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Ⅲ 令和元年度（2019）事業報告 

 

１ 展覧会事業実施状況（企画展・特別展） 

 

（１）逸品展示・特別公開「御所参内・聚楽第行幸図屏風」 

（２）逸品展示「榊原家寄贈資料展示」 

○会  期  平成 31年４月１日（月）～令和元年６月 30日（日） 

○開館日数  82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  43,839人（うち展覧会観覧者数 5,814人） 

○内  容  ①「御所参内・聚楽第行幸図屏風」は、豊臣秀吉が後陽成天皇を聚楽第 

        に迎える様子を描いた六曲一双屏風を３年ぶりに公開した。 

②平成 29 年度に榊原家から寄贈された榊原喜佐子氏（徳川慶喜の孫） 

 ゆかりの品を紹介した。展示リストは下記のとおり。 

 

○展示資料 

№ 資料名 数量 時代 備考 

1 江戸城より持ち出された人形 4点 江戸時代  

2 御広蓋（菊と瑞鳥） 1点  高松宮妃殿下御遺品 

3 御煙管 1点 明治時代 明治 12年、皇室から拝領 

4 御煙草入れ 1点 明治時代 明治 12年、皇室から拝領 

5 御水さし 1点 明治時代 明治 12年、皇室から拝領 

6 榊原喜佐子氏愛用の硯箱 1点   

7 榊原喜佐子氏愛用の硯 1点   

8 榊原喜佐子氏愛用の文鎮 1点   

9 榊原喜佐子氏自筆の書画（屏風） 1点   

10 徳川旧譜代懇親会紀事 2点 明治時代  

11 榊原喜佐子氏著『徳川慶喜家の子供部屋』

手書き原稿 

4点   

12 榊原喜佐子氏肖像写真 1点   

13 榊原喜佐子氏の守刀「無銘」 1点  徳川家伝来 

14 榊原政春氏の守刀「永則」 1点 鎌倉時代  

合計 21点  
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（３）開館１周年記念企画展「上越の寺社と徳川の城・高田」 

○会  期  令和元年７月 20日（土）～10月 20日（日） 

○開催日数  85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  18,368人（うち展覧会観覧者数 5,431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  企画展パンフレット（Ａ４判、カラー24頁、有償頒布） 

○内  容  江戸時代前半、高田城は広大な領地を支配する徳川家の城だった。その

ため、市内には徳川一門の松平忠輝、松平忠昌、松平光長らが寄進した

道具類や古文書等を伝える寺社が多く残されている。葵紋を散らした

道具類、全国的にも数少ない徳川秀忠の肖像画、そして藩主自身や家老

たちが寺社へ宛てた寄進状や禁制、書状の数々が伝来している。本展覧

会では、これらの資料を通じて、高田藩と徳川家のつながりを紹介した。 

○展示構成  １ 江戸時代の大名と寺社 

２ 徳川の城―徳川一門と高田城 

（１）松平忠輝と寺社 

（２）松平忠昌と寺社 

（３）松平光長と寺社 

３ 徳川一門時代の終焉 

○関連事業  ・学芸員による展示解説会 

日時：令和元年７月 20日（土）、８月３日（土）８月 25日（日） 

時間はいずれも 10：00～11:00 

人数：延べ 115人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲企画展チラシ（表） ▲企画展チラシ（裏） ▲企画展パンフレット（表紙） 



