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名　称 名称/カナ 製作年代 備考
あ アイスキャンデー旗 アイスキャンデーハタ 昭和20年代 1点（看板旗）

アイロン
アイロン
アイロン
アイロン
アイロン
アイロン １点・昭和２６年購入・未使用
赤（銅線） アカ（ドウセン） 6点、ノミの刃の接合に使用。
アカトリ 模型
アカトリ
アカトリ
アカトリ
アカトリ
アクアラインポスター 3枚
アコーディオンプリーツスカート 昭和40年代使用 1点、緑色系
合財網袋 ガッサイアミブクロ 1点、苧製、庶民の遠出・旅用
麻切包丁 アサキリホウチョウ １点・鞘付・イ焼判・銘文不読
麻布（端切れ） アサヌノ（ハシキレ） １点・呼称「かけん」、蒸籠布巾未使用・大正１３年蒐集
アサリセンベイ 袋のみ
アサリトオシ／ガッタ
アサリトオシ／ガッタ
アサリトオシ／ガッタ
アサリトオシ／ガッタ
アサリトオシ／ガッタ
油皿 アブラザラ
飴の入れ物（台付き） アメノイレモノ（ダイツキ） 2点、販売店用
アメリカ海軍　グラマン　F4F　ワイルドキャット（1/144模型） アメリカリクグン　グラマン　エフヨンエフ

ワイルドキャット（1/144モケイ）
模型

１機

アメリカ陸軍　カーチス　P-40　ウオーホークＮ（1/144模型） アメリカリクグン　カーチス　ピージョンジュウ
ウォークホークエヌ（1/144モケイ）

模型
１機

アメリカ陸軍　チャンスヴォート　F4U　コルセア（1/144模型） アメリカリクグン　チャンスヴォート　エフヨンユー
コルセア（1/144モケイ）

模型
１機

アメリカ陸軍　ノースアメリカン　P-51D　マスタング（1/144模型） アメリカリクグン　ノースアメリカン　ピーゴジュウイチディー
マスタング（1/144モケイ）

模型
１機

アメリカ陸軍　ノースアメリカンP-51D　マスタング（1/144模型） アメリカリクグン　ノースアメリカン　ピーゴジュウイチディー
マスタング（1/144モケイ）

模型
１機

アメリカ陸軍ボーイングB-29　スーパーフォートレス「エノラ・ゲイ」
（1/144模型）

アメリカリクグン　ボーイングビーニジュウキュウ
スーパーフォートレス「エノラ・ゲイ」（1/144モケイ）

模型
1機

アヤ ササラ踊り用・竹
アルバム
アルバム 絵葉書収集用
アルバム、絵葉書セット アルバム、エハガキセット アルバム２、絵葉書セット１
アロハシャツ 子供用
アンコシザル 竹
アンサンブルスーツ 昭和30年代 1組（半袖ワンピース、7分袖ジャケット）、茶色ストライプ
行灯 アンドン 1点
行灯 アンドン 1点

い 飯富神社境内御末社　75社の御神（コピー） イイトミジンジャケイダイオンマッシャ　75シャノオンカミ（コピー） 1点
イギリス空軍　スーパーマリン　スピットファイヤMkⅠ（1/144模型） イギリスクウグン　スーパーマリン　スピットファイアMkⅠ（1/144モケイ） 模型 １機
イギリス空軍　ホーカーハリケーンMkⅡ（1/144模型） イギリスクウグン　ホーカーハリケーンMkⅡ（1/144モケイ） 模型 １機
イサラゴ／クツワ
石臼 イシウス １点・赤御影石
イソノ式指圧器 イソノシキシアツキ 1点、箱入り
一輪挿し イチリンサシ ２点
イッペガサ イッペガサ 平成20年 1点
井戸請負証書 イドウケオイショウショ １点・（飯富平野久五郎家文書）
イトワク／糸枠 イトワク 2点
イトワク／糸枠 イトワク
イトワク／糸枠(Ｂ) イトワク(Ｂ)
芋ひき具　高谷鍛治製品 イモヒキグ　タカヤカジセイヒン
イモホリマンガ 4本刃
色鉛筆 イロエンピツ 三菱､12色
祝樽 イワイダル １点・栓後補
印鑑 インカン １点・顆台貼・軸装（前橋市場）

「外国奉行小笠原摂津守」
隕石 インセキ 8点（5点は切断片）

う 上鎌a ウワガマa 1点、ワリツギ用、長さ29.5㎝、幅1.2㎝。
上鎌b ウワガマb 1点、ワリツギ用、カマワ1点、ヒゴワ3点、スベル3点、タケヒゴ断片（幅

1.2㎝・厚さ0.8㎝）付き。
上鎌c（断片） ウワガマc（ダンペン） 1点、切断した断片、長さ11.7㎝、幅1.4㎝。
浮世絵　東海道五拾参次之内　赤坂 ウキヨエ　トウカイドウゴジュウサンツギノウチ　アカサカ 1点
内掛 ウチカケ 明治 1点、前所有者が宮下から嫁にきた時に着用
団扇 ウチワ 21点
ウナギドウ(Ｂ) 竹
ウナギ鎌 ウナギカマ
ウナギ鎌 ウナギカマ
うなぎ篭 ウナギカゴ 竹
うなぎ篭 ウナギカゴ 竹
うなぎ篭 ウナギカゴ 竹
ウマ ウマ 海苔付け道具
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ウマ ウマ 海苔付け道具
ウラン型原子爆弾「リトル・ボーイ」（1/144模型） 模型 １発
永代二丁目町会会員氏名 エイタイニチョウメチョウカイカイインシメイ 昭和11年4月

え エゴ 婚礼用具
絵コンテ エコンテ
エサキリ
エサホリマンガ
エサホリマンガ
越後上布（長着） エチゴジョウフ（ナガギ） 1点（身丈150.3×ゆき62×袖丈38.5㎝）
越後上布（紋付） エチゴジョウフ（モンツキ） 1点（140×63×51㎝）
絵の具皿 エノグザラ 37枚（うち1点破損）
絵はがき エハガキ 6枚
絵葉書 エハガキ 一括
エビス像 エビスゾウ 1点、木彫・江戸期のもの、台付
エブリ／エボリ／コスリマンガ
エブリ／エボリ／コスリマンガ
エブリ／コスリマンガ
エブリ／コスリマンガ
烏帽子 カラスボウシ １点・木箱入り
絵馬 エマ 2点
エレクトーン 昭和50年代後半 1台（イス・保証書付）、モデルC-300
烟入・烟管・火口笥 エンカン・ホクチ 3点一式・火掻き・火匙付
演芸写真帖 エンゲイシャシンチョウ 大正15年9月号 １点
演芸写真帖 エンゲイシャシンチョウ 大正15年10月号 １点
演芸写真帖 エンゲイシャシンチョウ 大正15年12月号 １点
演芸と映画 エンゲイトエイガ 昭和3年11月号 １点
演芸と映画 エンゲイトエイガ 昭和3年12月号 １点
演芸と映画 エンゲイトエイガ 昭和4年1月号 １点
円盤 エンバン 1点、競技用
鉛筆削り エンピツケズリ 太平洋戦争中 3点、商品名「ドイツ削り」、ドイツ製、未使用

お 扇 オウギ 1点・神官用
大足 オオアシ １点・袖ケ浦市
大型行軍将棋 オオガタコウグンショウギ 1点
大皿 オオサラ
大そろばん オオソロバン 1点、教師用
大鋸 オオノコギリ １点・（小山市小袋）
岡持 オカモチ １点・鼠喰痕有り
沖吉丸帆船模型 オキヨシマルハンセンモケイ 1点、ガラスケース付き
小倉百人一首 オグラヒャクニンイッシュ
折尺 オリジャク 5点、竹製、計測用。
おしろい オシロイ 折りたたんだ和紙1枚付き
小田原提灯 オダワラチョウチン １点・屋号「鈴忠」（栃木市入舟町）
お猪口 オチョコ ３点
お手玉 オテダマ 16点
オハチイレ／オヒツイレ
オハチイレ／オヒツイレ 藁
帯 オビ 1本
帯 オビ 昼夜帯　　黒地に孔雀　オレンジ地シャクヤク？
帯 オビ 1本・神官用（太・御明衣・増田装束店）
帯 オビ 1本・神官用（細）
帯揚げ オビアゲ 1本
帯締め オビジメ 1本
おひつ 2点、漆塗り
オヒツイレ／オハチイレ １点
帯枕 オビマクラ 1点
御守袋 1点
オムツ
オムツ
オムツカバー
オムツカバー 昭和35年頃
オモチャ 28点
おもちゃの鉄砲 オモチャノテッポウ
おもちゃの鉄砲 オモチャノテッポウ
おもちゃの鉄砲 オモチャノテッポウ
オルガン １点
オルガン（椅子付き） オルガン（イスツキ） 戦前 1点
御玉串料払帳 オタマグシリョウハライチョウ 大正13年2月 宮之内
御的神具 オマトシング １包・布包・弓３本入り
お手玉 オテダマ／ナンゴ 5点･数珠玉･小豆
お手玉 オテダマ／ナンゴ 5点･数珠玉･小豆
お手玉 オテダマ／ナンゴ 7点･数珠玉･小豆
お櫃 オヒツ ①昭和35～45年頃使用　②購入・価格不明

