
資料群・資料名 概要（主な資料）
野本家文書 松代藩代官文書など約5000点。『収蔵資料目録歴史8』所載。
篠ノ井小森大日方昌直氏寄贈資料 中村梧竹書掛軸1点。
松代町西条市場宮下芳江氏寄贈資料 軸物7点。中嶋流砲術目録、天神掛軸など。
下氷鉋東福寺家寄贈資料 甲冑3領、陣羽織、刀剣類。

松本市大村松田松二氏寄贈資料

『婦人宝典』、4点。
『仏法起源釈迦真実録』、1点。
『十楽手鑑』、2点。
『三部仮名抄』、1点。

前島家文書
186点。
寺子屋手本、書籍類

吉田山崎富蔵氏寄贈資料

239点。
書籍（近世近代）。
教科書類（明治期）。
長野県須坂町一覧（須坂町役場、大正期）。
長野県治一覧概表（明治10年）。
信濃鉱泉誌。

篠ノ井布施高田鳥羽貞子氏寄贈資料

19点。
近世近代書籍。
御紋集（天保4年）。
校正七部集（嘉永4年）。
進上品目録。

青木島堀明夫氏寄贈資料
198点。
典籍。

松代中学校寄贈中沢登氏関係資料

51点。
双眼鏡。
望遠鏡レンズ。
天文台設立要項綴（竹根堂中沢登、昭和9年）。
東條小学校児童観測月食図（大正9年）。
天文通信（大正11年～）。
写真（雪の飯山・天体など）。

安茂里外谷礼三氏寄贈資料

『東京大震災出張ﾉ記』、報知新聞社編「大正大震災誌」、震災
写真約40点。
『明治三十七八年歩兵軍曹小林延三郎日露戦役紀念端書綴』、
写真4点、軍事郵便約20点。

小林こう氏寄贈資料
21点。
書籍。
大和俗訓（寛政5年）。



鶴賀七瀬舎川正善氏寄贈資料
100点
書籍。

松代町窪田敬一氏寄贈農業日誌 12点（昭和10年代から30年代）。

善光寺大門藤井常夫氏寄贈資料

約600点。
善光寺町本陣資料。
近代写真。
官軍宿泊記録。
日記（近世近代）。
旅客帳（明治期）。

七瀬中町佐々木愛明氏寄贈資料
3点。
額入り写真（軍人、昭和天皇皇后）

高田川端高山啓太郎氏寄贈資料 昭和12年戦争等新聞号外。

布施高田大蔵英美氏寄贈資料

4点。
水筒。
九谷焼猪口。
富士裾野演習場地図。

稲田徳永宗子寄贈資料 軍服、軍靴。

川田町川田少年会資料（依田寿朗氏寄
贈）

会計簿、日計簿（大正元年～2年）。
川田少年会員修養論（昭和13年）。
会誌『少年時代』（大正～昭和）。

北尾張部山田幸男氏寄贈資料
12点。
書籍類。

愛知県美和町小野昭氏寄贈資料
2点。
『信濃国地誌略　下巻』。
『小学日本地誌略』。

篠ノ井塩崎古川良孝氏旧蔵資料

64点。
善光寺御堂再建控（元禄7～宝永4年）。
製糸通（山丸製糸所、明治37年）。
嫁入仕度控帳（古川梅枝、昭和5年）。
学校証書類（塩崎尋高・塩崎実補、大正昭和期）。

浅川婦人会寄贈資料
近代書籍。
昭和30年花嫁衣裳会員名簿。

東福寺飯塚やす氏寄贈資料
出征旗。
千人針。
画本柳樽。

渡辺幸二氏寄贈資料
約80点。
戦死公報、寄書、ガスマスク、カバン、文書類。



安茂里杏花台岡田豊安氏寄贈資料

軍靴、脚絆（ゲートル）、千人針、寄書付き日章旗、幟、軍服、軍
隊手帳、戦時公債、母子手帳（戦後昭和）、ハルピン素描集、支
那事変出動記念写真帳、中国北部スタンプ帳、戦争体験記（岡
田豊安氏平成4年作成）、写真帳、褒状。

