
企画展「森成麟造―上越考古学の先覚者―」展示リスト

番号 数量 所有者・出典等

1 1
森成家
（濱谷浩©片野恵介）

30

3 1
小川英晴氏
（小川未明文学館寄託）

4 1 上越市立歴史博物館

5 1 森成家

6 1 森成家

7 1 森成家

8 12 森成家

9 1 森成家

10 1 森成家

11 1 森成家

12 1 森成家

13 1
（出典）岩波書店漱石全集編集部[編]
『漱石写真帖』（岩波書店、2002年 ）

14 1 森成家

15 1 森成家

16 1 森成家

17 1 森成家

18 2 上越市立歴史博物館

19 1
（出典）白川彦太郎『越佐大観』
（越佐文化協会、1933年）

20 1 森成家

21 1 森成家

22 1 森成家

23 3 森成家

24 1 森成家

25 1 森成家

26 1 森成家

27 1 上越市立歴史博物館

28 1 上越市立歴史博物館

29 1 上越市立歴史博物館

30 1 上越市立大手町小学校

4

32 1 森成家

33 1 村井祐子氏

34 1 森成家

35 1 上越市立大手町小学校

36 1 上越市立大手町小学校

37 1 上越市立大手町小学校

38 1 上越市立大手町小学校

39 1 森成家

40 1 上越市立歴史博物館

2

31

名称

森成麟造肖像（濱谷浩撮影）

森成コレクション　そ―６

　石鏃

小川未明スクラップブックNo.8
『愛育』（昭和28年〈1956〉12月25日号）

上越市安塚区真荻平（伏野）遠景

森成麟造　写真（高田中学校の頃か）

森成麟造　写真（高田中学校の頃か）

「漱石さんの思出」原稿

麟造の夏目漱石作品

夏目漱石肖像　写真

森成家のピアノ　写真

「漱石忌句会」の麟造　写真

森成麟造　写真（仙台医学専門学校の頃か）

森成麟造　写真（明治42年〈1909〉5月）

「肝臓会」写真

夏目漱石寄贈　シガレットケース

夏目漱石書簡

森成麟造と阿倍能成　写真

中部考古学会彙報（復刻版）

『頸城文化』合冊上・中・下巻

『愛育』（昭和23年〈1948〉７月20日号）

森成コレクション　た―６

　石鏃

森成麟造と夏目鏡子　写真

上越考古学会日誌

上越考古学会員に配布された
資料写真と解説文

上越考古学会講演会案内

森成麟造　写真（昭和17年〈1942〉6月12日）

森成麟造　写真（昭和17年〈1942〉頃）

第1章　森成麟造の生涯

白衣姿の麟造と孫　写真

森成麟造胸像

上越市立歴史博物館

上越市立歴史博物館

森成麟造と小宮豊隆　写真

森成麟造　写真（昭和25〈1950〉年）

大手町小学校の運動会　写真

大手町小学校教職員等との集合写真

大手町小学校の文化祭　写真

『新潟縣史蹟名勝天然紀念物調査報告』　第一輯

「黒猫図」讃夏目漱石

花月帖

田村眞実宛　句会の招待状

森成胃腸病医院　写真

バイオリンを持つ森成麟造　　写真

会期：令和4年7月2日（土）～8月28日（日）

会場：上越市立歴史博物館
※展示資料は都合により変更する場合があります。

※資料番号は展示の順番と必ずしも一致しません。



番号 コレクション 採集地 時代 資料・点数

1 と―1 （北海道伊達市） - 磨製石斧3

2 れ―1 - - 八花鏡1、八稜鏡1

3 ち―2 大室古墳群（長野市） 古墳
勾玉12、管玉8、切子玉3、ガラス小玉13、
耳環2

4 へ―2 馬高遺跡（長岡市） 縄文 縄文土器1

5 に―5 馬高遺跡（長岡市） 縄文 石垂4

へ―5 転堂遺跡（長岡市） 縄文 土器片1

へ―5 馬高遺跡（長岡市） 縄文 石垂1

ろ―1 馬高遺跡（長岡市） 縄文 磨製石斧1

ろ―1 藤橋遺跡（長岡市） 縄文 打製石斧1
8 い―7 藤橋遺跡（長岡市） 縄文 石鏃34、石錐3、勾玉1、丸玉1、石匙1
9 そ―6 茶新田遺跡 縄文 石鏃34、石錐7、小型磨製石斧1