③東京板橋の実家で使用
１点・蓋φ35.8㎝　ｈ7.8㎝・本体φ30.2㎝　ｈ26.3㎝

か カーディガン 子供用
カーディガン 子供用
カーテン 2点、a花柄　b鹿の絵
開衿ブラウス カイキンブラウス 2点、淡緑色系
会計帳 カイケイチョウ 昭和17年11月15日 昭和17年11月15日より昭和18年1月13日まで
会計帳 カイケイチョウ 昭和18年1月 昭和18年1月14日より昭和18年6月30日まで
会計帳 カイケイチョウ 昭和19年1月 昭和19年1月16日より
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蚕種紙 サンシュシ ２点・製造者　長野県松本村　牛山七五三吉・同　群馬県南橘村　井野弥吉
改正まちづくし　全（江戸町独案内　天保13寅年） カイセイ　マチヅクシ　ゼン 天保13年 1点
灰釉陶器 カイユウトウキ １点・80万円以下
カイロ灰 カイロバイ 大正後半～昭和初期？ 1点、商品名「金鶴煉灰」、白金カイロの中に火をつけて保温するもの。
カイロ灰 カイロバイ 大正後半～昭和初期？ 1点、商品名「長寿灰」、白金カイロの中に火をつけて保温するもの。
ガウン 子供用
カガサクマンガ 3本刃
カガサクマンガ 4本刃
カガサクマンガ １点・3本刃
カガサクマンガ(Ｂ) 3本刃
カガサクマンガ(Ｃ) 3本刃
カガサクマンガ(Α) 3本刃
ガガリ 桶屋道具
花器 カキ １点・剣山付・三田青磁
カギ 筒粥用具・2点
カキイレ／イレギワ 桶屋道具
書キ方練習 カキカタレンシュウ 戦前 渡辺氏使用
書き方練習 カキカタレンシュウ
書初（萬理東風春色新） カキゾメ 3点
鍵付矢立 カギツキヤタテ 江戸 1点
カキ入れの袋 カキイレノフクロ 海苔種付け用・44点
角皿 カクザラ
角皿(A) カクザラ(A) １点
角皿（Ｂ） カクザラ（Ｂ） １点
各種入場券、市電記念乗車券 カクシュニュウジョウケン、シデンキネンジョウシャケン 昭和9年～昭和15年
各種の書類 カクシュノショルイ
学生カバン ガクセイカバン 2点
神楽衣装 カグライショウ
家計簿 カケイボ 昭和11年7月17日
籠 カゴ 江戸 1点
かしま人形 カシマニンギョウ 平成17年 1式（男女各１点・刀2点・長刀1点・袖搦1点）
がしゃ篭 ガシャカゴ 竹
掛燭 カケショク １点
鎹 カスガイ 5点、うち4点は先端部の向きが異なる、アシバ用？
上総掘り用具 カズサボリヨウグ
上総掘り用道具 カズサボリヨウドウグ サキワ破片？1、シュモクドメ未製品？1、センまたは鉈の鞘1、センの柄？

1（針金巻き付け）、手製の錐？の柄2、鉄製品1（番線巻き付け）、鉄棒1
（直径0.8㎝・長さ12.1㎝）。

瓦斯防護教範 ガスボウゴキョウハン 昭和18年4月22日 １点／編集　斉藤市兵・発行　株式会社　尚兵館
瓦斯防護教範草案 ガスボウゴキョウハンソウアン 昭和12年4月10日 １点／編集　斉藤市平・発行　株式会社　尚兵館
瓦斯防護必携　第一巻（一般兵用） ガスボウゴヒッタイ　ダイイッカン（イッパンヘイヨウ）

昭和13年11月25日
１点／編集　桑田謹彰・発行　日本兵書出版株式会社

瓦斯防護必携　第二巻（分隊長及瓦斯兵用） ガスボウゴヒッタイ　ダイイッカン（ブンタイチョウガスヘイヨウ） 昭和13年11月25日 １点／編集　桑田謹彰・発行　日本兵書出版株式会社
化石（恐竜の卵） カセキ（キョウリュウノタマゴ） 太古 2点（1点は2個体あり）
化石（恐竜の糞） カセキ（キョウリュウノフン） 太古 2点（1点は切断片）
化石（三葉虫） カセキ（サンヨウチュウ） 太古 10点（1点は足跡化石、1点はレプリカ）
化石（マンモスの臼歯） カセキ（マンモスノキュウシ） 太古 1点（2片に割れている）
カタ(Ａ) 桶屋道具
カタ(Ｂ) 桶屋道具
肩掛けa カタカケa 1点、「最高級品　大勉強の店」前掛け転用、前掛けを四つ折りにしてタケヒ

ゴが肩にあたる部分に掛けた。
肩掛けb カタカケb 1点、久留里農業協同組合の前掛け転用、タケヒゴによる擦痕（穴）あり、前

掛けを四つ折りにしてタケヒゴが肩にあたる部分に掛けた。
型紙 カタガミ 1点、染付け用。
画帳 ガチョウ
かっかけ桶 カッカケオケ
華道道具 カドウドウグ １式・奈良太郎兼道作
角玄翁（小） カクゲンノウ（ショウ） 1点、長さ24.4㎝。
角玄翁（大） カクゲンノウ（ダイ） 1点、長さ29.5㎝。
蚊取り線香 カトリセンコウ 1点
カナグシ カナグシ 牛用
カナグシ カナグシ 牛用
金槌 カナヅチ 伊勢大神宮昭和４年度式年御造営使用
画幅 ガフク １点・紙本・高森碎巌筆
カマ カマ 32cm　補修有　内側
カマ カマ 29cm　把手元に補習有
カマ カマ 23cm
カマ カマ 陶製　フタ付
カマシキ カマシキ
カマフタ カマフタ
釜屋もぐさ カマヤモグサ 渡辺氏使用2点
鎌輪 カマワ 7点、長さ1.5～2㎝程度。
紙入 カミイレ 1点（三徳）
髪飾り カミカザリ １点
紙コヨリ カミコヨリ 灯心か
髪剃り カミソリ 1式(3点、匣付き、刺し刃2丁入り）
紙風船 カミフウセン 3点、富士置薬景品
カメラ
カメラ PETRI FT
カメラ １点・フィルム付・Rokuoh-sha,pearlette
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カメラ 1点、OLYMPUS-PEN、カバー付き
カメラ 昭和30年代購入 1点、minolta製、茶色、カバー付き
カメラ 1点、Ricoh AUTO HALF、黒カバー付き
カメラ 1点、Cannon A35 Datelux
花洛名勝図会（東山之部　文久二年） カラクメイショウズエ 文久2年 1式(5点）
カラス口 カラスクチ
ガラス皿 ガラスザラ ５点
ガラス製筆巻 ガラスセイフデマキ １点
ガラスペン共柄 ガラスペントモガラ 2本組
苧 カラムシ 1束
苧 カラムシ 1束
カルタ 17点
カレイ網 カレイアミ 収納用竹付き
カレイ網 カレイアミ
カレイ網(Ａ) カレイアミ(Ａ)
カレイ網(Ｂ) カレイアミ(Ｂ)
カワバチ 2点
燗器 カンキ 1式(3点）
燗器 カンキ
寛永通宝 カンエイツウホウ 背文字銭（足）
寛永通宝 カンエイツウホウ 背文字銭
寛永通宝 カンエイツウホウ 背文字銭（元）
寛永通宝 カンエイツウホウ 背文字銭（小）
寛永通宝 カンエイツウホウ 背文字銭（文）
寛永通宝 カンエイツウホウ 背文字銭（長）
玩具　爆弾 ガング　バクダン 戦前 3点（1個2銭）
玩具（ピストル） ガング（ピストル） 昭和20年代 2点、合金製
元三御鬮鈔 ガンザンミクジショウ 江戸 1冊（文久元年版、全1冊、小本・題箋欠）
カンテラ
カンテラ
カンテラ
カンテラ
カンテラ(Ｂ)
カンテラ(Α)
燗徳利 カンドックリ 瀬戸

き 木亜鈴 モクアレイ １点・（木更津市）
企画展図録「瓢とくらし」 キカクテンズロク「ヒサゴトクラシ」 １点・壬生町歴史民俗資料館
企画展図録「みんなの学校」 キカクテンズロク「ミンナノガッコウ」 １点・（小山市立博物館）
木櫛 キグシ 1点
菊紋飾り釘 キクモンカザリクギ 太平洋戦争後？ 1点、千人針の額に入っていたもの（額は廃棄）
キゴザ／ホンゾン
キゴザ／ホンゾン １点
キゴザ／ホンゾン(Ａ)
キゴザ／ホンゾン(Ｂ)
キゴザ／ホンゾン(Ｃ)
キサゴザル １点
キサゴマキ １点
刻み煙草 キザミタバコ 昭和時代 1点、「山吹」、紙製ケース、未開封
キシャゴタブ／キシャゴカキ
汽車旅行用扇子 キシャリョコウヨウセンス
木ズルス 木ズルス 1点
着せ替え人形 キセカエニンギョウ 昭和7年1月1日 「少女倶楽部」(10巻1号）新年号附録
キセル 男用
キセル 女用
キセル
煙管（長） キセル（チョウ） 昭和時代 1点
煙管（短） キセル（タン） 昭和時代 1点、「朱竹印　竹のキセル　巻タバコ兼用」のシールあり
寄贈の謝礼文 キゾウノシャレイブン 昭和15年7月30日 日本赤十字社
切符（楢葉⇔木更津） キップ（ナラハ⇔キサラズ） 昭和48年8月14日発行 １枚・日本国有鉄道乗車券
黄鉄鉱石 キテッコウセキ 1点
木箱 キバコ
木札 キフダ １点・布の袋入り
木枕 キフダ ２点・宿坊・旅籠屋等の備え付け枕
君津郡教育会創立50年記念文鎮 キミツグンキョウイクカイソウリツ５０ネンキネンブンチン 昭和12年 1点、銘「君津郡教育会創立五十年記念」・「昭和十二年」
君津郡農会時報　第1号 キミツグンノウカイジホウ 大正11年10月25日
キモノ 紺地に格子文
着物 上着1着・神官用
着物 3着・神官用（白）
脚胖 キャハン １組
キャラメル雛 キャラメルヒナ １点・未使用
急須 キュウス ２点
京師絵図 キョウシエズ 1枚・大正2年版
行商背負箪笥 ギョウショウセオイハコヅツ 1点
教師用大そろばん キョウシヨウダイソロバン １点・旧冨岡小（吉野田小）にて使用・「富小校」の焼き印有り
教師用大算盤 キョウシヨウダイソロバン 旧富岡小(吉野田小)にて使用
鏡台 キョウダイ １点・カバー付・姑の嫁入り道具
郷土博物館風景 キョウドハクブツカンフウケイ １点・水彩画　額入
錐a キリa 1点、市販品（柄に「一本倉」の文字）、長さ27.4㎝、ペッカンの弁に孔を

あけて釘でとめる時や、竹樋に取水用の孔をあける時に使用。

2点、 (A)ガラス　　（B）あみ
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錐b キリb 1点、手製、長さ21.3㎝、ペッカンの弁に孔をあけて釘でとめる時や、竹樋

に取水用の孔をあける時に使用。
錐c キリc 1点、市販品、溶接作業時に使用？、長さ26.0㎝、ペッカンの弁に孔をあけ

て釘でとめる時や、竹樋に取水用の孔をあける時に使用。
霧笛 キリブエ 1点
キリンの一部 キリンノイチブ 船大工道具
キリンの一部 キリンノイチブ 船大工道具
キリンビールポスター（フッコク）／昭和10年キリンビールポスター（複製） 昭和10年 1点・複製
キリンビールポスター（フッコク）／昭和14年キリンビールポスター（複製） 昭和14年 1点・複製
キリンビールポスター（フッコク）／昭和5年キリンビールポスター（複製） 昭和5年 1点・複製
キリンビールポスター（フッコク）／昭和７年キリンビールポスター（複製） 昭和7年 1点・複製
キリンビールポスター（フッコク）／大正15年キリンビールポスター（複製） 大正15年 1点・複製
キリンビールポスター（フッコク）／明治36年キリンビールポスター（複製） 明治36年 1点・複製
金星サイダー看板旗 キンセイサイダーカンバンバタ 昭和 1点
切艾 キリモグサ ３点・江戸小網町三丁目釜屋治左衛門店製

