
解　題

　本目録は、北海道大学植物園 ･ 博物館が所蔵するアイヌ民族資料の目録である。北大植物園・博物館には、設立
者である開拓使によって収集された明治初期の資料および北海道大学 ( 札幌農学校 ) 所属となった後、1930 年代の
博物館スタッフであった名取武光・犬飼哲夫らが収集した資料を中心に、2,600 点ほどが所蔵されているが、これ
までその全容について公開されることはなかった。

2005 年度から 2007 年度にかけて小谷凱宣氏・佐々木史郎氏を研究代表者とする「北海道内の主要アイヌ資料の
再検討」( 日本学術振興会科学研究費補助基盤研究 ( Ｂ )、課題番号 :17320142) の調査によって、北大植物園 ･ 博物館、
函館市北方民族資料館、国立民族学博物館、松前場資料館が所蔵するアイヌ民族資料の実測調査、撮影が行われ、
資料目録を含む報告書がまとめられた。本目録は、その成果のうち北大植物園 ･ 博物館部分を『北大植物園資料目
録』として刊行することとしたものである。転載を許可していただいた佐々木・小谷両氏と調査にあたった各位に
感謝申し上げる。

民族資料を研究対象として利用する場合、その収集時期や収集地域などの収集情報が重要である。日本国内の
博物館に収蔵されているアイヌ民族資料の多くには、これらの情報が付随していない場合が多いとされるが、北
海道大学植物園・博物館所蔵資料にはそれらの情報が比較的多く残されているという特徴が挙げられる。しかし、
130 年もの間の資料管理のなかで、欠落した情報も少なからず存在することが確認されており、本目録においても
多くの資料には、収集情報が記載されていない。
　開拓使の博物館時代の資料収集意図と北海道大学の研究資源としての収集意図には大きな相違が存在し、個々の
資料の持つ特徴に反映されているものと考えられるが、収集情報の欠落した資料においては、それらの特徴を踏ま
えた利用が困難である。この問題点を補うための調査として、加藤克「北海道大学植物園所蔵アイヌ民族資料につ
いて」（『北大植物園研究紀要』8:35-91）および加藤克「札幌農学校所属博物館のアイヌ民族資料」（『北大植物園
研究紀要』4:1-54）があり、本目録利用にあたっては併用されたいが、これらの調査は収集・管理の歴史的背景の
調査にとどまり、資料自体の持つ特徴などについての評価はなされておらず、十分な調査が行われたとは言い難い。
　本目録の刊行によって、物質文化研究、アイヌ民族文化研究などの利用が増加し、様々な情報が追加され、欠落
した情報を復元することが可能となれば、さらに資料の価値が高まってゆくものと期待している。本目録が、アイ
ヌ文化研究発展の礎の一つとなることを願っている。



凡　例

本リストは、「北海道内の主要アイヌ資料の再検討」で実際に調査した資料のリストである。記載内容は以下の
とおりである。

1 資料番号　北海道大学植物園・博物館の資料管理番号である。
2 資料名　資料の名称を統一する目的で、調査の結果付与した名称であり、博物館管理台帳上の名称とは異なって

いる。
3 英名　資料名の英訳である。
4 説明　今回の調査では専用の調査シートを用いて、多くの資料情報の収集に努めた。その記載の中から、資料の

特徴的な部分をキーワード的に記した。その際に一部は以下の略号で示した。
・「＋」　組み合わせて成り立つ資料、置き布や刺繍があるものについては、部分名称の間に「＋」を用いて示した。

例えば、着物の場合、置き布の上に刺繍が施されている場合は、「置布 + 刺繍」とし、花矢などは鏑と矢柄が
接続した資料は「鏑 + 柄」、さらに矢羽が付属している資料では「鏑 + 柄 + 矢羽」とした。

・（　）　主に材質を示す場合に用いたほか、漆塗りの資料については（　）内に色を示した。「捧酒箸」では、
いわゆるパルンペ（舌）の位置の表裏を示すのに（　）内に「パ」と略して、次に表裏を示した。

・「　」家紋の名称、墨書など資料に記入されている事項を示した。
・／　編みにより作られた資料、茣蓙、刀帯などの材質の区分に用いた。

　  茣蓙　：主材／文様材／編み糸／列数　の順に記載した。
　  刀帯　：縦糸の材／横糸の材の順に記載した。
5 収集年　北大植物園・博物館の資料管理台帳の記載に基づき、西暦に統一した。ただし、収集年代を記載してあ

る資料については、備考に記した。
6 収集地・収集先　北大植物園・博物館の資料管理台帳の記載に基づく。ただし、字名、あるいは集落名のみの記

載の資料については市町村名を加えた。市町村名は平成の合併前のものを利用したが、現行行政地名には使わ
れていない地名でもそのまま記載した資料もある。また、小字名やコタン名だけの場合は、他の資料の記載、
名取武光著『アイヌの花矢と有翼酒箸』（1985 六興出版）などを参考にして市町村名を補記した。

7 収集者・寄贈者　北大植物園・博物館の第兆の記載に基づく。氏名の記載に和名、アイヌ名などばらつきのある
ものは、同一人物と判断できる場合氏名を統一した。その際、姓や名だけの場合は、調査者の推定で同一人物
と判断できるものは〔　〕で補記した。

8 サイズ
サイズの記載で用いた記号は以下のとおりである。
　L：長さ　W：幅　T：厚　H：高さ　φ：径
　－は、その計測すべき場所が欠落している場合か、計測できない状態であることを示している。また（　）

付きのものは、破損状態の現状での計測値である。
　今回の調査では、同一種類の資料が多数あるため、いくつかの資料については、記載を統一した。
杯：椀の類、口径、高さ、高台、径、高さ、畳付の厚さ、の順に記載した。
天目台：翼の径、全高、高台、径、の順に記載した。
耳盥など：鉢の径、高さの順に記載し、MW として耳や角を含めた最大幅を記載した。
行器：身の径、高さ、蓋の径ないし幅、高さ、の順に記載し、さらに MH として身と蓋をあわせた最大高と

MW として脚の最大幅を記載した。
花矢：鏃、鏑、柄、の順に記載し、最後に最大長を記載した。該当部分がない場合、計測できない場合は、「－」

とした。
矢：鏃、中柄、柄の順に花矢に準じて記載した。
刀：柄、身、鞘の順に記載した。組み合わせで計測した場合は部分名を「＋」でつないだ。

9 備考
資料の収集年のうち、資料管理台帳に明治期、大正など、元号の記載されているものについては、備考に記した。

また※印は加藤克「札幌農学校所属博物館のアイヌ民族資料」（『北大植物園研究紀要』4：1-54）を参考とし
ている。

10 索引
末尾に資料名、英名を基準とした索引を作成した。各資料記載の番号は、北海道大学植物園・博物館の資料番

号であり、本目録の資料番号と共通である。

　本目録のデータは、「北海道内の主要アイヌ資料の再検討」調査の結果を古原敏弘氏（北海道立アイヌ文化研究センター）が中心と
なって整理されたものであるが、内容については、再編集を行った北海道大学植物園・博物館（編集担当 : 加藤克）が責任を負う。



資料番号 資料名 英名 説明 収集年
1 木綿衣 coat(cotton) 衽付 置布+刺繍 1939

2 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ)
3 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付
4 木綿衣 coat(cotton) 大破 1938

5 木綿衣 coat(cotton) 置布(切抜)+刺繍 背に3.5㎝幅の増し布 1938

6 木綿衣 coat(cotton) 置布(切抜)+刺繍 背に6㎝幅の増し布 1939

7 木綿衣 coat(cotton) 肌着 刺繍(絹)
8 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 1938

9 木綿衣 coat(cotton) 置布(切抜)+刺繍 1938

10 木綿衣 coat(cotton) 置布(切抜)+刺繍
11 木綿衣 coat(cotton) 置布+刺繍
12 木綿衣 coat(cotton) 刺繍
13 木綿衣 coat(cotton) 1935

14 木綿衣 coat(cotton) 置布+刺繍 1939

15 木綿衣 coat(cotton) 置布+刺繍 1935

16 木綿衣 coat(cotton) 置布+刺繍 帆布 1938

17 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍
18 木綿衣 coat(cotton) 置布+刺繍
19 木綿衣 coat(cotton) 収集地は要検討 1884

20 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付 1938

21 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付 1938

22 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付 1938

23 木綿衣 coat(cotton) 色列+刺繍
24 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 1938

25 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付 1938

26 木綿衣 coat(cotton) 木綿+色列+刺繍 下半身部分の縫製はイラクサの糸 1938

27 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ+木綿糸)
28 草皮衣 coat(grass) 靭皮(イラクサ) 1934

29 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ)
30 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ)+綿糸(紺・水色・白)
31 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ)+綿糸(紺)
32 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ) 縫糸はイラクサ
33 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ)+綿糸(紺・水色・白)
34 木綿衣 coat(cotton) 肌着 胸に針入れ
35 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付 糸にイラクサ、シナを使う 1938

36 木綿衣 coat(cotton) 刺繍
37 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付 イラクサの糸を使う
38 木綿衣 coat(cotton) 和服を再利用し、袖口を足す 襠付 縫製はイラクサ (1934)

39 陣羽織 tabard 背に龍(三本爪) 袖口に金唐革を当てる 1936

40 陣羽織 tabard 背に府中 ｢三星｣紋 衿は金襴に絹布をかぶせる 1934

41 陣羽織 tabard 背に中輪に｢三本骨扇｣紋 衿は金襴
55 反物 bark cloth 靭皮(オヒョウ)+紺木綿製 緯糸224本
57 前掛 apron 靭皮(オヒョウ)+木綿 大破
58 前掛 apron 靭皮(イラクサ)+木綿 刺繍
59 前掛 apron 靭皮(オヒョウ)+木綿 刺繍 帯は木綿 緯糸107本 1893

60 手甲 hand protectors for the
dead

死者用 木綿製 置布(切抜)+刺繍 1958

61 脚半 leggings for the dead 死者用 資料No63と同文様 1958

62 手甲 hand protectors for the
dead

死者用 木綿製 置布(切抜き)+刺繍 1958

63 脚半 leggings for the dead 死者用 資料No61と同文様 1958

64 手甲 hand protectors for the
dead

死者用 木綿製 置布(切抜き)+刺繍

65 帯 sash 靭皮(イラクサ)製 緯糸24本
66 帯 sash 靭皮(シナ)+木綿 両端刺繍 緯糸49本
67 反物 bark cloth 靭皮(オヒョウ)製 緯糸286本 1879

68 反物 bark cloth 靭皮(オヒョウ)製 緯糸288本 1879

70 耳飾 earrings 耳飾 渦巻き型 1954
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
カメダ 名取武光 総丈127.0 着丈121.5 総幅122.0 裄R60.5/L61.5 衽R15.0/L15.0. 1

総丈116.5 着丈110.5 総幅123.0 2
総丈118.0 着丈113.0 総幅121.5 裄R61.5/L60.5 襠R4.0/L4.0 3

虻田 総丈118.0 着丈114.0 総幅125.0 裄R63.0/L62.0 襠R6.5/L7.0 4
札幌 名取武光 総丈128.0 着丈122.0 総幅127.0 裄R63.5/L63.5 5
静内? 名取武光 総丈131.5 着丈124.0 総幅130.0 裄R67.0/L65.0 6
旭川 総丈125.0 着丈121.1 総幅130.5 裄R65.0/L65.5 7
伊達有珠 名取武光 総丈117.5 着丈110.0 総幅123.0 裄R55.0/L55.0 襠R6.0/L6.0 8
静内農屋? 名取武光 総丈129.0 着丈122.0 総幅140.0 裄R69.0/L69.0 襠R10.0/L10.0 9

総丈127.0 着丈121.0 総幅130.0 裄R64.5/L64.0 襠R3.0/L6.0 10
総丈130.5 着丈124.0 総幅128.0 裄R64.0/L64.0 11
総丈128.5 着丈124.0 総幅129.5 裄R64.0/L64.5 衽R13.0/L13.5 12

新十津川 名取武光 総丈132.0 着丈   総幅125.0 裄 13
平取ペナコレ 名取武光 総丈117.5 着丈117.0 総幅121.0 裄R65.0/L65.0 14
新十津川 名取武光 総丈128.0 着丈122.0 総幅123.0 裄R62.5/L62.0 15

名取武光 総丈120.0 着丈114.5 総幅119.5 裄R61.5/L61.5 16
総丈116.0 着丈110.5 総幅126.5 裄R63.0/L63.5 17
総丈120.0 着丈115.0 総幅120.0 裄R60.5/L60.0 18

千歳 総丈132.0 着丈126.5 総幅135.0 裄R67.0/L68.0 19
伊達有珠 名取武光 総丈110.5 着丈110.0 総幅135.0 裄R67.5/L67.5 襠R7.0/L7.0 20
伊達有珠 名取武光 総丈124.0 着丈111.0 総幅127.0 裄R62.5/L63.5 襠R6.0/L6.5 21
伊達有珠 名取武光 総丈121.0 着丈114.5 総幅126.0 裄R62.5/L63.0 襠R10.5/L11.0 22

総丈115.5 着丈106.5 総幅138.5 裄 23
虻田 総丈127.0 着丈119.5 総幅135.5 裄R60.0/L67.0 24
虻田 名取武光 総丈121.5 着丈126.0 総幅118.0 裄R57.0/L58.0 襠R7.0/L7.0 25
虻田 総丈128.0 着丈118.0 総幅126.0 裄R62.5/L62.5 26

総丈139.0 着丈135.0 総幅110.0 27
サハリン 総丈134.0 着丈131.0 総幅130.0 28
日高 総丈120.0 着丈116.0 総幅130.0 裄R65.5/L65.5 29

総丈120.0 着丈115.0 総幅139.0 裄R70.0/L68.0 30
総丈118.5 着丈117.0 総幅120.5 裄R60.0/L59.5 31
総丈115.5 着丈117.0 総幅125.5 裄R62.0/L63.0 32
総丈115.0 着丈109.5 総幅118.0 裄R57.5/L59.0 33
総丈122.0 着丈116.0 総幅137.5 裄R69.0/L68.5 34

虻田 名取武光 総丈120.0 着丈116.0 総幅123.0 裄R61.0/L62.0 襠R9.0/L9.0 35
総丈128.0 着丈123.0 総幅122.0 衽W14.0 36
総丈117.0 着丈111.0 総幅128.0 裄R63.0/L64.5 襠R9.0/L9.5 37
総丈126.0 着丈122.5 総幅136.0 裄R67.0/L67.0 襠R11.0/L9.0 38

新十津川 名取武光 総丈95.0 着丈91.0 総幅74.0 39
標茶塘路 名取武光 総丈81.5 着丈77.0 総幅51.0 40

総丈96.0 着丈90.0 総幅59.0 41
L134.0 W31.5 T0.1 55
L51.0 W53.0 57
L59.0 W41.0 ML221.5 58

沙流 L57.5 W33.8 ML212.5 59
L13.5 W11.0L13.5 W10.0 60

L28.5 W14.5 / L27.5 W14.0 61
L13.5 W10.0 / L14.5 W13.0 62

L29.0 W15.5 / L29.0 W15.0 63
L11.5 W12.5 / L12.0 W12.5 64

L228.0 W3.8 65
平取荷負 L352.0 W9.8 66
沙流 L172.5 W31.2 67
沙流 L 87.0 W29.3 68
八雲 テレキ 犬飼哲夫 L9.0 W8.4 / L9.3 W9.4 70
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
71 耳飾 earrings 耳飾 2個一組が対
72 耳飾 earrings 耳飾 瓢箪型の飾り金具
73 耳飾 earrings 2個一組 1954

74 耳飾 earrings 2個一組
75 首飾り necklace ガラス玉 111個 1958

76 首飾り necklace ガラス、真鍮玉 4種 36個 1958

77 首飾り necklace ガラス玉 5種 5個 1958

78 鉢巻 head band 1935

79 魚皮衣 coat(fish skin) サハリン
80 鳥羽衣 coat(bird skin) 1885

81 鳥羽衣 coat(bird skin) 1885

82 鳥羽衣 coat(bird skin) 1959年複製 1959

83 木綿衣 coat(cotton) 肌着 胸に針入れ 1879

84 木綿衣 coat(cotton) 衽付 刺繍 1934

85 木綿衣 coat(cotton) 表は絹 衽付 元禄袖 刺繍 1933

86 木綿衣 coat(cotton) 置布(色裂)+刺繍 襠付
87 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ)+木綿 置布+刺繍 縫製はイラクサの糸 1879

88 樹皮衣 coat(bark) 靭皮(オヒョウ)+木綿 置布+刺繍 縫製はイラクサの糸 1879

89 獣皮衣 coat(deer skin) 樺太
90 木綿衣 coat(cotton) 置布(切抜)+刺繍 1938

91 帯 sash 靭皮(オヒョウ) 緯糸46本 1879

104 爪子 sandals 葡萄蔓製 一部に靭皮(シナ)を用いる
105 死体包装紐 rope for the dead 死者用 靭皮(シナ)製 平編み
106 荷縄 carrying strap 靭皮(オヒョウか)製 1879

107 茣蓙織機 mat loom 丸太半切の台に股木を立て、製作途中の茣蓙をかける 1884

109 反物 bark cloth オヒョウ 緯糸356本
110 倉庫 模型 storehouse (model) 高床 1879

111 住居 模型 house (model) 1879

112 灯台 lamp 枝先を裂き、ホタテ貝を乗せる 1879

113 上下糸分離機 loom(part) 織機部品 板2枚を脚で繋 彫刻文様
114 梭 loom(part) 織機部品 イチイ製 両端を輪状にする
115 梭 loom(part) 織機部品 両端を輪状にする 1884

116 腰板 loom(part) 織機部品 半円状 無文 1884

117 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 1884

118 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 彫刻文様
119 布巻取棒 loom(part) 織機部品 1884

120 綜洸 loom(part) 織機部品 二股枝利用 1884

121 上下糸分離機 loom(part) 織機部品 側板を3本の棒で繋ぐ 彫刻文様 1884

122 筬 loom(part) 織機部品 上下枠彫刻文様 筬竹106本現存 1884

125 イヌ橇 模型 sled(model) 1879

126 鉢 basin ほぼ円形
127 鉢 basin ほぼ円形 高台付 刻印２
128 鉢 basin 自製
129 鉢 basin 4箇所に小把手を付ける 割れ銅版補修
130 鉢 basin 自製 舟形
131 箱 box 板を竹釘留すし着色 かぶせ蓋付
132 枕 pillow (box) 箱枕 蓋上の左右を傾斜で高くする 1884

134 臼 mortar 横臼 左右に把手 粉付着 大きくひび割れ 重い
135 杵 pestle 中央に握りを作る 虫食いあり
136 臼 mortar 小型 変形 鉄板、針金補修有り
137 杵 pestle 中央に握りを作る 両端磨耗
138 臼 mortar 内部は二段に窪む
139 杵 pestle 中央に握りを作る 両端磨耗
140 木椀 bowl 片耳 口唇部彫刻文
141 木椀 bowl 片耳 耳刻文
142 木椀 bowl 片耳 無文
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
犬飼哲夫 ML11.8 W5.7T1.5 / ML11.8 W5.3T1.5 71

L7.6 W6.8 φ0.5 72
八雲 犬飼哲夫 L9.7 W6.7 φ0.3 / L9.4 W6.8 φ0.33

L6.0 W5.9 φ0.38 / L6.3 W6.4 φ0.26
73

余市 L6.1 W6.3 φ0.2 / L6.1 W6.3 φ0.2 74
新冠　ノブ L40.0 W8.5T2.9 75
新冠　ノブ L49.0 W6.8T3.8 76
新冠　ノブ 黒:1.7×1.4穴φ0.4/1.7×1.5穴φ0.4/3.3×2.8穴φ0.9青:4.1×3.6穴φ0.9/2.2×2.0