上越市立歴史博物館 年報・紀要（第 1号） 

－40－ 

○展示資料 

№ 
指

定 
資料名 数量 時代 所蔵者 

1  松平忠輝像（模写） 1点 昭和時代 上越市立歴史博物館 

2 ○ 松平忠輝制札（洞仙庵宛） 1点 
慶長 13年（1608） 

正月 11日 
栄樹寺（洞仙庵） 

3  寂林院（松平忠輝）位牌 1点 江戸時代中期 栄樹寺（洞仙庵） 

4  天麟院（五郎八）位牌 1点 江戸時代中期 栄樹寺（洞仙庵） 

5 ○ 松平忠輝禁制（称念寺宛） 1点 
慶長 18年（1613） 

正月 25日 
称念寺 

6 ○ 大久保長安社領寄進状（府中八幡宮宛） 1点 
慶長 16年（1611） 

9月 19日 
府中八幡宮 

7 ○ 
松平忠輝年寄連署社領寄進添状 

（府中八幡宮宛） 
1点 

慶長 16年（1611） 

9月 19日 
府中八幡宮 

8 ○ 
松平忠輝年寄連署社領寄進添状 

（居多神社宛） 
1点 

慶長 16年（1611） 

9月 19日 
居多神社 

9 ○ 
松平忠輝年寄連署寺領寄進添状 

（称念寺宛） 
1点 

（慶長 16年） 

9月 22日 
称念寺 

10 ◎ 太刀 銘 助宗 1点 
元和 9年（1623） 

8月吉日 
密蔵院 

11  太刀 銘 助宗 1点 
元和 9年（1623） 

8月吉日 
府中八幡宮 

12 ○ 松平忠昌年寄連印山林諸役免許状 1点 
元和 4年（1618） 

9月 10日 
顕法寺 

13 ○ 松平忠昌奉行寄進状（神主民部宛） 1点 
元和 8年（1622） 

4月 
菅原神社 

14  勝（高田姫）所用 芭蕉葵紋高蒔絵櫛 1点 江戸時代前期 天崇寺 

15  勝（高田姫）所用 葵紋湯桶 1点 江戸時代前期 天崇寺 

16  勝（高田姫）所用 葵紋飯櫃 1点 江戸時代前期 天崇寺 

17  勝（高田姫）所用 葵紋杓子 1点 江戸時代前期 天崇寺 

18  勝（高田姫）所用 持蓮華 1点 江戸時代前期 天崇寺 

19  天崇院（勝 高田姫）位牌 1点 江戸時代前期 天崇寺 

20  東照大権現坐像 1点 江戸時代前期 天崇寺 

21  徳川秀忠像 1点 江戸時代前期 天崇寺 

22 ○ 松平綱国乳母消息（菅原神社神主式部宛） 1点 
延宝 6年（1674） 

頃 
菅原神社 

23  伝徳川家康筆三河万歳図 1点 室町時代 称念寺 

24  伝徳川秀忠筆徳川家康像 1点 江戸時代前期 称念寺 

25  伝徳川家光筆自画像 1点 江戸時代前期 称念寺 
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№ 
指

定 
資料名 数量 時代 所蔵者 

26  木造善導大師立像前簾 1点 江戸時代中期 善導寺 

27  桂昌院位牌（厨子入） 1点 江戸時代中期 善導寺 

28  葵紋茶碗 2点 江戸時代中期 善行寺 

29  松平光長年寄連署制札（一宮居多神社宛） 1点 
寛永元年（1624） 

10月 9日 
居多神社 

30  
松平光長年寄連署社領寄進状 

（居多神社宛） 
1点 

寛永 4年（1627） 

9月 9日 
居多神社 

31  徳川家光朱印状 1点 
慶安元年（1648） 

2月 24日 
居多神社 

32  徳川家綱朱印状 1点 
寛文 5年（1665） 

7月 11日 
居多神社 

33  久松松平時代 高田城下町絵図 1点 元文 2年（1737） 上越市立高田図書館 

34  高田築城の頃の出土陶磁器 22点 
江戸時代前期 

（1610年代） 
上越市教育委員会 

35  三の丸（二宮御殿）出土陶磁器 12点 江戸時代前期 上越市教育委員会 

合計 68点  

指定の記号は◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財 

 

  ○展示風景 
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（４）企画展「探検！むかしのくらし」 

○会  期  令和元年 11月 16日（土）～令和２年３月８日（日） 

○開館日数  92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  11,539人（うち展覧会観覧者数 3,770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「昔の道具とくらし」に対応した展覧会。 

私たちの身のまわりには様々な道具があり、これらの道具はより使い

やすく、暮らしを豊かで便利にするために改良が加えられている。 

本展覧会では、羽釜・ちゃぶ台・洗濯板・ローラー式洗濯機・氷冷蔵庫・

足踏みミシン・炭火アイロンなど家事に関わる道具や蓄音機・ダイヤル

式電話・ブラウン管テレビ・家具調ステレオなど生活を豊かにした道具

などを展示し、昭和・平成のくらしの移り変わりを振り返った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲企画展チラシ（表） ▲企画展チラシ（裏） ▲ワークシート（表紙） 
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○展示資料 

№ コーナー名 資料名 数量 所蔵者 

1 

食に関する道具 

羽釜 1点 上越市立歴史博物館 

2 鍋敷 1点 上越市立歴史博物館 

3 電気炊飯器 1点 上越市立歴史博物館 

4 ガス炊飯器 1点 上越市立歴史博物館 

5 飯櫃 1点 上越市立歴史博物館 

6 飯籠 1点 上越市立歴史博物館 

7 つぐら 1点 上越市立歴史博物館 

8 七輪 1点 上越市立歴史博物館 

9 火吹き竹 1点 上越市立歴史博物館 

10 渋うちわ 1点 上越市立歴史博物館 

11 消壷 1点 上越市立歴史博物館 

12 つけ木 1点 上越市立歴史博物館 

13 蝿帳 1点 上越市立歴史博物館 

14 氷冷蔵庫 1点 上越市立歴史博物館 

15 

住まいの道具 

―アイロン― 

火熨斗 2点 上越市立歴史博物館 

16 炭火アイロン 2点 上越市立歴史博物館 

17 電気アイロン 1点 上越市立歴史博物館 

18 スチームアイロン 1点 上越市立歴史博物館 

19 

住まいの道具 

―裁縫・ミシン― 

尺さし（くじら尺） 1点 上越市立歴史博物館 

20 こて 1点 上越市立歴史博物館 

21 裁ち板 1点 上越市立歴史博物館 

22 くけ台 1点 上越市立歴史博物館 

23 手回しミシン 1点 上越市立歴史博物館 

24 足踏みミシン 1点 上越市立歴史博物館 

25 電動ミシン 1点 上越市立歴史博物館 

26 

住まいの道具 

―洗濯― 

洗濯板 1点 上越市立歴史博物館 

27 洗い桶 1点 上越市立歴史博物館 

28 手回し洗濯機 1点 上越市立歴史博物館 

29 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 

30 二槽式洗濯機 1点 上越市立歴史博物館 

31 住まいの道具 

―家庭薬― 

薬箱 1点 上越市立歴史博物館 

32 薬袋 3点 上越市立歴史博物館 
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№ コーナー名 資料名 数量 所蔵者 