真島町真島瀧沢史貴寄贈資料 上官から部下留守家族宛書簡。
川久保楽世氏寄贈資料 日中戦争従軍記章など記章類。

長野市西町山口和兵衛氏寄贈資料
4点。
双眼鏡（澤木銘、皮製袋入り）。
読売新聞写真版アルバム3点（和兵衛氏の軍隊経歴書込みあ

桜枝町小林保氏寄贈資料
4点。
軍靴。
木筒3点（2点ガラス瓶入り。マーキュロ、アンモニア、メンタ酒）。

長野市上野桜井兵司氏寄贈資料
2点。
コート、防寒外套。ともに軍服｡

大豆島轟清氏寄贈資料
冬軍衣（上）2点、夏軍衣（上）1点、作業衣（上）1点、軍靴1点、背
嚢1点、信号用提灯、水筒。

川中島四ツ屋荒井ゆき氏寄贈資料 ゆき宛軍事郵便、兄弟からｶ。
真島町真島吉田茂成氏寄贈資料 模造紙2枚に証書・賞状貼付。昭和戦中期。

浅川西条鹿野杉男氏寄贈資料
紙箱2点、帽子箱2点。紙箱内、軍服（鹿野勇之進海軍中将礼
服）1点、文官制服（礼服）1点、帽子2点、箱入り帽子（礼装）2

中越大川成司氏寄贈資料
42点。
教科書類（近代）。

松代伊勢町八田家文書
約600点。
金銀出入帳、大福帳、仕入帳（幕末期～昭和期）。

川中島町原　竹前今朝治氏旧蔵資料
2点。
『古易学大全』（天保13年）、『万代大雑書古今大成』（明治23

北信蚕業技術指導所資料
約40点。
『蚕糸年鑑』。

川中島町上氷鉋荒井政雄氏寄贈資料
1箱、24点。
・古典籍（受入台帳より）。

大室片桐久由氏寄贈資料 近代資料。

荒木町佐枝藤静子氏寄贈資料

10点。
『甲越信録』5点。
『真田三代記』2点。
『赤穂義士伝』2点。
『算額稽古大全』1点。

七二会坪根石坂文男氏寄贈資料 文書資料。



栗田倉石慶治郎氏寄贈資料

109点。
近世書籍（仏教関係・和歌俳諧など）。
教科書類（明治期）。
芹田村一覧表（大正期）。

篠ノ井御幣川藤本光裕氏寄贈資料
約600点。
古典籍。

新諏訪町鈴木紀子氏寄贈資料
46点。
2代長野市長鈴木小右衛門資料。

篠ノ井二ツ柳中沢邦佐氏寄贈資料
36点。
大正～昭和戦前の県内地図。

長野市清掃工場寄贈資料 『銅板開化玉篇』明治10年2月出版。漢字辞典。
更級農業学校寄贈資料 農業スライド。

篠ノ井東福寺上組小林龍子氏寄贈資料

37点。
軍事郵便（龍子氏の父から）。
巻脚絆。
慰問写真。

青木島綱島井上栄一郎氏寄贈資料
50点。
寺子屋関係。

安茂里宮下晶夫氏寄贈資料 長野市都市計画図。

松代東条丸山昭男氏寄贈資料
山寺常山関係資料。
絵地図。
掛軸。

東寺尾中沢正明氏寄贈養蚕レコード