穴φ0.4
77

旭川近文 名取武光 L73.2 W6.0 78
サハリン 総丈109.0 着丈 -  総幅132.0 79
色丹島 総丈 -  着丈 -  総幅 - 80
色丹島 総丈 -  着丈 -  総幅 - 81
釧路 総丈85.0 着丈 -  総幅122.0 82
石狩 総丈123.0 着丈120.0 総幅132.0 裄R66.0/L65.5 83
日高 総丈131.0 着丈126.0 総幅122.5 裄R62.5/L62.5 衽R15.0/L14.5 84
沙流 名取武光 総丈138.5 着丈134.0 総幅124.5 裄R62.0/L62.0 衽R15.0/L15.0 85
北海道 総丈123.5 着丈118.0 総幅127.5 裄R64.0/L64.0 襠R13.0/L13.0 86
サハリン 総丈128.5 着丈126.0 総幅133.0 裄R65.0/L68.0 87
サハリン 総丈128.5 着丈123.0 総幅116.0 裄R58.0/L57.5 88
サハリン 総丈108.0 着丈 -  総幅132.0 ※明治期収集 89
静内農屋 名取武光 総丈136.0 着丈130.0 総幅133.5 裄R66.0/L66.5 90
サハリン L65.0 W4.7 T0.4 91

L28.0 W11.0 T4.8 104
L550.0 W2.9 T0.5 105

石狩 L421.5 W8.7 T1.5 106
千歳 L97.0 W11.6 H44.0 107
北海道 L398.5 W33.0 ※明治期収集 109
沙流 L40.9 W46.8 H61.4 110
沙流 L107.4 W74.4 H91.3 111
千歳 H74.0 W20.0 φ2.7 112

L54.3 W7.2 H11.0 113
L58.0 W7.6 T1.4 114

沙流 L56.0 W3.8 T0.9 115
沙流 L36.9 W13.5 T4.2 116
沙流 L65.9 W10.5 T2.3 117

L65.5 W10.35 T1.6 118
沙流 L57.3 W2.2 T1.7 119
沙流 L49.1 W2.6 T2.2 120
沙流 L50.0 W13.2 H10.5 121
沙流 L52.0 W16.3 T0.9 122
サハリン L82.0 W18.0 H14.0 125
日高 門別厚賀 φ49.0×47.8H11.8 深9.3 底φ34.0 126
日高 φ56.4×55.5H15.8 深13.0 底φ26.5 127
日高 φ58.0H17.0 深14.0 128

φ45.4×42.7H10.8 深8.3 底φ20.0 129
北海道 L113.0 W33.0H12.5 深10.0 130

身L62.7 W21.7 H13.0 蓋L68.1 W23.6 H6.7 MH15.5 131
千歳 身L37.0 W13.5 H8.5 蓋L37.0 W13.5 H3.9 MH12.4 132
十勝 音更 L56.0 W23.5 H22.3 134
十勝 音更 L80.0 φ8.0 135
旭川近文 φ36.0 H59.0 深34.2 136
旭川近文 L80.5φ6.8×6.0 137

φ41.0 H68.0 深23.5 138
旭川近文 L101.0 φ7.6 139

L26.9 W15.9 H7.3 140
サハリン L28.5 W9.0 H7.5 141

L30.3 W17.1 H9.7 142
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
143 木椀 bowl 丸椀 口唇部彫刻文 底に円形の脚を4個作る
144 木椀 bowl 丸椀 口唇部彫刻文 底に刻文
145 木椀 bowl 丸椀 口唇部彫刻文 口唇部外2か所に突き出し彫刻 底に刻文
146 片口 pitcher 把手付 無文
147 片口 pitcher 胴部に刻文
148 片口 pitcher 把手付 無文
149 盆 tray 角 彫刻文
150 鉢 bowl 無文
151 木皿 platter ホタテ貝形 1885

152 給餌器 feeder 仔クマ用 把手付
153 荷縄 carrying strap 靭皮(シナ)製 文様部左右を3本に分け、さらに一本にする
154 木椀 bowl 円形 自製品 無文 1890

155 片口 pitcher 無文
156 杯 lacquered cup センノキ製 杯:彫り文様 台:翼と台を別に作り合わす 1883

157 木皿 platter 円形 把手部彫刻文
158 盆 tray 角 内部、口縁部彫刻文
159 盆 tray 舟形 側縁破損 1884

160 匙 spoon 把手彫刻文 先端破損
161 箆 spatula 把手彫刻文
162 箆 spatula 把手端彫刻文
163 箆 spatula 箆部分と把手端に彫刻文
164 柄杓 ladle 椀部分と把手を別に作る 把手端彫刻文 鎖付属 1883

165 匙 spoon 無文 吊り下げ用穿孔
166 箆 spatula 無文

167 匙 spoon 無文 吊り下げ用穿孔
168 箆 spatula 箆部分彫刻文 把手刻文 アイヌか
169 箆 spatula 箆部分彫刻文 把手刻文 先端部摩耗
170 匙 spoon 大型 吊り下げ用穿孔 焼印
171 酵母さまし棒 stir stick 酵母さまし棒
172 墓標 模型 grave post(model) 棒状 白黒木綿布 青白紐
173 墓標 模型 grave post(model) 刀形 白黒木綿布 男用
174 墓標 模型 grave post(model) 槍形 白黒木綿布 男用
175 墓標 模型 grave post(model) T字形 白黒木綿布 女用
176 墓標 grave post Y字形 白黒木綿布
177 墓標 grave post 棒状 白黒木綿布
178 墓標 grave post 槍状 白黒木綿布
179 墓標 grave post T字形 白黒木綿布
180 墓標 grave post Y字形 風化 1893

181 揺り籠 cradle 簾付 刻印日高 1884

182 炉鈎 fireplace hook 鋸歯状の自在部付 1884

183 葬具 模型 funeral goods(model) 茣蓙で包み串を差し縛る 死者用
184 松明 torch 割木に樹皮を丸めて挟む 1879

185 火箸? stick for hearth? ｢Abe pasuy｣とメモあり 松明か 1934

186 火箸 stick for hearth 2本 紐結び 1934

187 負ぶい紐 baby carrying strap 靭皮(シナ)製荷縄+彫刻文様入り棒
188 かんじき snowshoe 瓢箪形 枠(クワ) 紐(アザラシ皮)
189 かんじき snowshoe 長円形 紐(クマ皮か)
190 荷縄 carrying strap 獣皮製 文様部テンキ
191 荷縄 carrying strap 獣皮製
193 柄杓 ladle(bark) 樹皮製 把手刻文
194 柄杓 ladle(bark) 白樺製 外皮を内側に折りたたむ 1884

195 柄杓 ladle(bark) 白樺製 外皮を内側に折りたたむ
196 樹皮鍋 saucepan (bark) 外皮表 彫り模様入把手付 明治期
197 匙 spoon 反り 未使用
198 匙 spoon 扁平 先端磨耗
199 匙 spoon 扁平 先端磨耗
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
北海道〈要検討〉 L18.0 W16.9 H9.2 143

L18.7 W15.7 H8.1 144
L18.2 W16.4 H9.0 145

沙流 L36.0 W17.8 H8.4 146
沙流 L31.0 W24.0 H12.9 147
沙流 L22.9 W17.8 H4.0 ※明治期収集 148
北海道 L15.0 W12.1 H3.5 149
日高 門別賀張 φ24.9 H6.8 150
厚岸 L13.5 W12.9 H2.8 151
八雲遊楽部 椎久年蔵 L28.6 W9.3 H3.1 152
　 L479.0 W7.0 T0.5 153
上川 岡部方幾 φ13.9 H5.3 154
沙流 φ12.4 H6.5 見込5.1 ML17.7 155
千歳 椀φ12.3 H8.6 高台φ5.5 H1.5 T0.5

台φ13.6 H6.0 高台φ8.1
156

恵庭 L41.6 W41.2 T5.7 157
北海道 L26.0 W27.7 T2.9 158
千歳 L34.5 W(18.1)T4.5 159
千島 L33.5 W14.2 T8.9 160
千島 L43.2 W9.0T 13.0 ※明治期収集 161

L44.3 W11.1 T1.1 162
L43.7 W10.4 T1.4 163

千歳 L41.8 W12.2 T4.6 164
L48.2 W12.0 T3.7 165

サハリン タライカ、ケウ
リ川付近

初見一雄 L46.5 W8.3 T1.2 166

L44.5 W11.7 T2.6 167
L55.5 W11.3 T1.9 168

北海道 L60.5 W7.8 T1.6 169
北海道 L82.3 W17.9 T5.2 170

L85.2 W17.0 T10.0 171
旭川近文? H41.9 φ2.6 名取によれば浜益 172
浜益浜増毛 山下三五郎 名取武光 H44.8 φ2.7 173
浜益浜増毛 山下三五郎 名取武光 H47.3 φ2.0 W2.4 174
浜益浜増毛 山下三五郎 H42.2 φ2.4 W17.1 175
浜益 H124.0 φ7.0 176
浜益 H103.5 φ4.3 177
浜益 H139.0 φ8.7 178
浜益 H118.5 φ7.0 W21.0 179
上川 新渡戸稲造 H128.0 φ18.5 W43.0 180
沙流 L66.5 W32.0 T5.6 181
千歳 L64.5 W21.0 T3.5 182
旭川近文 L130.0 W45.0 T18.0 183
千歳 L62.5 W20.0 T3.0 184
弟子屈屈斜路 L62.0 W2.4 T3.2 185
日高 L55.0 φ1.4 186
千歳・沙流? 縄L302.0 W9.0 T1.4 棒L35.5 φ4.5 ※明治期収集 187

L42.0 W24.5 T3.0 188
L49.0 W25.5 189

色丹島 L425.0 W10.3 T2.7 190
サハリン L408.0 W8.0 191
石狩・千歳? L46.2 W15.3 T10.0 ※明治期収集 193
千歳 L24.0 W12.0 T5.5 194
千歳 L29.0 W12.5 H8.6 ※明治期収集 195
サハリン L26.0 W24.5 T13.5 H29.0 ※明治期収集 196
沙流 L24.3 W3.9 T0.9 197
沙流 L22.1 W3.6 T0.4 198
沙流 L19.3 W3.8 T0.4 199
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
200 匙 spoon 反り 先端磨耗

7109 丸木舟 canoe 大破 ボルト補修 1935

7110 樹皮舟 canoe 大破 1937

7113 櫂 paddle 先端欠 鉄板補修
7114 櫂 paddle 先端に使用痕あり
7115 櫂 paddle 先端に使用痕あり
7116 櫂 paddle 先端に使用痕あり
7117 櫂 paddle 先端に使用痕あり
7118 櫂 paddle 先端に使用痕あり
7119 櫂 paddle 先端に使用痕あり 破損
7121 タモ landing net 鉄枠に木綿糸の網
9445 匙 spoon 扁平 表に彫刻文
9446 匙 spoon 表に文様 把手端を装飾
9447 匙 spoon 扁平 サハリンタイプ
9448 匙 spoon 扁平 無文 サハリンタイプ
9449 匙 spoon 扁平 無文 サハリンタイプ
9450 箸 chopsticks 獣骨と木製の2本組
9452 針入 needle case 鳥管骨+木綿布+寛永通宝
9454 下紐 rope amulet for

women
イラクサ製 4本平編み 両端に黒木綿を施す 未使用 1956

9455 下紐 rope amulet for
women

イラクサ製 4本平編み 両端に黒木綿を施す 未使用 1956

9456 手甲 hand protectors for the
dead

死者用 絹か+木綿 刺繍文様 1958

9457 脚半 leggings for the dead 死者用 木綿 刺繍文様 1958

9458 靴 shoes サケ皮+海獣皮 扁平につぶれている 1879

9459 長靴 boots 海獣皮 左右の踵の作り異なる 1885

9460 靴 shoes サケ皮製
9461 靴 shoes サケ皮製
9462 爪子 sandals 妻籠 葡萄蔓樹皮製
9464 脚半 leggings 靭皮(オヒョウ)+木綿製 刺繍
9465 脚半 leggings 魚皮+木綿製 刺繍 片方 1879

9466 帽子 cap 釈迦結の紐付 1879

9467 頭巾 hood

9471 火打入 flint tools ガマ製の小物入れに布製のポーチ 火打ち具なし
9472 小物入 bag 靭皮(オヒョウ)製 二つ折りに襠を付ける 1882

9473 鉢巻 head band 木綿 刺繍文様 靭皮 1879

9474 首飾り necklace ガラス玉 玉6種 数177 青大玉1 1958

9475 首飾り necklace ガラス玉、カニを模す飾り金具付 玉14種か 数112 1936

9476 山刀 hunting knife 紐通し穴付木製鞘
9477 山刀 hunting knife 木製鞘 栗型状の留め付 1883

9478 刀帯 sword holder シナ / 木綿 切抜き文様房付 1958

9479 刀 sword 鞘+柄 飾金具付 1958

9480 小刀鞘 sheath 縦 表裏文様 サハリンタイプ
9481 小刀鞘 sheath 縦 表裏文様 サハリンタイプ
9482 小刀鞘 knife sheath 桜皮 鹿角か
9483 金帯 belt 皮製 小刀鞘、飾り金具付 1879

9486 三弦琴 three stringed
instrument

木製 弦欠 1885

9489 口琴 Jew's harp 竹製 紐欠
9490 口琴 Jew's harp 竹製
9491 口琴 Jew's harp 竹製 紐欠
9492 口琴 Jew's harp 竹製 紐欠
9493 鹿笛 deer call 皮(膀胱)を貼る
9494 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 栗型、返角高彫
9495 捧酒箸 libation stick 高彫
9496 捧酒箸 libation stick 栗型高彫 (パ 裏)
9497 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印 (パ 裏)
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
沙流 L17.7 W3.5 T0.5 200
札幌 発寒川右岸出土 L(389.0) W53.0 H30.0 7109
新十津川 樺梅次郎 L(278.0) W60.5 H31.0 7110

L(192.0) W6.2 T2.6 軸φ3.1 7113
L175.0 W8.0 T1.9 7114
L172.0 W8.0 T2.4 軸φ3.3 7115
L175.5 W8.0 T2.1 軸φ3.0 7116
L176.0 W12.4T1.1 軸φ4.0 7117
L147.0 W7.5 T0.5 軸φ3.5 7118
L(42.6)W5.6 T1.7 軸φ2.5×1.7 7119
L139.5 W28.5 T3.7 7121

沙流 L19.5 W3.3 T0.4 9445
沙流 L18.3 W3.0 T1.3 9446
沙流 L19.1 W1.7 T0.3 9447
沙流 L16.2 W2.3 T0.4 9448
沙流 L16.0 W2.5 T0.5 9449
沙流 L18.1 φ0.4 / L18.4 φ0.6 9450
本道 L27.6 W2.4 T1.6 9452
三石富沢 キムンコタン L181.0 W2.5 T1.5 9454

三石富沢 キムンコタン L159.5 W3.0 T2.7 9455

新冠 L15.0 W11.0 / L16.5 W12.0 9456

新冠 L30.0 W16.0 / L29.0 W15.0 9457
サハリン L25.0 W(2.1) H30.0 / L25.0 W(5.1) H30.5 9458
色丹 L25.1 W8.7 H49.0 / L25.1 W8.7 H49.0 9459
旭川近文 三浦 L29.5 W12.5 T4.4 / L34.0 W13.0 T9.0 9460

L28.0 W14.0 T4.1 9461
旭川近文 栗山国四郎 L24.5 W10.0 T6.0 / L25.0 W9.0 T5.0 9462
北海道 L26.5 W18.0 T1.2 / L27.0 W18.0 T1.2 9464
サハリン L19.0 W24.0T2.0 9465
サハリン φ19.0H23.0 9466

※明治期収集 9467
天塩 L23.0 W25.3 / L12.5 W9.0 9471
千歳 L15.0 W17.0 9472
門別厚別 L145.5 W16.8 T0.7 ※明治期収集 9473
新冠　ノブ L30.0 W11.5 大玉φ1.7 9474
北海道 清水雄平 L64.5 W9.0 大玉φ3.8 (今井呉服店) 9475

鞘L47.1 W7.0 T5.2 身L44.1 W4.8 T0.9 柄L25.3 W5.5 T2.6 ML72.4 9476
沙流 鞘L32.2 W5.8 T4.6 身L45.1 W5.1 T4.0 鍔φ6.5T0.8 ML51.5 9477
新冠 L160.0 W55.0 T0.3 9478
新冠 鞘L65.0 W5.8 T2.15 柄L33.3 W4.0 T2.1 ML88.0 9479
沙流 L24.5 W5.9 T2.0 9480
沙流 L24.9 W6.5 T2.1 9481
沙流 L23.0 W5.0 T1.7 9482
サハリン L83.0 W34.0 T1.3 鞘L24.5 W6.0 T2.0 9483
色丹島 L98.7 W26.2 T6.8 9486

L17.0 W1.3 T0.3 9489
北海道 L17.9 W1.4 T0.3 ML39.7(紐含む) 9490

L16.4 W1.3 T0.4 9491
L 9.4 W1.0 T0.3 9492

千歳 L8.5 W7.4 T1.6 9493
L34.0 W2.8 T0.7 H1.6 9494

犬飼哲夫 L32.8 W3.5 T0.3 H0.4 9495
L31.8 W2.4 T0.5 H1.0 9496
L31.7 W2.7 T1.0 9497
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9498 捧酒箸 libation stick シャチ・舟高彫 (パ 裏) 刻印
9499 捧酒箸 libation stick シャチ高彫
9500 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印
9501 捧酒箸 libation stick 透彫
9502 捧酒箸 libation stick キケを巻く
9503 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
9504 捧酒箸 libation stick 浮彫 (パ 裏)
9505 捧酒箸 libation stick 高彫
9506 捧酒箸 libation stick 透彫 竹
9507 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印 破損再加工
9508 捧酒箸 libation stick  (パ 裏)
9509 捧酒箸 libation stick クマ高彫
9510 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印多数 (パ 裏)
9511 捧酒箸 libation stick 漆(赤) 魚を捕まえる狐、鳥を高彫 刻印3 (パ 裏)
9512 捧酒箸 libation stick ?高彫 (パ 裏) 別物を接ぐ
9513 捧酒箸 libation stick 鉄金具 (パ 裏) 刻印2
9514 捧酒箸 libation stick 1914

9515 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 1914

9516 捧酒箸 libation stick シャチ?高彫
9517 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
9518 捧酒箸 libation stick

9519 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
9520 捧酒箸 libation stick 刻印
9521 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印 (パ 裏)
9522 捧酒箸 libation stick 鉄金具 (パ 裏) 刻印
9523 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印4 (パ 表)
9524 捧酒箸 libation stick

9525 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) (パ 裏)
9526 捧酒箸 libation stick

9527 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印
9528 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
9529 捧酒箸 libation stick 漆(赤) 刻印
9530 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
9531 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1935

9532 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)
9533 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

9534 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏) 1935

9535 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
9536 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1935

9537 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 (パ 裏)
9538 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1937

9539 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1935

9540 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 棒状 2翼 2本一組か
9541 箆 spatula クマ送り用 脳取り出し箆 3翼
9542 捧酒箸 libation stick シャチか・舟高彫
9543 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
9544 捧酒箸 libation stick ザリガニか・舟高彫 (パ 表裏) 刻印
9545 捧酒箸 libation stick 木瘤利用 (パ 表) 刻印 1934