33 
住まいの道具 

―家庭薬― 

紙風船 3点 上越市立歴史博物館 

34 水枕 1点 上越市立歴史博物館 

35 吸入器 1点 上越市立歴史博物館 

36 

住まいの道具 

―夏のくらし― 

ガラス製蝿取り器 1点 上越市立歴史博物館 

37 蝿取りリボン 2点 上越市立歴史博物館 

38 ぜんまい式蝿取り器（ハイトリック） 1点 上越市立歴史博物館 

39 蝿叩き 2点 上越市立歴史博物館 

40 団扇 2点 上越市立歴史博物館 

41 団扇置き 1点 上越市立歴史博物館 

42 

住まいの道具 

―冬のくらし― 

火鉢 1点 上越市立歴史博物館 

43 鉄瓶 1点 上越市立歴史博物館 

44 ハクキンカイロ 1点 上越市立歴史博物館 

45 湯たんぽ 1点 上越市立歴史博物館 

46 行火 1点 上越市立歴史博物館 

47 電気行火 1点 上越市立歴史博物館 

48 櫓炬燵 1点 上越市立歴史博物館 

49 電気炬燵 1点 上越市立歴史博物館 

50 

住まいの道具 

―電話― 

デルビル磁石式壁掛け電話 1点 上越市立歴史博物館 

51 ダイヤル式電話 1点 上越市立歴史博物館 

52 プッシュ式電話 1点 上越市立歴史博物館 

53 携帯電話 1点 上越市立歴史博物館 

54 

住まいの道具 

―音楽を楽しむ― 

蓄音機 1点 上越市立歴史博物館 

55 レコード 1点 上越市立歴史博物館 

56 レコードプレーヤー 1点 上越市立歴史博物館 

57 シートレコード 3点 上越市立歴史博物館 

58 ステレオ 1点 上越市立歴史博物館 

59 テープレコーダー 1点 上越市立歴史博物館 

60 カセットテープ 1点 上越市立歴史博物館 

61 カセットテープレコーダー 1点 上越市立歴史博物館 

62 CDプレーヤー 1点 上越市立歴史博物館 

63 CDラジカセ 1点 上越市立歴史博物館 

64 MDプレーヤー 1点 上越市立歴史博物館 

65 住まいの道具 

―カメラ― 

二眼レフカメラ 1点 上越市立歴史博物館 

66 一眼レフカメラ 1点 上越市立歴史博物館 
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№ コーナー名 資料名 数量 所蔵者 

67 
住まいの道具 

―カメラ― 
デジタルカメラ 2点 上越市立歴史博物館 

68 

住まいの道具 

―ラジオ・テレビ― 

真空管ラジオ 1点 上越市立歴史博物館 

69 トランジスタラジオ 1点 上越市立歴史博物館 

70 白黒テレビ 1点 上越市立歴史博物館 

71 ポータブルテレビ 1点 上越市立歴史博物館 

72 カラーテレビ 1点 上越市立歴史博物館 

73 薄型テレビ 1点 上越市立歴史博物館 

74 

子どもと学校 

石版 1点 上越市立歴史博物館 

75 ノート型石版 1点 上越市立歴史博物館 

76 石筆 1点 上越市立歴史博物館 

77 
教科書『尋常小学校算術書 第三学年児

童用』（1910年発行） 
1点 上越市立歴史博物館 

78 
教科書『尋常小学国史 下巻』（1939年

発行） 
1点 上越市立歴史博物館 

79 教科書『初等科国語二』（1942年発行） 1点 上越市立歴史博物館 

80 教科書『初等科国語三』（1942年発行） 1点 上越市立歴史博物館 

81 教科書『カズノホン一』（1941年発行） 1点 上越市立歴史博物館 

82 教科書『カズノホン二』（1941年発行） 1点 上越市立歴史博物館 

83 
教科書『初等科工作四男子用』（1943年

発行） 
1点 上越市立歴史博物館 

84 
教科書『初等科工作四女子用』（1943年

発行） 
1点 上越市立歴史博物館 

85 
戦前の夏休み学習帳（『尋常小學夏期學

習帖ダイ一ガクネン』（1936年発行）） 
1点 上越市立歴史博物館 

86 
学年別学習雑誌『小学三年生』（小学館 

1955年～1956年発行） 
3点 小川未明文学館 

87 アルマイト製弁当箱 1点 上越市立歴史博物館 

88 児童用水筒 1点 上越市立歴史博物館 

89 

農具 

馬鍬 1点 上越市立歴史博物館 

90 千歯扱き 1点 上越市立歴史博物館 

91 足踏み脱穀機 1点 上越市立歴史博物館 

92 唐箕 1点 上越市立歴史博物館 

93 

雪の道具 

藁沓（深沓） 1点 上越市立歴史博物館 

94 藁製手袋 1点 上越市立歴史博物館 

95 雪下駄 1点 上越市立歴史博物館 

96 かんじき 1点 上越市立歴史博物館 

97 山かんじき 1点 上越市立歴史博物館 

98 すかり 1点 上越市立歴史博物館 
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№ コーナー名 資料名 数量 所蔵者 

