解題

〇

請求記号

概 要

E9101

佐渡国内近世文書

享保20年～享和3年、11点。近世後期の佐渡各地の様子が分かる。

E9102

中頸城郡山部村浅野家文書

天明3年～明治24年、19点。近世後期の頸城地域の一端が分かる。

E9103

中蒲原郡新津組大庄屋桂家文書

寛永3年～昭和2年、3711点。近世新発田藩領大庄屋の文書。

E9104

北蒲原郡黒川村伊藤家近代文書

明治10年～昭和19年、1288点。地域名望家の社会活動が分かる。

E9106
E9107
E9108

〇

文書群名

E9109
E9110
E9111
E9112

昭和初期全国農民組合関係配布文書
昭和6年～同42年、25点。県北部での農民組合の活動状況が分かる。
等
中蒲原郡七谷（ななたに）村関係文書
近世～昭和18年、13点。大正・昭和の地域の状況を示す。
等
中蒲原郡養蚕業組合編刊『中蒲原郡養
昭和17年、1点。明治以降の養蚕史を中心に記述されている。
蚕史』
満州建設勤労奉仕隊文書

昭和15年、6点。国策に従う地域の状況が分かる。

新潟県酒造従業員組合聯合会総会議
昭和9年～同18年、1点。昭和戦前の酒造業界の様子が分かる。
案綴
小林存文庫〔新潟県民俗学会旧蔵刊行
近世～昭和42年、1746点。民俗学の視野を開拓した蔵書群。
物〕
新潟市郷土史家渡辺赳夫氏旧蔵刊行
近世～昭和57年、2081点。先達の幅広い視野が分かる。
物等

E9113

中頸城郡手島村宗門改帳等

文政5年～元治元年、36点。近世後半から末期の村の記録。

E9114

中魚沼郡川治（かわじ）村松澤家文書

嘉永4年～昭和13年、2546点。地域名望家の80年の軌跡。

E9115

旧制県立高田中学校運営文書簿冊

大正13年～昭和23年、6点。県庁との往復文書の綴。

E9116

新潟県警察本部機関誌「護光」

昭和30年～同57年、325点。高度成長期の社会状況が通覧できる。

E9117

館 柳湾書扁額「積善有余慶」

近世後期、1点。漢詩人・書家である柳湾の喜寿（77歳）の筆跡。

E9118

岩船郡山辺里（さべり）村小田機工場関
明治期～昭和21年、6点。近代の平織（ひらおり）生産に関する資料。
係文書

E9120

新発田市井伊誠一氏旧蔵刊行物等

明治43年～昭和41年、33点。労農運動牽引者の蔵書類。

E9121

刈羽郡妙法寺村近世文書

明和9年～明治元年、6点。椎谷藩領の村の宗門改帳ほか。

〇

E9122

山添武治氏政治活動発着書状等

明治20年～昭和12年、34点。近代政治活動家の発着書状。

〇

E9123

新潟市斎藤正直・勝子両氏廃娼運動関
昭和2年～同5年、195点。県会決議に至る運動の山場が分かる。
係文書

E9124

「まいにちひらかなしんぶんし」

E9126

「東京京都里程表付新潟県管内地図」 明治13年、1点。明治前期県内外の地理情報が分かる。

E9127

政治家坂口五峰（仁一郎）及び長男献
吉氏宛書状

明治29年～昭和4年、38点。坂口の政治家と文人の二面が分かる。

E9128

戦時学徒勤労動員関係文書

昭和19～同20年、17点。第二次大戦末期の勤労動員の状況が分かる。

E9129

新潟県木炭同業組合聯合会会報等

昭和15～同30年、2点。かつてのエネルギー源の生産と供給状況を示す。

E9130

春日山林泉寺宗謙語録等

中世～近世、25点。武将上杉謙信と林泉寺宗謙の人柄などを示す。

E9131

戦後新潟県農政関係刊行物等

昭和25～平成3年、69点。戦後50年の農政の流れが分かる。

〇

〇

E9201
E9202

明治6年、3点。近代マスメディアの嚆矢が分かる。

英国海軍測量海図「佐渡島及び新潟近 明治3年、1点。安政6年、慶応3年に佐渡・新潟に来航した英国海軍の近代
傍」
的測量による佐渡と新潟港の海図。
南蒲原郡遅場（おそば）村肝煎今井家
寛延2年～慶応2年、10点。山間の村松藩領の年貢関係文書。
文書

E9203

香桂書屋旧蔵刊行物

享保20年～昭和4年、91点。80年前の中等学校教員の蔵書。

E9204

燕洋食器工業組合関係文書

昭和2年～同13年、3点。地場産業発展への意欲が分かる。

解題

請求記号
E9205
E9206

文書群名

概 要

元小学校教員波多野傳八郎氏証書・辞
明治25年～大正12年、48点。小学校令下で教員となった人の例。
令等
昭和戦前戦後各種新聞断簡及び折込
昭和8～平成元年、2536点。全国紙・地方紙計20紙ほか。
広告等