2点。
レコード「繭増産音頭」、「もっと飼ひませうお蚕さん」。

海野夏子氏寄贈資料 12点。
塚田大峯関係資料
横浜市長江徳子氏寄贈資料
北石堂町塚田氏寄贈資料

掛軸4点。
遺墨帳1点。
塚田道有書状。

大豆島轟軒治氏寄贈資料 教科書15点（小学読本他）。

〔詔勅、在郷軍人会関係資料〕
1箱。奉答文写、在郷軍人会賞状（鬼無里分会宛）、寄附承認書
（鬼無里分会長杉本大多郎宛）、太平洋戦争開戦の詔勅、な

伊勢町笠原久美子氏寄贈資料 パンフレット類、雲切目薬。いずれも現代。

横浜市和泉富夫氏旧蔵資料
1239点。
絵葉書（長野県内名勝）。

小鍋原山賢一氏寄贈資料 絵葉書。

松代松本花子氏寄贈資料
10点。
書籍。



松本市蟻ヶ崎上原喜重氏寄贈資料
古紙幣。
千両箱。
軍事郵便。

南俣宮原実美氏寄贈資料
蒙古写真（嫁の仕度・パオ・羊を追う）3点。
ペンダント（蒙古貨幣模造）1点

清内路村桜井伴氏寄贈資料 薬宣伝の広告。
上駒沢柄沢卿太郎氏寄贈資料 レコード、雛人形、絵葉書、写真帳。
稲穂佐藤益男氏寄贈資料 伊勢暦。

北長池赤沼恭治氏寄贈資料
小学校読本（明治11年・15年）。
軍隊手帳（日露戦争時のもの）。

更埴市土口北村俊喜氏寄贈資料 書籍。
井堀氏寄贈篠ノ井町全図 篠ノ井町全図、1点。
西町岡宮憲太郎氏寄贈資料 メンコ（50点、大正・昭和戦前ｶ）。

北長池今井恒至寄贈資料

約1100点。
近世近代書籍類。
飯綱山論裁許資料（天保15年）。
信濃国地震鳴動記（嘉永元年）。
小笠原御家流資料（宝暦～明治）。
医学書。
集合写真（学校）
合戦図（韮崎合戦、塩尻合戦ほか）。
姨捨山由来記（寛政5年）。

松代町河原正太郎氏寄贈資料

シベリア抑留関係資料。
正太郎氏作成画額入り25点。
引揚証明書、函館税関発行通帳保管証、保管証説明書、通帳
返還請求書、正太郎氏作成講演用資料、出征祝寄書日の丸、
抑留時所持品。

北長池常恩寺山口立雄氏寄贈資料
寺中絵図面御書上控、文政7年。
川中島合戦絵はがき。

緑町柳沢一夫氏寄贈資料
4点。
吉田村全絵図附所有土地明細図、明治28年、調製人方正館柳
澤姓。

真島町真島丸山敏氏寄贈資料 国史画帳大和桜、昭和10年。

西後町山田敏夫氏寄贈資料
錦絵。
日記。

西鶴賀町中村孝二氏寄贈資料 一騎打ちの図（鴻業）、軸。
松代町西条吉田政子氏寄贈資料 文政十三年庚寅御柱之節図。
長野検察庁寄贈銃剣 エンフィールド銃の銃剣ｶ。
松代町松代小池文雄氏寄贈資料 番所用具。