99 

雪の道具 

牛用かんじき 1点 上越市立歴史博物館 

100 馬用かんじき 1点 上越市立歴史博物館 

101 木鍬 1点 上越市立歴史博物館 

102 台引 1点 上越市立歴史博物館 

103 

昔の道具を 

触ってみよう 

角巻 3点 上越市立歴史博物館 

104 スゲ笠 2点 上越市立歴史博物館 

105 羽釜 1点 上越市立歴史博物館 

106 竹ザル 3点 上越市立歴史博物館 

107 魔法瓶ポット 1点 上越市立歴史博物館 

108 火熨斗 2点 上越市立歴史博物館 

109 炭火アイロン 1点 上越市立歴史博物館 

110 洗濯板 2点 上越市立歴史博物館 

111 火鉢 1点 上越市立歴史博物館 

112 鉄瓶 1点 上越市立歴史博物館 

113 櫓ごたつ 1点 上越市立歴史博物館 

114 湯たんぽ 1点 上越市立歴史博物館 

115 ちゃぶ台 1点 上越市立歴史博物館 

116 柱時計 1点 上越市立歴史博物館 

117 ダイヤル式電話 3点 上越市立歴史博物館 

118 家具調ステレオ 1点 上越市立歴史博物館 

119 かんじき 1点 上越市立歴史博物館 

120 こすき 3点 上越市立歴史博物館 

121 
各コーナー 

写真パネル 12点 上越市公文書センター 

122 写真パネル 3点 牧歴史民俗資料館 

合計 160点  
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２ 展覧会事業実施状況（常設展示） 

 

常設展示では、「越後の都」を中心テーマに据えた展示を行っている。 

展示資料は３～４か月ごとに一部資料を除き入れ替えを行っている（展示リストは下記

のとおり）。 

 

①展示期間：平成 31年４月１日～６月 30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  上杉謙信軍役状（中条与次宛） 1点 上越市立歴史博物館 

9 ○ 上杉景勝書状（甘粕近江守宛） 1点 上越市立歴史博物館 

10 ○ 上杉三郎景虎書状（後藤左京亮宛） 1点 上越市立歴史博物館 

11 ○ 堀若狭守寺領寄進状 1点 顕法寺 

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） 

17  越後国頸城郡新長者原村検地水帳（写） 1点 上越市公文書センター 

18  越後国頸城郡新長者原村検地水帳 1点 上越市公文書センター 

19 ◎ 榊原政令筆短冊「檀の」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

20  毘沙門天立像と仏塔 2点 上越市立歴史博物館 

21  榊原康政使用 陣羽織 1点 榊神社 

22 ◎ 台場絵図（高崎新田） 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「雪よふれふれ」 1点 上越市立歴史博物館 

31  菓子型 高田金谷山スキー 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 
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№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

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 キクエと桜［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 櫻花［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 髪結い［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 杉本キクエ旅姿［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 黄綬褒章 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 褒章の記 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 選択書 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 全国民俗芸能大

会出演感謝状・記念タペストリー 
2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：令和元年７月１日～９月 30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） 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  伝上杉謙信所用 一節切 1点 上越市立歴史博物館 

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  越後国頸城郡飯村御検地水帳 1点 上越市公文書センター 

17  越後国頸城郡飯村御検地水帳（写） 1点 上越市公文書センター 

18 ◎ 榊原政一（政永）筆「千秋万歳」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

19  森家五代夫婦像 1点 上越市立歴史博物館 

20  大五香湯看板 1点 上越市立歴史博物館 

21  大五香湯調合箱 1点 上越市立歴史博物館 

22 ◎ 近江知行方目録・本多正信添状 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

23 ◎ 徳川秀忠書状（榊原康政宛） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

24 ◎ 千姫筆「猿猴」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

25 ◎ 台場絵図（高崎新田） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

26  高田藩兵陣笠（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 
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26  高田藩兵陣笠（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

27  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 

28  高田事件ゆかりの覆面 1点 上越市立高田図書館 

29  石油手掘井戸「掘り小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

30  石油手掘井戸「汲取小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

31  偕行社模型 1点 上越市立歴史博物館 

32  墺国式スキー・一本杖 1点 日本スキー発祥記念館 

33  スキー民謡「雪よふれふれ」 1点 上越市立歴史博物館 

34  菓子型 高田金谷山スキー 1点 上越市立歴史博物館 

35  高田名所図絵 1点 上越市立歴史博物館 

36  高田町屋と雁木の模型 1点 上越市立歴史博物館 

37  雪下駄製作道具 11点 上越市立歴史博物館 

38  雪ソリ 1点 上越市立歴史博物館 

39  人力ゾリ 1点 上越市立歴史博物館 

40  角巻 1点 上越市立歴史博物館 

41  トンビ 1点 上越市立歴史博物館 

42  雪下駄（男性用・女性用） 2点 上越市立歴史博物館 

43  ミノボウシ 1点 上越市立歴史博物館 

44  ミノ 1点 上越市立歴史博物館 

45  スゲガサ 1点 上越市立歴史博物館 

46  ワラグツ 1点 上越市立歴史博物館 

47  竹スキー 2点 上越市立歴史博物館 

48  下駄スケート 1点 上越市立歴史博物館 

49  ソリ（雪遊び用） 2点 上越市立歴史博物館 

50  コスキ 2点 上越市立歴史博物館 

51  子ども用コスキ 1点 上越市立歴史博物館 

52  ダイビキ 2点 上越市立歴史博物館 

53  カンジキ 1点 上越市立歴史博物館 

54  
斎藤真一 西頚城 能生の駅・待合い室にて［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  
斎藤真一 待合所にて「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 

56  
斎藤真一 赤倉瞽女［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 

57  
斎藤真一 かとうの死［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 

58  
斎藤真一 三人瞽女［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 

59  
斎藤真一 あげ石瞽女・神保瞽女一覧［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 

60  
斎藤真一 杉本瞽女 しま［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 

61  
斎藤真一 赤いとんぼ玉簪［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 

◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財 

 

③展示期間：令和元年 10月１日～12月 28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 
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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） 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  伝上杉謙信所用 一節切 1点 上越市立歴史博物館 

