７日間 

・人数：延べ 165人 

 

③上越市教育委員会社会教育課主催研修会 

上越市社会教育課主催による公民館主事を対象とした研修会を実施した。 

・期日：平成 30 年８月６日（月） 

・人数：28人 

 

④外部からの依頼による研修会 

新潟市内の市民団体からの依頼による研修会を実施した。 

・期日：平成 30 年 11月８日（木） 

・人数：18人 
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４ 収集保管事業 

 

（１）寄贈資料 

件数 分野 資料名 数量 

1 民俗 
鏡台・たらい・火鉢・灰ならし・アルマイト弁当箱・牛乳キャップ抜き・ほ

うき・風呂敷・雪下駄・鏡台・くし・勉強机・夜着・トランク・かんじき 
24点 

2 民俗 唐箕 1点 

3 民俗 綿帽子 1点 

4 歴史 ジャンプスキー 1点 

5 民俗 五合桝・洋服ブラシ・写真 3枚 6点 

6 民俗 唐箕・桝・たらい・かんざし・とがき棒 12点 

7 民俗 高札 1点 

8 民俗 針箱・絎け台・雪下駄 (竹田下駄屋さん ﾐﾆﾁｭｱ) 8点 

9 民俗 軍服・軍帽・掛軸・春日神社のお守り・色紙 9点 

10 歴史 「直江津繁盛記」・直江津こぼれ話・記念切符 33点・絵はがき 40点 

11 民俗 
一斗缶(森永ミルク・みながわ製菓)・どてら・行李・和裁学校証書・綿入り

着物 
12点 

12 歴史 
日本海名勝直江津五智遊覧案内・直江津案内・海の直江津・直江津港及附近

之図 
13点 

13 民俗 だいびき・笠・風呂敷(大漁座名入) 4点 

14 民俗 上杉郷親睦会一式 1点 

15 民俗 奉公袋・三味線・化粧箱・ザル 7点・日記 16点 

16 民俗 唐箕 1点 

17 民俗 明治元年三月大政官高札 1点 

18 民俗 千木・算盤・徳利・木桶・もんぺ・のれん 9点 

19 民俗 出征旗    1点 

20 民俗 日和下駄・ちゃぶ台・出征旗・雪下駄・高下駄・はなお・消防服・柳行李  26点 

21 民俗 大政官高札・鎌倉時代骨納器 2点 

22 民俗 こすき・おひつ・しゃもじ・ロープ付き滑車たらい・焼印・手あぶり 10点 

23 民俗 柳糸郷の法被  2点 

24 民俗 小箪笥 1点 

25 民俗 ポストカード・勲章・バッヂ・そろばん 25点 

26 
民俗 膳椀箱 4点 

歴史 増村朴斎書類 2点 

27 民俗 背負子 3点 

28 民俗 木挽き・戦争当時の電球 3点 

29 民俗 黒電話 1点 

30 民俗 ステレオ・ラジオ・掃除機・髭剃り・掃除機 16点 

31 民俗 BetaMovie・のりものかるた 8点 

32 歴史 長岡外史胸像・デスマスク・写真・写真アルバム 17点 

33 民俗 Sonyビデオカメラ・ソノシート・プラモデル・プロマイド 85枚 124点 

34 民俗 真空管計算機・Cadlinerなど 3点 

35 
民俗 軍服（日露戦争） 1点 

歴史 書簡（日露戦争時） 1点 

36 民俗 無線機 6点 

37 歴史 水科村村絵図 1点 

38 民俗 高札（総督宮参謀札・太政官札 2点） 3点 

39 歴史 和敬孤児園関係資料・中央電気株式会社写真帖 8点 

40 民俗 川上家仏壇 1点 

41 民俗 加藤貞鉄（加藤貞盟の子）家のひな人形一式 1点 

42 歴史 会津墓地案内看板・写真・絵はがき 20点 

43 歴史 ハドソン社製革靴 1点 
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件数 分野 資料名 数量 