く ぐい飲み グイノミ ５点
ぐい呑み(Ｂ) グイノミ(Ｂ)
ぐい呑み(Ｃ) グイノミ(Ｃ)
ぐい呑み(Α) グイノミ(Α)
クーラーボックス
釘 クギ 104点（うち2点頭欠失）。
楔a クサビa 1点、シュモク用、長さ11.3㎝、最大幅4.0㎝。
楔b クサビb 1点、シュモク用、長さ13.5㎝、最大幅4.5㎝。
楔c クサビc 1点、シュモク用、長さ13.1㎝、最大幅4.4㎝。
楔d クサビd 1点、シュモク用、長さ13.5㎝、最大幅4.4㎝。
楔e クサビe 1点、シュモク用、長さ12.7㎝、最大幅4.6㎝。
孔雀石 クジャクイシ 4点
くじ箱 クジバコ 1点、くじ入り
薬籠（小匣3個附） クスリカゴ（コバコ3コツキ） 1式（4点）
薬箱 クスリバコ 1点、紙製
沓 クツ １足・木箱入り
沓 クツ ２足・神官用
沓　　神官用 クツ　シンカンヨウ H10-6 YT-35 木箱入　フタなし
沓　　神官用 クツ　シンカンヨウ H10-6 YT-35 木箱入
国郷版画（成田山有景） コクゴウハンガ（ナリタサンユウケイ） 安政3年 1揃（3枚組）
蔵提灯 クラチョウチン １点・（佐野市民会館骨董市）
クルリボウ
クレ 桶屋道具
クレウチ
クレウチ
クレウチ
クレウチ
クレウチ
くろつき杵 クロツキキネ
鍬 クワ
鍬 クワ
鍬 クワ
桑扱 クワコキ １点・（君津市久留里市場）
桑扱 クワコキ 明治 1点
桑葉摘取刃 3点、通称「つめ」
軍歌集 グンカシュウ １点
軍人勅諭謹解 グンジンチョクユキンカイ

昭和17年4月10日
１点／編集　財団法人　軍人会館図書部　代表　田北　惟・発行　財団法人
軍人会館図書部

軍制教程 グンセイキョウテイ 昭和18年2月5日 １点／編集　横尾民蔵・発行　成武堂
軍隊教育令 グンタイキョウイクレイ 昭和15年10月5日 １点／編集　小島棟吉・発行　株式会社　武揚堂
軍隊教育令　第一部 グンタイキョウイクレイ　ダイイチブ 昭和19年6月1日 １点／編集　　　　　　発行　陸軍偕社編集部
軍隊調理法 グンタイチョウリホウ 昭和16年7月1日 １点／編集　　　　　　発行　財団法人　食糧協会
軍隊手帳 グンタイテチョウ １点
軍隊内務書　刑法、懲罰令 グンタイナイムショ　ケイホウ、チョウバツレイ

昭和17年2月10日
１点／編集　小島棟吉・発行　株式会社　武揚堂

軍隊内務令 グンタイナイムレイ 昭和18年7月10日 １点／編集　小林又七・発行　川流堂　小林又七
軍隊保育要領 グンタイホイクヨウリョウ 昭和17年9月5日 １点／編集　小林又七・発行　川流堂　小林又七
軍刀 グントウ 昭和 1振、銘：石原義正作
軍服（上下） グンプク（ジョウゲ） 近代 1組

け 契約書、念書 ケイヤクショ、ネンショ／ 昭和17年10月
下駄鼻緒結目隠金具 ゲタハナオムスビメカクシカナグ 6点、キリン・アサヒビール空缶再利用
けた道具 ケタドウグ
けた網 ケタアミ
ケタ網 ケタアミ
検地鎌 ケンチガマ
検地刀 ケンチトウ
けんち桝 ケンチマス

こ コイルナワ シュロ
コイル糸 コイルイト １点
硬貨（十銭アルミニウム貨） コウカ（ジュッセンアルミニウムカ） 昭和21年 1点（昭和21年初鋳）
硬貨（十銭アルミニウム貨） コウカ（ジュッセンアルミニウムカ） 昭和17年 1点（昭和15年初鋳）
硬貨（十銭錫貨） コウカ（ジュッセンスズカ） 昭和19年 1点（昭和19年初鋳）
硬貨（二銭銅貨） コウカ（ニセンドウカ） 明治10年 1点（明治7年初鋳）
硬貨（五十円白銅貨） コウカ（ゴジュウエンハクドウカ） 昭和47年 1点（昭和42年初鋳、現行）
硬貨（五十円ニッケル貨） コウカ（ゴジュウエンニッケルカ） 昭和30年 1点（昭和30年初鋳）
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硬貨（五十円ニッケル貨） コウカ（ゴジュウエンニッケルカ） 昭和37年 1点（昭和34年初鋳）
硬貨（五十銭黄銅貨） コウカ（ゴジュッセンキドウカ） 昭和23年 1点（昭和22年初鋳）
硬貨（五円黄銅貨） コウカ（ゴエンキドウカ） 昭和24年 1点（昭和23年初鋳）
硬貨（五銭アルミニウム貨） コウカ（ゴセンアルミニウムカ） 昭和15年 1点（昭和15年初鋳）
硬貨（一円黄銅貨） コウカ（イチエンキドウカ） 昭和23年 1点（昭和23年初鋳）
硬貨（一銭アルミニウム貨） コウカ（イッセンアルミニウムカ） 昭和14年 1点（昭和13年初鋳）
硬貨（一銭青銅貨） コウカ（イッセンセイドウカ） 大正4年 1点（明治31年初鋳）
硬貨（一銭青銅貨） コウカ（イッセンセイドウカ） 大正10年 1点（大正5年初鋳）
硬貨（五十銭銀貨） コウカ（ゴジュッセンギンカ） 大正5年 1点（明治39年初鋳）
硬貨（二分銀） コウカ（ニブギン） 明治？ 1点（明治期贋貨？）
硬貨（一朱銀） コウカ（イッシュギン） 明治初期 1点（明治吹継一朱銀）
硬貨（半銭銅貨） コウカ（ハンゼンドウカ） 明治10年 1点（明治7年初鋳）
硬貨（百円銀貨） コウカ（ヒャクエンギンカ） 昭和32年 1点（昭和32年初鋳）
硬貨（百円銀貨） コウカ（ヒャクエンギンカ） 昭和40年 1点（昭和34年初鋳）
講鑑札 コウカンサツ 弘化4年末5月 信州伊奈郡下条新野村二人
航空工廠　請求書・領収書 コウクウコウショウセイキュウショ・リョウシュウショ
航空兵操典　綱領、総則及び第一部 コウクウヘイソウテン　コウリョウ　ソウソクオヨビダイイチブ 昭和16年4月30日 １点／編集　小島棟吉・発行　株式会社　武揚堂
広告(資生堂など) コウコク（シセイドウナド） 3点
合財網袋 ガッサイアミブクロ
こうもり傘 コウモリガサ
コエタゴ コエタゴ
氷かき器（鉋式） コオリカキキ（カンナシキ） 1点
氷かき器（ハンドル式） コオリカキキ（ハンドルシキ） 1点
小刀 コガタナ
小久保写真 コクボシャシン 山根写真
国民学校姓名札 コクミンガッコウセイメイフダ
小作入付扣帳 コサクイリツケヒカエチョウ 大正3年2月
コシタアケ 上総掘り用具
コシタアケ 上総掘り用具
故事対象東海道五十三次 コジタイショウトウカイドウゴジュウサンツギ 昭和8年 1冊（60丁と表紙）
小袖（抱茗荷丸二引紋） コソデ（ダキミョウガマルフタツビキモン） 江戸 1着
五大力船の菓子木型 ゴダイリキセンノカシモケイ 1点、焼印「<正」
コタタキ 石工道具
コタタキ／ワラタタキ
コップ
コップ
コップ
コップ小 コップショウ
コップ大 コップダイ
コップ中 コップチュウ
コップ別小 コップベツショウ
御典医刀 ゴテンイトウ 銘「吉長造銀金具拵」　時代刀袋付
ゴトク
ゴトク
ゴトク
子供用カーディガン コドモヨウカーディガン 昭和40年代 1点、赤系、本人手作り
子供用コート コドモヨウコート 昭和40年代 1点、緑系
子供用スカート コドモヨウスカート 昭和40年代 1点、紺色、幼稚園の制服
子供用ニットワンピース コドモヨウニットワンピース 昭和40年代 1点、クリーム系、本手作り
子供用ワンピース コドモヨウワンピース 昭和40年代 1点、白系、長女手作り
子供用ワンピース コドモヨウワンピース 昭和40年代 1点、グレー系
小瓶 コビン １点・益子焼・梅干入
コマ 海苔網用
コマ 竹･5点･打瀬網用
コマ 竹･4点
コマ 2点
駒医院関係資料 コマイインカンケイシリョウ
独楽紐 コマヒモ ６点（３組）・芯細手、未使用品
ゴム手袋 ゴムテブクロ 海苔採り用
米研ぎ器 コメトギキ 1点
コヤスケ 石工道具
コヤスケ 石工道具
五龍圓 ゴリュウエン 1点
コロバシ 除草用具
コロバシ 除草用具
コロバシ 除草用具
コロバシ 除草用具
コロバシ 除草用具
コロバシ 除草用具
コロバシ 除草用具
コロバシ カレイ漁用
コロバシ 除草用具・2丁式
コロバシ 除草用具・2丁式
コロバシ 除草用具・2丁式
コロバシ 除草用具・2丁式
コロバシ／タウエコロガシ 田植え用
コロバシ／タウエコロガシ 田植え用
コロバシ／タウエコロガシ 田植え用
コロバシ／タウエコロガシ 田植え用
コロバシ／タウエコロガシ 田植え用
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コロバシ／タウエコロガシ 田植え用
コンデンサー
コンデンサー
コンパス 新案壱弐八四王
コンロ