9546 捧酒箸 libation stick クマ高彫 キケ巻 (パ 裏) 刻印
9547 捧酒箸 libation stick 刻印
9548 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
9549 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 舟高彫
9550 捧酒箸 libation stick 枝利用 刻印 1934

9551 捧酒箸 libation stick 漆(黒) アザラシか・舟高彫 刻印
9552 捧酒箸 libation stick シャチ高彫 刻印
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L32.5 W2.9 T0.5 H1.1 9498
L29.1 W3.2 T0.5 H0.8 9499
L30.0 W2.5 T0.5 9500

犬飼哲夫 L28.9 W2.3 T0.4 9501
北海道東北部地方 L29.5 W3.0 T0.7 H1.5 ※明治期収集 9502

L30.7 W2.3 T0.8 9503
L29.6 W2.5 T0.6 9504
L26.7 W2.7 T0.3 H1.1 9505
L23.7 W1.9 T0.1 9506
L26.5 W3.1 T0.6 9507
L26.8 W2.1 T0.6 9508
L32.3 W2.9 T0.5 H1.7 9509
L31.8 W2.3 T0.7 9510
L33.3 W2.7 T0.8 H1.5 9511
L33.3 W3.3 T0.8 H1.5 9512
L33.0 W2.5 T0.8 H0.9 9513

沙流 L32.7 W2.0 T0.8 9514
沙流 L33.0 W2.2 T0.7 9515
サハリン 犬飼哲夫 L32.0 W2.2 T0.6 H1.1 9516

犬飼哲夫 L33.0 W2.5 T0.5 9517
L32.2 W3.0 T0.7 9518
L32.7 W2.9 T0.4 H0.7 9519
L32.6 W2.5 T0.6 9520
L32.7 W3.3 T0.7 H0.9 9521
L34.4 W3.1 T0.6 H0.8 9522
L32.2 W2.8 T0.7 9523
L32.5 W2.5 T0.7 9524
L33.4 W2.7 T0.7 9525
L30.9 W2.1 T0.5 9526
L32.7 W2.1 T0.5 9527
L32.1 W2.5 T0.7 9528
L32.2 W3.4 T0.4 9529

長万部 L40.0 W1.1 T1.2 H5.0 9530
長万部 司馬リキンテ
(力彌)

L39.7 W0.8 T0.9 H4.8 9531

平取二風谷 貝沢家 満岡 L39.0 W2.1 T1.0 H2.4 9532
千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

L38.8 W1.5 T0.6 H2.7 9533

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

L34.4 W1.8 T0.6 H1.7 9534

八雲遊楽部 椎久年蔵 L34.2 W1.9 T0.9 H3.4 9535
標茶塘路 島太郎家 L30.6 W2.0 T0.9 H3.3 9536
余市 違星家 L28.9 W1.2 T0.6 H2.1 9537
釧路春採 結城総太郎 L28.8 W3.0 T0.9 H2.4 9538
札幌茨戸 能登酉雄 L23.6 W1.6 T0.7 H2.4 9539
旭川近文 空知信次郎 L19.7 φ1.2 / L21.4 φ1.2 9540
阿寒 音吉 L18.1 W2.1 T0.7 9541

犬飼哲夫 L35.3 W3.5 T0.7 H1.6 9542
L32.6 W1.9 T0.4 9543

犬飼哲夫 L31.9 W3.3 T0.4 H1.2 9544
旭川近文 間宮 河野広道 L35.3 W2.7 T0.5 H1.3 MW3.5 9545

L31.5 W2.8 T0.9 H2.7 MW3.9 9546
L35.0 W3.9 T0.8 9547
L34.1 W2.4 T0.5 9548
L30.8 W3.4 T0.7 H1.3 9549

旭川近文 間宮家 河野広道 L36.8 W2.7 T1.1 H2.1 9550
L34.3 W3.4 T0.6 H1.1 9551
L32.0 W2.6 T0.5 H1.2 9552
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9553 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印
9554 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印
9555 捧酒箸 libation stick

9556 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 透彫
9557 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) シャチか 高彫り
9558 捧酒箸 libation stick

9559 捧酒箸 libation stick 刻印
9560 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印
9561 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
9562 捧酒箸 libation stick 高彫 (パ 裏)
9563 捧酒箸 libation stick 高彫 (パ 裏) 刻印(漢字)
9564 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
9565 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 高彫 刻印
9566 捧酒箸 libation stick 透彫
9567 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) (パ 裏)
9568 捧酒箸 libation stick ?高彫 透彫 青海波文
9569 捧酒箸 libation stick (イクパスイ) (パ 裏) 1914

9570 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印 (パ 裏)
9571 捧酒箸 libation stick 刻印 刻印は屋号か
9572 捧酒箸 libation stick ?高彫 (パ 表)
9573 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) (パ 表)
9574 捧酒箸 libation stick 亀・舟高彫
9575 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印
9576 捧酒箸 libation stick

9577 捧酒箸 libation stick 着色
9578 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 9579と同一作者
9579 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 9578と同一作者
9580 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
9581 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印 (パ 裏)
9582 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) ザリガニ高彫 (パ 裏)
9583 捧酒箸 libation stick ?高彫 (パ 表) 1934

9584 捧酒箸 libation stick

9585 捧酒箸 libation stick 桃・ブリッジ高彫 刻み文 刻印
9586 捧酒箸 libation stick 花浮彫 (パ 裏)
9587 捧酒箸 libation stick 返角・?高彫
9588 捧酒箸 libation stick ?高彫 (パ 裏)
9589 捧酒箸 libation stick ?高彫 1933

9590 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 高彫 刻印 (パ 表)
9591 冠 ritual headdress 葡萄蔓樹皮を編み、削りかけ、赤木綿布を付ける 先端に木彫

クマ
9593 冠 ritual headdress ガマの平編みに白布を脚す
9594 冠 ritual headdress 葡萄蔓樹皮を編み布で包む 先端に木彫クマ
9595 冠 ritual headdress 葡萄蔓樹皮を編み、白布をたらす 先端に木彫クマ 1878

9596 冠 ritual headdress 葡萄蔓樹皮を編む 先端に木彫鳥
9597 冠 ritual headdress 葡萄蔓樹皮を編む 先端に木彫クマ 1884

9598 冠 ritual headdress 葡萄蔓樹皮を編む 先端に木彫クマ 1937

9599 冠 ritual headdress 平編み、飾り金具を付ける 先端に木彫クマ
9600 冠 ritual headdress 葡萄蔓樹皮を編む 先端に木彫クマ
9601 クマ頭骨 bear skull 右側頭部穿孔(メス) 口に笹葉を差す 1934

9602 クマ頭骨 bear skull 左側頭部穿孔(オス)
9603 クマ頭骨 bear skull 右側頭部穿孔(メス) 1934

9604 クマ頭骨 bear skull 削りかけで飾る 1934

9605 イヌ頭骨 dog skull 削りかけの束に結ぶ 1908

9606 クマ頭骨 bear skull 削りかけで飾る
9609 カメ頭骨 turtle skull 削りかけで飾る
9610 カメ頭骨 turtle skull 内部に削りかけを詰める
9611 カメ頭骨 turtle skull 穿孔なし 後頭部に削りかけを詰める
9613 花矢 ceremonial arrow 鏑のみ 赤布付 1956
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L34.5 W2.3 T0.5 9553
L36.4 W2.9 T0.6 9554
L38.4 W3.0 T0.7 9555
L34.2 W3.2 T0.4 9556
L35.2 W4.0 T0.6 H1.3 9557

犬飼哲夫 L37.5 W2.9 T0.5 9558
　 L35.0 W3.0 T0.9 9559

L36.0 W2.0 T0.5 9560
L33.0 W3.1 T0.7 9561
L33.9 W2.7 T0.7 H1.2 9562
L35.7 W2.3 T0.3 H0.6 9563
L30.8 W2.1 T0.5 9564
L33.0 W2.9 T0.6 H1.0 9565
L32.6 W3.0 T0.6 H1.4 9566
L34.2 W2.3 T1.0 9567
L35.0 W2.5 T0.6 H1.7 9568

沙流 L33.3 W2.6 T0.5 9569
L33.8 W3.1 T1.1 9570

犬飼哲夫 L36.3 W3.3 T0.8 H2.7 9571
L37.5 W2.7 T0.4 H1.1 9572

犬飼哲夫 L38.7 W3.4 T0.9 9573
L29.3 W3.1 T0.3 H1.1 9574
L29.2 W2.0 T0.3 9575

犬飼哲夫 L28.0 W3.0 T0.6 H0.8 9576
L34.5 W3.3 T0.9 H1.9 9577
L27.5 W2.0 T0.6 9578
L27.7 W2.1 T0.6 9579
L27.9 W2.3 T2.1 9580
L29.3 W2.6 T0.5 9581
L30.2 W2.3 T0.3 H0.8 9582

旭川近文 間宮家 河野広道 L31.3 W2.3 T0.3 H1.3 9583
L31.9 W3.2 T0.5 9584
L29.0 W2.6 T0.3 H1.6 9585
L32.1 W2.8 T0.5 H0.6 9586
L30.3 W2.3 T0.4 H1.0 ※明治期収集 9587

犬飼哲夫 L31.8 W3.7 T0.6 H1.2 9588
阿寒 土佐藤太郎 L31.0 W2.8 T0.5 H1.3 9589

L32.7 W2.5 T0.3 H0.9 9590
　 L48.0 W8.5 T5.5 9591

室蘭 L48.0 W6.5 H12.0 9593
　 L46.0 W8.5 H11.0 9594
石狩 L53.0 W12.0 H12.0 9595
室蘭 L47.0 W20.0 H11.0 9596
沙流 L45.0 W10.0 H12.0 9597
恵庭 福元富太郎 L46.0 W16.0 H6.0 9598
旭川近文 空知信次郎 L51.0 W7.0 H7.0 9599
新冠 L49.0 W7.7 H10.0 9600
滝川 L22.4 W13.2 H12.1 9601
　 L28.5 W15.5 H13.7 9602
滝川 L40.0 W22.5 H18.0 頭骨L34.0 W19.0 H15.0 9603
滝川 L33.5 W22.5 H16.0 9604
サハリン 栄浜　山根 三宅 L18.7 W(11.8)H9.4 9605
恵庭 L39.0 W21.0 H20.5 9606

L24.5 W13.5 H15.0 9609
L27.2 W21.5H(13.4) 9610

北海道 L26.0 W18.0 H15.0 頭骨L19.6 W11.5 H14.5 9611
旭川近文 鏃L(1.8)φ0.3 鏑L14.2  φ1.6 柄L  -  φ -  ML(16.0) 9613
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9614 花矢 ceremonial arrow 鏑のみ 赤布付 1956

9615 花矢 ceremonial arrow 鏑のみ 赤布付 1956

9616 花矢 ceremonial arrow 鏑のみ 赤布付 1956

9617 調理台 cutting block 丸木利用 吊下げ用鉤付
9618 根掘り具 hoe 木製 先端を鋭く加工する
9619 熊手 rake 木製 4本爪 柄に刻み
9620 箕 winnow 木製 4本爪 把手付
9621 箒 broom 葡萄蔓製 1879

9622 背打ち棒 club 先端八角形 突起は填め込み
9623 背打ち棒 club 先端八角形
9624 背打ち棒 club 先端八角形 1879

9625 背打ち棒 club 先端八角形 1879

9626 小刀 knife 樹皮鞘 湾曲刀身 革紐
9627 小物入 bag 獣皮 イラクサ糸 1879

9628 鉄斧 ax 海獣皮で縛る 1879

9629 木偶 wooden figure 枝を魚形に模す 1935

9630 貝包丁 ear picker カワシンジュガイ製 紺木綿紐付 1884

9631 灰均し hearth comb マツ材 靱皮(シナ)紐付 1879

9632 丸木舟 模型 canoe(model) イナウ付 1937

9633 樹皮舟 模型 canoe(model) 桜 1884

9634 樹皮舟 模型 canoe(model) 樺 1937

9635 櫂 模型 paddle(model) 2本一組 1937

9639 イナウ inaw 削りかけ
9640 ヌサ Nusa 展示 1937

9641 刀帯 sword holder オヒョウ・シナ/木綿 切抜き文様房付
9642 矢筒 quiver 狩猟用 桜皮巻 刀模型付 二枚矧 蓋欠 1883

9643 刀 sword 柄+鞘+刀身 彫刻文様 桜皮巻 鞘尻鹿角
9644 刀帯 sword holder シナ / シナ フェルト+木綿布の房付
9645 刀帯 sword holder シナ / 毛 切抜き文様房付 1884

9646 刀帯 sword holder シナ / 木綿 切抜き文様
9647 刀 sword 柄(飾金具) 鞘(鹿角象嵌・桜樹皮・刻印) 刀身(刻印) 鐔 1958

9648 刀帯 sword holder シナ/イラクサ 房を二つ折りにして刀差しに加工
9649 刀 sword 柄(飾金具) 鞘(円形金属板) 刀身(文様)

9650 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具(真鍮)付 彫刻文様 金属ベルト止 鰭欠
9651 首飾り necklace ｶﾞﾗｽ玉、シトキ付 ガラス玉7種、金属１種か 玉数80 1914

9653 刀帯 sword holder イラクサ/イラクサ 刺繍入り房付
9654 刀 sword 柄(飾金具欠か) 鞘(象嵌、桜樹皮巻) 刀身(文様) 鐔(?)

9655 ヌサ Nusa 展示資料 1937

9657 刀帯 sword holder シナ/木綿 切抜き文様房付
9658 刀帯 sword holder オヒョウ/木綿 切抜き文様房付
9659 刀 sword 柄(飾金具) 鞘(象嵌、桜樹皮巻) 刀身(木製) 鍔(円形)
9660 刀帯 sword holder シナ/イラクサ・木綿
9661 茣蓙 mat 無地 ガマ / - / シナ / 23列
9662 茣蓙 mat 文様 ガマ / シナ / シナ / 27列 破損・虫食い 1933

9663 檻 模型 bear cage(model) クマ用 高床 丸太組
9666 給餌器 模型 feeder(model) クマ用 イナウ付
9667 おしゃぶり bear toy(model) クマ用 模型
9668 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 No 9669と同
9669 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 No 9668と同
9670 捧酒箸 libation stick 鹿角 (パ 表) 鷲・兎
9671 捧酒箸 libation stick 鹿角 (パ 表) シャチ
9672 捧酒箸 libation stick 漆(黒) 橋状高彫 後部に輪を彫り出す (パ 裏) 刻印
9673 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 梅に唐草文
9674 杯 lacquered cup 塗(朱) 蛸唐草文
9675 杯 lacquered cup 漆(黒) ｢秋元瓜｣紋 蓋付
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
旭川近文 鏃L1.3  φ0.4 鏑L14.2  φ1.5 柄L  -  φ -  ML15.7 9614
旭川近文 鏃L2.3  φ0.5 鏑L12.0  φ1.8 柄L  -  φ -  ML14.3 9615
旭川近文 鏃L3.8  φ0.4 鏑L12.6  φ1.3 柄L  -  φ -  ML16.4 9616
千歳 φ15.7 H13.7 鈎L17.2 W12.3 ※明治期収集 9617
平取二風谷 L34.0 W16.6 T4.0 9618
平取二風谷 L35.0 W26.0 T11.8 9619
新冠泊津 L34.8 W55.4 T8.6 9620
石狩 L45.3 W19.8 T3.6 9621
伊達紋別 L48.3 W6.5 T6.5 ※明治期収集 9622
伊達紋別 L48.0 W4.6 T4.6 9623
伊達紋別 L47.1 W4.5 T4.5 9624
伊達紋別 L54.8 W4.8 T4.8 9625
サハリン 鞘L17.2 W7.8 T2.2 刀身L21.4 W3.3 T1.5 ML28.8 9626
サハリン L32.5 W10.5 T0.3 9627
サハリン L37.0 W16.0 T5.7 斧L5.5 W5.7 把手φ2.3 9628
　 L23.1 W8.2 T4.6 9629
沙流 L8.7 W3.9T1.2 MW8.0 9630
石狩 L26.0 W11.1 T2.5 9631
新十津川 樺勘太郎 L37.5 W10.0 H9.0 MH15.0 9632
千歳 L28.8 W8.9 H4.6 9633
新十津川 樺勘太郎 L43.7 W23.5 H13.4 9634
新十津川 樺勘太郎 L34.1 W1.5 T0.3 軸φ0.8 / L33.3 W1.8 T0.2 軸φ0.7 9635

L37.0 W1.0 9639
新十津川 樺勘太郎 H249.0 W206.0 9640

L184.0 W61.0 T0.8 9641
千歳 L54.3 W13.2 T6.2 9642

柄L15.3 W4.5 T1.7 身L58.2 W3.1 T0.45 鞘L57.2 W2.9 T1.7 ML73.1 9643
L141.5 W39.0 T0.6 9644

沙流 L176.0 W (23.0) T0.8 9645
新冠 L151.8 W41.3 T0.4 9646
新冠 渕瀬 柄L23.3 W3.9 T2.4 身L53.0 W2.9 T0.4 鞘L53.6 W4.7 T2.2

鍔φ7.5T0.3 ML76.5
9647

L137.5 W(14.6) 9648
柄L22.3 W3.8 T2.0 身L(42.3) W3.2 T0.5 鞘L56.7 W4.5 T1.7
鍔φ8.8×8.3 T0.7 ML79.5

9649

L53.5 W(22.0)T4.3 9650
沙流 L50.0 W12.0 H10.5 9651
沙流 L141.0 W40.0 9653

柄L21.7 W4.0 T1.8 身L51.0 W3.6 T0.7 鞘L56.5 W4.4 T2.2
鍔φ7.6×6.4 T0.4 ML78.2

9654

標茶塘路 島太郎 H203.0 W130.0 9655
L146.0 W54.0 T0.4 9657
L156.5 W(45.0) T0.3 9658
柄L20.4 W4.2 T2.4 鞘L59.0 W4.8 T2.1 鍔φ7.9 T0.3 ML80.0 ※明治期収集 9659
L152.4 W(27.0) T0.3 9660
L174.0 W87.0 T0.6 9661
L337.0 W119.0 T0.8 9662

胆振 鵡川 バチェラー L37.0 W37.0 H46.5 9663
胆振 鵡川 バチェラー L16.6 W5.0 T2.0 9666

L9.2 φ2.6 9667
L38.2 H2.2 T1.1 H3.0 9668
L38.0H2.4 T1.1 H3.5 9669
L28.2 W3.4 T1.6 9670
L25.5 W3.7 T1.6 H2.2 9671
L32.5 W3.0 T0.3 H2.1 9672

日高 φ13.2 H9.1 高台φ6.5 H2.2 T0.2 9673
φ12.7 H7.2 高台φ6.6 H1.0 T0.2 9674

日高 φ15.0 H8.0 高台φ6.5 H1.1 T0.2 蓋φ15.6 H3.2 MH10.9 9675
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9676 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢真田銭｣紋 桐枝文様 高台欠
9677 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文様 内に熊を描く
9678 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 自製品か 高台欠
9679 杯 lacquered cup 漆(朱) ｢三巴｣紋 唐草文様
9680 杯 lacquered cup 漆塗(外黒内朱) ｢唐花｣紋 蛸唐草文 内に｢三巴｣紋
9681 杯

天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋3か所 網代文様
漆(黒) ｢三巴｣紋3か所 網代文様

9682 湯桶 lacquered pitcher 漆(外黒内朱) ｢桐｣紋 唐草文様 蓋欠
9683 耳盥 lacquered pot 漆(黒) ｢竜胆車｣紋 唐草文様 内側に流水文に沢潟、河骨、葵?

