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お馬塔の標具 出土品（皿） お膳（11枚） 刀のつば 馬の塔の飾り おひな様（コンテナ2箱入り）
お馬塔の馬飾り台 出土品（ふた） おひつ そろばん（六ツ玉） 鉄びん 布
お馬塔の馬の鞍 出土品（ふた） お盆（2コ） 掛軸 高坏 おひな様
旅行カバン（キャビントランク） 出土品（瓶） 木箱・茶托 椀（10人用） 才盛椀　（10客） 五月人形一式（ブリキ箱入り）
鎧の腕部分 出土品（長頸瓶） お盆（3枚） 書類一式（ダンボール入り） 「易学小筌全」「吉凶禍福獨判断」算木 お椀一式（木箱入り）
鎧一式 出土品（陶馬） 「岩崎清水観世音」作成資料 土人形（高砂） 手火鉢　（2コ） 燭台
松の枝 出土品（杯） 軍服（上着） 鎧、陣笠、前だれ 箱膳 燭台
瓦「嶽」の字 出土品（宝珠硯） 軍服（ズボン） 椀（6種類） 膳　（食器付き） 長柄鎌
やじり 出土品（） 湯桶 引っ掛け金具 提灯　（3コ）　 長柄鎌
鉢 出土品（鉢） 高杯 手かぎ ひな人形　（2体） ひな人形道具一式
浅鉢 鎧櫃 重箱（3段） ギンダメ秤（分銅付き）　　 皿 ひな人形道具一式
山茶碗 五月人形ヒナ段 小盆 丸棒（木製） 皿 竿ばかり
木の球（2点） 台ばかり 杼 匁はかりのおもり（四貫） ひな人形　（2箱） 棒
棒の手衣裳一式 くわ（備前鍬） 綿 ひょうそく ひな道具 模疑刀
龍吐水 くわ（風呂鍬） 手鏡 ひょうそく 舞楽人形 龍吐水
たたき針 さおばかり 手鏡（鉄製） ひょうそく ひな人形1対（2箱） 台
竿ばかり さおばかり 手鏡（鉄製・小） ひょうそく 人形　（木箱入り） 黒い板
つえ（鉄製） 金鋼つえ おひつ（しゃもじ2コ） ひょうそく びょうぶ　1対 剣道の防具
ひな人形 天びんばかり 菓子鉢 陶錘 ひな人形 香典帳　3冊
ひな人形（おひな様） お椀（22ヶ） 両脚膳 羅経盤 班旗 附込扣（控）帳
ひな人形（お内裏様） 胴巻き 杯（3枚） アンカーボルト 龍吐水　（棒状） 節句人形
ひな人形（お内裏様） ノコギリ 柳ごおり 皇国小史　全 四ツ手網 内裏人形
ひな人形（おひな様） とうかご おひな様の台座 漂容傳四編中 出土品一式（山茶碗） 鉢
資料編六凸版 人形・古銭・ゲーム・書籍 長久手の図 花瓶 壺　（小・2コ） すり鉢
衣桁 人形・百人一首・小形さおばかり 額 花瓶 小鉢 提灯
タバコ葉切台 ゲーム 「日進町役場」看板と旗 一升徳利 徳利 やり
町誌原稿 蔵入口錠前 ショイゴモ 白磁御神酒瓶 箸立 袖がらみ
町誌資料 書籍 額（徳川家康） 棟札・版木 すり鉢 やり
べっ甲かんざし（7点） 書籍 たいまつの台 版木　（6枚） 皿 やり
紙綿 教科書 柳ごおり 版木　 鉢 袖がらみ　（T字型）
バック等一式 雑誌 陣笠 版木　（2枚） 鉢 長柄鎌
壺 書籍 小皿（古窯出土品） 版木　（3枚） 鉢 つるはし
蚕山織機 お盆 皮カバン 高砂人形 鉢 かま