10 よ―3 茶新田遺跡 縄文 敲石1

11 ほ-4 茶新田遺跡 縄文 縄文土器片1

ぬ―6 長者ヶ原遺跡（糸魚川市） 縄文 玦状耳飾片1

ぬ―6 （上越市柿崎区金谷） 縄文 垂玉1

13 り―8 長者ヶ原遺跡（糸魚川市） 縄文 玉類2

14 た―4 長者ヶ原遺跡（糸魚川市） 縄文 磨製石斧1、打製石斧1

15 ほ―1 黒保遺跡 縄文 土偶1

16 た―4 黒保遺跡 縄文 敲石1

17 わ―1 黒保遺跡 縄文 縄文土器7

18 わ―3 黒保遺跡 縄文 縄文土器3

19 わ―4 黒保遺跡 縄文 縄文土器5

20 わ―6 黒保遺跡 縄文 縄文土器12

21 そ―4 原山遺跡 縄文 石鏃57、石匙7、小型磨製石斧5
22 そ―5 原山遺跡 縄文 石鏃62、石錐4、石匙1、小型磨製石斧1
23 り―3 原山遺跡 縄文 玉類7

24 り―7 （上越市名立区） 縄文 管玉1、臼玉5

25 り―6 南中遺跡（関川村） 縄文 垂玉4

26 か―4 （和歌山県みなべ町） 古墳 銅鏃1

27 ほ―5 （妙高市大鹿） 縄文 土製耳飾6

よ―6 栃ヶ原遺跡（上越市柿崎区） 縄文 石錐1

よ―6 黒保遺跡 縄文 石鏃1

29 よ―2 茶新田遺跡 縄文 石棒1

ぬ―2 三宮貝塚（佐渡市） 縄文 獣骨等8

ぬ―2 （千葉市稲毛区） 縄文 獣骨等9

31 ― 巻遺跡 弥生 クリス形石剣1

32 り―2 菅原古墳群 古墳 棗玉1、切子玉1、ガラス小玉7

33 る―5 菅原古墳群 古墳 （写真資料）鉄鏃2、腸抉形鉄鏃1

34 り―8 宮口古墳群 古墳 管玉2、小玉7

35 ぬ―7 宮口古墳群 古墳 銀環1

36 る―3 宮口古墳群 古墳 馬具2

37 る―7 天神堂古墳群 古墳 赤色顔料1、木炭1

38 る―2 天神堂古墳群 古墳 土器片1、鉄鏃片3

39 る―6 天神堂古墳群 古墳
土器片1、鉄鏃片19、
不明鉄製品3

40 そ―3 （上越市青野） 古墳 子持勾玉1

41 か―5 木崎山遺跡 中世 古銭11、藁繊維1

42 よ―1 （糸魚川市浦本） 縄文 石棒

そ―7 （妙高市大貝） 弥生 環状石器1

そ―7 吹上遺跡（上越市稲荷） 弥生 環状石器1

番号 数量 所有者等

44 1 森成家

45 1 森成家

1

1

1

1

47 1 國學院大學博物館

46

大場磐雄博士資料

國學院大學博物館

第2章　森成麟造考古資料コレクション

名称

喜田貞吉書簡

　石戈　新潟県潟町

7

12

28

30

43

6

　新潟県西頸城郡浦本村中浜海岸出土独鈷石

　明治村・泉村他出土玉類

　斐太村・吉川村他出土有孔円石・石棒

中川成夫の礼状

「楽石雑筆」巻38

※31番は森成家所蔵、他は上越市立歴史博物館所蔵。