を配す
9684 行器 lacquered container 漆(黒) ｢片喰｣紋 脚付
9685 行器 lacquered container 漆(黒) 八角形 台付 扇と鶴文様

9686 楾(はんぞう) lacquered pitcher 漆(黒) 三つ柏 ｢平四つ目｣紋 丸に梨の切り口 注口部破損マツヤ
ニ補修

9687 行器 lacquered container 漆(外茶中黒) 隅切角形｢三巴｣紋
9688 行器 lacquered container 漆(黒) ｢五三桐｣紋 脚付
9689 膳 lacquered tray 漆(朱) 隅切 刻印
9690 折敷 lacquered tray 漆(朱・黒) 無文 脚付
9691 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 中柄 柄 紐(木綿) 1879

9692 銛 harpoon 回転式 中柄に2本の中柄を装着 ハズに刻印 1937

9693 銛 fishing spear(marek) 鈎銛 鈎(鉄) 中柄 柄
9694 槍 spear 槍先(鉄) 柄 革紐で結ぶ 1879

9696 銛 harpoon 鉄鏃 柄 ハズ加工
9697 銛 harpoon 柄のみ 鈎銛(マレｸ)の柄か
9698 銛 fishing spear(marek) 鈎銛(マレｸ) 鈎(鉄) 中柄 柄 1879

9699 ヤス fishing spear 鉄鈎2本 相対 1879

9700 ヤス fishing spear 鉄鈎2本 相対 1879

9701 鈎 gaff ソケット チョウザメ用
9703 銛 harpoon (model?) 回転式　模型か 竹鏃付 1939

9704 銛 harpoon 回転式　紐付 千島ザサ
9705 銛 harpoon 回転式　紐付 千島ザサ
9706 銛 harpoon(model?) 模型か 二股 鏃1付 1939

9707 銛 harpoon(model?) 模型か 返し付 1939

9708 弓 bow (set bow) 仕掛け弓用 弦(イラクサ) 中央に四角の彫り込み
9709 弓 bow 弦付(ツルウメモドキ) 桜皮巻 弭加工あり
9710 弓 bow 仕掛用 弦欠 両端加工

9711 弓 bow 儀式用か 弦(イラクサ) 桜皮巻 模型か 1879

9712 弓 bow 儀式用か 弦(イラクサ) 模型か 1890

9713 弓 bow 弦付(ツルウメモドキか) 弭加工
9714 矢筒 quiver 狩猟用 桜皮巻 二枚矧 蓋(樹皮)付 今井の出品ラベルあり
9715 矢筒 quiver 半円状 蓋(樹皮製)付
9716 矢筒 quiver 狩猟用 樺皮をかぶせ桜皮で巻き止める 二枚矧 蓋欠 1880

9717 矢筒 quiver 狩猟用 二枚矧 樺皮製蓋付
9720 罠　捕鳥器 trap 輪 ブドウ蔓製の輪に靱皮の糸の輪を結ぶ 1884

9721 罠　捕鳥器 trap 模型か 紐の先に輪
9722 罠 trap 弾弓 小獣捕獲用
9726 罠　捕獣器 trap 自然木に輪 輪に鉄釘
9727 鈎 hook for hunting 鷲捕獲用 1884

9728 簗 fish trap(model) 模型 川の流れなどを台に彫る
9729 簗 fish trap(model) 模型 袋網付
9735 矢 arrow 魚用 一木つくり
9736 矢 arrow 中柄(鹿中足骨製)＋柄＋矢羽(カラス)
9737 矢 arrow 中柄(鹿中足骨製)＋柄＋矢羽
9738 矢 arrow 中柄(木製)＋柄(桜皮巻)＋矢羽
9739 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄(木製)＋柄
9741 矢 arrow 中柄と柄一木作り
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
日高 φ14.0 H(9.0)高台φ - H - T - 9676

φ11.7 H6.4 高台φ6.0 H1.0 T0.2 9677
φ15.2 H8.7 高台φ - H - T - 9678
φ13.9 H8.1 高台φ6.5 H2.0 T0.3 9679

〔音更〕中村要吉 φ12.5 H7.0 高台φ5.6 H1.2 T0.2 9680
〔音更〕中村要吉 杯φ17.3 H7.4 高台φ7.5 H0.9 T0.3

台φ22.5 H12.2高台φ10.8 H7.1
9681

北海道 ML30.5 H17.8 身φ18.0 H16.5 9682
φ19.3 H13.4 高台φ12.8 H3.4 T1.45 MW25.8 9683

身φ19.6 H18.4 蓋φ22.5 H4.5 MH23.0 MW27.1 9684
北海道 身W 36.2 H31.3 蓋36.7 H7.5

台W 37.6 H10.2 MH42.8
9685

身φ20.7 H16.0 蓋φ15.0 H5.0 H19.7 ML(31.6) 9686

北海道 身W 30.5 H30.7 蓋L 31.9 H 1.2 MH32.1 9687
身W 24.0 H31.5 蓋W 28.0 H 7.6 MH37.2 MW34.3 9688
L33.0 W33.5 H8.4 9689
L33.3 W32.7 H8.5 9690

サハリン L9.3 W2.7 T1.5 ML286.6 9691
網走 ML231.4 MW12.8 T2.8 9692
日高 φ2.4 W10.0 ML173.5 9693
サハリン L43.5 W3.7 ML153.0 9694

L19.5 W2.0 T1.7 ML149.8 9696
日高 L99.9 φ1.8 9697
サハリン ML131.2 MW7.2 T18 L11.4 W5.7 T0.8 9698
サハリン L127.1 W4.45 T3.2 9699
サハリン L108.5 W4.2 T2.9 9700

L80.0 W8.9 T3.2 9701
〔帯広伏古〕 古川辰五郎 L13.2 W2.1 T1.9 中柄L13.8 ML41.5 9703

L13.2 φ1.5 ML32.5 9704
L12.7 φ2.0 9705

弟子屈 L37.7 W7.5 T1.5 9706
弟子屈 L6.1 W1.8 T1.3 ML13.5 9707
八雲野田追 L97.0 W3.8 反り26.0 9708

L76.5 W2.2 反り6.2 9709
八雲落部・野田追　有櫛
鳥賊蔵

L84.5 W2.6 反り12.5 9710

沙流 L33.5 W2.7 反り9.5 9711
上川 岡部方幾 L22.0 W2.3 反り13.5 9712
サハリン L152.8 W3.1 反り5.9 ※明治期収集 9713
新十津川 樺シガントビ L45.5 W13.2 T5.0 蓋L14.0 W10.0 T6.3 ML57.5 9714

L71.5 W 9.7 T4.7 蓋L13.5 W11.0 T6.5 ML74.1 9715
沙流 L52.0 W13.9 T4.4 9716
鵡川 L47.0 W12.1 T4.6 蓋L10.5 W8.9 T5.7 ML52.6 9717
千歳 L16.4 W17.3 H6.5 9720

L55.3 W23.1 H35.6 9721
旭川近文 L42.5 W18.5 H25.0 9722
旭川近文 L114.0 W16.0 H56.0 9726
千歳 L112.5 φ1.6 9727

L42.3 W42.3 H21.5 9728
北海道 L39.0 W25.3 H19.5 9729

鏃L6.8 W2.7  T0.8   中柄L  -   φ -  柄L -   φ -  ML52.6 9735
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(12.5)φ0.9 柄L36.4 φ1.3 ML(48.8) 9736
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(13.8)φ1.1 柄L34.9 φ0.9 ML(48.7) 9737

胆振 鵡川汐見(チン) 鏃L -  W  -  T  -   中柄L16.3  φ1.1 柄L30.6 φ0.7 ML(42.5) 9738
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(15.5)φ1.3 柄L33.0 φ0.9 ML(48.5) 9739
鏃L -  W  -  T  -   中柄L   -    φ1.6 柄L50.2 φ0.8 ML50.2 9741
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9742 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄と柄一木作り
9743 花矢 ceremonial arrow 鏑と矢柄は境目のない一木作り
9746 矢 arrow 鉄鏃+柄 木綿糸で結ぶ 展示用
9747 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 削りかけ
9748 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
9749 花矢 ceremonial arrow 柄+鏑 赤布付

9750 花矢 ceremonial arrow 柄+鏑+矢羽
9751 花矢 ceremonial arrow 柄+鏑+矢羽
9752 花矢 ceremonial arrow 柄+鏑 桜皮巻
9753 花矢 ceremonial arrow 柄+鏑 桜皮巻
9754 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 樹皮巻き 文様
9756 矢 arrow 中柄(木製)＋柄＋矢羽
9759 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(木綿)
9760 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(木綿･イラクサ) 1937

9761 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨)彫刻文様 紐(木綿) 1937

9762 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(木綿・ツルウメモドキ) 1937

9763 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮・銅+獣骨) 紐(木綿・ツルウメモドキ) 1937

9764 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+木) 紐(木綿・イラクサ) 1936

9765 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ) 針金補強 1937

9766 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨)彫刻文様 紐(ツルウメモドキ) 1937

9767 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(ツルウメモドキ) 1937

9768 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+鹿角)彫刻文様 紐(イラクサ) 1937

9769 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄・銅+獣骨)彫刻文様 紐(イラクサ) 1937

9770 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+木) 紐(イラクサ) 1937

9771 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角) 紐(イラクサ) 紐は本来のものか 1937

9772 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9773 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(木綿・ツルウメモドキ) 刻文あり 1937

9774 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9775 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9776 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ) 針金補強 1937

9777 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(木綿・イラクサ) 1937

9778 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角) 紐(イラクサ) 1937

9779 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9780 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(ツルウメモドキ) 1937

9781 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+木) 紐(ツルウメモドキ) 1937

9782 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9783 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+木) 紐(木綿・イラクサ) 1937

9784 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+木) 紐(ツルウメモドキ) 1937

9785 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+木) 紐(木綿) 1937

9786 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+鹿角) 紐(木綿) 1937

9787 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(シナ) 1937

9788 銛 harpoon 回転式 鏃(銅か+鹿角) 1937

9789 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角) 紐(ツルウメモドキ) 1937

9790 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+鹿角) 紐(イラクサ)
9791 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(木綿)
9792 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(木綿)
9793 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ)
9794 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(イラクサ)
9795 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(イラクサ)
9796 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨)刻線 紐(イラクサ・木綿か)
9797 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(木綿)
9798 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角) 紐(イラクサ) 1937

9799 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+鹿角)彫刻文様 紐(イラクサ) 1937

9800 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨か)刻み 紐(イラクサ) 1937

9801 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+鹿角)刻み 紐(イラクサ)
9802 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+鹿角) 紐(イラクサ)
9803 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+鹿角/獣骨か) 紐(イラクサ)
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
鏃L -  W  -  T  -   中柄L19.6  φ1.4 柄L53.9 φ0.9 ML53.9 9742

厚岸 荒谷 鏃L2.8  φ0.3 鏑L -    φ1.8 柄L32.0 φ0.9 ML35.0 9743
鏃L20.1W1.4 T0.4 中柄L  -     φ -  柄L55.8 φ1.0 ML66.8 9746

余市 違星 鏃L3.0  φ0.3 鏑L(7.3)  φ1.3 柄L35.7 φ0.8 ML47.1 9747
室蘭元室蘭　坂下連吉 鏃L1.3  φ0.7 鏑L(13.3)φ1.6 柄L35.7 φ0.8 ML50.3 9748
長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L(0.1)φ0.4 鏑L(7.7)  φ1.9 柄L44.0  φ0.9 ML51.8 9749

白老 森竹エカシ 鏃L1.1  φ0.4 鏑L 13.2 φ2.0 柄L35.0  φ0.9 ML49.3 9750
千歳烏柵舞 小山田菊次郎 鏃L(0.5)φ  -  鏑L11.3  φ1.6 柄L39.5  φ1.0 ML51.4 9751
旭川近文 太田トリワ 鏃L(0.5)φ0.7 鏑L17.5  φ1.7 柄L31.3 φ1.0  ML48.6 9752
弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 鏃L2.3  φ0.5 鏑L(9.8)  φ1.6 柄L35.0 φ0.8 ML47.0 9753
浦河姉茶 浦川太助 鏃L1.0  φ0.2 鏑L(5.9)  φ1.2 柄L40.6 φ0.7 ML47.5 9754
弟子屈屈斜路 鏃L -  W  -  T  -   中柄L11.1  φ1.7 柄L34.5 φ0.9 ML(45.5) 9756
長万部 L 8.7 W3.0 T1.3 ML30.0 9759
登別幌別 L10.0 W4.1 T2.0 ML41.3 9760
室蘭 L 9.8 W4.0 T1.9 ML34.5 9761
白老社台 L10.3 W4.7 T2.2 ML35.3 9762
白老社台 L 9.5 W4.5 T2.7 ML31.0 9763
室蘭 L11.2 W4.5 T2.1 ML34.2 9764
白老敷生 L10.8 W4.7 T1.7 ML34.5 9765
白老社台 L10.2 W4.4 T1.8 ML34.8 9766
白老社台 L 9.7 W4.0 T1.5 ML33.3 9767
白老敷生 L11.0 W5.0 T2.4 ML33.2 9768
白老社台 L10.6 W4.1 T1.7 ML40.0 9769
白老 L 8.8 W4.4 T1.8 ML30.5 9770
白老社台 L10.0 W4.2 T1.8 9771
静内 L11.5 W3.3 T1.7 ML38.0 9772
白老敷生 L10.7 W3.5 T1.5 ML34.5 9773
白老 L11.2 W4.0 T2.0 ML40.3 9774
白老敷生 L11.4 W4.3 T1.7 ML34.2 9775
白老敷生 L10.5 W4.3 T2.3 ML51.6 9776
白老敷生 L10.9 W4.7 T2.2 ML34.0 9777
白老敷生 L11.0 W4.4 T2.2 ML32.0 9778
登別幌別 L11.9 W5.0 T2.5 ML(29.3) 9779
白老社台 L 9.0 W4.5 T2.0 ML28.5 9780
白老敷生 L 9.7 W4.3 T1.8 ML23.5 9781
白老敷生 L11.2 W4.9 T1.7 ML23.2 9782
白老社台 L11.5 W4.7 T2.4 ML29.6 9783
白老敷生 L11.4 W4.5 T2.3 ML34.0 9784
長万部 L 8.6 W3.0 T1.2 ML31.0 9785
虻田 妻木宇三郎 L 8.2 W2.2 T1.4 ML39.0 9786
虻田 妻木宇三郎 L 6.5 W2.7 T1.0 ML34.0 9787
白老敷生 L10.5 W4.3 T1.6 9788
登別幌別 L11.2 W5.0 T2.2 ML15.0 9789
白糠 L 8.8 W2.5 T1.5 ML(23.0) 9790
白糠 L 9.8 W3.2 T1.4 ML24.6 9791
白糠 L 9.0 W2.8 T1.4 ML21.4 9792
白糠 L 7.5 W2.4 T1.2 ML36.0 9793
白糠 L 8.5 W2.6 T1.2 ML21.5 9794
白糠 L 8.5 W2.4 T1.3 ML23.0 9795
静内 L 8.0 W2.3 T1.4 ML22.0 9796
白糠 L 9.8 W2.8 T1.2 ML20.0 9797
白老敷生 L11.0 W4.6 T1.9 ML30.0 9798
白老敷生 L10.9 W4.4 T2.2 ML31.4 9799
白老敷生 L10.8 W5.1 T2.7 ML28.6 9800

L 6.9 W2.8 T1.4 ML36.5 9801
L 7.2 W2.5 T1.6 ML33.0 9802
L10.7 W3.5 T1.9 ML44.0 9803
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9804 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+鹿角) 紐(イラクサ) 欠損あり
9805 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+鹿角)刻文 紐(ツルウメモドキ・木綿) 1937

9806 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+鹿角)刻文 紐(ツルウメモドキ) 1937

9807 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角) 紐(イラクサ)
9808 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(ツルウメモドキ) 1937

9809 銛 harpoon 回転式 鏃(?+鹿角) 紐(ツルウメモドキ) 1937

9810 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9814 銛 harpoon 鏃(鉄) 紐(獣皮) 1937

9815 銛 harpoon 鏃(鉄) 紐(獣皮) 基部袋状
9816 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮) 紐(イラクサ)

 *宮本氏が鍛冶屋に依頼し作製したもの

1938

9817 銛　模型 harpoon(model) 柄の先端に竹鏃と綿糸を結び付ける
9818 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(木綿)
9819 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(木綿)
9820 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨か) 紐(木綿)木製紐止め具付 1937

9821 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(木綿) 1937

9822 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9823 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮・鉄+鹿角)トリカブト残存 紐(木綿・イラクサ) 1937

9824 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+木) 紐(木綿・ツルウメモドキ) 1937

9825 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9826 銛 harpoon 銛模型 回転式 鏃(鉄+木) 紐(ツルウメモドキ)
9827 銛 harpoon 回転式 鏃(欠) 紐(イラクサ)
9828 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9829 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9830 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+鹿角か) 紐(木綿・ツルウメモドキ) 1937

9831 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9832 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+木か) 紐(イラクサ)
9833 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角?) 紐(イラクサ)
9834 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角) 紐(木綿・イラクサ) 1937

9835 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(ツルウメモドキ)
9836 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ)
9837 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(ツルウメモドキ)
9838 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨) 紐(ツルウメモドキ)
9839 銛 harpoon 回転式 鏃(銅+鹿角) 紐(イラクサ) 1937

9840 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(イラクサ) 1937

9841 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+木か) 紐(イラクサ) 1937

9842 クマ用土産 souvenir for bear レプリカ 団子(木製)、マス(剥製)、イナウを茣蓙で包み荷縄で
縛る

9843 刀帯 sword holder シナ・イラクサ/木綿・シナ 刺繍入り切抜き文様房付
9846 壷 lacquered vase 漆(外黒内朱) ｢沢潟｣紋 唐草文
9847 柄杓 lacquered ladle 漆(朱) 螺鈿
9848 銚子 lacquered pitcher 漆(外黒内朱) 注口2か所
9849 湯桶 lacquered pitcher 漆(朱) 唐草文様 退色
9850 鉢 lacquered pot 漆(外黒内朱) 唐草文様 蓋針金補修 変形大
9851 片口 lacquered pitcher 漆(朱 口縁部と高台は黒) 無文
9852 耳盥 lacquered pot 漆(黒) 外に松竹鶴亀 内に流水、沢潟に花文
9853 鉢 lacquered pot 漆(外黒内朱) 身は無文 蓋に｢輪宝｣紋
9854 耳盥 lacquered pot 漆(黒)｢五三桐｣紋 唐草漆絵
9855 鉢 lacquered pot 漆(黒) 5本の沈線 ひび大
9856 鉢 lacquered pot 漆(外黒内朱) 鯉、松葉文 蓋付
9857 行器 lacquered container 黒漆 河骨水文様 脚付
9858 行器 lacquered container 漆(黒) ｢牡丹｣紋 唐草文 脚付
9859 唐櫃 lacquered box 漆(黒) ｢竜胆車｣紋
9860 樽 lacquered container 漆(黒) 蓋に｢三巴｣紋 墨書｢淵瀬｣(底)
9861 樽 lacquered container 漆(黒) 身に牡丹文様 蓋に｢三巴｣紋
9862 樽 lacquered container 漆(黒) 曲物 牡丹、松葉唐草文 蓋に｢三巴｣紋
9863 樽 lacquered container 漆(黒) 曲物 桜、唐草文 蓋に｢三巴｣紋
9864 編袋 basket ガマ・イラクサ
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
静内地方 L9.3 W(2.3)T1.4 ML38.0 9804
登別幌別 L11.8 W5.6 T2.6 ML28.8 9805
登別幌別 L10.5 W5.0 T2.2 ML34.3 9806