E9301

中魚沼郡宮野原村名寄地価書上帳

明治6年、8点。長野県境の村の地租改正記録。

E9302

中頸城郡土路（どろ）村・大鹿（おおじ
か）新田文書

天和3年～天保13年、9点。頸城地域幕領の検地帳など。

E9303

西頸城郡糸魚川町磯野家旧蔵刊行物 享保14年～昭和39年、786点。国文学専攻の中等学校教員の旧蔵書。

E9304

北魚沼郡横根村庄屋酒井家旧蔵刊行
近世後期～明治17年、15点。村庄屋の旧蔵書の一部。
物

E9305

昭和前期新潟県関係刊行物等

E9306

西蒲原郡粟生津（あおうづ）村長善館学 近世～昭和19、1923点。近世後期～明治末4代80年続いた私塾の記録。新
塾資料
潟県指定文化財（書籍・典籍）

E9307

旧制新潟高等学校生徒課日誌等

昭和4年～同6年、2点。生徒課職員による2年間の記録。

E9308

佐渡国相川町味方（みかた）家旧蔵刊
行物

近世～大正10年、5点。佐渡在住当時入手の書籍。

E9309

中蒲原郡村松町加藤家旧蔵刊行物

近世後期～昭和12年、40点。近世～明治時代刊行の謡本が中心。

E9310

昭和戦中戦後週報等

昭和18年～同21年、3点。防空必携や健民修練手帳。

E9311

新潟町御米宿小原家文書

E9312
E9314
E9315

昭和6年～同25年、9点。郷土教育資料としての収集物か。

宝暦11年～昭和11年、12点。新潟町（現新潟市）の会津藩御用達米宿の記
録。
元教員中野二三郎氏旧蔵国文学関係 文政7年～平成6年、521点。俳文学史研究を志した中等学校教員の旧蔵
刊行物等
書。
寛永10年～昭和58年、1820点。文化史・郷土史研究を終生続けた小川氏
見附市小川福一郎氏旧蔵刊行物等
の旧蔵書。
慶安2年～明治4年、216点。柏崎町（現柏崎市）政を牽引した有力町民の様
刈羽郡柏崎町酒商内山家文書
子。

E9316

上山藩主松平家家中奥山家文書

天明6年～慶応4年、31点。越後飛び地領の支配状況が分かる。

E9317

中蒲原郡小須戸町川村家文書

文政9年～昭和17年、818点。明治初年副大区長任期中の状況が分かる。

E9318

西蒲原郡寄居白山外（よりいはくさん
と）新田庄屋小林家文書

弘化2年～昭和3年、34点。新潟町（現新潟市）に接する砂丘地の小村の姿
が分かる。

E9319

旧高田藩主榊原家近代当直日誌

文化元年～大正5年、121点。主に明治期大名華族の家政が分かる。

E9320
E9321
E9323

三島郡野中才（のなかさい）村庄屋古澤 明暦3年～昭和29年、1681点。村上藩領～桑名藩領と変化した村の展開が
家文書
分かる。
寛文8年～昭和30年代、3522点。主に北蒲原郡、南魚沼郡地域の文書が中
県内各地近世近代文書
心。
明治41年～昭和18年、347点。越後鉄道、第四銀行ほか主要企業の経営状
県内銀行・鉄道等13社営業報告書類
況。

E9401

南魚沼郡浦佐村近傍近世文書

宝暦6年～明治9年、8点。伊勢参詣道中記など。

E9402

中蒲原郡小須戸町川村家文書

嘉永4年～明治10年、17点。小須戸警察署庁舎建設関係が中心。

E9403

中頸城郡柿野新田医家竹田家文書

享保14年～明治17年、532点。頸城地方の村医者の経営が分かる。

E9404

中蒲原郡臼井村土木係文書

明治23年～昭和18年、19点。信濃川下流域の水害予防の苦悩が分かる。

E9405

新潟市稲葉保治氏関係文書等

明治29年～昭和30年、106点。近現代の一給料生活者40年の足跡。

E9406
E9407
E9408

北魚沼郡堀之内村九左衛門宛質田地
証文
東頸城郡黒倉村布施家文書及び天水
嶋村高橋家文書
東頸城郡小屋丸村文書及び三島郡片
貝村佐藤家業務日記

享保5年、1点。近世質地証文の典型。
宝暦2年～大正11年、89点。中山間地の村の近世から近代が分かる。
文政13年～大正12年、15点。中山間地の村の記録と大正期の名望家の日
誌。

解題

請求記号
E9409
E9410
E9411

〇

概 要

西蒲原郡木滑（きなめり）村上大原村出
文化14年、1点。低湿湛水地帯の村の水論記録。
入内済証文
中魚沼郡仙田村及び刈羽郡与三（よそ
安永5年～昭和17年、386点。中山間地の村と平野の村の記録。
う）村文書
明治43年～昭和35年、30点。小学校が地域文化の中心であったことが分か
新潟市立新通小学校旧蔵刊行物
る。

E9412

近現代朝鮮史関係刊行物

昭和9年～平成12年、641点。業なかばで早世した研究者の収集書籍。

E9501

南魚沼郡六日町医家平賀家文書

正徳5年～昭和55年、3416点。地域文化活動をリードした医家の例が分か
る。

E9502

北蒲原郡古川村地引図下書

明治初期、1点。近世絵図から近代測量図への変化が分かる。

E9503

村松藩白粉方日記

近世後期、1点。村松藩の殖産の試みが分かる。

E9504

東頸城郡仁上（にかみ）村本山家大福
帳・当座帳

明治9年、2点。中山間地の名望家の活動が分かる。

E9505

頸城・魚沼・刈羽郡内等近世近代文書 嘉永5年～明治36年、20点。現上越市域・柏崎市域・十日町市域にわたる。

E9506

県内養護学校等関係文書

昭和35年～平成7年、296点。養護教育40年の流れが分かる。

E9507

頸城郡内近世近代文書

延宝9年～明治39年、129点。中頸城郡平等寺村（現上越市）を中心とする。

E9508
E9509

昭和19年度海軍志願兵徴募ポスター及
昭和18年、2点。第二次大戦中最後のポスター。
び要綱
『新潟県治布達類別』・『佐渡町村統計
明治9年・同28年、5点。県布達の分類目次と統計で知る明治時代の佐渡。
明鑑』