さ 最新軍用自動車学教程 サイシングンヨウジドウシャガクキョウテイ 昭和17年10月1日 １点／編集　軍事攻研究会・発行 株式会社　一二三堂
財布算盤附（印伊勢州鶴屋） サイフソロバンツキ（インイセノシュウツルヤ） 1式（2点）
裁縫用具入 サイホウヨウグイレ
盃小 サカズキショウ
盃大 サカズキダイ
盃別小 サカズキベツショウ
サキノミ 石工道具
サクキリ鍬 サクキリクワ 3本刃
サクキリ鍬 サクキリクワ 3本刃
サクキリ鍬 サクキリクワ 平鍬
サクキリ鍬 サクキリクワ 3本刃
サクキリ鍬 サクキリクワ 3本刃
サクキリ鍬 サクキリクワ
作戦要務令　第二部　註解 サクセンヨウムレイ　ダイニブ　チュウカイ

昭和16年10月25日
１点／編集　財団法人　軍人会館図書部　代表　田北　惟・発行　財団法人
軍人会館図書部

サグリ 1点、挽回用具（サキワ型）、長さ14.2㎝、鉄管が砂などに捕まって斜めに
なったとき、先端の切れ込みで修正し、まっすぐにして引き上げる。

酒盃 シュハイ １点・三組・台付（台に痛み有り）（栃木市旭町松屋菓子店）
酒盃 シュハイ ２点・美濃・瀬戸、鬼面形
ササラ ササラ踊り用・竹
サジ／スプーン
サシ／ポッポサシ
差金 サシガネ 1点、30㎝×15㎝用。
刺身皿 サシミザラ
雑誌　「週間朝日」　通巻1450号 ザッシ「シュウカンアサヒ」ツウカン1450ゴウ 昭和22年10月26日
雑誌付録 ザッシフロク (表紙なし）
雑品 ザッピン
雑品 ザッピン
雑品 ザッピン 領収書他
茶量 サリョウ 竹製
サルホウコ 白
サルホウコ 赤
三脚 サンキャク 1点、コンパクトタイプ
三千本ニカワ サンゼンボンニカワ 宮内得應軒
サンダワラアミ
さん俵 サンダワラ 藁　5点
さん俵 サンダワラ 藁　2点

し 磁石 ジシャク １点・方位干支文字
七五三用品 シチゴサンヨウヒン 扇子・簪・小物入れ・帯締め(箱入り）
実印（焼印） ジツイン（ヤキイン） 1点、上総掘り用具とは直接関係しない、「七」は七蔵の略。
紙幣 シヘイ 12点（内訳：1円札5枚、50銭札2枚、100円札1枚、500円札1枚、韓国

10won札1枚、アメリカ1ドル札1枚、香港5円札1枚）。
ジャー 1点
ジャー（箱・部品付き） ジャー（ハコ・ブヒンツキ） 1点、タイガー魔法瓶
しゃく 神官用
写真 シャシン ９点
写真 シャシン モノクロ写真545点・ネガフィルム34点。大部分は戦時中までに撮影した写

真。一部に井出医院関係写真あり。
写真類 シャシンルイ 11枚
ジャンバｰ 子供用
ジャンバｰ 子供用
衆議院議員投票函 シュウギインギイントウヒョウバコ 1点
重箱 ジュウバコ 文五縁型　三段重　沈朱　沈金　竹、紙箱入
週番勤務の参考　全 シュウバンキンムノサンコウ　ゼン 昭和17年2月17日 １点／編集　陸軍工兵少佐　川口喜一・発行　合資会社　兵書出版所
出願書類 シュツガンショルイ 昭和2年４月 木更津
出征兵士送迎小旗 シュッセイヘイシソウゲイコハタ 戦中 2点
撞木a シュモクa 1点、シュモクドメ2点付き、長さ28.3㎝、ヒラギ（＝柊〔ヒイラギ〕

製）。
撞木b シュモクb 1点、シュモクドメなし（シュモクにヒビが入ったため、交換したもの）、長

さ31.5㎝、ヒラギ（＝柊〔ヒイラギ〕）製。
撞木止めa シュモクドメa 1点、長径4.7㎝、短径3.8㎝、高さ1.6㎝。
撞木止めb シュモクドメb 1点、長径4.6㎝、短径3.9㎝、高さ1.7㎝。
書　佐久間象山 ショ　サクマショウザン 1枚（中村活版石版所印刷）
小学校学年別答案 ショウガッコウガクネンベツトウアン 戦前 渡辺氏使用
小学校　他 ショウガッコウ　ホカ 戦前 渡辺氏使用
消火ホース ショウカホース 昭和 1点
将棋盤 ショウギバン 1点
小児用寝台 ショウニヨウシンダイ 1台
状袋 ジョウブクロ 江戸 1点、革製
縄文土器　口縁部　片 ジョウモンドキ　コウエンブ　ヘン 1点・市原市　天羽田出土
書画 ショガ 25点・内訳リストは資料に添付
書簡類 ショカンルイ 一括
埴科蚕業臨時増刊号 ショクシナサンギョウリンジゾウカンゴウ 明治40年6月22日
燭台 ショクダイ 1点（唐銅製、折立式）
燭台 ショクダイ 1点、木製
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名　称 名称/カナ 製作年代 備考
諸国道中かねの草鞋(文化葵酉） ショコクドウチュウカネノワラジ 江戸 1点
諸国道中金の草鞋（秩父巡礼） ショコクドウチュウキンノワラジ（チチブジュンレイ） 1冊（30丁・60頁）
書籍・ノート類 ショセキ・ノートルイ
書籍・文書類 ショセキ・ブンコ類 24箱
書幅 ショフク １点・紙本・杉文人箱入り・大沼枕山筆
諸兵射撃教範　総則　第一部 ショヘイシャゲキキョウハン　ソウソク　ダイイチブ 昭和14年8月21日 １点／編集　小林又七・発行　川流堂　小林又七本店
諸兵射撃教範　第四部 ショヘイシャゲキキョウハン　ダイヨンブ

昭和15年4月20日
１点／編集　小島棟吉・発行　株式会社　武揚堂

ジョレン 麦用
ジョレン 麦用
ジョレン 麦用
ジョレン 麦用
ジョレン 麦用
ジョレン 麦用
ジョレン はまぐり用
シリガイ 馬用
城の模型 シロノモケイ 昭和10年8月1日 「少年倶楽部」(22巻8号）8月号附録
新案家計簿 シンアンカケイボ 昭和8年12月1日 昭和9年用　「婦人倶楽部」14巻12号附録　大日本雄弁会講談社
新版江戸絵図　御屋敷方并町割等之儀 シンパンエドエズ　オヤシキカタナラビニマチワリトウノギ 1点
新聞 シンブン 昭和11年10月4・14・15日、昭和20年5

月7日
東京、朝日、読売、中外商業新報、都新聞

新聞切り抜き（犬の記事） シンブンキリヌキ（イヌノキジ） 昭和13年頃

す
ス／ ①昭和35～45年頃使用　②購入・価格不明

③東京板橋の実家で使用
１点・φ24.9㎝

ス／ ①昭和35～45年頃使用　②購入・価格不明
③東京板橋の実家で使用

１点・φ25.8㎝

スイコ／ポンプ(Ａ) 3点
水筒 スイトウ １点
炊飯器 スイハンキ 1点
スーツ(Α) 女用上着･スカート
スカート(Ｃ) 女用
スカーフ 1点、紫
スカーフ 青花レース
杉皮切鎌 スギカワキリカマ １点・（君津市久留里市場）
スクリュー
吸子 スイコ 1点、長さ約6m・直径3.5㎝・重さ2.6kg。
吸子の材料 スイコノザイリョウ 3点、長さ24.5㎝・8.4㎝（溶接済み、針金2周）・8.0㎝。
鈴 スズ １点
スズメシラズ／スズメコロバシ
スズメシラズ／スズメコロバシ
スズメシラズ／スズメコロバシ
スズメシラズ／スズメコロバシ
スズメシラズ／スズメコロバシ(Ａ) 1点
スズメシラズ／スズメコロバシ(Ｂ)
硯（墨入抽出付） スズリ（スミイレチュウシュツツキ） 1式（寺小屋、10.4×16.8×4.7㎝）
スタンド 模型用 １個（金属製はめ込み式エノラ・ゲイ用）
スチームアイロン
スチールコンデンサー
スプリング台／海苔付け道具 スプリングダイ/ノリツケドウグ 海苔付け道具
スベル／クサビ 上総掘り用具・8点
スポーツシャツ
スポーツシャツ
スポーツシャツ
ズボン 子供用
ズボン 1点、婦人用・グレー・横ファスナー
ズボン 1点、婦人用・青系・チェック柄
墨 スミ
隅田川往来（弘化再刻） スミダガワオウライ（コウカサイコク） 江戸 1点
炭火アイロン スミビアイロン アイロン台つき、　置台付
炭火アイロン スミビアイロン アイロン台つき
炭火コンロ？ スミビコンロ？ 銅製、高さ 13cm

せ 精米機 セイマイキ
セーター 子供用
セーター 子供用
セーター 子供用
セーター
背負袋 セオイブクロ １点
石製品 セキセイヒン １点
石板 セキバン 2点
セッコロ落とし セッコロオトシ
セッコロ落とし セッコロオトシ
セッコロ落とし セッコロオトシ
セッコロ落とし セッコロオトシ 2点
瀬戸製缶詰（防衛食） セトセイカンヅメ（ボウエイショク） 戦時中 1点、真空加工容器
瀬戸灰直 セト 戦中 2点
セミ／セビ(Ａ) 木造の滑車
セミ／セビ(Ｂ) 木造の滑車
セルロイド小物入れ セルロイドコモノイレ 3点、a大・角型・赤系、b中・丸型・透明、c小・丸型・桃系
セルロイド筆箱 セルロイドフデバコ 1点、黄系
せん 1点、片刃。
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名　称 名称/カナ 製作年代 備考
膳 ゼン １点・木箱入り
善光寺布引観音由来記 ゼンコウジヌノビキカンノンユライキ 1枚・大正2年版・色刷り
扇子 センス
洗濯機 センタクキ 1点、H14-3-30購入
千人針 センニンバリ 太平洋戦争中 1点、額装していたものを分解（額は廃棄）、十銭アルミニウム青銅貨1点を

縫い付け。
そ 雑巾 ゾウキン 水彩画用

増補　順礼志なん車(西国順礼道中細見　文化3丙寅年） ゾウホジュンレイシナンシャ（サイゴクジュンレイドウチュウサイケン　ブンカサンヒノエトラドシ）文化3年 1点
ソバキリ
ソバヨセ 石工道具
そば猪口 ソバチョク
そろばん 12点
そろばん １点・五つ玉・東西交易の刻字あり
そろばん 1点