L 9.8 W2.9 T1.5 ML39.5 9807
白老敷生 L 7.1 W3.4 T1.6 ML49.5 9808
白老敷生 L 7.4 W2.5 T1.5 ML47.5 9809
静内 L 8.6 W2.7 T1.5 ML39.7 9810
サハリン 河野広道 L25.0 W3.0 T3.4 ML47.5 9814
サハリン L19.3 W2.4 T2.3 9815
白老敷生 名取武光 L 7.5 W3.5 T1.0 ML43.0 紐L38.5 9816

L 4.8 W1.4 T0.5 ML23.8 9817
サハリン L 9.5 W3.4 T1.3 ML31.0 紐L25.5 鏃L5.5 9818
長万部 L 8.2 W1.9 T1.5 ML23.0 紐L18.9 鏃L3.8 9819
豊頃十弗 L11.0 W3.0 T1.5 ML21.0 9820
網走藻琴 L10.5 W3.2 T1.3 ML39.0 9821
登別幌別 L10.6 W4.4 T1.6 ML27.5 9822
室蘭 L10.1 W4.2 T2.0 ML28.0 9823
白老敷生 L10.3 W4.3 T1.5 ML28.5 9824
白老 L10.0 W4.3 T2.2 ML30.3 9825
サハリン L 6.0 W1.4 T0.7 ML38.5 9826

L 6.7 W2.5 T1.5 ML25.0 9827
登別幌別 L 7.6 W2.6 T2.5 ML17.5 9828
室蘭 L 7.8 W2.9 T1.5 ML25.0 9829
白老敷生 L 8.7 W3.3 T2.0 ML25.8 9830
室蘭 L 7.4 W2.5 T1.3 ML22.5 9831
静内 L 8.0 W3.5 T1.4 ML22.0 9832
静内 L 8.2 W2.9 T1.2 ML26.0 9833
白老敷生 L 8.9 W3.5 T1.7 ML26.8 9834

L 6.1 W3.5 T1.2 ML32.5 9835
静内春立 L 6.1 W2.7 T1.5 ML24.5 9836
静内春立 L 7.3 W2.7 T1.2 ML25.3 9837

L 7.5 W3.3 T1.4 ML25.5 9838
室蘭 L 7.9 W4.0 T1.3 ML27.0 9839
白老敷生 L 8.5 W3.4 T2.1 ML31.5 9840
登別幌別 L 8.9 W4.0 T1.6 ML25.5 9841

L62.0 W14.0 T20.2 茣蓙L53.5 イナウL55.0 / L56.5 9842

L158.0 W48.5 T0.4 9843
身φ25.2H19.0 蓋φ19.3 H7.8 MH25.0 9846

北海道 L58.5 W23.0 H12.0 9847
北海道 L45.5 W30.5 H9.0 9848

身φ13.9 H14.0 蓋φ14.9 H2.5 MW24.3 MH15.2 9849
身φ24.0 H15.8 蓋φ24.6 H3.0 MH18.2 9850
鉢φ23.2 H15.2 高台φ14.6 H4.7 T0.6 ML29.0 MH16.0 9851

北海道 φ28.5 H17.0 MW37.5 9852
身φ33.5 H16.5 蓋φ33.6 H8.0 MH23.5 9853
φ37.2 H23.0 MW40.5 9854
身φ21.6 H 6.2 蓋φ22.0 H3.3 MH8.9 9855

北海道 身φ45.3(MAX)H25.6 蓋φ45.4 H11.2 MH45.4 9856
身φ16.5 H18.8 蓋φ18.6 H 5.1 MH22.4 MW24.0 9857

北海道 身φ36.0 H27.3 蓋φ40.1 H13.4 MH48.6 MW49.0 9858
北海道 身L65.8 W50.5 H30.3 蓋L68.5 W54.0 H8.0 ML76.0 MW60.6 MH43.8 9859
北海道 身φ48.6 H49.0 蓋φ55.5 H 9.7 MH50.0 9860

身φ39.9 H37.6 蓋φ43.8 H 6.3 MH38.6 9861
身φ48.7 H50.3 蓋φ53.5 H12.4 MH47.0 9862
身φ43.7 H32.7 蓋φ48.0 H11.2 MH41.8 9863

日高 L44.0 W40.0 T6.5 9864

- 20 -



資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9865 小物入 basket テンキ製 茣蓙状(21列)に編み、横を三編みにして併せる 1879

9866 枕 pillow ガマを芯にして、イグサを巻く 1884

9867 小物入 basket ガマ、葦を靱皮(シナ)糸で編む ラベルに｢草製塩入｣とある
9868 小物入 basket 文様にクジラ鬚?を編み込む 1880

9869 テンキ plant (sample) 標本 7-8本づつを束にする 1879

9870 サルナシ plant (sample) 標本 蔓の一部
9871 サルナシ plant (sample) 標本 樹皮の一部(繊維)
9872 エゾヤマハギ plant (sample) 標本 幹の一部
9873 エゾヤマハギ plant (sample) 標本 樹皮の一部
9874 エゾヤマハギ plant (sample) 標本 靭皮を撚った糸
9875 ヤマブドウ plant (sample) 標本 蔓の一部
9876 ヤマブドウ plant (sample) 標本 樹皮の一部
9877 ヤマブドウ plant (sample) 標本 靭皮を撚った縄
9878 ヤマブドウ plant (sample) 標本 靭皮を撚った縄
9879 オヒョウ plant (sample) 標本 幹の一部
9880 オヒョウ plant (sample) 標本 剥離した内皮
9881 靭皮(オヒョウ)糸 bark thread(sample) 標本 靭皮を撚った糸
9882 靭皮(オヒョウ)糸 bark thread(sample) 標本 靭皮を撚った糸
9883 シナノキ plant (sample) 標本 幹の一部
9884 シナノキ plant (sample) 標本 樹皮の一部
9885 糸玉 thread 標本 靭皮(シナ糸)
9886 シナ縄 rope 標本 靭皮を撚った縄
9887 シナ縄 rope 標本 靭皮を撚った縄
9888 編袋 basket ガマと靱皮(シナ)糸をイラクサの糸で編む 296本27段
9936 茣蓙 mat 文様 ガマ / シナ / シナ(Z) 27列
9937 茣蓙 mat 文様 スゲ / シナ / シナ(Z) 25列
9938 茣蓙 mat 無地 ガマ /(シナ)/ シナ(Z) 49列 補修
9939 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / イラクサ(Z) 27列
9940 茣蓙 mat 文様 フトイ / オヒョウ / シナ(Z) 29列
9941 茣蓙 mat 無地 ガマ / - / シナ(Z) 31列
9942 茣蓙 mat 文様 ガマ / オヒョウ / シナ(Z) 23列
9943 茣蓙 mat 無地 スゲ / - / スゲ(S) 43列 アイヌか
9944 茣蓙 mat 無地 ガマ / - / シナ(Z) 25列
9945 茣蓙 mat 文様 ガマ / オヒョウ / シナ(Z) 29列
9946 茣蓙 mat 無地 スゲ / - / イラクサ(Z) 33列 劣化
9947 茣蓙 mat 無地 スゲ /(オヒョウ)/ イラクサ(Z) 41列
9948 茣蓙 mat 無地 スゲ /(オヒョウ)/ イラクサ 25列 中央交差3列
9949 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / イラクサ 26列 中央交差2列
9950 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / イラクサ(Z) 45列
9951 茣蓙 mat 無地 スゲ / - / シナ(Z) 35列
9952 茣蓙 mat 文様 ガマ / オヒョウ / 木綿 29列
9953 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / イラクサ(Z) 27列
9954 茣蓙 mat 文様 ガマ / シナ / シナ(Z) 23列
9955 茣蓙 mat 文様 スゲ / ガマ / オヒョウ・シナ(Z) 23列 1958

9956 茣蓙 mat 無地 ガマ / - / シナ(Z) 25列
9957 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / シナ(Z) 17列
9958 茣蓙 mat 文様 ガマ / オヒョウ / オヒョウ 20列 中央交差2列
9959 茣蓙 mat 文様 ガマ / オヒョウ / 木綿 19列
9960 茣蓙 mat 文様 ガマ / オヒョウ /シナ(Z) 23列 莚状
9961 茣蓙 mat 無地 ガマ / - / ガマ(S) 43列
9962 茣蓙 mat 文様 ガマ / シナ / イラクサ(Z) 41列
9963 茣蓙 mat 無地 ガマ / - / シナ(Z) 31列
9964 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / イラクサ(Z) 19列
9965 茣蓙 mat 無地 ガマ / - /シナ(Z) 19列
9966 茣蓙 mat 無地 ガマ /(シナ)/ シナ(Z) 25列
9967 茣蓙 mat 無地 ガマ /(オヒョウ)/ シナ(Z) 25列
9968 茣蓙 mat 文様 スゲか/ オヒョウ / イラクサ(Z) 27列
9969 茣蓙 mat 文様 ガマ/ 木綿 / イラクサ(Z) 21列
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
択捉島 L32.0 W25.0 T9.0 9865
千歳 L30.0 φ10.5 9866
沙流 φ12.0 H9.8 9867
択捉島 L19.5 W14.0 H15.0 9868
択捉島 L63.0 W40.5 T1.6 9869

L30.5 φ3.2 9870
L35.0 W5.0 9871
L26.3 φ1.6 9872
L30.0 W9.0 9873
φ6.5 T4.8 9874
L31.7 φ1.7 9875
φ11.1 W2.0 9876
L27.0 φ1.5 9877
L25.8 φ0.6 9878
L29.4 W4.6 T1.5 9879
L29.5 W4.2 T1.5 9880
L21.5 9881
L10.8 W6.4 9882
L31.6 W4.2 T1.4 9883
L33.0 W5.0 T5.0 9884
φ6.0 9885
L28.0 φ1.7 9886
L27.4 W6.0 9887

日高 L55.0 W51.0 T15.0 9888
L365.0 W107.0 T0.5 9936
L309.0 W109.0 T0.4 9937
L343.0 W127.0 T0.3 9938
L306.0 W90.5 T0.4 9939
L309.0 W103.0 T0.3 9940
L362.0 W111.0 T0.4 9941
L148.0 W64.5 T0.4 9942
L166.0 W89.0 T0.4 9943
L174.5 W88.0 T0.5 9944
L307.0 W112.0 9945
L184.0 W113.5 T0.3 9946
L275.0 W118.0 T0.4 9947
L382.5 W115.5 T0.5 9948
L393.0 W340.0 T0.5 9949
L551.0 W166.5 T0.6 9950
L354.0 W107.5 T0.6 9951

旭川近文 三浦トク L353.0 W100.5 T0.6 9952
L106.0 W66.0 9953
L128.5 W75.0 T0.6 9954

新冠 L118.0 W64.5 9955
L235.0 W86.0 T0.4 9956
L128.0 W68.0 T0.4 9957
L76.5 W56.0 T0.5 9958
L260.0 W98.5 T0.4 9959
L178.5 W72.5 T0.5 9960
L172.0 W90.0 T0.6 9961
L307.5 W106.5 T0.4 9962
L353.0 W108.5 T0.7 9963
L62.5 W50.5 T0.3 9964
L168.5 W80.5 T0.4 9965
L254.5 W88.0 T0.5 9966
L422.0 W116.0 T0.4 9967
L142.5 W79.5 T0.5 9968
L129.0 W57.5 T0.6 9969
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
9970 茣蓙 mat 無地 ガマ/(木綿)/ シナ(Z) 27列 1958

9971 茣蓙 mat 無地 スゲ / - / イラクサ(Z) 25列 劣化 1958

9972 茣蓙 mat 文様 ガマ / シナ / オヒョウ・シナ(Z) 29列
9973 茣蓙 mat 文様 ガマ / 木綿 / イラクサ(Z) 23列 1958

9974 茣蓙 mat 無地 スゲ / - / イラクサ(Z) 25列 劣化
9975 茣蓙 mat 文様 ガマ・オヒョウ / シナ・イラクサ / シナ(Z) 23列
9976 茣蓙 mat 文様 ガマ / シナ / シナ(Z) 23列
9977 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / 木綿 17列
9978 茣蓙 mat 無地 スゲ / - スゲ(S) 41列
9979 茣蓙 mat 無地 ガマ / - / シナ(Z) 27列
9980 莚 mat 無地 ワラ / - / ワラ 35列 畳表と貼り合わせる
9981 茣蓙 mat 文様 スゲ / オヒョウ / シナ(Ｚ) 27列
9992 刀 sword 鞘+柄+木製刀身 栗型、飾金具付 1934

9993 盆 tray 彫刻文様
9994 片口 lacquered pitcher 漆(外朱内赤、高台内黒) 無文 全体剥離
9995 杯 lacquered cup 漆(外茶内朱) ｢鷹羽｣｢釘抜｣紋 葡萄唐草文様
9996 杯

天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内朱)葵紋 蛸唐草文様
漆(外黒内朱)葵紋 蛸唐草文様 翼・高台に欠け有り

9997 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢笹竜胆｣紋 唐草文様 刻印あり
9998 行器 lacquered container 漆(黒) ｢丸に橘｣ 脚付 蓋欠
9999 杯

天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内朱) 鉄線唐草文様 刻印あり
漆(外黒内朱) 鉄線唐草文様 刻印あり

1958

10000 天目台 cup stand 漆(黒)牡丹紋 唐草文 1958

10001 杯
天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(朱)丸に橘紋 工字繋文様
漆(朱)丸に橘紋 工字繋文様 刻印

1958

10002 杯
天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文
漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文 刻印・桜皮補修有り

1958

10003 杯
天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文
漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文

1958

10004 天目台 cup stand 漆(黒) ｢笹｣紋 唐草文 刻印あり 1958

10005 天目台 cup stand 漆(黒) ｢橘｣紋 唐草文 刻印あり 1958

10006 杯
天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外褐色内朱) ｢三巴｣紋
漆(外褐色内朱) ｢三巴｣紋

1958

10007 杯
天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(朱) ｢笹竜胆｣紋 唐草文
漆(外朱内黒) ｢笹竜胆｣紋 唐草文 剥離

1958

10008 天目台 cup stand 漆(黒) 萩 刻印
10009 杯

天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内赤) 桜・唐草文の上に筆でストライプを描く
漆(外黒・朱内褐色) 杯受と翼を桜皮で結ぶ

1958

10010 杯
天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内赤)
漆(黒)笹根唐草文

1958

10011 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢笹竜胆｣ 鯉に唐草文 刻印 1958

10012 樽 lacquered container 漆(黒) 曲物 牡丹唐草漆絵 蓋に｢三巴｣紋
10013 行器 lacquered container 漆(黒) 鉄線唐草 脚付 削りかけ付 1884

10014 行器 lacquered container 漆(黒) 台付八角 藤に鶴丸文様
10015 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文
10016 天目台 cup stand 漆(朱)
10017 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 帆掛け船 刻印あり 漆皿と蓋を再利用して作る
10018 天目台 cup stand 漆(外黒内朱) 松梅文様 刻印あり
10019 天目台 cup stand 漆(黒) 松梅文様
10020 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢三巴｣｢笹竜胆｣紋 1958

10021 杯 lacquered cup 漆(赤褐色) 雲文 刻印あり
10022 杯 lacquered cup 漆(朱) 補修あり
10023 杯 lacquered cup 漆(黒) ｢下り藤｣紋 刻印 大きく歪む
10024 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢杏葉牡丹｣紋 萩文 刻印あり 口縁補修
10025 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢五七桐｣紋 刻印多数 口縁補修
10026 杯 lacquered cup 漆(朱) 刻印
10027 杯 lacquered cup 漆(黒) 刻印あり 口縁、高台破損
10028 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢桐｣紋
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
新冠 渕瀬徳一 L360.5 W100.0 T0.6 9970
新冠 渕瀬徳一 L313.0 W93.0 T0.2 9971

L373.5 W114.0 T0.4 9972
新冠 茂山タマ L113.5 W61.5 9973

L401.0 W123.0 T0.5 9974
L159.0 W78.0 T0.5 9975
L92.0 W64.5 T0.4 9976
L83.0 W49.0 T0.4 9977
L175.0 W91.0 T0.6 9978
L250.5 W93.0 T0.5 9979
L181.0 W86.5 9980
L477.0 W106.0 T0.7 9981
ML55.0 W4.1 T3.0 9992

平取 横田良輔 φ25.9 H2.8 9993
平取 横田良輔 φ18.5 H13.4 高台φ11.0 H3.6 T0.7 ML24.4 MH14.1 9994
平取 横田良輔 φ13.7 H10.2 高台φ6.3 H1.7 T0.3 9995
平取 横田良輔 杯φ12.5 H7.0 高台φ5.6 H1.3 T0.3

台φ14.7H10.0 高台φ8.7 H5.0
9996

平取 横田良輔 φ12.4 H7.8 高台φ6.45 H1.2 T0.25 9997
平取 横田良輔 身W 25.0 H27.7 MH27.7 MW34.2 9998
平取 横田良輔 杯φ12.0 H 5.7 高台φ6.1 H1.0 T0.3

台φ15.6 H10.5 高台φ8.7
9999

新冠 渕瀬徳一 φ 14.8 H9.5 高台φ8.7 10000
新冠 渕瀬徳一 杯φ13.0 H6.6 高台φ6.6 H0.8 T0.3

台φ16.8 H9.0 高台φ9.2
10001

新冠 渕瀬徳一 杯φ12.3 H7.0 高台φ6.2 H1.2 T0.25
台φ16.3 H9.7 高台φ8.9

10002

新冠 渕瀬徳一 杯φ12.4 H6.8 高台φ5.4 H1.3 T0.2
台φ15.0H10.8 高台φ8.6

10003

新冠 渕瀬徳一 φ15.1 H8.6  高台φ9.3 H4.0 10004
新冠 渕瀬徳一 φ14.8 H9.0  高台φ9.0 H4.0 10005
新冠 渕瀬徳一 杯φ12.5 H7.1　高台φ6.1 H1.1 T0.3

台φ15.1 H10.0 高台φ9.3
10006

新冠 渕瀬徳一 杯φ12.5 H7.0 高台φ6.5 H1.3 D1.2
台φ14.0 H11.0 高台φ8.6

10007

φ16.3 H9.5  高台φ8.8 10008
新冠 渕瀬徳一 杯φ11.1 H6.2 高台φ5.6 H0.9 T0.3

台φ12.9 H9.1 高台φ8.8
10009

新冠 渕瀬徳一 杯φ12.5 H6.5 高台φ6.2 H1.4 T0.3
台φ14.8 H8.6 高台φ9.0

10010

新冠 渕瀬徳一 φ12.7 H 6.7  高台φ6.1 H1.2 T0.2 10011
身φ48.5 H49.0 蓋φ55.8 H8.0 MH50.0 10012

札幌 身φ32.7 H32.5 蓋φ34.8 H 8.8 MH38.5 MW42.0 10013
福元富太郎(委託) 身W 22.4 H18.8 蓋W 21.4 H6.0 台W23.4 H7.0 MH26.3 10014