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  越後国頸城郡馬村御検地水帳 2点 上越市公文書センター 

17 ◎ 榊原政一（政永）筆「千秋万歳」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

18  加賀屋看板 1点 上越市立歴史博物館 

19 ◎ 近江知行方目録・本多正信添状 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

20 ◎ 徳川秀忠書状（榊原康政宛） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

21 ◎ 千姫筆「猿猴」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

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「雪よふれふれ」 1点 上越市立歴史博物館 

31  菓子型 高田金谷山スキー 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 西頚城 能生の駅・待合い室にて［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 待合所にて「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 赤倉瞽女［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 



上越市立歴史博物館 年報・紀要（第 1号） 

－52－ 

№ 指定 資料名 数量 所蔵者 

54  
斎藤真一 かとうの死［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  
斎藤真一 三人瞽女［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 

56  
斎藤真一 あげ石瞽女・神保瞽女一覧［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 

57  
斎藤真一 杉本瞽女 しま［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 

58  
斎藤真一 赤いとんぼ玉簪［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 

◎新潟県指定文化財、○上越市指定文化財 

 

④展示期間：令和２年１月４日～令和２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  越後国頸城郡赤池村御検地水帳 1点 上越市公文書センター 

18  越後国頸城郡横川村御検地水帳 1点 上越市公文書センター 

19 ◎ 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） 

20  加賀藩本陣加賀屋看板 1点 上越市立歴史博物館 

21 ◎ 上杉謙信書状（榊原康政宛） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

22 ◎ 榊原政令筆「旭日に福寿草」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

23 ◎ 榊原政邦筆「若松」 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

24 ◎ 台場絵図（市振村） 1点 榊原家（公財旧高田藩和親会管理） 

25  高田藩兵陣笠（長州戦争着用） 1点 上越市立高田図書館 

26  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 

27  高田事件ゆかりの覆面 1点 上越市立高田図書館 

28  石油手掘井戸「掘り小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

29  石油手掘井戸「汲取小屋」模型 1点 上越市立歴史博物館 

30  偕行社模型 1点 上越市立歴史博物館 

31  墺国式スキー・一本杖 1点 日本スキー発祥記念館 

32  スキー民謡「雪よふれふれ」 1点 上越市立歴史博物館 

33  菓子型 高田金谷山スキー 1点 上越市立歴史博物館 

34  高田名勝図絵 1点 上越市立歴史博物館 

35  高田町屋と雁木の模型 1点 上越市立歴史博物館 

36  雪下駄製作道具 11点 上越市立歴史博物館 

37  雪ソリ 1点 上越市立歴史博物館 
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38  人力ゾリ 1点 上越市立歴史博物館 

39  角巻 1点 上越市立歴史博物館 

40  トンビ 1点 上越市立歴史博物館 

41  雪下駄（男性用・女性用） 2点 上越市立歴史博物館 

42  ミノボウシ 1点 上越市立歴史博物館 

43  ミノ 1点 上越市立歴史博物館 

44  スゲガサ 1点 上越市立歴史博物館 

45  ワラグツ 1点 上越市立歴史博物館 

46  竹スキー 2点 上越市立歴史博物館 

47  下駄スケート 1点 上越市立歴史博物館 

48  ソリ（雪遊び用） 2点 上越市立歴史博物館 

49  コスキ 2点 上越市立歴史博物館 

50  子ども用コスキ 1点 上越市立歴史博物館 

51  ダイビキ 2点 上越市立歴史博物館 

52  カンジキ 1点 上越市立歴史博物館 

53  
斎藤真一 門付け［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 雨の日［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  
斎藤真一 お春の祈り［お春瞽女物語り］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

56  
斎藤真一 おつねの死［お春瞽女物語り］ 

（池田敏章コレクション） 
1点 小林古径記念美術館 

57  高田瞽女親方杉本キクイ家使用 表札 2点 上越市立歴史博物館 

58  高田瞽女親方杉本キクイ縫製 雑巾 2点 上越市立歴史博物館 

59  高田瞽女親方杉本キクイ家使用 シュロ箒 1点 上越市立歴史博物館 

60  高田瞽女親方杉本キクイ家使用 箪笥 1点 上越市立歴史博物館 

61  高田瞽女親方杉本キクイ家使用 米びつ 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 

 

⑤特別展示「加藤家雛人形」 

桃の節句に合わせて、平成 30 年度に寄贈を受けた加藤家の雛人形を展示した。 

加藤家は「樋場の加藤家」として知られ、江戸時代には樋場組の大肝煎を勤め、名望家とし

て活躍した。明治期には自由民権運動に参画し、頸城自由党の主要メンバーとして活動した加

藤貞盟を輩出している。 

雛人形は、加藤貞盟の跡を継いだ貞鉄が明治 40 年代初

め、娘ミツのために著名な人形師京都橋本幸三郎商店で調

えたもの。通常の段飾りと異なり、最上段に内裏御殿を設

置し、その中に雛を飾る「御殿雛」と呼ばれる珍しい形式

の雛人形である。 

・展示期間：令和２年２月８日（土）～３月 15日（日） 

・会  場：歴史博物館 ラウンジ 
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３ 教育普及事業実施状況 

 

（１）展示解説会の実施 

①開館１周年記念企画展「上越の寺社と徳川の城・高田」 

・日時：７月 20日（土）、８月３日（土）８月 25日（日）の３日間 

時間はいずれも 10:00～11:00 

・人数：延べ 115人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②教育コラボ 2019学び愛フェスタ関連イベント 