た 第28回戦時郵便切手 ダイ28カイセンジユウビンキッテ 昭和20年1月 ３点
ダイオード
大工棟梁帯 ダイクトウリョウオビ １点
大工棟梁作業ズボン ダイクトウリョウサギョウズボン １点
大工棟梁羽織 ダイクトウリョウハオリ １点
大工棟梁ハンテン ダイクトウリョウハンテン １点・飯富・古台（屋号）さん使用のもの
太鼓 タイコ １点
大正青年読本中程編 タイショウセイネンドクホンチュウテイヘン 大正13年 1冊・千葉県教育会編さん
大東亜戦争海軍作戦写真記録Ⅰ ダイトウアセンソウカイグンサクセンシャシンキロク 昭和17年12月1日発行 １点・大本営海軍報道部さん
大東亜戦争割引国庫債券(1) ダイトウアセンソウワリビキコッコサイケン(1) 計３点・拾圓
大東亜戦争割引国庫債券(２) ダイトウアセンソウワリビキコッコサイケン(2) 計３点・拾圓
大東亜戦争割引国庫債券（3） ダイトウアセンソウワリビキコッコサイケン(3) 計３点・拾圓
大徳利 ダイトックリ
鏨 タガネ 1点、刃部中央部欠失、長さ6.1㎝。
宝くじ タカラクジ ６点（昭和24年4枚・昭和25年2枚）
タカンポ 竹
タカンポ 竹
タカンポ 竹
タカンポ プラスチック
タカンポ 竹
卓上型ミシン タクジョウヨウミシン １台／S20年頃　青森県藤埼市で嫁入り道具として購入。S57年　市原市に

転居の際卓上に改造。H14年１月現在まで使用
竹楔 タケクサビ 19点、長さ5.3㎝～15.5㎝、肉の部分をセンを削り落す。
竹楔の材料 タケクサビノザイリョウ 13点、長さ9.6㎝～30.2㎝。
田下駄 タゲタ １点・木更津市
田下駄 タゲタ 1組
竹挽き鋸 タケヒキノコギリ 1点
竹ひご断片 タケヒゴダンペン 1点、切れ目１か所あり（タケクサビの材料か）、長さ30.2㎝、幅1.2㎝、

厚さ0.7㎝。
タケヤリ
タケヤリ
凧 タコ

平成時代
1点、「鯉と金太郎」、うなり用の弓がない未完成品、竹は九州から取り寄せ
た青竹、和紙の裏に絹布貼付。

タコスリ
凧用袋a タコヨウフクロa 平成時代 1点、色はグリーン系、マジックで「鯉金」と記入
凧用袋b タコヨウフクロb 平成時代 1点、色は黄色系、凧の骨を入れた袋か？
襷 タスキ 太平洋戦争中 1点、千人針の額に入っていたもの（額は廃棄）、「尽忠報国　堅忍持久」
叩き込みa タタキコミa （オイヤ）1点、長さ11.0㎝、最大幅2.5㎝。H19-12-26受入。
叩き込みb タタキコミb （オイヤ）1点、長さ12.4㎝、最大幅2.5㎝。H19-12-26受入。
叩き込みc タタキコミc （オイヤ）1点、長さ10.4㎝、最大幅2.0㎝。H19-12-26受入。
叩き込みd タタキコミd （オイヤ）1点、両端部がつぶれている、長さ10.5㎝、最大幅2.6㎝。H19-

12-26受入。
畳職人用具 タタミショクニンヨウグ 昭和44年～平成18年 一括、石田畳店が使用。
太刀 タチ １振・拵・鍔付
だっこちゃん人形 ダッコチャンニンギョウ 1点、だっこちゃん誕生20周年記念人形
ダテ 醤油醸造用具・竹
タテ　第10回土木学会映画コンクール優秀賞タテ タテ　ダイ10カイドボクガッカイエイガコンクールユウシュウショウタテ 上総堀り
竪杵 タテギネ 明治 1点
ダテ締め ダテジメ 1点
煙草盆 タバコボン キセル1本付
タバコ吸い口 タバコスイクチ
旅着（刀指し口附） タビギ（カタナサシグチツキ） 1点
旅行李（手行李） タビゴウリ（テゴウリ） 墨書　「恵那郡　吉良見（村）　近田源八」
旅枕 タビマクラ 1点・刻文（草津温泉）
ダボ網 ダボアミ
タマ 潮干狩用
タマ 潮干狩用･2点
タマ カニ用
タマ
タマ 拾い海苔用
タマ ケタ網用
球竿（A) キュウカン（A) 古文書2点付
球竿（B) キュウカン（B) 古文書2点付
球竿（C) キュウカン（C) 古文書2点付
タモモヒキ／タンモヒ 昭和35年頃
タモモヒキ／タンモヒ
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名　称 名称/カナ 製作年代 備考
タモモヒキ／タンモヒ(Ｂ)
タモモヒキ／タンモヒ(Ｂ)
タモモヒキ／タンモヒ(Ｃ)
タモモヒキ／タンモヒ(Ｃ)
タモモヒキ／タンモヒ(Ｄ)
タモモヒキ／タンモヒ(Ｄ)
タモモヒキ／タンモヒ(Α)
タモモヒキ／タンモヒ(Α)
タモモヒキ／タンモヒ(Ε)
タモモヒキ／タンモヒ(Ε)
タライ(Ａ)
タライ(Ｂ)
たらいの台 タライノダイ
単靴 タングツ 1足、サイズ25.5㎝（赤スタンプ文字）、Fujikura製
単靴 タングツ 1足、サイズ25.5㎝（黒スタンプ文字）、アキレス製
単相電力計 タンソウデンリョクケイ 桑野電機(株)製

ち 築営教範 チクエイキョウハン 昭和4年2月20日 １点／編集　小林又七・発行　川流堂　小林又七
茶釜 チャガマ 1点
茶杓 チャシャク 筒銘「袖ヶ浦」不二庵
茶托 チャタク 3点、木製・菱形・黒
茶弁当 チャベントウ 1式、火打金、火打石、火口・火箸・炭割・附木あり
茶碗 チャワン 1点、陶器、溶接時にハンダを溶かすために使用？
茶碗 チャワン ５点
チャンチャンコ 袴黒/茶紺地　裏地菊模様
チャンチャンコ／ジンバ／ソデナシ 子供用
チャンチャンコ／ソデナシ 綿入り
茶托 チャタク 5客
中皿(A) チュウザラ(A) １点
中皿（Ｂ） チュウザラ（Ｂ） １点
貯金達磨　一億一心 チョキンダルマ　イチオクイッシン 戦中 1点（素焼彩色）
勅語勅諭集 チョクゴチョクユシュウ 昭和17年6月5日 １点／編集　小林又七・発行　川流堂　小林又七
チョッキ 子供用
チョッキ 子供用
陳龍川文鈔 チンリュウセンモンシャ 1冊

つ 衝立 ツイタテ １点・（奈良輪宿）
通信学理　第一篇　電磁気学 ツウシンガクリ　ダイイッペン　デンジキガク 昭和19年8月20日 １点／編集　横尾民蔵・発行　成武堂
通信学理　第二篇　有線通信 ツウシンガクリ　ダイニヘン　ユウセンツウシン 昭和19年4月15日 １点／編集　横尾民蔵・発行　成武堂
通信学理　第三篇　無線通信 ツウシンガクリ　ダイサンペン　ムセンツウシ 昭和17年5月25日 １点／編集　砂田昌政・発行　軍事界社
通信学理　第四篇　電源及発動機 ツウシンガクリ　ダイヨンヘン　デンゲンオヨビハツドウキ 昭和19年7月20日 １点／編集　横尾民蔵・発行　成武堂
通信教範　第２部 ツウシンキョウハン　ダイニブ

（昭和18年7月13日）
１点

付木 ツケギ ２束・（君津市久留里市場）
継手釘 ツギテクギ 10点・伝「小金原猪鹿狩供出品」・高谷鍛冶製、大正１３年蒐集
ツキノミ／(Ｂ) 石工道具
ツキ鑿 ツキノミ 石工道具
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツタタタキ
ツチ 製糸用具・木綿用
土ズルス ドズルス 1点
ツッカケ／タマ ハマグリ用
ツッカケ／タマ エビ用
ツッカケ／タマ
ツヅラ 1点、33×42×20.5㎝
ツボギリ 桶屋道具
つるべ桶 ツルベオケ 井戸用
つるべ桶 ツルベオケ 井戸用
つるべ桶(Ａ) ツルベオケ(Ａ) 井戸用
つるべ桶(Ａ) ツルベオケ(Ａ) 井戸用･2点
つるべ桶(Ｂ) ツルベオケ(Ｂ) 井戸用
つるべ桶(Ｂ) ツルベオケ(Ｂ) 井戸用･2点

て 手編みバッグ テアミバッグ 昭和30年代 1点、茶系、本人手作り
ティーシャツ 子供用
ティーシャツ 子供用
ティーシャツ 子供用
ティーシャツ 子供用
ティーシャツ 子供用
ティーシャツ 子供用
提秤 サゲバカリ 1点
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手紙類 テガミルイ
敵機一覧 テッキイチラン 昭和19年7月21日 １点／編集　読売新聞社出版部　松井政平・発行　読売新聞社
テグタイト 26点
手さげ袋 テサゲブクロ 1点
テチガイ 鍛治屋道具
鉄製浮玉 テツセイウキダマ 1点、狩猟用
手拭 テヌグイ 5点
手袋 テブクロ 1組・神官用（白）
寺小屋教本 テラコヤキョウホン 江戸後期 1冊（筆写本、瀧澤氏）
照空分隊教練教育の参考 ショウクウブンタイキョウレンキョウイクノサンコウ

昭和16年11月15日
１点／編集　陸軍防空学校将校集会所　代表　鈴木三七一・発行　財団法人
軍人会館図書部

テレビ リモコン付
電気アイロン デンキアイロン 1点、台・コード付き、石田秀子が家庭用として使用、使用可
電気コテ（入れ物付き） デンキコテ（イレモノツキ） 2点(コテ1本と2本)
電報文 デンポウブン
天卵原紙 テンランゲンシ 結城々主水野勝愛三男　小川鈴之戸籍謄本写付
電話機 デンワキ 1点

と
トイフセノミ 1点、長さ15.2㎝、刃幅10.2㎝、樋伏せ鑿か、井戸孔の掘削開始時に使用し

た鑿。
ドウ（ガラス製） ドウ（ガラスセイ） 3点
東海・木曽両道中懐宝図鑑 トウカイ・キソリョウドウチュウカイホウズカン 1冊（虫損補修）
東海道五十三次道中壽語録 トウカイドウゴジュウサンツギドウチュウスゴロク 大正16年 1点、補修・虫損
東海道名所図会（明治版） トウカイドウメイショズエ（メイジバン） 明治 1式(6点）
灯火管制用電灯笠 トウカカンセイヨウデントウガサ 1点、スタンプ文字「愛国カバー」ほか。
東京横浜電車便覧 トウキョウヨコハマデンシャビンラン 1冊・（豆－携帯用）
道具箱a ドウグバコa