φ15.0 H10.4 高台φ9.1 H6.2 10015
φ14.8 H 6.9 高台φ 7.2 H2.8 10016
φ15.1 H 5.5 高台φ 9.9 H0.4 10017
φ17.8 H10.0 高台φ 8.2 H6.0 10018
φ24.0 H14.9 高台φ12.9 H8.5 10019

新冠 渕瀬徳一 φ13.0 H 6.9 高台φ6.9 H1.1 T0.2 10020
φ13.6 H 5.8 高台φ5.9 H1.0 T0.5 10021
φ14.4 H 8.5 高台φ7.4 H2.6 T0.35 10022
φ13.4 H 9.4 高台φ7.2 H2.7 T0.35 10023
φ14.1 H 8.2 高台φ6.8 H1.8 T0.4 10024
φ13.7 H 9.7 高台φ7.4 H2.8 T0.3 10025
φ14.1 H 6.9 高台φ7.6 H1.8 T0.7 10026
φ14.7 H 6.0 高台φ7.6 H1.1 T0.3 10027
φ13.5 H 5.5 高台φ6.45H1.1 T0.4 10028
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10029 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 郭繋ぎ文 刻印
10030 杯 lacquered cup 漆(外黒内赤) ｢三巴｣紋 唐草文 刻印 1958

10031 杯 lacquered cup 漆(外黒内赤) ｢三巴｣紋 刻印 口縁破損
10032 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱)葵紋 刻印あり 口縁破損 10039と類似
10033 杯 lacquered cup 漆(朱) 刻印
10034 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢笹竜胆｣紋 唐草文 1958

10035 杯 lacquered cup 漆(外黒・赤内朱) 刻印
10036 杯 lacquered cup 漆(朱) 刻印 1958

10037 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢宝尽くし｣紋 1958

10038 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 口縁の外を朱で、高台を茶で塗る
10039 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢葵｣紋 ?文 刻印あり
10040 杯 lacquered cup 漆(朱) ｢五七桐｣｢菊｣紋 刻印 底裏に｢吉｣
10041 杯 lacquered cup 漆(外朱内黒) 高台内に｢六星｣紋 刻印
10042 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢井筒｣紋
10043 杯 lacquered cup 漆(朱) 刻印
10044 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 唐草文
10045 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢唐花｣｢三巴｣紋 蛸唐草文
10046 杯 lacquered cup 漆(朱) 補修(黒漆をかける) 1958

10047 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 菊に唐草文 イラクサ糸で接合補修
10048 柄杓 lacquered ladle 漆(外黒内朱) ｢葵｣｢三巴｣紋 蛸唐草文
10049 杯 lacquered cup 漆(黒) ｢三巴｣紋 蛸唐草文
10050 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 菊水文様 1958

10051 魚卵つぶし具 roe masher 先端円盤状の板に把手付の杵
10052 耳盥 lacquered pot 漆(外茶梨地内黒) ｢三巴｣｢鷹羽｣｢鉄線｣｢抱き柏｣紋 唐草文
10053 耳盥 lacquered pot 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文 高台、高台内に刻印
10054 耳盥 lacquered pot 漆(黒) ｢笹竜胆｣紋 唐草文 高台内に刻印
10055 湯桶 lacquered pitcher 漆(外黒内朱) 松葉文
10056 箱 box スライド式上蓋 墨書｢サル會所｣｢御用箱｣
10058 矢筒 quiver 狩猟用 桜皮を全体に巻く 二枚矧
10059 矢筒 ritual quiver 儀礼用 鰭まで一木で作る 彫刻文様
10060 矢筒 quiver 狩猟用 刳り抜き 桜皮を巻く 樺皮製蓋付 1878

10061 矢筒 ritual quiver 儀礼用 小型 一木板状 裏面刻印 1884

10062 矢筒 quiver 狩猟用 二枚矧 桜皮を巻く 蓋欠
10063 盆 tray 漆(朱) 台付丸盆
10064 折敷 lacquered tray 漆(朱) 隅丸折敷
10065 捧酒箸 libation stick クマ・膳・杯高彫 (パ 裏)
10066 捧酒箸 libation stick クマ・膳・杯等高彫 (パ 裏) 刻印
10067 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10068 捧酒箸 libation stick 栗形高彫 (パ 表)
10069 捧酒箸 libation stick 円盤状飾 (パ 裏)
10070 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) (パ 裏) 1958

10071 捧酒箸 libation stick 補修(靭皮か) 刻印
10072 捧酒箸 libation stick (パ)(貫通か)
10073 捧酒箸 libation stick

10074 捧酒箸 libation stick 後端反 (パ 裏)
10075 捧酒箸 libation stick 可動式飾 (パ 表)
10076 捧酒箸 libation stick (パ)(表 貫通)
10077 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10078 捧酒箸 libation stick 着色 クマ高彫 キケ巻 (パ 表)
10079 捧酒箸 libation stick 海獣か 高彫 刻印
10080 捧酒箸 libation stick (パ 表) 1890

10081 捧酒箸 libation stick 後端反 (パ 裏)
10082 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10083 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10084 捧酒箸 libation stick 竹 (パ 裏)
10085 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 1958

10086 捧酒箸 libation stick

10087 捧酒箸 libation stick 刻印2
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
φ11.9 H 8.1 高台φ5.0 H2.5 T0.3 10029

新冠 渕瀬徳一 φ11.3 H 7.4 高台φ6.8 H1.9 T0.25 10030
　 φ14.2 H 9.9 高台φ7.7 H3.0 T0.3 10031
　 φ13.8 H 9.7 高台φ7.5 H2.9 T0.4 10032
　 φ11.6 H 5.4 高台φ5.8 H0.8 T0.25 10033
新冠 渕瀬徳一 φ12.9 H 6.7 高台φ6.0 H1.25T0.3 10034
　 φ13.8 H 7.7 高台φ6.8 H2.0 T0.2 10035
新冠 渕瀬徳一 φ13.4 H 7.8 高台φ6.7 H2.1 T0.2 10036
新冠 渕瀬徳一 φ12.4 H 7.0 高台φ5.6 H1.3 T0.3 10037

φ14.0 H 8.2 高台φ6.6 H2.15T0.2 10038
φ13.2 H 6.2 高台φ7.1 H0.9 T0.3 10039
φ14.2 H 8.5 高台φ7.3 H2.6 T0.45 10040
φ15.0 H 7.4 高台φ7.7 H1.9 T0.5 10041
φ12.0 H 8.8 高台φ6.1 H2.8 T0.35 10042
φ13.6 H 8.4 高台φ6.9 H2.5 T0.4 10043
φ13.5 H 7.3 高台φ6.45H1.3 T0.4 10044
φ13.1 H 7.5 高台φ5.9 H1.5 T0.25 10045

新冠 渕瀬徳一 φ13.1 H 7.4 高台φ6.2 H1.7 T0.25 10046
　 φ14.1 H10.2 高台φ7.3 H2.7 H0.35 10047
　 L44.3 W9.7 H16.8 10048
　 φ13.0 H 7.5 高台φ5.8 H1.4 T0.3 10049
新冠 渕瀬徳一 φ12.6 H 6.1 高台φ6.3 H0.9 T0.3 10050

L23.5 φ8.0 10051
φ26.5 H14.7 高台φ16.7 H4.2 T0.6 MW34.1 10052
φ24.0 H16.3 高台φ15.2 H5.4 T0.7 MW32.2 10053
φ24.7 H16.5 高台φ15.0 H5.3 T0.7 MW33.1 10054
φ14.1 H14.1 蓋φ15.5 H2.9 ML24.8 MH15.3 10055
身L38.6 W14.7 H12.4 蓋L37.8 W14.7 H2.1 MH14.6 10056

白糠 L38.0 W7.8 T3.7 10058
石狩 L35.4 W7.8 T4.0 10059
千歳 L45.8 W11.0 T3.8 蓋L7.4 W6.8T4.1 ML50.2 10060
沙流 L25.8 W8.5 T2.1 10061

L46.7 W12.6T4.8 10062
φ44.5 H10.0 10063
L46.8 W45.8 H5.7 10064
L33.5 W3.4 T0.7 H1.4 10065
L34.4 W2.7 T0.3 H1.0 10066
L33.8 W3.8 T0.4 10067
L30.1 W2.6 T0.7 H1.4 10068
L33.0 W3.2 T0.5 H1.9 10069

新冠 渕瀬徳一 L32.5 W2.7 T0.7 10070
L34.8 W2.7 T0.4 10071
L34.7 W3.2 T0.7 10072

犬飼哲夫 L30.8 W3.1 T0.5 10073
L32.7 W2.9 T0.8 10074
L34.0 W3.0 T0.8 10075
L32.9 W3.0 T0.4 10076

名取武光 L30.8 W2.4 T0.4 10077
L28.0 W2.3 T0.8 H2.2 10078
L32.8 W2.7 T0.7 H1.4 10079

上川 岡部方幾 L33.7 W3.1 T0.3 10080
L32.2 W2.7 T0.5 10081
L31.5 W2.9 T0.8 10082
L35.1 W1.9 T0.7 10083
L30.0 W2.1 T0.3 10084

新冠 渕瀬徳一 L33.1 W2.6 T0.4 10085
L27.9 W3.0 T0.8 10086
L35.9 W3.2 T0.9 10087
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10088 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10089 捧酒箸 libation stick 鳥か 高彫 刻印(パ 裏)
10090 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10091 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印4
10092 捧酒箸 libation stick (イクパスイ) (パ 裏) 1958

10093 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印
10094 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) (パ 裏) 刻印2
10095 捧酒箸 libation stick (イクパスイ) 刻印1 (パ 裏) 1958

10096 捧酒箸 libation stick

10097 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印2
10098 捧酒箸 libation stick 花高彫
10099 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
10100 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
10101 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
10102 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
10103 捧酒箸 libation stick 高彫 白木
10104 捧酒箸 libation stick

10105 捧酒箸 libation stick (パ 表)
10106 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印3
10107 捧酒箸 libation stick

10108 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10109 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10110 捧酒箸 libation stick 刻印3
10111 捧酒箸 libation stick 刻印(焼印)
10112 捧酒箸 libation stick 裏面文様
10113 捧酒箸 libation stick 蛸脚文様 1914

10114 捧酒箸 libation stick

10115 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1
10116 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10117 捧酒箸 libation stick

10118 捧酒箸 libation stick

10119 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
10120 捧酒箸 libation stick

10121 捧酒箸 libation stick

10122 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1か
10123 捧酒箸 libation stick (パ 表)
10124 捧酒箸 libation stick 竹 (パ 裏) 刻印1
10125 捧酒箸 libation stick 製作途中か
10126 捧酒箸 libation stick

10127 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10128 捧酒箸 libation stick (パ 裏か) 刻印3
10129 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1
10130 捧酒箸 libation stick 焼箸痕
10131 捧酒箸 libation stick 1958

10132 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) (パ 裏) 1958

10133 捧酒箸 libation stick 幾何学文様 刻印
10134 捧酒箸 libation stick 刻印1 (パ 裏)
10135 捧酒箸 libation stick 刻印3 (パ 裏)
10136 捧酒箸 libation stick 刻印1 (パ 裏)
10137 捧酒箸 libation stick 刻印1
10138 捧酒箸 libation stick 漆(赤) 刻印2 (パ 裏)
10139 捧酒箸 libation stick 刻印1
10140 捧酒箸 libation stick 漆(赤) 刻印1 (パ 裏) 漆剥離
10141 捧酒箸 libation stick

10142 捧酒箸 libation stick (パ 表)
10143 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10144 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) (パ 裏) 1958

10145 捧酒箸 libation stick 透彫 (パ 裏)
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L29.2 W2.2 T0.8 10088
L32.0 W2.4 T0.6 H1.4 10089
L32.8 W1.7 T0.4 10090

犬飼哲夫 L32.0 W2.3 T0.5 10091
新冠 渕瀬徳一 L32.2 W1.8 T0.5 10092

L34.5 W2.3 T0.3 10093
L34.5 W2.7 T0.6 10094

新冠 渕瀬徳一 犬飼哲夫 L32.0 W2.3 T0.5 10095
L32.2 W3.0 T0.7 10096
L31.3 W2.8 T0.6 10097
L34.0 W3.0 T0.7 H1.2 10098
L35.0 W2.5 T0.3 10099
L33.7 W2.9 T0.9 10100

犬飼哲夫 L30.0 W3.1 T0.6 10101
犬飼哲夫 L30.9 W2.5 T0.2 10102

L32.8 W2.3 T0.5 H0.8 10103
犬飼哲夫 L32.9 W2.6 T0.7 10104
犬飼哲夫 L32.3 W2.8 T0.5 10105

L33.8 W2.5 T0.6 10106
L33.0 W1.6 T0.5 10107
L34.0 W2.2 T0.5 10108
L31.5 W2.5 T0.5 10109
L33.6 W2.2 T0.3 10110
L31.7 W3.7 T0.7 10111

犬飼哲夫 L34.6 W3.6 T0.8 10112
沙流 L33.7 W2.7 T0.5 10113
〔音更〕中村要吉 L33.0 W2.4 T0.6 10114

L36.5 W2.4 T0.5 10115
L31.8 W3.5 T0.5 10116
L32.5 W1.9 T0.7 10117

犬飼哲夫 L34.3 W3.5 T0.3 10118
L31.0 W2.4 T0.8 10119
L35.5 W2.4 T0.3 10120
L30.5 W2.9 T0.5 10121
L32.6 W2.4 T0.6 10122
L32.7 W3.1 T0.3 10123
L30.5 W1.8 T0.2 10124

犬飼哲夫 L34.9 W3.1 T1.0 10125
L34.0 W2.5 T0.7 10126
L35.4 W2.9 T0.3 10127
L30.0 W2.7 T0.5 10128
L35.0 W2.5 T0.4 10129

犬飼哲夫 L33.0 W2.4 T0.6 10130
新冠 渕瀬徳一 L35.8 W2.8 T0.6 10131
新冠 渕瀬徳一 L33.6 W2.5 T0.6 10132

犬飼哲夫 L38.7 W3.3 T0.4 10133
L32.6 W2.6 T0.5 10134
L34.5 W2.3 T0.7 10135
L31.5 W2.2 T0.3 10136
L34.0 W2.2 T0.2 10137
L34.5 W1.9 T0.8 10138
L32.2 W2.6 T0.9 10139
L32.0 W2.4 T0.5 10140

犬飼哲夫 L34.5 W3.6 T0.8 10141
伊達有珠 名取武光 L31.0 W2.5 T0.6 10142

L38.9 W2.7 T0.6 10143
新冠 渕瀬徳一 L33.5 W2.8 T0.7 H0.9 10144

L32.4 W2.3 T0.3 10145
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10146 捧酒箸 libation stick

10147 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10148 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10149 捧酒箸 libation stick 刻印1 (パ 裏)
10150 捧酒箸 libation stick 刻印2 (パ 裏)
10151 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
10152 捧酒箸 libation stick

10153 捧酒箸 libation stick 刻印8か
10154 捧酒箸 libation stick 漆か 龍を彫る (No17770と類似) 先端破損
10155 捧酒箸 libation stick 刻印1
10156 捧酒箸 libation stick 刻印5か(パ 裏)
10157 捧酒箸 libation stick 刻印2か
10158 捧酒箸 libation stick 刻印1
10159 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 1914

10160 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10161 捧酒箸 libation stick ?高彫 (パ 裏)
10162 捧酒箸 libation stick 刻印1 (パ 裏)
10163 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10164 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10165 捧酒箸 libation stick

10166 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10167 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1
10168 捧酒箸 libation stick 漆(赤) 高彫 刻印1
10169 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印2
10170 捧酒箸 libation stick (パ 表)
10171 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10172 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 花高彫 1958

10173 捧酒箸 libation stick シャチ・舟高彫
10174 捧酒箸 libation stick 漆(赤) 栗形・反角高彫 刻印1
10175 捧酒箸 libation stick (パ 表)
10176 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1
10177 捧酒箸 libation stick 栗形・反角高彫 刻印1
10178 ヌサ Nusa 4本組 熊頭骨① イナウ3本②‐④ 棚付

10179 ヌサ Nusa １２本組 クマ頭骨2個付属
③鉛筆書｢廿三年四月豊平村ニ於テ土人熊祭略式ニ用ヒタルモ
ノ｣ ④タグ｢十五年 千歳産｣ ⑤ラベル｢kike-chinoye-inao｣ ⑥ラベ
ル｢アカグマ 齢３才 石狩村 平岸 鎌田 10/4/1909｣ ⑦ラベル｢十
五年 千歳産｣タグ｢タクサツコロエナウ｣ ⑧ラベル｢十五年 千歳
産｣｢エナウケマ｣⑨｢十五年十月 千歳産｣｢yuk sapa o ni｣ ⑪ラベ
ル｢十五年 千歳産｣ ⑫ラベル｢十五年 千歳産｣

1882

10180 ヌサ Nusa １２本組 棚付 No1～13記載あり
(No②,⑧欠 Noなし1点) No①に団子用の棒2本が付属する
⑥ラベル｢十五年 千歳産｣ 串ラベル｢Hepere pasaru｣か

1882

10181 ヌサ Nusa ８本組 棚付

10182 ヌサ Nusa １０本組
 ⑤熊頭骨(雄)付 ③⑥⑧笹付 ①②⑦⑩脚付
①②③⑦⑧⑨ラベル｢イオマンテ樺勘太郎｣⑤ラベル｢泥川樺勘
太郎送｣(裏)｢泥川｣⑩ラベル｢泥川樺勘太郎｣
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
犬飼哲夫 L34.2 W2.6 T0.7 10146

L35.4 W2.8 T0.5 10147
L31.6 W2.3 T0.4 10148
L36.8 W3.0 T0.8 10149
L32.9 W2.6 T0.5 10150
L32.8 W2.9 T0.6 10151

犬飼哲夫 L35.2 W2.5 T0.5 10152
L35.6 W2.8 T0.6 10153
L(29.4)W2.9T0.3 10154
L34.9 W3.0 T0.5 10155

千歳 L30.2 W2.7 T0.5 ※明治期収集 10156
L33.2 W1.9 T0.5 10157

標茶虹別 浅利 L28.5 W2.1 T0.5 10158
沙流 L23.8 W2.3 T0.5 10159

L33.0 W2.8 T1.0 10160
L33.1 W2.6 T0.5 H1.1 10161
L29.4 W2.4 T0.3 10162
L36.0 W2.5 T0.8 10163
L35.4 W2.6 T0.4 10164
L33.0 W3.0 T0.9 10165
L33.3 W2.8 T0.5 10166
L30.0 W2.5 T0.7 H1.9 10167
L34.5 W2.4 T0.6 H1.1 10168
L30.1 W2.0 T0.2 10169
L36.6 W2.7 T0.7 10170
L33.5 W2.8 T0.5 10171

新冠 渕瀬徳一 L32.0 W2.2 T0.7 H1.1 10172
L35.5 W3.3 T0.7 H2.0 10173
L31.6 W2.1 T0.5 H1.2 10174
L33.0 W2.5 T0.6 10175
L32.5 W3.3 T0.9 10176
L28.8 W3.0 T0.6 H(1.7) 10177