手桶（井戸つるべ用） お盆（4枚） 行李 不明部品 小皿 てかぎ
モンペ上・下 箱膳 柳ごおり 台 版木 ポンプ
写真集と絵葉書・「日本映画界鳥瞰図」 書籍（2冊） 数取り 手さげランプ 白磁御神酒瓶 かみそり
木枕（2点） 小型バイス 巻物（桐の箱入り） 炭かご 納巻棚 ちょうな
かぶと お膳 数取り 回転コタツ 枕 セン
レコード（岩崎音頭） お椀（5ヶ） お膳（2コ） 七輪 枕 ノコギリ
勲章、懐中時計・「大満州国及支那本部大地図」 お椀（フタ付き） 仏像 消し炭壺 陶枕 ノコギリ
木遣 大和流弓道「人の巻」 木枕 行灯台 陶枕 ノコギリ
応召袋 お盆（2膳） 茶碗 びく 五月人形のたいこ かんな
カバン 皿（20枚） 山茶碗 火箸 五月人形（鍾馗様） かんな
武者人形（2体） 仕入帳 銭箱 ヨキ　（オノ） 五月人形（ガラスケース入り） かんな
おひな様（人形とお道具台） ひな人形（箱入り）ひな道具 竿ばかり たたき　（木製） 五月人形（金太郎） かんな
湯飲、小皿、箸立 節句人形 御嶽大神　 弁当箱　（10箱） 五月道具 かんな
重箱（お弁当箱） 節句人形 仏像 たばこ盆 五月人形 かんな（斜め用）
油単、油単記録簿 人形（5体） こて 炭入 五月人形（飾りもの） 大工道具一式（箱入り）
おひな様一式（木箱入り） 人形（3体） 天保通宝（貨幣） 炭かご 木の台 提灯
つぼ 盃（3枚） 書籍 炭入 提灯掛け（3組） 布袋
出土品 本膳 「米ノ木の野唄・作業唄集」 電気蓄音機 模疑刀 提灯箱
たいこ 帝国小史　冊定己号 「エコノミスト」第5年第13号 冬道翁歌集　上・下 新訂寛政重修諸家譜（25冊） 春秋左氏傳
洗濯板 頭書類語　小学記事文例 改訂中学図書教育同心盒編　巻2 古今集 その他（8冊） 春秋左氏傳
火鉢　（2鉢） EASY COMPOSITION 口傳抄中 大正大震災大火災 師勝の文化財、第2、第3 岩崎誌　（同3冊）
お膳　（6コ） SELECTED ENGLISH PROSE 中学国語読本　巻9 大正14年新嘗祭御献穀記念帳 図説太平記 風俗文選　十巻
お椀一式 Text Book of English Composition 東京第一師管武蔵国 普通女礼式大全 その他（4冊） 百人一首一夕話　九巻
ねり鉢 愛知縣愛知郡日進村勢一覧 明治新刻　禮記　 高等国文読本　全 馬の塔（ビデオ） 湖月抄
馬の塔用品 愛知県砂防工事写真帖 明治新刻　詩経上・下 松之雫 研究ノート（11冊） 古今　餘材抄　二十巻
棒の手用胸あて 改修中学修身書　巻2 明治新刻　書経　天・地 昭憲皇太后御集 伝赤池木遺り唄（昭和五十一年） 古今和歌集　二十巻
はんてん（着物？） 改正訓點小学本註　乾 明治新刻　易経上・下 松尾流茶儀指掌 天地社　赤池邑年中行事覚 古今和歌集　二十巻
カザキリ 「改造」第7巻第8号 明治新刻　春秋　完 アインスタインと相対性理論 伝赤池木遺り唄 古今和歌集遠鏡
さらし　（風呂敷包） 改訂　新撰国語読本　巻6 論語　巻之二、三 類題草野集　下巻 日本外史1～6 百人一首　江戸後期刊