企画展「探検！むかしのくらし」子供向け解説ツアー 

・日時：令和元年 11月 16日（土） 13:30～14:10 

・人数：子供９人、保護者８人 

 

③企画展「探検！むかしのくらし」 

・期   間：令和元年 11月 16日（土）～令和２年３月８日（日）の企画展会期中 

・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：41校（内訳：市内 37校、市外４校） 

・見学児童数：1,505人（内訳：市内 1,384人、市外 121人） 

※インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症のため市内小学校４校が見学を中止。 
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（２）視察・団体受け入れ 

視察・団体の申込みの際に展示解説依頼があった場合、随時対応を行った。 

・人数：69件 2,018人 

 

（３）博物館実習生の受入れ 

小林古径記念美術館と共同で博物館実習を行った。 

受講条件は、上越市に本籍もしくは住所を有する者、または上越市に所在する大学に

通う者で博物館学芸員を志望する学生とし、専攻は原則として歴史・民俗・美術に関連

する分野であることとした。 

・期間：令和元年８月６日（火）～８月 10日（土） 〔５日間 30 時間〕 

・定員：４人 

・人数：１人 

・実習生の所属大学：新潟産業大学 

・内容 

日時 実習内容 会場 

８／６ 

（１日目） 

・オリエンテーション 

・館内見学（常設展示・企画展・バックヤード） 

・講義「資料の保存と管理」 

・講義「展示論」 

・講義「博物館を巡る社会事情と博物館の理想」 

上越市立歴史博物館 

８／７ 

（２日目） 
・実習「民俗資料整理」 岡沢拠点収蔵施設 

８／８ 

（３日目） 

・実習「美術資料の取扱い」 

・実習「調書の作成」 

・実習「教育普及事業の工夫と実践」 

・実習「資料梱包材料の準備」 

上越市立歴史博物館 

８／９ 

（４日目） 

・実習「歴史資料の取扱い」 

・実習「日本スキー発祥記念館見学とスキー資料

整理」 

上越市立歴史博物館 

日本スキー発祥記念館 
（※歴史博物館所管施設） 

８／10 

（５日目） 

・実習・講義「出前講座の準備、聴講」 

・実習「地方博物館とその役割に関するレポート

作成、意見交換」 

上越市立歴史博物館 
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（４）中学生職場体験の受入れ 

上越市「ゆめ」チャレンジ事業（上越市教育委員会、上越市キャリア・スタート・ウ

ィーク実行委員会主催）に協力し、市内中学生の職場体験を行った。 

体験内容は、館内見学、博物館で働く人たちにインタビュー（いろいろな職種を知る）、

博物館クイズの作成・発表、上越の偉人紹介原稿の作成・発表、受付体験、館内案内・

誘導、館内清掃、展示解説などを行った。 

①第１期 

・期 間：令和元年８月５日（月）～８月９日（金） ５日間 

・学校名：直江津中学校２年生 

・人 数：３人 

②第２期 

・期 間：令和元年８月 19日（月）～８月 23日（金） ５日間 

・学校名：城北中学校２年生 

・人 数：３人 

 