八雲遊楽部 椎久年蔵 ①L210.0 φ3.4 ②L86.0 φ2.2 ③L144.0 φ3.7 ④L77.0 φ2.0
棚H93.0 W86.0 φ4.0

10178

千歳 ①イナウL66.5 φ2.7 脚L144.0 φ2.2 ML184.0
②L152.0 φ3.7  ③イナウL68.0 φ3.0 脚L134.0 φ2.2 ML134.0
④イナウL58.0 φ2.1 脚L144.0 φ2.2 ML167.0
⑤イナウL74.0 φ3.0 脚L150.0 φ2.2 ML196.0
⑥イナウL67.5 φ2.2 脚L197.0 φ2.5 頭L27.0 W12.0 ML218.0
⑦L122.0 φ4.1 ⑧イナウL74.0 ML206.0
⑨イナウL72.0 /75.5 脚L185.0 φ3.2 頭L38.0 W17.0 ML222.0
⑩イナウL72.5 φ1.9 脚L135.0 φ2.0 ML186.7
⑪イナウL76.5 φ2.7 脚L156.0 φ3.2 ML20.35
⑫イナウL75.5 φ2.5 脚L145.0 φ2.6 ML199.0

骨のうち１点(三
才、♂)は
No.11422のヒグ
マ頭骨(五才、♀)
と産地・年月
日・採集者同
じ。

10179

千歳 ①L 90.0 φ2.5 ③L 85.5 φ2.7 ④L 96.5 φ1.9
⑤L112.0 φ2.0 ⑥L 87.0 φ3.6 ⑦L110.0 φ2.9
⑨L122.0  ⑩L 83.0 φ2.9 ⑪L123.0 φ2.8
⑫L 83.0 φ2.8 ⑬L122.0 φ2.9 L94.0  φ2.2  棚 W69.0 H96.0 串L44.0

10180

千歳 ①L122.0 φ2.7 ②L130.0 φ3.6 ③L 78.0 φ2.2
④L110.0 φ2.8 ⑤L121.0 φ2.2 ⑥L111.0 φ3.1
⑦L111.0 φ3.6 ⑧L 98.0 棚 脚H91.0φ3.0 / H101.0 φ3.4 W73.0

10181

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

①L120.0 φ2.8 ②L139.0 φ2.7 ③L120.0  ④L 70.0 φ2.8
⑤L190.0 φ3.7 ⑥L129.0 φ2.7 ⑦L134.0 φ2.9 ⑧L138.0 φ2.9
⑨L 85.0 φ2.9 ⑩L120.0 φ2.0

10182
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10183 ヌサ Nusa ９本組 ⑨刻印 エゾフクロウ頭骨付

①ラベル｢クンネップ送 樺勘太郎壱｣｢昭和拾弐年五月｣②ラベ
ル｢クンネップ送 樺勘太郎弐｣③ラベル｢クンネップ送 樺勘太
郎参｣⑥ラベル｢クンネップ送 樺勘太郎六｣⑦ラベル｢クンネッ
プ送 樺勘太郎七｣⑧ラベル｢クンネップ送 樺勘太郎八｣⑨ラベ
ル｢クンネップ送 樺勘太郎九｣

10184 ヌサ Nusa 18本組 ①⑬⑯－⑱脚付 ⑪⑫枝付

10185 ヌサ Nusa 7本組
①熊頭骨付　②③⑥⑦笹付

10186 ヌサ Nusa

10187 ヌサ Nusa

10188 ヌサ Nusa 13本組 熊頭骨(雄)付属

10189 ヌサ Nusa 6本 脚付①－③ タクサ付④⑤ イナウ、熊頭骨他付属⑥

10190 ヌサ Nusa 5本組 ②③二股 ⑤脚付

10191 ヌサ Nusa 16本組 ⑤⑩笹 ②③④⑥⑦⑨⑪～⑭脚付 ①⑮二股 ②③⑦⑪⑬
⑭⑥印を刻む ⑧欠

1952

10192 ヌサ Nusa 10本組 1952

10193 ヌサ Nusa イナウ、熊頭骨他付属
10194 イナウ inaw 上部の二股の先端を割る 1934

10195 イナウ inaw 4段 頂部割れ、削りかけを巻く 1934

10196 イナウ inaw 上部に笹を巻き止める
10197 イナウ inaw 上部の二股の先端を割り削りかけを挟む
10198 イナウ inaw 上部の二股、中断の枝の先端を割る
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

①L 119.5 φ3.1 ②L119.0 φ3.1 ③L114.2φ2.2
④イナウL61.5 φ1.8 ML145.0 φ2.1
⑤L 124.0 φ2.8 W15.5 T6.0
⑥イナウL67.5 φ2.2 ML151.0 φ2.5 W25.0 T12.0
⑦L120.0 φ2.7 ⑧L120.5 φ3.0 ⑨L133.5 φ2.7

10183

千歳 小山田 ①イナウL64.0 φ3.2 脚L114.0 φ5.4 ML162.0
②L 88.0 φ2.7 ③L 90.0 φ2.7  ④L 88.0 φ3.0  ⑤L117.5 φ5.9
⑥L123.0 φ5.7 ⑦L126.0 φ5.2  ⑧L119.0 φ5.1 ⑨L117.5 φ3.0
⑩L111.0 φ2.3 ⑪L117.0 φ2.4  ⑫L115.5 φ2.5
⑬イナウL27.0  脚L 89.0 φ2.3 ML109.0  ⑭L 90.0 φ2.6 ⑮L 88.0 φ2.5
⑯イナウL69.5 φ2.9 脚L137.5 φ3.4 ML174.0
⑰イナウL65.0 φ3.1 脚L133.5 φ3.3 ML170.0
⑱イナウL72.0 φ2.6 脚L129.0 φ2.8 ML172.0

①付属　パスイ
L39.0 W1.6

10184

白老 宮本伊之助 ① イナウL78.5 φ3.0 L76.0 φ3.4 脚L212.0 φ6.3 ML252.0
頭骨L37.0 W20.0
②イナウL60.0 φ2.3 脚L183.0 φ3.6 ML240.0
③イナウL53.0 φ2.7 脚L187.0 φ4.2 ML239.0
④イナウL81.0 φ2.3 脚L182.0 φ2.7 ML230.0
⑤イナウL84.0 φ2.8 脚L170.0 φ3.0 ML226.5
⑥イナウL70.0 φ2.4 脚L185.0 φ4.0 ML245.0
⑦イナウL59.5 φ2.5 脚L183.0 φ3.2 ML244.0

10185

サハリン大泊 千野辺与三
郎

①ML193.0φ2.6 ②ML159.0φ4.6 ③ML173.0φ2.7
④ML155.0φ4.2 ⑤ML149.0φ2.7 ⑥ML178.0φ3.3
⑦ML242.0φ3.6 ⑧ML163.0φ3.2 ⑨ML234.0φ5.4 頭骨L42.0 W23.0
⑩ML225.0φ4.0

10186

余市 違星梅太郎 ①ML140.5 W64.5 T30.0
②L68.1 W18.0T8.5 捧酒箸L32.6 W2.0 T1.0
③ML169.5M W12.0MT8.0 捧酒箸L26.0 W1.3 T0.5
④ML168.5M W28.0MT8.0 捧酒箸L27.1 W1.4 T0.6
⑤ML175.5M W26.0 MT13.0 捧酒箸L27.2 W1.6 T0.4
⑥L240.0 W30.0  ⑧L146.0 ⑨L169.0 φ1.5
⑩L172.5φ2.2  ⑪L177.0 φ2.6

10187

浜益浜増毛 山下三五郎 ①L135.0 W21.0 φ2.5 ②L163.0 W17.0 φ2.4 ③L155.0 W20.0 φ2.8
④L155.0 φ3.2 ⑤L145.0 ⑥L156.0 W16.0
⑦L150.0 W14.0 ⑧L129.0 ⑨L218.0 W25.0 φ2.2 ⑩L208.0 W25.0 φ2.0 ⑪
L145.0 φ2.6 ⑫L102.0
⑬L195.0 W32.0

10188

〔音更〕 中村要吉 ①イナウL49.3 φ2.4 ML158.9 W10.0  ②イナウL48.3 φ2.7 ML174.0
W10.0
③イナウL48.5 φ2.3 ML170.1 W10.0  ④タクサL56.0 ML164.5 W20.0
⑤タクサL55.0 ML163.5 W20.0
⑥イナウL60.5φ2.0 / L40.5 φ2.2 捧酒箸L23.4 φ0.9 / L23.4 φ0.9
股木L151.5 φ4.0 頭骨L27.0 W11.5 H13.0
MH161.0 W26.0 T20.0

10189

旭川近文 空知新次郎 ①L109.0 W8.5φ3.7 ②L133.0 W24.5 φ2.5 ③L144.0 W15.5 φ3.3
④L92.0 W2.7 φ2.7 ⑤L156.0

10190

旭川近文 門野ナンケアイ
ヌ

①L104.0 W14.5 φ3.0 ②L143.0 W12.0 φ2.5 ③L148.0 W9.0 φ2.2
④L155.0 W10.0 φ2.1 ⑤L135.0 W36.0 φ2.6 ⑥L156.0 W11.0 φ2.4
⑦L156.0 W11.0 φ2.5 ⑨L152.0 W11.0 φ2.9 ⑩L124.0 W21.0 φ2.1
⑪L154.0 W  9.0 φ2.5 ⑫L157.0 W11.0 φ2.8 ⑬L161.0 W10.0 φ2.7
⑭L144.0 W11.0 φ2.7 ⑮L110.0 W17.0 φ3.1

10191

旭川近文 門野ナンケアイ
ヌ

①ML84.5 φ2.6 ②ML82.0 φ2.4 ③ML79.0 φ2.5
④ML81.5 φ2.3 ⑤ML83.0 φ2.3 ⑥ML85.0 φ2.3
⑦ML77.0 φ1.8 ⑧ML85.5 φ2.0 ⑨ML84.5 φ2.2
⑩ML82.0 φ2.5

10192

旭川近文 川村ランゲトク W27.0T24.0 頭骨L24.0 W14.0 H12.0 MH203.0 10193
浜益浜増毛 山下家 名取武光 L122.4 W27.6φ2.3 10194
日高 名取武光 L105.5 φ2.5 10195

L125.5 W20.0 φ2.3 10196
L106.7 W27.9 φ2.7 10197
L120.0 W25.5 φ2.0 10198
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10199 ヌサ Nusa 葦の束に削りかけを付ける
10200 ヌサ Nusa 8本組

10201 イナウ inaw 4本 脚付 ④にはイナウ2本を結ぶ 網走美幌 菊池儀七

10202 イナウ inaw 10202～10206まで組
10203 イナウ inaw 祖印付 長い削りかけを作る
10204 イナウ inaw 脚付
10205 イナウ inaw クマの頭骨取り付ける横棒
10206 イナウ inaw 脚付
10207 イナウ inaw 脚付
10208 イナウ inaw 脚付
10209 イナウ inaw 脚付
10210 イナウ inaw

10211 イナウ inaw 枝付
10212 イナウ inaw 枝付
10213 イナウ inaw 枝付
10214 イナウ inaw 枝付
10215 イナウ inaw 枝付
10216 イナウ inaw タクサ 笹12本付
10217 イナウ inaw タクサ付
10218 イナウ inaw タクサ付
10219 イナウ inaw タクサ付
10220 イナウ inaw タクサ付
10221 イナウ inaw 1段 長い脚を付ける
10222 イナウ inaw 1段 長い脚を付ける
10223 イナウ inaw 1段 長い脚を付ける
10224 イナウ inaw

10225 イナウ inaw 上部二股、脚付 熊の頭骸骨を飾る部分か
10226 イナウ inaw 3段 祖印(10203と同)
10227 イナウ inaw 3段 祖印(10203と同)
10228 ヌサ Nusa イナウ3本と棚の組 ①②脚付

10229 ヌサ Nusa 一部 クマ頭骨、イナウ他が付属する股木

10230 ヌサ Nusa 一部 クマ頭骨、イナウ他が付属する股木
10231 捧酒箸 libation stick ラッコ・山高彫 (パ 裏) 刻印1
10232 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10233 荷縄 carrying strap 靭皮(シナ)製 文様部を4本に分け、さらに一本にする
10234 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(オヒョウ)・木綿糸製
10235 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10236 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10237 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(オヒョウ) 1884

10238 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10239 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10240 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(イラクサ・シナ)
10241 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(イラクサ・シナ)
10242 墓標巻紐 rope for grave post

10243 墓標巻紐 rope for grave post

10244 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(シナ)
10245 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(シナ)
10246 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(イラクサ・シナ)
10247 膳 lacquered tray 漆(朱、裏面黒) 脚付 隅切り
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
H91.4 W157.3 10199

〔帯広伏古〕 古川辰五郎
(コサンケアシ)

①ML131.0 W19.0T14.0 ②ML138.0 W10.0T8.0
③ML127.0 W25.0T14.0 ④ML145.5 W15.0T14.0
⑤ML121.0 W14.0T15.0 ⑥ML146.5
⑦ML168.0  ⑧ML135.0 W21.0

10200

美幌 菊池儀七 ①イナウL68.0 φ2.4 脚L164.0 φ2.5 ML168.0 W10.0
②イナウL67.5 脚L159.0 ML186.5
③イナウL66.0φ2.3 脚L148.0 φ2.3ML163.0
④イナウL75.0φ2.7/L65.0 φ2.3 脚L166.0 φ2.1 ML182.0

10201

美幌 菊池儀七 L81.7 W9.5 φ2.7 10202
美幌 菊池儀七 L103.0 φ2.4 10203
美幌 菊池儀七 イナウL77.0 φ2.4 脚L180.0 φ3.2 ML201.0 10204
美幌 菊池儀七 L44.6 φ2.2 10205
美幌 菊池儀七 イナウL77.0 φ2.2 脚L155.0 φ2.2 ML177.0 10206
美幌 菊池儀七 イナウL88.0 φ2.3 脚L180.0 φ2.4 ML207.0 10207
美幌 菊池儀七 タクサL44.0 W35.0 T10.0 脚L153.5 φ2.5 ML167.0 10208
美幌 菊池儀七 タクサL45.5 W29.0 T 7.0  脚L1705  φ2.5 ML170.5 10209
美幌 菊池儀七 L45.0 φ2.4 10210
美幌 菊池儀七 L130.5 φ1.2 W21.1 10211
美幌 菊池儀七 L147.0 φ1.9 W19.0 10212
美幌 菊池儀七 L171.0 φ1.1 W13.0 10213
美幌 菊池儀七 L127.0 φ1.5 W19.7 10214
美幌 菊池儀七 L152.0 φ1.0 W17.0 10215

L122.0 φ4.0 ML152.0 10216
L117.0 φ4.0 ML147.0 10217
L115.0 φ4.0 ML143.0 10218
L123.0 φ4.5 ML153.0 10219
L118.0 φ4.0 ML144.0 10220

〔千歳〕 小山田 イナウL57.0 φ2.9 脚L153.0 φ3.0 ML191.0 10221
〔千歳〕 小山田 イナウL74.0 φ3.4 脚L147.0 φ3.0 ML196.0 10222
〔千歳〕 小山田 イナウL65.0 φ2.9 脚L130.0 φ2.6 ML174.0 10223

イナウL55.5 φ2.3 脚L109.0 φ2.4 ML140.0 10224
L98.2 W21.1 φ2.8 脚L174.2 φ2.6 ML206.9 10225

〔美幌 菊池儀七か〕 L80.0 φ3.4 10226
〔美幌 菊池儀七か〕 L74.0 φ2.2 10227
〔帯広伏古〕 古川辰五郎
(コサンケアシ)

①L151.8 W8.8 φ2.5 ②L158.4 W11.2 φ2.3 ③ML49.0 φ1.3
棚脚H107.0 φ3.1 横木W100.0 φ2.6

10228

イナウL48.5φ2.2/L38.5φ2.5/L44.5φ2.1
股木L146.0φ2.5脚L163.0φ5.8頭骨L32.0 W20.0H14.0
ML211.5 W31.0

10229

ML276.5　MW49.0　MT30.0 10230
L33.8 W3.2 T0.4 H1.5 10231

石狩 L(208.0)W2.1 T0.7 明治期収集 10232
L(284.5)W9.0 T0.6 10233
L265.0 W0.9 T0.6 10234
L510.0 W2.8 T0.5 10235
L415.0 W2.8 T0.3 10236

千歳 L(372.0)W1.4 T0.5 10237
L335.0 W2.3 T0.3 10238
L530.0 W2.3 T0.4 10239
L340.0 W0.7 T0.4 10240
L318.0 W0.7 T0.4 10241
L371.0 φ0.6 10242
344.0 W0.6 10243
L310.0 W0.6 T0.3 10244
L310.0 W0.5 T0.3 10245
L345.0 W1.0 10246

新冠 L33.3 W32.7 H6.9 10247
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10248 盆 tray イチイ製 5頭の馬を彫る
10249 盆 tray 隅丸 無文 全体黒色化
10250 盆 tray 隅丸 全面文様 彫刻人｢択捉郡内保村杉本目出平｣
10251 折敷 lacquered tray 隅丸 漆(黒) 漆絵 海老に海草文
10252 折敷 lacquered tray 隅切 漆(朱) 刻印
10253 椀 bowl 片耳 無文 1879

10254 椀 bowl 円形 無文 高台に皿状の窪み
10255 椀 bowl 片耳 耳、高台彫刻文様
10256 椀 bowl 円形 無文 高台に線刻 割れ補修有り
10257 椀 bowl 片耳 耳彫刻文様 底部湾曲
10258 椀 bowl 円形 胴部、高台に彫刻文様
10259 椀 bowl 円形 無文、高台に彫刻文様
10260 椀 bowl 円形 胴部無文、口縁に線刻、高台に彫刻文様
10261 椀 bowl 片耳 無文
10262 椀 bowl 円形 無文 高台四角
10263 椀 bowl 円形 胴部無文 高台四角、彫刻文
10264 椀 bowl 片耳 耳彫刻文
10265 椀 bowl 片耳 無文
10267 椀 bowl 片耳 無文
10268 椀 bowl 片耳 無文 高台彫刻文 割れくさび補修
10269 椀 bowl 片耳 無文
10270 椀 bowl 円形 無文 高台四角
10271 椀 bowl 円形 無文 高台に刻線
10272 椀 bowl 円形 無文 高台に彫刻文
10273 腰当 loom(part) 織機部品 半円状 無文
10295 魚揆(なずち)棒 club for fishing 握り部分のみ加工 1938

10296 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1
10297 小物入 basket テンキ製 蓋付
10440 手甲 hand protectors 置布(木綿)+刺繍 1884

10441 脚半 leggings 置布(木綿)+刺繍 1884

10442 脚半 leggings シナ製 木綿布で覆輪
10443 小物入 bag ガマ、イラクサ製 三つ折にして襠をつける 13列 1884

10444 小物入 bag ガマ、シナ製 13列
10445 編袋 basket シナ、シナ製 116本34段 1933

10446 飾金具 metal ornament 出土品 金属環 大小2 緑青
10447 飾金具 metal ornament 出土品 金属環 大小2 緑青
10448 飾金具 metal ornament 出土品 金属環 緑青
10449 飾金具 metal ornament 出土品 金属鈴 緑青
10450 飾金具 metal ornament 出土品 金属管 緑青
10451 刀子? knife? 出土品 刀子
10452 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(イラクサ・シナ) 6本に切断 1884

10453 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(アサ) 6本に切断
10454 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ) 1933

10455 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ) 1933

10456 靴下 socks for the dead 死者用 靭皮(シナ)
10457 爪子 sandals 1879

10459 爪子 sandals 葡萄蔓・靭皮(シナ)製
10460 枕 pillow ガマを茣蓙状に編み丸める
10461 天目台 cup stand テンキ製 高台、翼、杯受を別々に作り合わせる 1879