キャハン　（棒の手） 改訂　中等国語読本　巻1、巻2 論語　巻之一、四 高等小学読本 参考書類綴り 萬葉集略解　目録
モモヒキ　（棒の手） 漢文読本　日本外史抄 孟子　巻之二、三、四 通俗絵本　三国誌 その他（3冊） 萬葉集略解　二十巻
はんてん　（棒の手） 「経済往来」第2巻第10月 孟子　巻一、二（一冊） 小学読本　巻五 字書 傳赤池木遺唄　　
モモヒキ 「校正日本外史大字第九版」五、十 中庸 枕草紙　未完 釈迦御實記 しんきょく
キャハン　（棒の手） 校訂標註十八史略読本　6冊 補標　史記評林 釋教題林和歌集目録巻ノ三、六 通俗十二朝軍談 瀬戸方面　東春の巻
カザキリ 国文要領　全 大学 日本略史　上、下巻 日本外史字類講義　上、中、下 孟子解　七巻
帯 最近統合外国地図　全 改點五経 普通読本　四編上 国史略一～七 集義和書　十六巻
腕貫 最近統合帝国地理　中学校用 日本女訓　巻一、二、四 新撰小学歴史　巻中 標註十八史略巻之一～六 校正　古語拾遺　全
経櫃 再訂　明治読本 文化○○○ 小学修身経尋常科生徒用巻三 尋常小学読書教本　巻三、四、五、六、七、八 寛文武鑑
経櫃 四季部類　俳諧歳時記新栞草 改正増補物理階梯　巻之下 書読日用文一 尾張年中行事絵抄 赤穂義士傳一～五巻
卒業証書 修身要鑑　巻の1 修身兒訓　七 呉越軍談 新版考正　史記評林 校刻　藩翰譜　巻二
中等教科明治文典 十八史略字引大全　上 勧善訓蒙　巻之上・下 通俗絵本漢楚軍談 新版考正　史記評林 本朝武家評林大系図　巻五
中等作文教本 善光寺如来東漸録3 市街読本商業入門全 通俗武王軍談 新版考正　史記評林 幼学詩韻
中等新作文　巻三 女子師範学校国語読本本科用　巻1、3 小学修身経　巻三 善光寺如来御詠歌 重刊醫方大成論 鴫羽掻（絵入しぎのはねかき）
訂正中学修身教科書　巻4 女子修身教典　3之巻　 新編　作文教科書 日本外史字類大全　全 萬国記註　国史略一～七巻 俳諧饒舌録　上・下
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訂正中学修身訓 新訂中学修身書　巻3、4 兵要日本地理小誌 十八史略字類大全　上 日本書紀三十巻（大十五冊） 慶安太平記
日本外史字類大全　下 新日本文典　巻一、巻二 通俗明治農用大辞書 真宗仮名聖教　巻一、二、四、五、六 文選正文十二巻 保元物語講義　上・下
日本作文法　巻二、四 新編農業教本　乙篇の下 女をしへ草　上巻 通俗絵本　三国誌 泰平年表上・中・下 訂正増補　枕草子春曙抄
日本小文典　中巻・下巻 第一訂正漢文教科書　巻之4、5 日本婦女鑑　完 その他（25冊） 六史提要三巻　上・中・下 近世畸人傳　五巻
文芸春秋　第4年 補註正文章軌範校本　3冊 凱旋みやげ 原色日本の美術　1～32 我自刊我業書　武江年表　上 続近世畸人傳　五巻
文章倶楽部11月戯曲号 補註続文章軌範校本　3冊 箱根権現躄討　全 国民百科大辞典　1～14巻 和漢年契 釋迦八相物語　8巻（5冊）