E9510

中頸城郡上大塚新田飯吉家文書

安永9年～昭和21年、142点。頸城平野の一隅に見る土地経営の状況。

E9511

新潟県令永山盛輝書（二行）幅

明治初期、1点。永山盛輝の人柄が分かる。

E9512

新潟県新潟学園旧蔵刊行物

明治31年～昭和45年、62点。教職員たちの知識の源が分かる。

E9601

新潟市本間家旧蔵刊行物

明治38年～昭和47年、22点。近代から現代のはざまが分かる。

E9602

初期新潟県官員録・県会議員名簿等

明治2年～同24年、39点。明治の地方政治、行政に携わった人々が分か
る。

E9603

昭和戦後中学校用教科書

昭和29年～平成4年、173点。社会科を中心に20年間の変化が分かる。

E9604
E9606

〇

文書群名

中頸城郡猿供養寺（さるくようじ）村御用
文久2年、1点。長野県境に近い山村の幕末の様子が分かる。
留
村上藩主内藤家家中鈴木家知行宛行
寛文3年～元治元年、17点。大名とその家臣を結ぶ証が分かる。
状

E9701

東頸城郡滝沢村柳家文書

天和3年～明治44年、101点。中山間地の幕領村の歴史が分かる。

E9702

中蒲原郡金田石油組合関係文書

明治33年～昭和22年、63点。近代新津丘陵での採油の苦闘が分かる。

E9703

東頸城郡水梨村和久井家文書

安政4年～大正13年、75点。中山間地での土地経営状況が分かる。

E9704

近世近代刊行物

安政5年～昭和23年、30点。近代一般家庭での教養源が分かる。

E9705

佐渡国梅津村市橋家文書

延宝2年～昭和27年、1639点。近世の名主家、近代には県会議員・国会議
員を務めた名望家の文書群。

E9706

明治前期新潟県布達綴

明治6年～同22年、27点。明治前期県行政の記録。

E9707

『菖蒲の栞（新発田案内）』

明治36年、1点。新発田を紹介する。

E9709

昭和戦前柏崎市政文書ほか

E9710

安永6年～昭和17年、453点。柏崎町長から同市長を歴任した期間の行政
が分かる。
中蒲原郡新崎（にいさき）村及び津島屋 明治初期～明治33年、10点。新崎地区（現新潟市）内の土地状況が分か
村近代文書
る。

解題

〇

〇

文書群名

請求記号

概 要

E9711

新潟県高等女学校備品出納簿

明治33年～昭和22年、5点。主に創立期から昭和初期の状況が分かる。

E9712

財団法人偕行社月刊誌

昭和20年～平成10年、210点。旧陸軍士官らの親睦・研鑽誌。月刊。

E9713

昭和戦前刊行地図及び戦後刊行新聞

昭和12年～同33年、10点。雑誌「キング」付録世界図など。

E9714

中頸城郡下平（しもひらまる）丸村文書 安永9年～明治39年、14点。長野県境の幕領山村の一例。

E9801

中頸城郡機織（はたおり）村庄屋文書

延宝3年～明治10年、568点。長野県境に近い幕領山村の庄屋文書。

E9802

刈羽郡大澤村文書

文化12～幕末、6点。刈羽郡内の一幕領村の例が分かる。

E9803

昭和戦前柏崎市政文書

昭和3年～同21年、308点。柏崎町長から同市長を歴任した期間の行政が
分かる。

E9804

大正期木村来太郎書状

大正期、16点。先輩か師匠への書状。

E9805

新発田藩征討日記

元治元年～慶応元年、1点。水戸天狗党を追う経過を記す。

E9806

中頸城郡石神（いしがみ）村林泉寺文
書

寛文2年～昭和7年、2908点。村の真宗寺院を中心に人間模様が分かる。

E9807

中魚沼郡下平新田清水家文書ほか

文化10年～安政6年、31点。見舞い帳の記録から村が分かる。

E9809

刈羽郡桐沢村青柳家文書

天明7年～昭和9年、626点。自家経営140年の歴史が分かる。

E9810
E9811
E9812

三島郡内諸村及び古志郡種苧原（たね
寛文2年～明治8年、97点。各地から流出した文書の集積。
すはら）村文書
北蒲原郡保田（やすだ）村斎藤家自家
天保2年～明治21年、41点。成長期大地主の一端が分かる。
経営文書
明治14年～昭和15年、133点。柏崎町長～同市長を歴任した期間の行政が
昭和戦前柏崎市政文書
分かる。