児玉幸多氏寄贈資料 中山道第四巻。
篠ノ井宮下功氏寄贈資料 道中独案内図。
野本きみ氏寄贈資料 川中島合戦謙信車懸図。

松代町西寺尾吉村初男氏寄贈資料
39点。
槍ヶ嶽化粧まわし、梓弓、扇子、相撲写真、座布団。

新町小山茂人氏寄贈資料 犀川廿日留絵図（善光寺地震関係）。

中越野本きみ氏寄贈資料
伎楽面、茶道具、キセル、矢立、盃、蹴鞠靴、蹴鞠の鞠、甲冑、
半纏、打掛。

若里北田則子氏寄贈資料 善光寺関連絵葉書。

篠ノ井横田内山真治氏寄贈資料
1箱。
『写真週報』約90点。
写真同盟ニュース・時事写真新聞・同盟写真ニュース約1000

赤沼恭治氏寄贈百人一首 1点
三輪関川とし氏寄贈資料
（関川文庫寛文善光寺図）

信濃水内彦別神社遺跡之図。
善光寺本堂図面（天明6年）。

岡田町小出ふみ子氏寄贈資料
約900点。
古銭、プラケース入り。寛永通宝、文久永宝。

往生地荒井真野氏寄贈資料
7点。
長野市建設公債証書。

諏訪市小和田藤森あさ氏寄贈資料
2点、額入り文書。
①伊豆大島元村玉田耕平宛ハガキ。
②高島学校作成三澤登久宛状。

川中島町今井桑原高雄氏寄贈資料 田植の図（軸装）、稲刈の図（軸装）。
川中島支所寄贈川村驥山書 川村驥山書（軸、紙本墨書。昭和35年）、2点。
岡沢清雄氏寄贈具足
北石堂町岡宮照子氏寄贈甲冑
北信蚕業技術指導所寄贈資料 掛軸。
山口立雄氏寄贈資料 暦一覧（明治34年）、1点。
赤沼恭治氏寄贈資料 信濃毎日新聞（明治25年2月28日）。
松代岩野宮尾袈裟義氏寄贈資料 明治16年略歴、1点
南長池岡宮千広氏寄贈資料 刀鐔24点。

西長野牧内亮憲氏寄贈資料
22点。
講中通行札。

松代町豊栄和歌月忠宏氏寄贈資料
4点。
養蚕日誌、大正期。

東京都多摩市沖津明氏寄贈資料
6点。
善光寺関連書籍。

若穂川田依田寿郎氏寄贈資料 農学関係書籍、昭和戦前。
原西沢家 書籍。



牟礼村川上井沢孝治氏寄贈東福寺荒井
家旧蔵資料

書籍。

小島田町伊藤義久寄贈資料 書籍。

涌池柳沢淳氏寄贈資料
元治元年立札改関係資料（善光寺地震後復興関係）。
山平林村戸長役場資料。

桐原清水紀子氏寄贈資料

（戦中国民学校関係資料）
実行表、7点。
戸隠神社参拝強歩通過証、5点。
後町国民学校皆勤証、3点。
解読戦陣訓、1点。
軍事郵便。

川中島町今井小林家文書
近世近代村落資料（今井村）。
『収蔵資料目録歴史1』収載。

高田小林澄江氏寄贈資料
軍服、肩章、サーベル（海軍制服）。
日記。
文書（辞令など）。

篠ノ井岡田両角英夫氏寄贈資料
典籍。
共和村役場文書。

松代町松本花子氏寄贈資料
5点。
作法書など。

三輪田町佐治木家（会津屋）文書
褒状類。
版木類。
醤油醸造関係資料（近代）。

安茂里大矢孝太郎氏寄贈資料

180点。
・安茂里村会資料（大正昭和）。
・安茂里村政資料（大正昭和）。
・犀沢山白土販売関係資料（昭和期）。

中氷鉋瀬川ヨシ氏・収氏寄贈資料
加賀川治水工事関係文書。
国内外通貨。

松代師田家資料

近世書状（師田富之進宛）。
近世証書類。
飯山表戦争出張手当配分表。
書画。

佐々木茂美氏寄贈資料
善光寺戸隠信仰関係資料。
『収蔵資料目録歴史14』収載。

東和田会津泰氏寄贈長野市傷痍軍人会
関連資料

長野市傷痍軍人会旗、1点。
長野市傷痍軍人妻の会旗、1点。
傷痍軍人会関連刊行物。

三輪小林純一氏寄贈資料 善光寺町之道法覚。



城山小学校資料 城山小学校資料、約2000点。
青木島小学校資料 書籍。
内山佑一氏寄贈資料 南郷村文書（近世）。