三田学舎雑誌　第17巻 たま算早道全 記念写真帖 観音経 辛酉新刻　四書集註 以呂波字考録　二巻
（明治37年改正）中等新地理教科書 中学国語読本　巻1、2 鉱物界標本 日本外史　1～9・11・12 文化新刻　禮記　四巻 以呂波問辯
明治以呂波早引全 中学修身教科書 支那事変記念 小学地誌略 點註唐宋八家文読本　三十巻 悉曇愚鈔　二巻
明治詩語玉屑　天・地 中学帝国読本　3冊 字限図　愛知郡本郷村 続々群書類従　第1～17 訓蒙日本外史　二十巻 通俗十二朝軍談
孟子　巻之三、七、十一 中学漢文読本　巻3、5 日進村土地實典 群書類従　第1～29 文公家禮　儀節八巻 古事記　三巻
願々鈔 中学修身訓　巻1 宝泉寺資料 続々群書類従　第四、九、十 日本書紀　神代巻　二巻 大和物語抄　六巻（6冊）
論語　巻之三、六、八 中等教科明治読本訂正　巻2 詔書奉戴の歌 尾参遠郷土史論 日本書紀 平家物語　十二巻
新定漢文読本　巻4 日曜報知　3冊 文公家禮儀節序 尾張徇行紀第1～6、目次索引 神皇正統紀　六巻 越後古城記巻
国文読本常山紀談抄 婦人子供報知　4冊 村越伝記實録　十九 荘園史の研究上、下1、下2 古史通或問　三巻 廣日本文典
浄土勧化言々海　巻下目録 日進尋常高等小学校卒業アルバム 新題林和歌集　巻十五 その他（8冊） 国史慕論　十巻 新撰用文章大全
箱崎釜破故 雛段 菅原曇華書「母心無限」 モリ 渡辺小華書帳 岩崎古城絵図
伊勢物語闕疑抄　五巻（1冊） フランス人形 墨梅の図 槍 絵画帳 起倒流傳受
伊勢物語闕疑抄　五巻（2冊） 胸あて 宣阿（香川堯眞）和歌短冊 棒の手免状 千山万水帳 棒之手免状
改正　伊勢物語　二巻（2冊） ももひき 耕堂七言絶句 槍 奈留美加多 棒極意免許之巻　２巻
首書大廣盆四聲玉篇和訓大成　六巻 きゃはん 瀧川豊後守書状　 薙刀 日本百将傳抄 車長持
篆文詳註日本大玉篇　十二巻 着物（ハンテン） 駄馬と馬子の図 長柄鎌 織田信長譜 ウゲ
東国太平記 着物（黒）（ハンテン） 達磨図賛 棒 茶道便蒙鈔　五巻 ウゲ
萬国史略 帯 徳川光義（光友）書状案　 鉄砲（古式銃） 茶道聞書集　全 ラッパウゲ
辻村安井〔村〕史料集 一般鉱物標本　等 豊臣可為（浮田一?）和歌短冊 甕 高麗茶椀目利抄 ツキウゲ
稲生村光音寺村史料集 日章旗 中瀬豊長書状 脇差 利休百會寫 ヘラ
名古屋城中心と御城盗人 勲章 能恵法師絵詞 火縄銃 天正茶会録 サデ
建中寺附近主税町方面 書籍　５冊 羽柴秀吉判物　 棒免許之巻 志摩流軒端傳 ツルハシ
猪子石村史料集、丸山村史料集 愛知縣管内大小区割 蓮月和歌 棒免許之巻 古今銘尽作刃心形銘形国系図 生え出しの松
上小田井中小田井村史料集 小方儀 人と羊の図 棒の手免状 服色図解　二巻 イカケ
富田村誌史誌資料集 おもり 寛光和歌 棒の手免状 冠帽図会 ハリキリアミ
上野村史料集 分度 某　書　「好事不如無」 知術秘可可巻 尚古鎧色一覧　二巻 ソコウゲ
成願寺村中切村福徳村史料集 水縄 細井平洲一行書「言忠信行篤敬」 □縄巻 内裡図 ビク