E9813

北蒲原郡寺社新村文書

安政6年～大正3年、57点。阿賀野川沿岸村の明治期を中心に知る。

E9814

香桂書屋旧蔵刊行物

大正15年～昭和3年、20点。『書画鑑定指針』一そろい。

E9901

北蒲原郡保田（やすだ）村斎藤家自家
経営文書

享保2年～昭和24年、3938点。大地主への成長と展開が分かる。

E9902

新潟県立水原高等学校旧蔵刊行物

大正13年～平成8年、89点。社会科参考としての集積書類。

E9903

越後国各地近世近代文書及び刊行物

元禄3年～昭和29年、453点。北蒲原郡各地からの流出文書。

E9904

北魚沼郡川口村年貢割付状

安永2年、寛政7年、2点。糸魚川藩領の書式が分かる。

E9906

新潟県内柔道有段者名簿

昭和5年～平成7年、11点。伝統格技の継承が分かる。

E9907

魚沼・頸城郡近世文書

天和3年～天保14年、17点。主に中頸城郡坪野村（現上越市）が分かる。

E9908

蒲原・頸城郡近世文書

正保2年～明治5年、148点。田貝村（現新発田市）、南新保村（現上越市）な
ど。

E9909

古志郡下塩（しもじお）村阿部家文書

宝永2年～大正9年、80点。自家経営200年の歴史が分かる。

E9910
E9911

中頸城郡百間町（ひゃっけんまち）新田
元禄3年～明治24年、997点。頸城平野での地主成長過程が分かる。
滝本家文書
佐渡国河原田諏訪町上田屋本間家文
元禄7年～大正6年、287点。佐渡の町場の暮らしぶりが分かる。
書

E9912

三島郡十楽寺堰文書

文政9年～明治14年、131点。幹線水路運営の状況が分かる。

E9913

東頸城郡小谷島（こやじま）村水沢家文
宝暦9年～昭和6年、464点。主に近代の地区運営状況が分かる。
書

E9914

近世手習手本

元文2年ほか、3点。各種書状の文例が分かる。

解題

〇

請求記号

西頸城郡槙村近世近代文書

元禄15年～昭和7年、228点。高田藩領能生町組の一村の様子が分かる。

E9916

旗本池ノ端溝口家代官堀川家文書

宝暦4年～昭和22年、4176点。新発田藩主分家の知行地支配の実態が分
かる。

E9918

財団法人継志会機関誌「蒲原」第30・
31・32・34号
中蒲原郡岡田村及び互賀（ごか）村近
代文書

昭和47年～同48年、4点。旧大地主市島家保存団体の季刊文化誌。
明治9年、2点。阿賀野川に近い平野部の村の土地証文。
昭和23年～同62年、697点。昭和30年代前半経済学部に学んだ大学生の
蔵書。
明治4年～昭和19年、158点。現上越市域及び胎内市域での自家経営文
書。

E9919

昭和戦後経済思想関係刊行物

E0001

越後国各地近代文書

E0002

（財）継志会機関誌「蒲原」第80号

E0003

巻町立越前小学校平成9年度各学年だ
平成9年～同10年、131点。中規模小学校の一年間の様子が分かる。
より等

E0004

復刊『日本随筆大成』

昭和48年～同53年、81点。近世に隆盛となった随筆の世界が分かる。

E0005

昭和前期司法関係文書

昭和2年～同37年、47点。治安維持法違反事件記録と思想研究資料。

E0006
E0007

〇

概 要

E9915

E9917

〇

文書群名

平成3年、1点。旧大地主市島家保存団体の季刊文化誌。

西蒲原郡弥彦村法光院発「往来証文之
文化9年、1点。旅行者必携の文書の典型が分かる。
事」
宝暦9年～昭和4年、27点。北魚沼郡岩下村、牛ケ島村（現魚沼市）地域の
北魚沼郡各地文書
文書。

E0008

日本石油株式会社定時株主総会文書 明治23年～昭和17年、40点。三島郡出雲崎町在住の株主への通知文書。

E0009

北魚沼郡芋川村文書

E0010

中魚沼郡二子（下条下組）村文書

E0011

佐渡国千本（せんぼ）村石塚家文書ほ
か

元禄6年～明治26年、97点。佐渡地域と上越市域での自家経営文書。

E0012

中頸城郡熊川新田文書

延宝9年～大正10年、327点。頸城平野南端の村の歴史が分かる。

E0013

刈羽郡女谷（おなだに）村布施家文書

承応3年～昭和23年、3663点。刈羽郡内陸での村落経営の歴史が分かる。

E0014
E0015
E0101
E0102

正保3年～明治36年、179点。中山間地農村での自家経営の歴史が分か
る。
天和3年～明治11年、52点。中山間地の大村の枝村が迎えた幕末の様子
が分かる。

「新潟市産業要覧」・「新潟案内」・「新潟
昭和4年～同5年、3点。地方有力都市へと成長する新潟市が分かる。
市勢一覧」
「実用書翰文」・「実用女子習字の栞」
大正11年～昭和4年、3点。近世手習い本の流れをくむ実用書。
（手紙文）（諸書式）
昭和53年～平成8年、672点。18年間の研究成果の蓄積が具体的に分か
新潟県中学校教育研究会刊行物
る。
明治34年～昭和35年、5点。東北日報、新潟新聞、新潟毎日新聞、読売新
近現代県内刊行各種新聞
聞。

E0103

昭和戦後刊行各種新聞

昭和9年～同39年、1323点。昭和戦前戦後の各種新聞。

E0104

東頸城郡嶺村地内地券

明治13年、1点。10年以上をかけてようやく決着した地租改正が分かる。

E0105

昭和前期司法関係文書

昭和3年～同12年、201点。治安維持法違反事件の具体的な状況が分か
る。

E0106
E0107
E0108
E0109
E0201

中頸城郡猿供養（さるくようじ）寺村近世
文政2年、天保14年、2点。長野県境に近い山村の近世が分かる。
文書
享保16年～昭和31年、317点。佐渡国中（くになか）平野での自家経営が分
佐渡国竹田村名畑家自家経営文書
かる。
中魚沼郡真人（まっと）村天和検地帳写
嘉永4年、7点。中山間地幕領検地帳の写本。
本
中頸城郡吉増（よします）村葭原（よし
安永4年～大正3年、257点。頸城平野南部での自家経営の歴史が分かる。
はら）家文書及び島倉村倉石家文書等
北蒲原郡滝谷村会津藩御用留