（５）出前講座・職員派遣等 

№ 講座名 内 容 

1 
新潟日報社主催 「未来のチ

カラ in上越」企画講座 

期日：令和元年５月９日（木） 

演題：城下町高田と小町問屋 

会場：旧今井染物屋 

人数：15人 

2 
五智歴史の里会館主催 

 文化講演会 

期日：令和元年５月 25日（土） 

演題：高田藩と戊辰戦争 

会場：五智歴史の里会館 

人数：70人 

3 
上越プロバスクラブ主催 

 講話 

期日：令和元年６月 12日（水） 

演題：下級武士の生活 

会場：市民プラザ 多目的室 

人数：15人 

4 
松平忠輝と五郎八姫の会主催 

 講演会 

期日：令和元年８月 10日（土） 

演題：徳川一門の城下町―上越に残る徳川の記憶 

会場：高田城址公園オーレンプラザ 

人数：80人 
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№ 講座名 内 容 

5 
高田地区公民館事業 

歴史めぐり① 

期日：令和元年９月４日（水） 

演題：榊原政令の手紙と高田城下町のできごと 

会場：高田城址公園オーレンプラザ 

人数：20人 

6 
兵庫県立歴史博物館主催 

歴史講演会 

期日：令和元年９月 15日（日） 

演題：榊原政岑の「不行跡」と大田原儀兵衛の諫

め状 

会場：兵庫県立歴史博物館 地階ホール 

人数：100人 

7 
高田地区公民館事業 

歴史めぐり② 

期日：令和元年９月 18日（水） 

演題：城下の商人…町年寄森家の古文書から 

会場：高田城址公園オーレンプラザ 

人数：20人 

8 
旧高田藩和親会主催 

郷土史フォーラム 

期日：令和元年 10月 26日（土） 

演題：高田城下商人―町年寄森家の経営 

会場：高陽荘 

人数：100人 

9 新潟大学非常勤講師 

期日：令和元年10月31日（水）、11月７日（水）、 

11月14日（水）の３日間 

演題：近世越後諸地域の歴史と社会 

会場：新潟大学 

人数：約100人 

10 
新潟県社会科教育研究会主催 

秋季研究発表大会 

期日：令和元年 11月９日（土） 

演題：高田開府 300年祭 

会場：上越教育大学学校教育実践研究センター 

人数：30人 

11 
清里地区公民館事業 

清里すこやか大学 

期日：令和元年 11月 20日（水） 

演題：頸城油田について 

会場：上越市立歴史博物館 

人数：30人 

12 
三和地区公民館事業 

歴史まち探訪 

期日：令和元年 11月 21日（木） 

演題：高田の歴史（高田瞽女の歴史を中心に） 

会場：上越市立歴史博物館 

人数：15人 
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№ 講座名 内 容 

13 

新潟日報カルチャースクール

主催 「郷土ゆかりの先人た

ちを学ぶ」 

期日：令和元年 12月７日（土） 

演題：前島密 

会場：新潟日報カルチャースクール上越教室 

人数：15人 

14 

「守れ！文化財～モノとヒト

に光を灯す～」事業主催  

シンポジウム 

期日：令和２年３月１日（日） 

演題：高田盲学校の資料について 

会場：新潟県立歴史博物館 

人数：25人 

 

（６）人権・同和問題研修の実施 

常設展示「越後の都」を会場として、上越市教育委員会学校教育課主催による小中学

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）の研修会を行った。 

・期日：令和元年９月 27 日（金）、10 月３日（火）、10 月 15 日（火）、10 月 23 日

（水）、10月 30日（水）、11月６日（水）の６日間 

・人数：延べ 191人 

 

（７）有線放送「歴史博物館だより」の実施 

上越市有線放送の番組「おはよう上越」において、「歴史博物館だより」と題して常

設展示のみどころや開催中の企画展の内容について紹介した。（全 10回） 

回数 放送日 テーマ 

第１回 ６月 28日（金） 上越市立総合博物館からのあゆみと施設の概要 

第２回 ７月 26日（金） 開館 1周年記念企画展「上越の寺社と徳川の城」〈前編〉 

第３回 ８月 23日（金） 開館 1周年記念企画展「上越の寺社と徳川の城」〈後編〉 

第４回 ９月 27日（金） 常設展示：徳川の城 

第５回 10月 25日（金） 常設展示：榊原家の時代 

第６回 11月 22日（金） 常設展示：幕末維新の嵐 

第７回 12月 27日（金） 常設展示：近代の上越 

第８回 １月 31日（金） 企画展「探検！むかしのくらし」 

第９回 ２月 28日（金） 常設展示：雪国の暮らしと民俗 

第 10回 ３月 27日（金） 今年度を振り返って 
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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 手提げ提灯、托鉢用笠 2点、わらじ 4点 

2 民俗 ダイヤル式電話、VHSビデオカメラ、キューピー人形 3点 

3 民俗 シャープ製 8トラックカラオケセット（カセットテープ付き） 1点 

4 民俗 
マッチ箱「高田食堂組合」、寺院儀式用ぽっくり、連歯下駄 2 点、ねずみ袋

（托鉢用具入れ）、托鉢用器、蚊帳付属品 
7点 

5 民俗 掛時計（栄計舎製） 1点 

6 民俗 
千木、和裁用ものさし 3点、電気アイロン、レコード「新井小町」・「新井ば

やし」・「わたしたちの科学百科」 
8点 

7 民俗 千木（棹ばかり） 1点 

8 民俗 算盤 1点 

9 民俗 スキー、竹ストック、ケース 3点 

10 民俗 角巻、蒸釜、蝿取りリボン 2点 4点 

11 民俗 
レコード「直江津甚句」・「十日町小唄」・「佐渡を訪ねて」、歌詞カード「新井

甚句・新井小唄」 
4点 

12 民俗 雪下駄、托鉢用器 2点 

13 民俗 太平洋戦争時の模擬弾 20点 

14 民俗 下駄（高田市西島屋製） 1点 

15 民俗 

鏡台、中学校の国語の教科書 10 点（昭和 12 年発行）、火打石、ペン先、イ

ンク入れ、ハクキンカイロ、電気アイロン、電気行火、掛け燭台、スキー（高

田市 HIROSAWA 製）、スキー、ストック 2点 

22点 

16 歴史 兵法巻物 7点 

17 民俗 重擲弾 1点 

18 民俗 着物染模様の手本 34点 

19 民俗 スキー2点 2点 

20 民俗 田螺の俵 1点 

21 民俗 消防用胸当て 1点 

22 歴史 改正越後国頚城郡細見絵図、先触（川浦代官所よりの覚） 2点 

23 民俗 膳（箱入り）、十人用膳椀箱、三人用膳箱 4点 6点 

24 民俗 鏡台 1点 

25 民俗 記念杯・軍杯(陸軍・歩兵第五八連隊など) 18点 

26 民俗 旧今井染物店資料 211点 

27 
歴史 

掛軸（飯田松坡）2本 1対、掛軸（飯田松坡）、掛軸（明治天皇肖像画）、掛

軸（井部香山 硯拓本）、掛軸（井部香山）、信越本線切符、草刈取鑑札 
7点 

民俗 古銭、盃 7点 

28 民俗 鍬、唐箕、首木 3点 

29 

歴史 最新越後高田市街図 1点 

民俗 
眼科医辞令書類 16点、双六 2点、煙草盆、伸子、水筒 2点、ゲートル 3点、

室内張物湯のし器、テレビ絵本 
27点 

30 民俗 卒業集合写真、賞状 2点 

31 民俗 りかちゃん人形、りかちゃん人形用スタンド・椅子・櫛・洋服 11点 

合計 424点 
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（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 
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、附属物 木製箱 
4点 

11 歴史 火縄銃（越後高田野々山源介義治作） 1点 

 