長久手村史料集 醤油販売用たるの商標紙 細井平洲画賛 木箱 流芳遺墨 ウゲ
日進町資料集 「適用之章」　 布袋の図 御札 日本人物風土記 ヘラ
長久手記 印鑑　（６点） 程純公・楊亀山遺像 千本桜三の切弥 本居宣長翁書簡集 ウナギタタキ
末森村史料集 貫はかり 松江重頼(維舟)平泉鬼一郎(鬼貫)俳句短冊 長久手安見図 天地社 カンテラ
石佛〔村〕史料集　伊勝村史料集 写真「赤池町内の風景写真」52枚 右文図賛 三本木村絵図 赤池村誌 タイル
下社村史料集・一色村・上社村・藤森村史料集 写真「菊水の滝」 三宅寄斎詩短冊 北新田之全図 薩藩の郷中教育 花瓶
天狗名義考 水野代官所幟旗 宮崎?圃七言律詩 岩崎村村絵図 古川句集 火鉢（２こ）
出雲國風土記 水野代官所大提燈 村上鬼城俳画 岩藤新田絵図 赤穂義士真筆帳 鉢
都名所図絵 水野代官所弓張提燈 村瀬太乙書「木綿揮・・・・・」 折戸村村絵図 蔵書の原稿 小皿（１０枚）
伊勢参宮名所図会 ハバキ 本居宣長書状　 本郷村村絵図 研究ノート 大皿（４枚）
尾張村高帳 天地社　木造「狛犬」 裸婦と猫の図 梅森村村絵図 研究ノート（8冊） 火鉢
尾張國知多郡誌 小椀 廬山十八賢図 浅田村村絵図 文献抜粋と日進の歴史に関する所見 甕
尾張國愛知郡誌　（2冊） 椀 鋩巷の図 米野木村村絵図 続太平記（10冊） 火鉢
名府梵天図絵 カイセキゼン 棒の手免状 藤島村村絵図 ひな人形 火鉢
杉村清水村史料集 軍刀 棒の手免状 藤枝村村絵図 市松人形 軍隊用　皮製短ブーツ
日待、月待、庚申待、百万遍 連合軍降伏勧告ビラ 観世流初心謡本　上 赤池村村絵図 道具類（雛飾り） 参考書綴
太閤記焼香場 短刀 日本交通分縣地図 野方村村絵図 無題（祝詞） 参考書
曽我物語（11冊） 脇差 野馬臺 拓本　２点 寛政大名家譜　壱万石　播磨三草　丹羽長門守　上 衛生兵教程
湖月抄椎本 鑓 棒免許巻 兜 寛政大名家譜　丹羽長門守　下 衛生兵参考書綴
本朝書家人名辞書 脇差 棒目録之巻 マント（防寒着） 掛け軸 擲弾筒教練取扱参考
大盗小鉄と柿木金助 脇差 掛軸「岩崎表忠義碑　拓本」 五月人形一式 棒目録巻 瓦斯防護必携第一巻
尾張藩領町村附 火縄銃　 播州三草藩丹羽氏本家・家老家略譜 軍隊用　リュック 「天満宮」社号 冬季陣中必携（兵用）
甲冑着用早学　上・下 火縄銃（短筒） 岩崎并長久手軍記 軍隊用　カバン 〔人物像粉本〕 衛生兵参考書綴
養生手引草　上・下 火縄銃 折戸八幡宮普請 軍隊用　腹まき 秋の句と図　馨仙句 俸給支拂證票
以呂波文庫 火縄銃 折戸宝泉寺文書　 軍隊用　布ケース 秋花の図と句 人名簿
尊卑分脈 火縄銃 古城跡　写本 軍隊用　袋 足代弘訓和歌 人名簿綴
兵法雄鑑 木箱 丹羽氏次家臣団名簿 軍隊用　慰問袋 飛鳥井雅康和歌短冊 初年兵　志ほ里
土佐日記抄　上・下 水筒 丹羽織江家筋 軍隊用　水筒 荒木田守武画像賛 流行歌集
日本霊異記一・二・三 茶わん 丹羽勘助氏次小牧山御陣御供之節人数付之覚 軍隊用　タバコケース 伊藤博文七言律詩 写真