嘉永4年～慶応4年、31点。幕末維新期会津藩の動向が分かる。

解題

〇

請求記号

文書群名

概 要

E0202

中頸城郡下平丸（しもひらまる）村文書 宝暦元年～明治11年、105点。長野県境の山間村での自家経営が分かる。

E0203

新潟県航空史関係文書

昭和40年代～平成19年、398点。新潟空港を中心にした各種航空情報紙な
ど。

E0204

中魚沼郡谷内（やち）村役場文書ほか

明治31年～昭和51年、5点。現津南町谷内地区。

E0205

魚沼・頸城郡内各地文書

延宝5年～明治5年、95点、上越市域、十日町市域から流出した近世文書の
集積。

E0206

中頸城郡上濁川村小島家文書

安永3年～大正5年、143点。近世～近代の地区経営の流れが分かる。

E0208

昭和戦前戦後郷土教育関係刊行物

E0209

中魚沼郡谷内（やち）村文書等

E0210

刈羽郡柏崎町茂木製油所経営文書

寛政9年～昭和9年、1705点。中規模製油所経営の細部が分かる。

E0211

佐渡郡郡勢調査顛末及び原表

明治45年、1点。明治末佐渡の実情が統計により分かる。

E0212

中魚沼郡谷内（やち）村文書

寛政3年～明治2年、31点。近世後期の村方の動向が分かる。

E0213

佐渡国安養寺（あんようじ）村大蔵家文
慶長5年～昭和27年、1512点。佐渡の中山間地の村の300年が分かる。
書

E0214

「毎日新聞」戦時版

E0301

昭和戦前戦後小中学校教育指導関係
昭和7年～平成15年、223点。主に戦後の指導の流れが分かる。
刊行物

E0302

東頸城郡海老（かいろう）村文書

E0303

中魚沼郡豊久（ほうきゅう）新田文書ほ
宝永5年～明治3年、17点。中魚沼郡、中頸城郡各地の近世文書。
か

E0304

三島郡吉崎村安達家文書

近世末～明治36年、124点。明治期の自家経営状況が分かる。

E0306

新潟市萬代橋関係文書

明治30年代、9点。萬代橋が民営から県営になる前後の文書。

E0307

刈羽郡柏崎町茂木製油所業務日報

明治39年～同42年、244点。現場から葉書で毎日報告した4年間が分かる。

E0308

昭和戦前旧中国ほか風景風俗記録写
昭和戦前、861点。観光みやげに販売された焼付け写真。
真

E0309

明治「新潟日報」

E0310
E0311

明治34年～昭和52年、225点。旧新潟師範学校以来収集の郷土資料の
数々。
天明2年～大正6年、87点。現柏崎市門出（かどいで）地区及び中魚沼郡津
南町谷内地区の文書。

昭和19年～同20年、36点。物資欠乏さなかの新聞の状況が分かる。

宝暦4年～明治22年、66点。近世後期の村の暮らしをうかがう。

明治37年、50点。一時「新潟新聞」と競った紙面。２カ月分。

中魚沼郡南鐙坂（みなみあぶさか）村庄
天和2年～昭和19年、3009点。信濃川左岸段丘の村の300年が分かる。
屋保坂家文書
北魚沼郡小平尾（おびろう）村戸長役場
安政6年～明治35年、32点。地租改正に伴う土地情報を中心とする。
文書

E0312

刈羽郡藤井村竹田家近代文書

明治13年～同41年、215点。藤井堰の管理運営の状況が分かる。

E0313

小学校教育指導関係刊行物

昭和30年～平成11年、131点。ここ30年間の指導法が分かる。

E0401

北魚沼郡横根村庄屋文書および中魚
沼郡二子村文書

延宝8年～昭和30年、152点。消滅の危機を逃れた２村の文書記録が甦る。

E0403

三島郡上岩井村庄屋文書

E0404

延宝5年～大正11年、878点。近世から明治にわたる村の経営の歴史が分
かる。
北魚沼郡下倉（したぐら）村五十嵐家文 元文3年～昭和28年、527点。近世から明治へと変わっていく暮らしぶりが分
書
かる。

E0408

北魚沼郡小千谷町地域文書

明治36年～昭和17年、39点。町の商店30年の歴史が分かる。

E0409

北蒲原郡・西蒲原郡内文書ほか

元禄14年～安政6年、13点。北蒲原郡道賀新田（どうがしんでん、現聖籠
町）などの証文。

E0410

刈羽郡相野原村庄屋文書

明暦3年～明治4年、157点。与板藩領の村方経営と質地状況が分かる。

解題

請求記号
E0411

文書群名
北魚沼郡下倉（したぐら）村文書

概 要
元禄7年～大正6年、209点。近世から近代にわたる自家経営の歴史が分か
る。

新潟県立新潟中央高等学校平成12年
平成10年～平成14年、11点。中国への修学旅行の関係資料。
度修学旅行関係文書
明治8年～昭和7年、124点。小区長（副大区長）の手元にあった「新潟県治
E0501-Ａ 明治期大区長旧蔵御布告綴
報知」。
E0412