昭和43年12月24日
1点、蓋付き、長さ66.5㎝×幅25.5㎝×高さ20.5㎝、身の内側に
「S.43.12.24日　作製完」、蓋の内側にアシバの略図が記入されている。

道具箱b ドウグバコb 1点、蓋なし、長さ45.6㎝×幅26.3㎝×高さ20.8㎝。
トウジン 上総掘り用具
陶製羽釜 トウセイハガマ 昭和18～19年頃 1点・蓋付き。金属供出の代用品として支給されたもの。
道中御守 ドウチュウオマモリ 1式(2点、巻子、匣付き）
道中記 ドウチュウキ １点・大坂天満十丁目本屋傳吉板、六丁
道標 ドウヒョウ １点
遠眼鏡 トオメガネ 2点一式・袋付（首掛・女性用）
心太突 トコロテンツキ 明治 ２点（１組）
土錘（小） ドスイ(ショウ) ８点
土錘（小） ドスイ(ショウ) ２点
土錘（小） ドスイ(ショウ) ３点
土錘（小） ドスイ(ショウ) ２点
土錘（小） ドスイ(ショウ) １５点
土錘（大） ドスイ(ダイ) ２点
土錘（中） ドスイ(チュウ) ４点
土錘（中） ドスイ(チュウ) １点
土錘（中） ドスイ(チュウ) １点
土錘（中） ドスイ(チュウ) ２点
土器片 ドキヘン １点
ドジョウドウ／ドジョウズ(Α) 竹
ドジョウブチバリ 2点
トックリ（チョウシ）
土瓶 ドビン １点・益子焼
トランプ 3組
鳥居模型 トリイモケイ
鳥籠外箱 トリカゴソトバコ 1点
鳥の模型 トリノモケイ 昭和7年9月1日 「少女倶楽部」(10巻9号）9月号附録
とろ箱 トロバコ 海苔種付け用
トンビ
ドンブリ 蓋付き・2点　蓋なし・2点
ドンブリノフタ
トンボ 石工道具

な 長襦袢 ナガジュバン 1着
長襦袢 ナガジュバン 明治 1点、所有者が宮下から嫁にきた時に着用
長袖ワンピース ナガソデワンピース 昭和30年代 2点、a茶系、b黄系、本人手作り
長原支店開店ニ付キ返礼 ナガハラシテンカイテンニツキヘンレイ 昭和11年9月5日 築地宮川支店
長火箸 ナガヒバシ １点・炉用
名古屋城の模型 ナゴヤジョウノモケイ 昭和6年8月1日 「少年倶楽部」(18巻8号）8月号附録
ナスビ型ビール瓶チラシ(1） ナスビガタ　ビールビンチラシ(1） 計3点・カラーコピー
ナスビ型ビール瓶チラシ(２） ナスビガタ　ビールビンチラシ(２） 計3点・カラーコピー
ナスビ型ビール瓶チラシ(３） ナスビガタ　ビールビンチラシ(３） 計3点・カラーコピー
鉈 ナタ
魚子地文三組弁当 ナナコジモンサンクミベントウ 1式（大13×8.8×5.5㎝、中12.1×7.9×4.6㎝、小11.4×7.1×3.9㎝）
名札布 ナフダヌノ 太平洋戦争中 1点、千人針の額に入っていたもの（額は廃棄）、「千葉　根形村」
ナベ 2点（アルマイト製）
ナベ
ナベ
ナベ 鉄製　補修有
ナベ 鉄製
ナベ アルマイト製？　木フタ付

に 二十三夜講像 ニジュウサンヤコウゾウ 江戸時代 １点・紙本、着色
日光山名跡誌（題簽欠　天保11庚子歳改版） ニッコウザンメイセキシ 天保11年 1点
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名　称 名称/カナ 製作年代 備考
日本女性人名辞典 ニホンジョセイジンメイジテン １点
乳鉢 ニュウバチ
乳棒 ニュウボウ 2点

ね ねこ足膳 ネコアシゼン 13点
ねこ足膳 ネコアシゼン 8点
鼠口留御守 ネズミクチドメオマモリ 江戸後期 1点
年賀用名入り手ぬぐい ネンガヨウナイリテヌグイ 34本
年貢・家賃・田畑小作料精算書 ネング・ヤチン・タハタコサクリョウセイサンショ 昭和22年1月28日 残金335円90銭
年貢米之扣 ネングマイノヒカエ 大正5年 渡辺直江

の 能台本 ノウダイホン 4冊
農談百夜草 ノウダンヒャクヤソウ 1冊
ノースリーブワンピース 1点、白系
ノースリーブワンピース 1点、淡緑系
ノースリーブワンピース 1点、紫系
ノート
のし板 ノシイタ
乗ったり ノッタリ １点・置物・舶載品（奈良輪宿）
のっぽ鋤 ノッポスキ
のっぽ鋤 ノッポスキ
鑿a ノミa 1点、長さ11.2㎝、刃幅5.2㎝。
鑿b ノミb 1点、長さ10.5㎝、刃幅5.0㎝、磨耗した矢筈型のノミか（刃が交互に設け

られている）。
鑿c ノミc 1点、長さ6.6㎝、刃幅4.5㎝、黒のマジックで「7/野口様/85-0528/長さ

1寸5分/1寸6分5」と記入されている。
鑿d（矢筈型） ノミd（ヤハズガタ） 1点、長さ10.5㎝、刃幅4.8㎝、刃が交互に設けられている。
鑿e（矢筈型） ノミe（ヤハズガタ） 1点、長さ10.5㎝、刃幅5.0㎝、刃が交互に設けられている。
鑿f（矢筈型） ノミf（ヤハズガタ） 1点、長さ7.9㎝、刃幅4.8㎝、刃の磨耗が著しい。
鑿g（矢筈型） ノミg（ヤハズガタ） 1点、長さ7.2㎝、刃幅4.8㎝、刃の磨耗が著しい。
鑿h ノミh 1点、刃欠失？長さ8.7㎝、長径4.2㎝、短径3.5㎝。
ノリツケワク／海苔つけ枠 ノリツケワク 海苔付け道具・3点
ノリツケワク／海苔つけ枠 ノリツケワク 海苔付け道具・3点
ノリツケワク／海苔つけ枠 ノリツケワク 海苔付け道具

は ハーモニカ
バール（金梃子） バール（カネテコ） 1点、アシバの組立・解体用。
俳句・短歌書付 ハイク・タンカカキツケ 5冊
蠅打ち ハエウチ １点・竹製（太田市高林北町）
ハエ取り機 ハエトリキ
ハオリ 茶地に黒縦縞　裏地 淡茶 扇子柄
ハオリ 黒地に双筍紋付　裏地　龍
ハオリ 黒地に白縦縞/袖口にゴムでしぼり
ハガキ類、各国切手 ハガキルイ、カッコクキッテ 　
ハカマ 紺地　グレー縦縞　透け感ある素材
ハカマ 茶に黒縦縞
袴 ハカマ 1着・神官用（ズボン状で裾を絞るもの）
秤 ハカリ ２点・箱入り
はかり（箱入り） ハカリ（ハコイリ） 1点
履き物 ハキモノ １点・ぽっくり(箱入り）
端ぎれ ハギレ 1束
バケツ
箱根通宝 ハコネツウホウ 背文字銭（安）
箱火鉢 ハコヒバチ 1点
箱枕 ハコマクラ １点・未使用
ハサミ
鋏？ ハサミ？ 1点、溶接作業時に使用
ハシ(Ａ) 鍛治屋道具
ハシ(B) 鍛治屋道具
ハシ(C) 鍛治屋道具
ハシ(D) 鍛治屋道具
ハシ(E) 鍛治屋道具
ハシ(F) 鍛治屋道具
ハシ(G) 鍛治屋道具
ハシ(H) 鍛治屋道具
ハシ(I) 鍛治屋道具
ハシ(J) 鍛治屋道具
ハシ(K) 鍛治屋道具
ハシ(L) 鍛治屋道具
ハシ(M) 鍛治屋道具
ハシ(N) 鍛治屋道具
ハシ(O) 鍛治屋道具
ハシ(P) 鍛治屋道具
ハシ(Q) 鍛治屋道具
ハシ(R) 鍛治屋道具
ハシ(S) 鍛治屋道具
ハシ(T) 鍛治屋道具
土師器　骨蔵器　壷　(完形) ハジキ　コツゾウキ　ツボ（カンケイ） １点／2001年1月4日発見　市内神納にて出土　9世紀代の専用の骨蔵器で

ある。容器内には火葬骨が入っている。土師器　骨蔵器　蓋（破片）と2点で
1セット

土師器(杯) ハジキ（ツキ） 1点・(口縁部　片)5世紀　2000年1月9日(日)　表土より70～80㎝程度
(市原市天羽田）

パシャ網 パシャアミ
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名　称 名称/カナ 製作年代 備考
バスの模型 バスノモケイ 昭和7年9月1日 ｢幼年倶楽部」（7巻9号）9月号附録
バッグ 太平洋戦争中 1点、布袋（「五十銭銀貨五百円」）1点付き。
ハッタンドリ 除草用具
ハッタンドリ 除草用具
ハッタンドリ 除草用具
ハッタンドリ 除草用具
ハッタンドリ 除草用具
パッチン舟 パッチンブネ
パッチン舟 パッチンブネ
パッチン笊 パッチンザル
鼻紙袋 ハナガミブクロ 1式（2点、子鏡付）

ハネオケ／フリオケ 種井戸(共同井戸)用
バネコンベア ホース付
ハマミガイ 2点
早道(革） ハヤミチ 1式(4点）　天保二朱金　万延二朱金　嘉永一朱銀
早道(編） ハヤミチ 1式(5点）　天保二朱金　嘉永一朱銀　印附2
張り板 ハリイタ ２枚・本人の嫁入り道具
針箱 ハリバコ 1点
ハルピン観光記念写真 ハルピンカンコウキネンシャシン 小久保写真館　ハルピン交通株式会社
パレット フランス製
版画　上総之海路 ハンガ　カズサノカイジ 昭和48年板 1枚（摺師：野村保）
番傘 バンガサ 1点、昭和40年生まれの長男の京都修学旅行土産
ハンカチ 2点、KOBE SUGIYA、箱入
はんきり桶 ハンキリオケ
飯盒 ハンゴウ １点
ハンサンモシ/カラムシ 原麻4かせ、糸7かせ、布269㎝
半銭 ハンセン
ハンダ 1点、溶接用。
はんだごてa 1点、木製柄付き、スイコのブリキ補修時に使用。
はんだごてb 1点、柄なし、スイコのブリキ補修時に使用。
ハンテン 1点、植木屋用、背に「灯籠」
ハンテン 青地　しだれ梅柄
ハンドバッグ 1点、白、寄贈者の姑が使用。
万能ナイフ バンノウナイフ 1点
半袖上着 ハンソデウワギ 1点、婦人用・ベージュ系