44 民俗 アルミ盆（皇居清掃記念）・猪口・重箱・玩具 22点 

45 歴史 町年寄森家資料 13点 

46 民俗 ギャラクシースマホ・完全ガイドブック 2点 

47 民俗 仮面ライダー人形などの玩具・ゲーム機など 9点 

48 民俗 駒・駒の紐 3点 

49 歴史 スキー靴・スキー板・登山用靴など 5点 

合計 505点 

 

（２）寄託資料  

№ 分野 資料名 数量 

1 歴史 
府中八幡宮資料（鰐口〈県指定文化財〉、府中八幡宮文書〈市指定文化財〉94

点含む） 
101点 

2 歴史 
顕法寺資料（銅造観音像懸仏〈市指定文化財〉、大般若経〈市指定文化財〉、

顕法寺文書〈市指定文化財〉） 
3件 

3 歴史 伊達政宗書状（本誓寺文書〈市指定文化財〉） 1点 

4 歴史 太刀 銘 助宗（密蔵寺所蔵 県指定文化財） 1点 

5 歴史 榊原家史料（榊原家所蔵・公益財団法人旧高田藩和親会管理 県指定文化財） 1,722件 

6 歴史 市松人形（榊原家所蔵） 1点 

7 歴史 百人一首（榊原家所蔵） 1点 

8 歴史 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

9 歴史 菅原神社文書（市指定文化財 6点含む） 12点 

10 歴史 火縄銃（越後高田野々山源介義治作） 1点 

11 歴史 

町年寄森家資料（五代夫婦之像、御両像、道也像、御三人正像、道聴居士像、

道燈、三社図、三社図箱、彗日庵徳成肖像画、中閑堂重貞他肖像画、道阿像、

道教像、家紋入り小袖） 

13点 

12 歴史 
無量庵旧蔵仏画（絹本著色釈迦涅槃図、紙本著色往生要集 極楽物語絵、紙

本著色往生要集 地獄物語絵、附属木製箱 2点） 
5点 

 

 

（３）購入資料 

№ 分野 資料名 数量 

1 歴史 越後国頸城郡川浦陣屋周辺絵図 11点 

2 歴史 越後国頸城郡片田村文書 63点 

3 歴史 越後国頸城郡新長者原村天和検地帳（写） 1点 

 

 

（４）資料貸出 

№ 貸出先 資料名 数量 目的 

1 上越市共生まちづくり課 
軍用機プロペラ 1 点、松根油

を採取した松幹 1点 
2点 

平成 30年平和展（会期：平

成 30年 7月 12日～平成 30

年 8月 19日、会場：小川未

明文学館）に展示するため 

2 上越市文化行政課 府中八幡宮鰐口 1点 1点 

平成 30年度埋蔵文化財セ

ンター常設展示（会期：平

成 30年 7月 13日～平成

31年 3月 31日、会場：埋

蔵文化財センター）に展示

するため 
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3 

「京都の御大礼－宮廷文

化のみやび－」展実行委

員会 

御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

「京都の御大礼－宮廷文化

のみやび－」展実行員会主

催「京都の御大礼－宮廷文

化のみやび－」展（会期：

平成 30年 9月 1～平成 30

年 10月 8日、会場：細見

美術館）に展示するため 

4 

糸魚川市文化振興課（フ

ォッサマグナミュージア

ム） 

森成コレクションのうち７箱

（曽－参、伊－七、知－壱・二、

利－二・三・六） ヒスイ製勾

玉など 

23点 

フォッサマグナミュージア

ム特別展「翡翠展」（会

期：平成 30年 11月 17日

～平成 31年 2月 3日、会

場：フォッサマグナミュー

ジアム）に展示するため 

5 上越市文化振興課 川上善兵衛関係資料ほか 30点 

郷土の偉人展「明治 150年

×生誕 150年 明治改元の

年に生を受けた 4人の偉人

パネル展」（会期：平成 30

年 12月 14日～平成 31年

1月 30日、会場：ミュゼ

雪小町）に展示するため 

6 妙高市教育委員会 上杉三郎景虎書状 1点 

妙高市教育委員会生涯学習

課主催「上杉景虎展」（会

期：平成 30年 12月 5日～

平成 30年 12月 11日、会

場：新井総合コミュニティ

センター）に展示するため 

7 上越市文化振興課 ラジオ 1点 

上越市文化振興課主催の高

田まちかど交流館へ展示す

るため 

 