E0501-Ｂ 北魚沼郡龍光（りゅうこう）村文書

享保20年～昭和55年、192点。村内幹線水路堰の経営管理が分かる。

E0501-Ｃ 中蒲原郡松橋村田村家文書

正徳4年～明治31年、240点。低湿湛水の白根郷（しろねごう）での農業経営
が分かる。

E0501-Ｄ 古志郡四郎丸村字川崎地域文書

明治38年～大正2年、6点。主に葬儀の記録。

E0501-Ｅ 北魚沼郡小千谷町高橋家文書

大正元年～同6年、2点。大正期の町の商店経営が分かる。

E0501-Ｆ

中魚沼郡北鐙坂（きたあぶさか）村小山
明治29年～大正10年、26点.明治～大正期の自家経営が分かる。
家文書

E0501-Ｇ 奥只見川水系電源開発関係文書
E0501-Ｈ

北魚沼郡千谷（ちや）村・中頸城郡高田 天保2年～昭和25年、183点。主に千谷（ちや、現小千谷市）の地域経営が
地域文書
分かる。

E0501-Ｊ 北魚沼郡堀之内村宮家旧蔵証書等
E0502
E0503

大正14年～昭和28年、2点。電源開発史の概要が分かる。

明治3年～昭和18年、103点。明治前期小学校での進級過程が分かる。

新潟県立新潟東工業高等学校生徒会
昭和35年～平成3年、54点。昭和30～50年代の高校生活が分かる。
刊行物ほか
北蒲原郡赤谷村太田野原新田庄屋文 享保19年～大正5年、419点。居住民ゼロの新田村の経営の歴史が分か
書
る。

E0504

西頸城郡中林村石塚家文書

元禄2年～昭和17年、2231点。自家経営文書。

E0505

北魚沼郡千谷（ちや）村文書

文化7年～明治16年、84点。近世後期の自家経営状況が分かる。

E0506

越後国蒲原郡内近世近代文書

正徳4年～明治21年、4点。五反田村（現加茂市）、今板村（現阿賀野市）な
ど。

E0507

中蒲原郡川東村戸長役場文書

明治22年～同38年、9点。初期行政村の状況が分かる。

E0508

新潟県水産試験場報告

明治33年～大正9年、12点。水産業振興の過程が分かる。

E0601

大正昭和期刊行新聞

明治45年～平成19年、193点。大正・昭和期の新聞ほか。

E0602

新宮璋一氏旧蔵蚕業関係刊行物

明治19年～平成11年、337点。蚕業に関する刊行物。

E0604

頸城郡・魚沼郡内各地文書

元禄15年～明治4年、22点。下平丸村（現妙高市）、小平尾村（おびろうむ
ら、現魚沼市）など。

E0702

太閤真顕記写本ほか資料

慶応2年～昭和18年、15点。太閤真顕記ほか。

E0703

代議士石田宥全氏文書

昭和17年～同18年、14点。農民運動闘士の自伝。

E0704

西蒲原郡弥彦村弥彦神社社家鈴木家
安永6年～昭和57年、289点。社家（神職）の自家経営状況が分かる。
文書

E0801

新潟県地質調査関係刊行物

昭和25年～平成18年、762点。県内各地調査報告書と関連文献。

E0803

新潟県職業課職業紹介関係文書

昭和12年～同13年、2点。学務部職業課の業務が分かる。

E0804
E0805

俳書『みなしろたへ（皆白妙）』・『けふの
延享4年、文政8年、2点。近世中・後期刊行の俳諧書。
雪集』
大正12年9月3日付「新潟新聞」第2号外
大正12年、1点。関東大震災続報の号外。
（関東大震災）

E0807

東蒲原郡九島村江川家旧蔵文書

天保15年～大正9年、9点。旧蔵家の由来が分かる。

E0808

第1回国勢調査記念録及び新潟県統計
大正11年～同14年、8点。県内での調査状況を具体的に知る。
図表

解題

請求記号

治山課治山事業写真帳

E0901

「学びの友（新潟県教育会発行）」綴（第
昭和8年～同11年、1点。県教育会独自の編集を見る。
1～3学年)