ひ ビーダマ 66点
火打金 ヒウチガネ １点・上州吉井宿中野屋製（君津市久留里市場）
火打袋 ヒウチブクロ 1式(6点）　火打袋・火打鎌・火打石・火口・トンボ緒締・丸二揚羽蝶絞金具

根付
日傘 ヒガサ 1点、淡青色、寄贈者の母親が使用
ヒキマワシ 桶屋道具
飛脚箱 ヒキャクバコ 江戸 1点
飛脚用具 ヒキャクヨウグ

江戸
1式（飛脚箱、胸当2枚（表紋・陰紋）、鍵付矢立、状袋（革）、佐貫藩使
用）

ビク 竹
魚籠（ビク） ビク 昭和 １点・道具入落箱付
飛行船の模型 ヒコウセンノモケイ 昭和7年8月1日 ｢幼年倶楽部」（7巻8号）8月号附録
ヒコーキ包丁 ヒコーキボウチョウ
ひご止めa ヒゴドメa （ヒゴカケ相当品）1点、ヒゴマンリキ転用？紐付き。
ひご止めb ヒゴドメb （ヒゴカケ相当品）1点、ヒゴマンリキ転用？
ひごの継手(Ｂ)ワリツギ／ひごの継手(Α） ヒゴノツギテ／カマツギ 上総掘り用具
ひごの継手(Α） ヒゴノツギテ／ワリツギ(Α） 上総掘り用具
ひごの罫引 ヒゴノケビキ 上総掘り用具
ひご輪 ヒゴワ 173点。
ひご万力 ヒゴマンリキ 上総掘り用具
ひご輪 ヒゴワ 上総掘り用具
ひご輪 ヒゴワ 昭和20年代後半 上総掘り用具
ビッグエッグス
ビデオ 3巻、
ヒトツミドテラ 子供用
ヒトリオトコ 2点
ひな人形 ヒナニンギョウ 一式
ビニールホース
ビニールホース
火箸 ヒバシ 1点、
火箸・灰直 ヒバシ・ハイナオシ ３点・銘・石山（奈良輪宿）
火鉢 ヒバチ 火鉢1点・五徳2点・火箸1点
火鉢 ヒバチ 茶持手付　　　　    高さ 30cm  19.5
火鉢 ヒバチ 白地　松の絵　     高さ 25cm   21
火鉢 ヒバチ 濃紺　火箸付　     高さ 24cm   21
火鉢 ヒバチ 白地に青風景画　高さ 25cm   18.3
火吹 ２点・木製
被服手入保存法 ヒフクテイレホゾンホウ 昭和16年4月3日 １点／編集　小島棟吉・発行　株式会社　武揚堂

被服手入保存要領 ヒフクテイレホゾンヨウリョウ （昭和19年4月19日） １点
ピペット 農薬を薄めるもの
ヒョウタンコ 竹
ヒョウタンコ 竹･シュロ
屏風 ビョウブ 昭和初期？ １隻（6扉、箱（銘：昭和5年5月吉日造）付）、絵柄は二宮尊徳）
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ヒヨコ電球 ヒヨコデンキュウ 3点

ふ ブイ
ブイ 目印用・2点
フイゴ 鍛治屋道具
フォーク
フォーマルバッグ 銀　写真入
フカシ／コシキ／セイロ 製茶用
フカシ台 フカシダイ
福助 フクスケ 1点
房楊子 フサヨウジ ３点・男性用
婦人・子供服型紙 フジン・コドモフクカタガミ 昭和43年7月 1袋（『主婦と生活』昭和43年7月号）
フタ
フタ ２点
フッカキ／アサリカキ／クマデ 2点
フッカキ／アサリカキ／クマデ
フッカキ／アサリカキ／クマデ 2点
ブッカブセ クイ4本付
文机 フヅクエ 1点（寺小屋関係、34.1×97.4×27.5㎝）
覆刻　鉄道唱歌 フッコクテツドウショウカ 1点
筆 フデ 36本（小・書道・絵画用）
筆 フデ 25本（中・書道・絵画用）
筆 フデ 15本（大・書道・絵画用）
筆 フデ 2本（大・小・面塗り用か）
筆先カバー フデサキカバー 20本（竹製）
筆筒 フデツツ １点・竹製・刻文（台別）
筆巻き フデマキ
船磁鍼 フナジシン 1点
ブラシ 牛用
ブリキカン
フルイ／トオシ ビール麦用
フルイ／トオシ
古キリ コキリ
プルトニウム型原子爆弾「ファット・マン」（1/144模型） プルトニウムガタゲンシバクダン「ファット・マン」（1/144モケイ） 模型 １発
プレハブ 竹
フロシキ　(箱入　大利根博物館) フロシキ（ハコイリ　オオトネハクブツカン）
フロシキ　(箱入　館山市立博物館) フロシキ（ハコイリ　タテヤマシリツハクブツカン）
フロッピ－ディスク ５インチ４枚・８インチ２枚
ブロマイド 慰問用
プロマイド(ブロマイド)
文庫 ブンコ 1点（30.8×33.6×19.2㎝）
ブンジ／シャクシ 味噌用
ブンジ／シャクシ 味噌用
文書 ブンショ 1袋
ブンマーシ(Ａ) 桶屋道具
ブンマーシ(Ｂ) 桶屋道具

へ ヘアバンド 1点、白地に黒の水玉
米、英、蘇軍飛行機識別ノ参考 ベイ、エイ、ソグンヒコウキシキベツノサンコウ 昭和16年9月30日 １点／編集　　　　　　発行　日本兵書出版株式会社
兵器保存要領　第十一篇　照明器、聴音機及び情警報機類 ヘイキホゾンヨウリョウ　ダイジュウイッペン　ショウメイキ、

チョウオンキオヨビジョウケイホウキルイ
昭和12年5月20日

１点／編集　小林又七・発行　川流堂　小林又七

兵器保存要領　第四篇　刀、剣、喇叭及び銃器類 ヘイキホゾンヨウリョウ　ダイヨンヘン　カタナ、ケン、
ラッパオヨビジュウキルイ

昭和12年8月31日
１点／編集　斉藤市平・発行　株式会社　尚兵館

兵器保存要領　第九篇　眼鏡、計測器及写真機類 ヘイキホゾンヨウリョウ　ダイキュウヘン　メガネ、
ケイソクキオヨビシャシンキルイ

昭和14年2月5日
１点／編集　斉藤市平・発行　株式会社　尚兵館

ベーゴマ ７点
ペーパーコンデンサー
ヘシ／モリ 2点・(長、短)
ペッカンa （コシタ）1点、弁は黒いゴム板、釘1点留め、長さ4.3㎝、最大径2.9㎝。
ペッカンb （コシタ）1点、弁は茶色のゴム靴底、釘2点留め、長さ4.2㎝、最大径2.8

㎝。
ペッカンc （コシタ）1点、弁は黒のゴム板、釘1点留め（釘がかなり露出している）、

長さ4.0㎝、最大径2.6㎝。
ペッカンd（削輪用） ペッカン（ソゲワ用） （コシタ）1点、弁は黒のゴム板（ゴムが切れかけている）、釘1点留め（釘

がかなり露出している）、長さ約6.5㎝。
ペッカンの材料 ペッカンノザイリョウ 一括、内訳：弁座1、ゴム円板5〔うち2点釘貫通〕、ゴム板断片1、ゴム靴

底断片2。
ペッカンの弁の材料a ペッカンノベンノザイリョウa 1点、ゴム靴底断片、長さ約13㎝、幅約7㎝。
ペッカンの弁の材料b ペッカンノベンノザイリョウｂ 1点、ゴム板断片。
ペッカンの弁の材料c ペッカンノベンノザイリョウc 1点、ゴム板断片、黒、長さ30.2㎝、幅3.9㎝。
ベルト 縄ない機用
ペンチ 1点。
弁当箱(塗物) ベントウバコ（ヌリモノ） 丸に右重連鷹羽紋　香物、割子、欠、胴割有
ペン皿 ペンザラ

ほ 方解石 ホウカイセキ 2点、
防寒コート ボウカンコート 2点、a薄ベージュ色、b濃ピンク色
防空防毒面 ボウクウボウドクメン ３点・本体容器説明書付・破損
ホウ酸 ホウサン 1点（粉末）、ベビーパウダーの容器付き、溶接時のアカ（銅）飛散防止用。
帽子 ボウシ 1点、白、寄贈者の母親が使用。
放送十周年祝賀会写真 ホウソウジュッシュウネンシュクガカイシャシン 昭和10年5月17日 時事写真新報社
放送ニュース聴取用地図 ホウソウニュースチョウシュヨウチズ 昭和17年1月30日 日本放送協会
奉天遊覧記念写真 ホウテンユウランキネンシャシン 小久保写真館　ホウテン交通株式会社
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砲兵操典　綱領、総則　第一部 ホウヘイソウテン　コウリョウ、ソウソク、ダイイチブ 昭和15年6月25日 １点／編集　斉藤市平・発行　株式会社　尚兵館
砲兵操典　第二部　高射砲兵 ホウヘイソウテン　ダイニブ　コウシャホウヘイ （昭和15年7月27日） １点
砲兵観測通信教範草案　総則及び観測 ホウヘイカンソクツウシンキョウハンソウアン　ソウソクオヨビカンソク 昭和6年7月20日 １点／編集　小林又七・発行　川流堂　小林又七
砲兵探照教育の参考 ホウヘイタンショウキョウイクノサンコウ 昭和18年7月25日 １点／編集　重砲兵学校将校集会所・発行　成武堂
法要経費及供物受納簿 ホウヨウケイヒオヨビクモツジュノウボ
ホース
ホーロク
ホーロク
ホーロク 20.5cm
ホーロク 21.3cm
ホーロク 20.0cm
ホシノミ／ミツメキリ 桶屋道具
ホソ 蓮根掘り道具
ボタン １点・陶製
ポッポ ウナギ用･4点
ボテ笊 ボテザル カケゴ2点付き
ボテ笊 ボテザル カケゴ1点付き
歩兵対空行動 ホヘイタイクウコウドウ