（３）購入資料 

№ 分野 資料名 数量 

1 歴史 高田市名所図会 1点 

2 歴史 鳥瞰図 スキー発祥地高田市名勝図絵 1点 

3 歴史 新潟県高田市縣社榊神社要覧 1点 

4 歴史 委託品賣買 汽船取扱 引札 1点 

5 歴史 竹久夢二／中山晋平 新民謡曲Ⅴ 1点 

6 歴史 東講商人鑑 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 
ガラス製醤油瓶、紙芝居、新潟

県学徒體錬手帳、教科書 5点 
8点 

上越市非核平和友好都市宣

言推進事業「平和展」（会

期：令和元年 7月 11日～

８月 18日、会場：小川未

明文学館）に展示するため 

2 白河市歴史民俗資料館 

笹穂鑓 銘守長、刀 無銘 備前

元重など榊原家史料（榊原家

所蔵、旧高田藩和親会管理、新

潟県指定文化財）11点 

11点 

小峰城歴史館特別企画展

「白河藩主 七家二十一

代」（会期：令和元年 8月

10日～10月 14日）に展示

するため 

 

（５）資料特別利用 

№ 利用者名 資料名 点数 目的 

1 NHK大阪放送局 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
NHK番組「歴史秘話ヒスト

リア」における画像使用 

2 ㈱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） 
1点 

読むクリアファイル「戦国

名数名鑑」（小和田泰経氏

監修）における画像使用 

3 ㈱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 
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№ 利用者名 資料名 点数 目的 

4 ㈱日企 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

CSディスカバリーチャン

ネル、web、ANA機内放送

「明日への扉」における画

像使用 

5 ㈱朝日新聞出版 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
『歴史道』vol.4における

画像使用 

6 ㈱碧水社 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

『隔週刊 日本の城 DVDコ

レクション』第 5号（㈱デ

アゴスティーニ・ジャパン

発行・㈱碧水社編集制作）

における画像使用 

7 白河市歴史民俗資料館 

大須賀康高画像、笹穂鑓 銘守

長、刀 無銘 備前元重など榊

原家史料（榊原家所蔵、新潟県

指定文化財）31点 

31点 

小峰城歴史館特別企画展

「白河藩主 七家二十一

代」にかかる調査のための

資料閲覧・撮影 

8 ペレス・アンドレス 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

ペレス・アンドレス著

『Japan en su historia』

（Satori Ediciones 発

行）における画像使用 

9 
一般社団法人ニセコひら

ふエリアマネジメント 

レルヒ少佐肖像写真（日本ス

キー発祥記念館所蔵） 
1点 

一般社団法人ニセコひらふ

エリアマネジメントのホー

ムページに掲載 

10 BSN東京支社 
レルヒ少佐肖像写真（日本ス

キー発祥記念館所蔵） 
1点 

JNN共同制作番組「GO！

GO！ニンじゃぽんシーズン

3」における画像使用 

11 ㈱童夢 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

小学生向け地理学習図鑑

「ポプラディアプラス『都

道府県別日本地理」におけ

る画像使用 

12 個人 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
聚楽第めぐりのフィールド

ワーク資料掲載 

13 NHK大阪拠点放送局 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
NHK番組「歴史秘話ヒスト

リア」における画像使用 

14 ㈱吉川弘文館 徳川秀忠像（天崇寺所蔵） 1点 
山本博文著『人物叢書 徳

川秀忠』における画像使用 

15 ㈱京都放送 御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 
京都放送「きらきん！」に

おける画像使用 

16 新潟県社会科教育研究会 

松平忠輝画像（模写）、昭和 10

年の観桜会ポスター、練兵場

で行われなスキー訓練（日本

スキー発祥記念館所蔵） 

3点 

上越市地域創生推進事業

『教師として理解しておき

たい「上越の歴史と風

土」』における画像使用 

17 ㈱碧水社 高田城間尺図 1点 

『週刊日本の城 改定版

157号「高田城」』（㈱デア

ゴスティーニ・ジャパン発

行・㈱碧水社編集制作）に

おける画像使用 

18 
NHK制作局 第 2制作ユ

ニット 
御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

NHK総合「日本人のおなま

え」における画像使用 

19 個人 高田縞見本 2点 
高田縞の研究のための資料

閲覧・撮影 

20 個人 

レルヒ少佐とスキー専修将校

たち（日本スキー発祥記念館

所蔵） 

2点 

商工中金発行情報誌『マイ

ハーベスト 2020春号』

における画像使用 
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№ 利用者名 資料名 点数 目的 

21 ㈱ベストセラーズ 

松平忠輝画像（模写）、茶糸素

懸威黒塗桶側五枚胴具足（榊

神社所蔵） 

2点 
『歴史人』2020年 5月号

における画像使用 

22 清正製菓㈱ 

加藤清正書状（榊原家所蔵 

新潟県指定文化財）、榊原康勝

書状（榊原家所蔵 新潟県指

定文化財） 

2点 
清正製菓㈱の新商品パッケ

ージにおける画像使用 

23 
㈱イースト・エンタテイ

ンメント 
御所参内・聚楽第行幸図屏風 1点 

BS朝日「京都ぶらり歴史

探訪」における画像使用 

24 個人 一節切 1点 

『音楽学』（日本音楽学会

誌）の論文に掲載するため

の資料閲覧・撮影 

25 上越ケーブルビジョン㈱ 高田名勝図会 1点 
紙芝居 VTRにおける画像使

用 

 