E0902

明治30年代与板地域警察関係文書

明治18年～同33年、5点。人力車鑑札申請や巡査募集依頼など。

E0903

下越北地区家庭科研究協議会文書

昭和34年～平成16年、17点。協議会50年の活動記録。

E0904

『増補越後名所誌（頸城郡）』および近
世俳書複製本

文化7年～同10年、4点。刈羽郡小国（現長岡市）での俳諧活動が分かる。

E0905

新潟都市計画委員会関係文書

昭和2年～同12年、6点。業務の内容を垣間見る。

E0906

戦前新潟県内各地写真乾板

近代、101点。昭和前期の新潟県の風景が分かる。

E1001

南蒲原郡飯田村肝煎小柳家文書

寛文3年～明治40年、569点。村松藩領下田（しただ）地域の近世が分かる。

E1002

南蒲原郡飯田村小柳家近代文書

明治4年～昭和57年、2252点。小柳家から見る地域と社会の変化。

E1003

南蒲原郡飯田村小柳家文書

嘉永6年～平成15年、788点。切絵図や絵はがきほか。

E1005

南蒲原郡飯田村小柳家現代文書

昭和20年～平成15年、1838点。下田村関係資料ほか。

E1006

越後国各地及び佐渡国坊ケ崎村近世
近代文書

寛文6年～昭和36年、733点。東頸城郡、西蒲原郡中心に６件。

E1008

北魚沼郡須川村近世近代文書

宝暦6年～明治20年、7点。新田検地帳、年貢米高帳など。

E1009

西蒲原郡角田浜村大越家旧蔵文書ほ
正徳元年～昭和30年、168点。明治から大正時代の一般生活を垣間見る。
か

E1010

中頸城郡五日市村小林家文書

天和3年～大正元年、107点。江戸時代中～後期の質地証文が中心。

E1011

新潟市米穀商坂井清衛日記

明治44年～昭和52年、59点。一市井人60年間の記録。

E1012

西蒲原郡三王渕村庄屋田野家文書

寛永15年～明治32年、500点。200年分の年貢割付状がそろっている。

E1015
E1016
E1017
E1018

〇

〇

概 要

E0809

E1014

〇

文書群名

大正10年～昭和27年、7点。県内各地の工事状況を知る写真の数々。

北蒲原郡濁川新田真嶋家自家経営文
元禄15年～昭和21年、5150点。大地主の成長と経営が分かる。
書
新潟町大助買（おおすけご）片桐家文
承応2年～昭和30年、771点。江戸時代の鮮魚商の生活が分かる。
書
西蒲原郡西川周辺絵図

近世後期、１点。新川掘削以前の西川周辺の様子が分かる。

良寛遺墨青山帖（せいざんじょう）複製
昭和40年代、１巻。良寛書の真髄を味わえる。
巻子
享保18年～昭和4年、30点。近世及び明治初期の往来ものなど庶民の教養
近世往来物及び近代謡本
の源。謡本も含む。

E1019

昭和16・17年発行「写真週報」

昭和8年～17年、27点。第二次大戦中の国策情報誌。

E1020

「学びの友」（5年、6年高等科用）

昭和8年～9年、16点。昭和戦前の初等教育現場が分かる。

E1023

中蒲原郡下興野（しもごや）村桂家文書 文化2年～天保5年、5点。新発田藩領名主の記録。

E1024

古志郡保護組合関係文書

大正5年、昭和11年、2点。戦前期の社会事業が具体的に分かる。

E1025

南蒲原郡今町清水家旧蔵教科書

天明7年～大正10年、56点。四書五経から大正期中等学校教科書まで。

E1026

昭和初期教科書等教育関係資料

享和元年～平成4年、209点。本当にあった墨塗り教科書など。

E1103

関屋分水路改修工事関係資料

E1104

大正・昭和戦前期教科書

昭和40～同42年、18点。「関屋分水情報」はじめ関屋分水路改修工事に関
わる住民側の資料。
大正4年～昭和16年、43点。大正・昭和戦前期に中学校、商業学校で使用
されていた教科書。

解題

文書群名

請求記号

概 要
昭和23～同44年、16点。北越工業コンプレッサーの図面やカタログ、信越本
線図面など。中野家所蔵石油掘立日記複製資料もあり。
寛永20年～昭和16年、839点。太政官日誌をはじめ、県会議員関谷貞太郎
氏の県会資料、江戸・明治の和本、洋本など。

E1105

近代産業関係資料

E1106

太政官日誌ほか近世近代刊行物等

E1108

文政十一年地震口説

近世、1点。文政11年に越後でおこった地震を伝える「口説」の写本。

E1109

佐久間象山詩幅・牧野備前守書状

近世、2点。佐久間象山の詩軸、長岡藩10代藩主牧野備前守忠雅書状。

E1201

「ソ連抑留記」

昭和30年代、1点。第2次大戦後のソ連抑留の記録。

E1202

西頸城郡谷根村片山家文書

寛文3年～昭和11年、262点。近世庄屋の自家経営文書。

E1204

明治初期教員養成関係文書等

明治6年～大正2年、25点。明治期の教員養成が分かる。

E1205

桂五十郎書状

明治23年、1点。早稲田大学教授桂湖村の学生時代の書状。

E1206
E1207

元教員佐藤尚志氏旧蔵郷土史関係刊
大正6年～平成7年、239点。郷土史関係刊行物。
行物
倉茂敏行氏旧蔵近世近代刊行物及び
貞享元年～昭和29年、446点。新潟尋常師範学校での講義録など。
師範学校辞令等