昭和17年10月5日
１点／編集　陸軍歩兵学校将校集会所　代表　石井星一郎・発行　財団法人
軍人会館図書部

歩兵通信器材（有線視號）取扱上ノ参考 ホヘイツウシンキザイ（ユウセンシゴウ）トリアツカイジョウノサンコウ
昭和17年6月25日

１点／編集　陸軍歩兵学校将校集会所　代表　石井星一郎・発行　財団法人
軍人会館図書部

ポラロイドカメラ
掘り鉄管 ホリテッカン 1点、サキワあり・ツメなし、長さ5間（約9m）・直径1寸1分（3.3㎝）・

重さ18.1kg。
掘り鉄管の鎌（断片） ホリテッカンのカマ（ダンペン） 1点、切断した断片、カマワ1点付き、長さ22.9㎝。
盆 ボン １点・蝶入り
ポンプ 井戸用
ポンプ エンジン付き
ほ乳瓶 ホニュウビン 1点、昭和40年代

ま マエカケ 紺地
マキハダ
孫の手 マゴノテ 昭和 １点
マタニティスーツ 1組、上着・スカート、ピンク
町境、町名、地番整理に関する件 マチザカイ、チョウメイ、チバンセイリニカンスルケン 昭和6年7月 東京市役所　深川区役所
松島回誌（文化四幸巳年） マツシマカイシ 文化4年 1点
マッチスリ板 マッチスリイタ 戦中 1点
松屋の子供服 マツヤノコドモフク 松屋呉服店
マナイタ／キリバン 足付き
曲物弁当箱（内朱） マゲモノベントウバコ（ウチシュ） 1点（大型）
丸合羽 マルガッパ 1点（縞）
マンガ 3本刃
マンガ 4本刃
マンガ 3本刃
マンガ 4本刃
マンガ 3本刃
マンガ 3本刃
マンガ 4本刃
マンガ 3本刃
マンガ 3本刃
マンガ／タウチマンガ／タウネマンガ 4本刃
マント(A)
マント(B)
マント(C)
マント(D)
万力 マンリキ （テッカンマンリキ）1点、紐付き。

み ミシン 足踏み
ミズイト
ミズキリザル 竹
ミズキリメザル 竹
明荷 ミョウガ 1点、畳張木箱

む 蒸し器 ムシキ 1組（アルマイト製）
胸当 ムネアテ 江戸 1点、表紋
胸当 ムネアテ 江戸 1点、陰紋

め 目打ち メウチ 1点、長さ20.3㎝、最大径1.7㎝、ヒゴワ加工用？
メグシ 356点
メグシ 387点
メグシ 589点
めぐし箱 メグシバコ
めぐし箱 メグシバコ
めぐし箱 メグシバコ
飯櫃 オハチ／オヒツ／メシビツ
メタタキ 桶屋道具
メダル ２点・日本赤十字社
メダル １点・国勢調査
メヌイボウ
メヌイボウ
メヌイボウ
メヌイボウ
メヌイボウ
メヌイボウ
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メヌイボウ
メヌイボウ
メヌイボウ
メンコ 48点

も モーター 縄ない機用
木版画（笠松紫浪　作） モクハンガ（カサマツシロウ　サク） 昭和 1点
木棒 モクボウ １点・刻銘「小仲宮清」（木更津市）
モトウチ 桶屋道具
モノサシ 30cm　谷中実行組合にて使用
ものさし １点・30㎝・谷中実行組合にて使用
模範家計簿 モハンカケイボ 昭和11年11月8日 昭和12年用　主婦之友社
喪服 モフク 1点
モメンバナ
モモヒキ 子供用
モモヒキ
モモヒキ 子供用
モモヒキ 消防用
モモヒキ 消防用
モンペ
モンペ
モンペ
モンペ(Α)

や ヤカン
ヤカン ホーロー
ヤカン
ヤカン 1点
ヤカン(Ａ)
ヤカン(Ｂ)
焼き菓子型 ヤキガシカタ 1点（アルマイト製）
ヤス／ヘシ／モリ
やすりa 1点、木製柄（手製）付き、長さ24.1㎝、ノミの刃を研いだり、木部や竹の

かどを丸くする時に使用。
やすりb 1点、柄なし、長さ16.6㎝、幅2.1㎝、ノミの刃を研いだり、木部や竹のか

どを丸くする時に使用。
やすりc 1点、柄なし、長さ11.0㎝、幅1.7㎝、ノミの刃を研いだり、木部や竹のか

どを丸くする時に使用。
やすりd 1点、柄なし、長さ14.0㎝、幅2.0㎝、ノミの刃を研いだり、木部や竹のか

どを丸くする時に使用。
やすりe 1点、柄なし、長さ11.0㎝、幅1.6㎝、やすりcよりもボロボロ、ノミの刃を

研いだり、木部や竹のかどを丸くする時に使用。
やすりf 1点、板状、長さ37.5㎝、幅3.0㎝、ノミの刃を研いだり、木部や竹のかど

を丸くする時に使用。
やすりg 1点、板状、長さ38.0㎝、幅3.0㎝、ノミの刃を研いだり、木部や竹のかど

を丸くする時に使用。
やすりh 1点、断面カマボコ形、長さ31.7㎝、最大幅2.5㎝、ノミの刃を研いだり、

木部や竹のかどを丸くする時に使用。
野戦築城教範　総則及第一部 ヤセンチクジョウキョウハン　ソウソクオヨビダイイチブ 昭和18年4月30日 １点／編集　斉藤市兵・発行　株式会社　尚兵館
家賃受領之通 ヤチンジュリョウノツウチ 大正13年3月
柳行李 ヤナギコウリ 昭和 1点
弥生土器 ヤヨイドキ １点・壺
弥生土器 ヤヨイドキ ２点・甕
弥生土器壺 ヤヨイドキツボ
槍柄 ヤリエ １点・切断部分

ゆ 結納品 ユイノウヒン 1組
結綿 ユイワタ 1束、嫁入り道具にも使用
ゆかた 1点、男性用・紺色
湯のみ ユノミ ２点（ふた付）
湯のみ ユノミ ２点（ふた無）
湯風呂敷（柄物） ユフロシキ（ガラモノ） 1点（四幅縫）
弓 ユミ １点・矢2本付

よ 溶接用具 ヨウセツヨウグ 2点、銅製？、長さ30.5㎝（一端部に輪）・17.2㎝。
芳春版画（二荒山温泉之図） ホウシュンハンガ（フタラサンオンセンノズ） 明治12年 1揃（3枚組）
撚り戻し ヨリモドシ （ヒゴクルリ相当品）1点、自転車の車輪部品を改造か。

ら 羅宇 ラウ ５点・（元栃木町長長谷川家袋物店）
ラジオ 1点、NATIONAL PANASONIC RL-116
ラジオ（Α） ユニオン
ラジオ（Α） サンヨー
ラジオ（Β） ナショナル
ラジオ（Β） パイオニア
落款 ラッカン
藍胎角大火鉢 ランタイカクオオヒバチ １点・夏用
ランニング 子供服　ジャイアンツ
ランニング 子供服　ヤッターマン
ランプ 自在鍵付き
ランプ
ランプ 1点、体験学習使用可能
ランプ(Ａ)
ランプ(Ｂ)
ランプツリ

り リーフレット「おいしいご飯の炊きかた リーフレット「オイシイゴハンノタキカタ １点・改訂３版
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リーフレット「お米と日本人」 リーフレット「オコメトニホンジン」 １点
リーフレット「お米の栄養」 リーフレット「オコメノエイヨウ」 １点
リーフレット「水かげん　火かげん-おいしいご飯の炊き方」 リーフレット「ミズカゲン　ヒカゲン　-オイシイゴハンノタキカタ」 １点
陸軍演習例附録 リクグンエンシュウレイフロク 昭和11年3月5日 １点／編集　小島棟吉・発行　株式会社　武揚堂
陸軍刑法 リクグンケイホウ

（昭和17年2月19日）
１点

李朝台 リチョウダイ １点・（奈良輪宿）
リヤカー付自転車 リヤカｰツキジテンシャ
リュック 戦時中 1点、H14-3-30購入
旅行かばん リョコウカバン 1点、トランク、茶色、鍵付き、寄贈者の父親が使用
旅行小道具 リョコウコドウグ 1式(7点）　袋・ハサミ・カミソリ・毛抜き・みみかき・ようじ
旅行弁当割篭瓢箪付 リョコウベントウワリカゴヒョウタンツキ
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旅行用心集 リョコウヨウジンシュウ 文化7年 1冊（虫損補修）
リ－ル(オ－プンリ－ルデッキ用) 缶入り5点．箱入り1点．プラスチック4点
リンゲ

れ レースのクロス 1点、ベージュ系
レールサンプル(Ａ) 路面電車のレール
レールサンプル(Ｂ) 路面電車のレール
歴史写真 レキシシャシン 昭和3年4月号 １点
歴史写真 レキシシャシン 昭和3年7月号 １点
歴史写真 レキシシャシン 昭和3年11月号 １点・御即位大禮準備号
歴史写真 レキシシャシン 臨時号 １点・臨時号　御大禮記念写真帖
歴史写真 レキシシャシン 昭和3年12月号 １点・御大禮記念写真帖　続編
歴史写真 レキシシャシン 昭和4年新年号 １点・御大禮記念写真帖　続々編
レコード 45点、タンゴ系
レコード ポピュラー系
レコード盤 レコードバン ８枚／江差・追分・風の街他　大川栄作／現代浪曲シリーズ　二葉百合子・

寿々木未若・春日井梅鸞／笹みどりベストアルバム／岸壁の母　他　二葉百
合子／マイ・ラグジュアリー・ナイト　しばたはつみ

レコードプレーヤー S6０年頃（購入） １台・ナショナルポータブル
レコード付書籍 レコードツキショセキ 昭和４２年 1点、「世界の旅　8　イタリア」河出書房
レベル 船大工道具

ろ ロウソク（箱入り） ロウソク（ハコイリ） 1点（ロウソク5本）
ロクロ／ワタクリ
ロクロ／ワタクリ
ロクロ／ワタクリ
ロクロ／ワタクリ
ロクロ／ワタクリ
ロクロ／ワタクリ
ロクロ／ワタクリ
ロクロ／ワタクリ

わ ワイシャツ
和装用上着 ワソウヨウウワギ 1点、茶系
ワタブチユミ ワタブチユミ 製糸用具・木綿用
ワラジ 藁･3足
ワラジ 藁
草鞋 ワラジ １点・市原郡天王川原村田畑名寄帳外文書類附属
割り接ぎ断片a ワリツギダンペンa 1点、ヒゴワ2点、スベル付き、長さ10.1㎝。
割り接ぎ断片b ワリツギダンペンb 1点、ヒゴワ2点付き、長さ4.2㎝。
割り接ぎ断片c ワリツギダンペンc 1点、ヒゴワ2点付き、長さ3.2㎝。
ワンナメ 竹･74点