十七憲法註　全 ポータブル蓄音機 丹羽家書状　 軍隊用　石けん箱 岩倉具視指示書 寄せ書き（布）
御成敗式目　全 レコード盤「THE MERRY WIDOW-WALIZ/THE MERRY WIDOW-VILIA」 丹羽家書状　 軍隊用　薬入れ 鶯の図 おこしもの型（木型）
御成敗式目　抄 レコード盤「アヴェマリア/口笛吹いて」 丹羽家書状　 軍隊用　ハケ 梅田雲濱七言律詩 おこしもの型（木型）
正徳御式目 レコード盤「歌劇『カルメン』序曲/カルメン第四幕前奏曲」 丹羽家書状　 軍隊用　固定ベルト 詠夏月和歌 木箱
徒然草諺解 レコード盤「影を慕いて/酒は涙か溜息か」 丹羽家書状　 軍隊用　固定ベルト 大橋大夫和歌 お馬塔の馬の鞍
武用辨略 レコード盤「クカラチヤ・私のダイナ」 丹羽氏家系　抜粋 軍隊用　ぼうし 荻生徂徠五言絶句 内裏びな
韻鏡諸鈔大成 レコード盤「黄海海戦行進曲/告別行進曲」 丹羽次郎左衛門氏之 夏ジャケット　（軍服） 桶狭間合戦図 水汲み人形
冠辞考 レコード盤「荒城の月/ザッツ・オーケー」 丹羽氏妙仙寺250回忌 夏ズボン　（軍服） 小澤蘆菴和歌短冊 おひなさま
南海治乱記 レコード盤「早慶戦　上/下」 丹羽霊名記　 軍隊用　皮製カバン 柿本人麻呂画像 おひなさま
村越伝記実録 レコード盤「ダイナー/黒い瞳」 付手籏之大■　巻子 軍隊用　皮製カバン 菊の図 おひなさま
別所記録 レコード盤「東京音頭/大島おけさ」 漢詩 軍隊用　副食袋 暮水（横井也有）書状　 御殿付き雛人形
武家沿革園 レコード盤「二上り新内/梅は咲いたか・さわぎ」 書状の包み。　 軍隊用　ワッペン（十字） 雲室道人画法 鎧兜
新策正本 レコード盤「榛色の眼・ポルカを踊りませう」 丹羽織江宛て書状　　 軍隊用　腕章（十字） 契沖和歌短冊 八犬傳等
大内裡園考証 レコード盤「初天神１/2」 城山古石面上文字彫込寄付連名 軍隊用　布袋 鯉の図 お馬塔の馬の鞍
三楠実録 レコード盤「ぼくの青春/柳のかげで」 郷土絵図集 軍隊用　布袋 御所車の図　和歌賛 古文書・証文
楠正成軍法実録 レコード盤「盆踊唄（京都岩倉村盆踊）/祇園会小唄」 日進市新土地宝典 軍隊用　すねあて 西園寺家車絵図（西園寺車絵図）
手紙之文　完 レコード盤「目の眼病」 日進町南部土地図鑑 軍隊用　階級章（一式） 山水の図
三体習字と手紙 レコード盤「桃の花咲く/波のワルツ」 治水碑 軍隊用　ぼうし 十誦比丘尼波羅提木叉戒本
書画帳 禁礼図　拓本 明治天皇戊辰御詔勅之御写 軍隊用　冬コート 春洞四十八文字朱書
倭漢名筆　書本手鑑 必勝無二流中段 山邊高樹満社風遙聴 冬ジャケット　（軍服） 鍾馗と鯉の図
梅逸老人真景 必勝免許 小牧山御進発の図 冬ズボン　（軍服） 現勢世界詳図　１.2
竹洞書橋 摩利支天一心必勝剱 長久手の図 軍隊用　皮製長靴 日本古地図
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