E1208

大正期裁縫教科書

大正12年、4点。大正期の学びが分かる。

E1209

新潟県立吉川高等学校醸造科関係文
明治15年～平成21年、99点。醸造科に関する資料ほか。
書ほか

E1210

大正11年発行『新潟県人』

E1301

北蒲原郡横井村市嶋彦右衛門家文書 享保6年～天明元年、10点。市嶋家分家に残された貸付金証文など。

E1303

新潟地震地盤災害図

昭和39年、6点。新潟大学理学部地質鉱物学教室が作成した新潟地震の被
害状況図。

E1304

中蒲原郡横越村地内地券

明治16～同21年、123点、横越村（現新潟市）の土地状況が分かる。

E1305

「万代駅要覧」ほか複製資料

大正13年～昭和37年、10点。県内の設計関係図の複製物。

E1306

大正15年発行『改善』創刊号

大正15年、1点。生活改善運動に関連した雑誌。

E1307

北蒲原郡近代土地関係文書

明治期～昭和20年、7点。近代の北蒲原郡の土地状況が分かる。

E1308

「最新新潟市全図」及び『越佐子供風土
昭和11～同23年、3点。戦前戦後の県内地理・歴史書。
記』

E1310

『庭訓往来』写本

近代、2点。明治初期まで広く普及した初等教育の写本。

E1311

五十嵐浜下新田及附近全図

大正11年、1点。大正期の五十嵐浜村北部の絵図。

E1312

鹿瀬発電所工事写真

昭和3年、65点。阿賀野水系鹿瀬発電所建設中の工事写真。

E1313

西蒲原郡五十嵐浜村庄屋若杉家文書 宝暦4年～明治39年、619点。近世庄屋の自家経営文書。

E1314

『新潟県農事試験場要覧』

昭和16年、1点。昭和戦前期の農政。

E1315

三島郡灰下村庄屋丸山家文書

正保4年～昭和34年、203点。近世庄屋の自家経営文書。

E1316

昭和戦中戦後期刊行物及び絵はがき
等

昭和3年～同42年、120点。収集された絵葉書など当時の世相が分かる。

E1317

刈羽郡内ほか県内各地文書

宝暦9年～大正2年、79点。近代刈羽郡内の金銭帳簿類ほか。

E1401

近世近代教科書等教育関係資料

天保14年～大正7年、139点。『日本外史』など収集された教科書など。

E1405

「京都合戦之写」ほか新潟県内関係収
元治2年～明治23年、36点。明治期の警察官に関する資料ほか。
集文書

大正11年、3点。新潟県人会発行。

解題

文書群名

請求記号

概 要

E1406

真珠散関係文書

明治19年、7点。熊森村(旧分水町)の竹山家が製造販売していた薬の広告
ほか。

E1408

近世・近代和綴刊行物

寛永5年～昭和13年、51点。『医法明鑑』ほか多岐にわたる刊行物。

E1410

北蒲原郡福岡村齊藤家文書

宝暦10年～近世末、13点。新田開発をめぐる訴訟関係文書。

E1411

戦中期社会事業関係資料

明治37年～昭和12年、3点。戦前の小学校の文集ほか。

E1414

村松藩主堀家家中五十嵐家文書

文化4年～明治32年、13点。「御武器方下役日記」、「日記」、「御勘定所御
定書」ほか。

E1416

北魚沼郡須原村目黒家宛近世証文

安永2年～文久3年、6点。金融証文。

E1417

坂口五峰著「北越詩話」原稿

E1418

刈羽郡諏訪井村早川家文書

E1419

「長岡様御頼一件」文書

E1423
E1502
E1503

大正7年以前、20点。北越の漢詩と漢詩人についてまとめ上げた評伝集の
最終稿。
宝永5年～大正11年、155点。質地証文が中心。村政・水利に関するものも
散見される。
嘉永4年、1点。幕末期の長岡藩の財政状況を記す。

昭和戦前戦後大根沢松葉俳句活動文
安永7年～昭和28年、30点。昭和戦前戦後の俳界の風潮が分かる。
書ほか
寛政5年～万延元年、5点。中魚沼郡川治村松澤家文書(E9114)を補完する
中魚沼郡川治村近世松澤家証文類
近世証文。
近世～明治43年、6点。国文学関係の他に近世の健康についての指南書
『歌の栞』ほか
『貝原養生訓』を含む。

E1505

中頸城郡町田村関係文書

慶応元年～明治15年、11点。「婚礼所入用附込帳」など。

E1506

旧南鯖石村平野家教育関係文書等

E1510

旧新発田町香川家近代文書

E1513

『改暦辨』ほか

明治6年、昭和22年、4点。慶應義塾蔵版の『改暦辨』ほか。

E1514

『毛詩正文』ほか

天保7年～昭和8年、7点。詩経が書かれた『毛詩正文』ほか。

E1601

昭和前期伍長職務関連文書

昭和5～同18年、10点。絵葉書、アルバムほか。

E1602

新潟商工会議所旧蔵記録

安政3年～昭和63年、22点。商工祭関係資料ほか。

E1603

斎藤仙太郎家旧蔵書籍

明治12年～昭和38年、44点。明治期から昭和前期に発行された書籍、海外
の写真集ほか。

E1605

県内女学校教科書

昭和初期、1点。近代女学校の学びが分かる。

E1606

佐々木家家伝及び収集文書

明治10年～昭和34年、25点。曽川村関係文書ほか。

E1607

新潟県立西新発田高等学校旧蔵和本・ 享保9年～昭和27年、124点。前身の新発田高等女学校時代から学校図書
教科書
館において収集してきた和本や戦後に使用された教科書ほか。

E1609

西蒲原郡漆山村田辺家文書

宝暦4年～文政6年、18点。近世の西蒲原郡の飴売りに関する文書ほか。

E1610

家庭教育歴史讀本

明治24～同27年、12点。明治期の教育に対する考え方が分かる。

E1701

帰国問題研究会収集文書

昭和32年～平成2年、13点。朝鮮総連の帰国事業関連文書。

E1704

三島郡鳥雲新田関係文書ほか

元禄4年～大正12年、253点。鳥雲新田（現長岡市）、上児木村（現燕市）、
江口村（現三条市）ほか。

E1705

信濃国名所古跡高附絵図

嘉永7年、1点。越後国の庄屋が写させたものか。

明治7年～大正14年、212点。訓導として学校に勤務する中で収集された文
書。
昭和3年～平成11年、25点。新発田町長香川錬弥氏日記ほか当時の新発
田町の町政を伺う資料。