（５）資料特別利用 

№ 利用者名 資料名 点数 目的 

1 ワイズ・キューブ 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
日立製作所発行雑誌「レア

リタス」への画像掲載 

2 松島仁 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

松島仁著『権力の肖像 狩

野派絵画と天下人』への画

像掲載 

3 ㈱テレビ朝日 
レルヒ少佐とスキー専修将校

（写真） 
1点 

テレビ朝日番組「超クイズ

サバイバー」における画像

使用 

4 有限会社リゲル 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

五味文彦ほか編『時代を変

えた戦国大名』への画像掲

載 

5 ㈱コミュニティネット 

榊原康政像（榊原家所蔵 新

潟県指定文化財）、松平忠輝画

像（模写） 

2点 

「2020年版戦国武将名鑑

カレンダー」（小和田泰経

氏監修）における画像使用 

6 ㈱ベストセラーズ 松平忠輝画像（模写） 1点 

『月刊歴史人』8月号「江

戸時代の御家騒動」への画

像掲載 

７ 山口放送㈱ 長岡外史とレルヒ（写真） 1点 
山口放送番組「熱血テレ

ビ」における画像使用 

8 
㈱イースト・エンターテ

インメント 
御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

ＢＳ朝日番組「京都ぶらり

歴史探訪」における画像使

用 
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№ 利用者名 資料名 点数 目的 

9 ㈱ディラナダチ 松平忠輝画像（模写） 1点 
山本博文編『サライ 江戸

第 3巻』への画像掲載 

10 
公益財団法人新潟県埋蔵

文化財調査事業団 

どぶね（国指定有形民俗文化

財） 
1点 

公益財団法人新潟県埋蔵文

化財調査事業団主催の講演

会などにおける画像使用 

11 ㈱ネオス 
祇園祭の様子（レルヒのアル

バム） 
1点 

岡三にいがた証券株式会社

2019年カレンダー（無

料）における画像使用 

12 富山県映像センター 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

富山県教育委員会製作番組

「とやまの曳山」における

画像使用 

13 個人 越後村上藍川御茶屋絵図 1点 調査研究 

14 青山学院大学山本啓介 「榊原家史料」柏玉集ほか 65点 科研費調査研究 

15 ㈱朝日新聞出版 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
㈱朝日新聞出版『歴史道』

への画像掲載 

16 CONEX ECO-Friends㈱ レルヒ少佐肖像写真 1点 
フリーペーパー「コモレ

バ」への画像掲載 

17 ㈱洋泉社 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
洋泉社 MOOK『歴史 REAL天

皇の日本史』への画像掲載 

18 ㈱学研教育みらい 
日本スキー発祥記念館外観写

真 
1点 

㈱学研教育みらい「新・中

学保健体育」への画像掲載 

19 千葉県立浦安南高等学校 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

千葉県教育委員会編『教科

研究員報告書』への画像掲

載 

20 個人 
「榊原家史料」松平忠次軍法

書付他 
4点 調査研究 

21 上越ケーブルビジョン㈱ 
レルヒ少佐とスキー専修将校

たち（写真）ほか 
6点 

レルヒ祭放送番組における

画像使用 

22 北海道新聞社 
レルヒ少佐とスキー専修将校

（写真） 
1点 

北海道新聞「時を訪ねて」

への画像掲載 

23 個人 越後高田商業絵図 1点 調査研究 

 

 

 

 

 

 