10462 容器 basket テンキ製 時計回りに巻き上げる 10463とほぼ同じ 1879

10463 容器 basket テンキ製 時計回りに巻き上げる 10462とほぼ同じ 1879

10464 小物入 basket テンキ 巻き上げ 着色
10465 帽子 hat テンキ製 山高帽形 1879

10470 火打ち flint tools (model) 火打ち金の模型 火口入れ蓋 10665と組か
10471 盆 tray 表面に浅い彫刻文 刃物傷多数
10472 柄杓 ladle 柄と杓を別に作る 1883

10473 樹皮容器 bark vessel 把手付 外皮内
10474 天目台 cup stand 自製 未製品 1879

- 35 -



収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L31.6 W31.7 H3.1 10248
L25.8 W22.4 H2.2 10249

択捉島 内保 杉本目出平 L29.6 W24.5 H3.1 10250
L41.2 W40.5 H3.8 10251
L36.2 W35.2 H3.0 10252

サハリン L28.3 W16.2 H7.0 10253
L18.4 W16.5 H8.3 10254
L29.6 W17.8 H9.4 10255
L19.7 W17.7 H7.8 10256
L25.9 W17.3 H8.0 10257
L18.5 W18.1 H8.6 10258
L18.3 W16.8 H7.6 10259
L15.5 W13.7 H7.2 10260
L28.4 W14.7 H7.2 10261
L17.1 W17.0 H7.5 10262
L19.2 W17.0 H8.5 10263
L25.1 W15.4 H7.5 10264
L21.3 W13.7 H6.1 10265
L15.3 W12.1 H7.2 10267
L19.0 W17.6 H8.3 10268
L27.1 W15.3 H6.6 10269
L18.4 W15.6 H8.4 10270
L18.0 W17.5 H8.0 10271
L17.9 W16.6 H8.5 10272
L46.5 W6.0 T0.8 反り29.0 10273
L41.0 φ4.2 10295
L35.0 W3.2 T1.2 10296

色丹島 館脇操 φ16.5 H10.5 10297
千歳 L16.0 W12.5 / L16.0 W13.0 10440
千歳 L31.5 W18.0 / L31.0 W18.0 10441
石狩 L32.5 W29.0 / L32.0 W34.5 10442
千歳 L24.5 W30.8 T2.5 10443

L26.5 W36.0 T3.5 10444
静内 L40.5 W35.0 T5.0 10445

L4.6 φ3.8 T0.5 10446
L4.6 φ3.7 T0.4 10447
φ3.9 T0.5 10448
L1.4 W1.5 H2.0 10449
L4.7 φ0.85 10450
L10.5 W3.1 T1.1 10451

千歳 L(504.0) W0.6 T0.4 10452
L250.0/205.0 W1.0 10453

〔静内〕中下方 鹿島カヨ 名取武光 L460.0 W2.3 T0.5 10454
〔静内〕中下方 鹿島カヨ 名取武光 L462.0 W2.3 T0.5 10455

L37.0 W9.0 / L37.0 W10.3 10456
石狩 L25.0 W11.0 T6.7 10457
旭川近文 名取武光 L27.0 W14.0 T5.4 / L27.2 W11.8 T5.0 10459

L34.0 W18.6 T13.8 10460
択捉 φ11.0×10.5 H3.1 10461
択捉 身φ11.5 H8.1 蓋φ9.2 H2.6 MH9.2 10462
択捉 身φ11.5 H8.2 蓋φ8.6 H2.3 MH9.2 10463

H7.8 φ14.3 底φ8.7 T0.6 10464
択捉 φ26.7 H10.0 10465

L14.0 W7.0 T1.7 10470
L37.8 W27.5 H3.0 10471

千歳 L56.0 W13.7 T5.5 10472
L23.0 W21.2 H12.3 10473

石狩 L13.5 W12.8 H4.5 10474
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10475 樹皮容器 bark vessel 外皮を外にする
10476 樹皮容器 bark vessel 釣鈎付 外皮を内にする
10477 樹皮容器 bark vessel 釣鈎付 外皮を内にする
10478 柄杓 ladle 刳り抜き穴のある把手付 1879

10479 箆 spatula 把手、箆彫刻文様
10480 箆 spatula 無文
10482 箆 spatula 把手の刻印は屋号か
10483 柄杓 ladle 柄と杓を別に作る 柄破損 1883

10486 柄杓 ladle 一木つくり 無文
10487 箆 spatula 彫刻文様

10489 あか汲 bail 把手付 1879

10490 柄杓 ladle(bark) 樺皮製 木製柄付 1884

10492 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10493 柄杓 ladle(bark) 樺皮製 木製柄付 外皮内
10494 上下糸分離機 loom(part) 織機部品
10495 柄杓 ladle 無文 柄一部焼失 1883

10496 弓 bow (set bow) 仕掛け弓部品 台 トリガー付
10497 かんじき snowshoe 瓢箪形 枠(センか) 紐(アザラシ皮か)
10498 かんじき snowshoe 瓢箪形 枠(クワ＋イチイ) 紐(アザラシ皮) 1884

10499 手拭掛 towel hanger 4個の部品を組み合わせる 1884

10500 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10501 捧酒箸 libation stick 栗形・反角高彫 (パ 裏)
10502 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10503 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10504 捧酒箸 libation stick 漆 刻印1
10505 箆 spatula 把手部彫刻文
10506 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 無文
10507 箆 loom(part) 織機部品 帯用
10509 茣蓙織機 mat loom 横木のみ 両側面の刻目は24と25 断面菱形を呈す
10510 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10511 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10512 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10513 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木 刻印
10514 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10515 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木 竹鏃付
10516 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具(銅)付 木釘止
10517 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付 彫刻文様
10519 匙 spoon 食事用 柄彫刻文様
10521 匙 spoon 食事用 柄彫刻文様 サハリンタイプ
10523 矢筒 ritual quiver 儀礼用 小型 一木板状 彫刻文様
10524 小刀鞘 sheath  カバ樹皮製 針金巻
10525 樹皮容器 bark vessel 樺皮製 外皮内 大型
10526 盆 tray 片端を注口状に加工する
10527 樹皮容器 bark vessel 樺皮製 外皮内 大型
10530 箆 spatula 透かし彫り文様
10531 柄杓 ladle 彫刻文
10532 銛 fishing spear(marek) 鈎銛(マレｸ) 鈎(鉄)+中柄
10533 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L17.0 W16.5 H12.8 10475
L30.0 W24.7 H29.5 10476
L32.0 W24.5 H22.0 ※明治期収集 10477

静内　様似? L31.7 W21.3 H13.0 ※台帳備考に産
地は静内と書い
た後､様似を書き
加えてある

10478

L47.0 W7.0 T0.9 10479
L52.7 W5.4T1.1 10480
L60.7 W7.1T1.7 10482

沙流 L14.1 W9.2T3.1 10483
L39.5 W10.2T4.8 10486

石狩　沙流? L46.8 W7.2T1.4 ※明治期収集
沙流産のラベル
付

10487

石狩 L27.5 W12.7T3.8 10489
千歳 L34.0 W9.0H6.0 ※明治期収集 10490

鏃L -  W  -  T  -   中柄L18.6  φ1.2 柄L36.2 φ0.8 ML54.8 10492
L34.2 W10.2H7.0 ※明治期収集 10493

サハリン L46.5 W14.2H9.8 ※明治期収集 10494
沙流 L(30.4) W9.2T8.5 10495

L58.1 W5.0T3.0 10496
L31.0 W10.5T2.1 反り6.4 10497

サハリン? L42.5 W25.0T3.0 反り10.1 ※明治期収集
明治期収集の博
物館所蔵かんじ
きは「石狩」産
のみ

10498

新冠　沙流? L31.5 W35.6T0.5 10499
L38.1 W3.1T0.7H2.2 10500
L30.3 W2.6T0.3H1.7 10501
L30.5 W3.0T0.5 10502
L35.1 W3.6T0.8 10503
L33.5 W3.0T0.9 10504
L39.4 W7.5T1.4 10505
L67.8 W10.6 T2.7 10506
L33.0 W6.3 T1.5 10507
L81.5 W3.5T1.5 10509
鏃L -  W  -  T  -   中柄L19.0  φ1.2 柄L36.9 φ0.8 ML55.9 10510
鏃L -  W  -  T  -   中柄L23.8  φ1.3 柄L28.3 φ0.9 ML52.1 10511
鏃L -  W  -  T  -   中柄L22.9  φ1.3 柄L29.2 φ1.1 ML51.5 10512
鏃L -  W  -  T  -   中柄L25.8 φ1.4 柄L28.5 φ1.2 ML54.3 10513
鏃L -  W  -  T  -   中柄L24.5 φ1.3 柄L29.2 φ1.0 ML53.7 10514
鏃L6.2 W1.6 T0.6  中柄L20.1 φ1.3 柄L37.7 φ0.7 ML57.8 10515
L45.6 W13.9 T3.3 10516
L60.0 W21.0 T6.5 10517
L20.2 W3.2 T0.9 10519
L18.5 W2.7 T2.3 10521
L18.5 W7.1 T1.3 10523

千歳 L15.2 W3.5 T2.6 10524
L63.0 W43.5 H10.5 10525

北海道 L44.5 W20.4 H3.2 10526
L52.0 W33.5 T14.0 10527
L53.0 W15.2 T1.4 10530
L60.9 W14.7 T3.6 10531
L45.5 φ2.2 10532
L33.8 W2.7 T0.4 10533
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10534 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼

10535 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼

10536 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 1936

10537 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 部分墨着色
10538 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
10539 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
10540 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼
10541 捧酒箸 libation stick 刻印3 接ぎ補修
10542 捧酒箸 libation stick ?高彫 透彫 刻印3
10543 松明 torch 樺皮 焦げ痕有り 1935

10544 松明 torch 樺皮 焦げ痕有り 1935

10545 松明 torch 樺皮 焦げ痕有り 1879

10546 松明 torch 樺皮 細く丸めたもの10本を束にする
10547 松明 torch 樺皮 細く丸めたもの10本を束にする
10548 松明 torch 樺皮 細く丸めたもの10本を束にする
10552 綜洸 loom(part) 織機部品 ノリウツギの二股枝利用 靭皮(オヒョウ)糸付
10553 腰当 loom(part) 織機部品 両端を湾曲させる 無文 刻印状の刻線有り
10554 腰当 loom(part) 織機部品 半円状 無文
10555 筬 loom(part) 織機部品 上下枠彫刻文様 筬竹137本現存 1884

10556 筬 loom(part) 織機部品 無文 筬竹211本現存
10557 筬 loom(part) 織機部品 無文 筬竹154本現存
10559 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 彫刻文様
10560 箆 loom(part) 織機部品 無文 1882

10561 箆 loom(part) 織機部品 帯用 把手刻文
10562 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 彫刻文様 把手穿孔
10563 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 無文
10564 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 無文
10565 箆 loom(part) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 無文 1882

10567 筬 belt loom (part) 織機部品 帯用 無文 筬竹47本現存 1882

10568 筬 loom(part) 織機部品 無文 筬竹90本現存 1882

10569 筬 loom(part) 織機部品 無文 筬竹150本現存
10570 筬 loom(part) 織機部品 無文 筬竹133本現存
10571 筬 loom(part) 織機部品 上下枠彫刻文様 筬竹137本現存
10572 梭 loom(part) 織機部品 両端を輪状にする 1882

10573 梭 loom(part) 織機部品 両端を輪状にする 1882

10574 布巻取棒 loom(part) 織機部品
10575 布巻取棒 loom(part) 織機部品
10576 糸巻 spool 針入れ付 彫刻文様 1879

10578 筬 belt loom (part) 織機部品 帯用 六ヶ所穿孔 彫刻文様 1884

10582 上下糸分離機 belt loom (part) 織機部品 帯用
10584 靭皮糸 thread ツルウメモドキ製
10585 梭 loom(part) 織機部品 棒に糸を巻き付ける
10586 樹皮容器 bark vessel 把手付 外皮を内にする 大破
10587 梭 loom(part) 織機部品 棒に糸を巻き付ける
10588 樹皮容器 bark vessel 把手付 外皮を内にする
10589 樹皮容器 bark vessel 把手付 外皮を内にする 1884

10590 樹皮容器 bark vessel 把手付 外皮を内にする
10593 盆 tray 脚付 1883

10594 盆 tray 無文 1883

10597 筋子つぶし具 roe masher 盆のみ 片端を注口丈に加工 1885

10598 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽根 桜樹皮を巻く
10599 盆 tray 無文
10600 盆 tray 無文 1883

10601 盆 tray 彫刻文様 彫刻用補助線多用 10604と同文様
10602 盆 tray 無文
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
平取オサチ 亀井宇吉家
(移民)

L34.6 W2.1 T0.7 H1.1 10534

平取二風谷　貝沢ウェサ
ナシ

L35.7 W2.0 T0.8 H2.0 10535

千歳烏柵舞　今泉柴吉(46
才)

L34.3 W2.3T0.9 10536

千歳蘭越　小田伊三郎家 福元 L34.5 W2.4 T1.0 H1.8 10537
千歳根志越 小山田正造 福元 L35.0 W2.4 T0.9 H1.0 10538
千歳蘭越　カムタチ 石田 L39.5 W2.0 T0.8 H2.2 10539
千歳釜加 水本小判治 L40.0 W2.2 T1.0 H1.5 10540

L30.7 W2.7 T0.4 H0.7 10541
L35.7 W3.7 T0.5 H0.8 10542

旭川近文 川村家 犬飼哲夫 L18.6 W8.0 T4.8 10543
旭川近文 川村家 犬飼哲夫 L20.8 W8.1 T4.4 10544
千歳 L25.5 W3.6 T2.8 10545
旭川 阿部エベユア L25.4 φ6.1×5.5 10546
旭川 阿部エベユア L30.0 φ7.9×6.9 10547

L20.7 φ6.0×5.2 10548
L47.0 W4.8 T1.1 10552
L41.5 W5.8 T0.6 反り13.1 10553

虻田 L31.7 W6.0 T0.6 反り14.8 10554
沙流 L58.4 W16.7 T1.5 10555
サハリン L55.5 W14.3 T1.5 10556
沙流 L59.6 W17.1 T1.7 10557
沙流 L65.3 W9.3 T2.3 10559
サハリン L59.0 W6.0 T0.6 10560
石狩 L31.9 W5.2 T1.0 10561
サハリン L73.2 W9.1 T0.9 10562

L58.6 W10.1 T1.7 ※明治期収集 10563
L64.5 W8.4 T1.3 10564

石狩 L64.7 W8.6 T1.0 10565
鵡川 L26.0 W12.0 T10.2 10567
サハリン L46.7 W16.7 T1.0 10568
サハリン L58.3 W21.1 T1.4 10569
上川 L48.3 W15.8 T1.5 10570

L53.0 W15.7 T1.5 10571
サハリン L47.5 W6.3 T1.3 10572
サハリン L34.5 W4.3 T0.8 10573

L45.2 φ2.0 10574
L55.5 φ2.9 10575

静内 L7.0 W5.5 T0.8 10576
沙流 L11.7 W5.2 T0.5 10578
沙流 L18.4 W10.2 H8.2 ※明治期収集 10582

L16.0 W4.5 10584
L36.5 φ2.8 10585

沙流 L(29.0)W(25.0)H(14.0) ※明治期収集 10586
L25.6 φ3.1×2.2 10587
L25.0 W23.0 H12.5 10588

千歳 L28.3 W28.5 H27.4 10589
千歳 L26.0 W33.0 H15.5 ※明治期収集 10590
沙流 L15.8 W15.5 H3.6 10593
千歳 L19.4 W13.5 H2.2 10594
根室 L27.8 W13.6 H1.7 10597

鏃L -  W  -  T  -   中柄L(10.0)φ1.1 柄L28.7 φ0.8 ML(38.7) 10598
八雲　エカシコパ 松田武策 L27.3 W21.2 H2.7 10599
沙流 L24.5 W20.3 H2.8 10600
様似 L22.5 W22.8 H2.1 ※明治期収集 10601
八雲　エカシコパ 松田武策 L23.8 W19.7 H2.8 10602
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10603 盆 tray 無文
10604 盆 tray 彫刻文様 彫刻用補助線多用 10601と同文様
10605 箕　模型 winnow(model) 把手付 1879

10606 箕 winnow 把手付 1879

10607 片口 pitcher 自製品 胴部彫刻文様 1883

10607 鉢 basin 全体に成形粗い 未成品か
10607 鉢 basin 全体に成形粗い 底部湾曲 1883

10610 まないた cutting board 彫刻文 使用痕なし 1887

10611 盆 tray 無文 突起ありに吊下げ用の穿孔あり
10612 箆 spatula 彫刻文様 把手端欠
10613 臼　模型 mortar(model) 10615と組 1879

10614 杵 pestle 10616と組 1879

10615 杵 模型 pestle(model) 10613と組 1879

10616 臼 mortar 10614と組 ひび割れあり 1879

10617 杖 stick 模型か
10618 火打 flint tools 鎹形火打金 円筒形火口入
10621 木製鋳型 mold 飾金具用木製鋳型 １個用 1884

10622 木製鋳型 mold 飾金具用木製鋳型 2個用 1884

10623 櫛 comb 表裏同文様
10624 スキー 模型 ski(model)

10625 編み籠 basket シナ・シナ
10626 丸木舟 canoe 丸木舟 模型 千歳 船尾船首反り 1884

10627 鉢巻 head band 鉢巻 刺繍文様 樹皮 1879

10628 鍔 sword (handguard) 銅製 撫角形 鳳凰か
10629 冠 ritual headdress ガマの平編みに柄布を脚す 先端に木彫クマ
10630 刀帯 sword holder シナ/木綿 切抜き文様房付
10631 冠 ritual headdress 削りかけを周囲に足す 祖印
10633 靴下 socks for the dead 死者用 靭皮(オヒョウ)製
10634 靴下 socks for the dead 死者用 靭皮(シナ)製
10635 装身具 ornament 出土品 金属 緑青
10636 装身具 ornament 出土品 金属 緑青 副葬品か
10637 装身具 ornament 出土品 金属 緑青 副葬品か
10638 装身具 ornament 出土品 金属 緑青 副葬品か
10639 装身具 ornament 出土品 金属 緑青 副葬品か
10640 装身具 ornament 出土品 石製 副葬品か
10641 装身具 ornament 出土品 石製 副葬品か
10642 装身具 ornament 出土品 金属 緑青 副葬品か
10643 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10644 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10645 荷縄 carrying strap for the

dead
死者用 靭皮(シナ)製 文様部左右を3本に分け、さらに一本にす
る

10646 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(オヒョウ)
10647 墓標巻紐 rope for grave post 靭皮(イラクサ・シナ)
10648 脚半 leggings for the dead 死者用 置布(木綿)+刺繍
10649 脚半 leggings for the dead 死者用 置布(木綿)+刺繍
10652 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
10653 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10654 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10657 矢 arrow 柄+羽(厚紙) (台帳に子供の練習矢とある)
10658 銛 harpoon 回転式
10660 木偶 wooden figure キツネを模る 削りかけ付
10661 木偶 wooden figure キツネを模る 削りかけ付
10662 免税札 wooden tag 焼印　｢免税 静内第九拾壱号 佐妻村拾番地 船主 幌□｣
10663 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10664 ガマ plant (sample) 標本 葉を束ねる
10665 火口入 flint tools 円筒形 刻線 10618と組か
10666 箆 loom(beater) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 無文
10667 スキー ski 滑走面にアザラシ皮を貼る
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
八雲　エカシコパ 松田武策 L19.7 W19.8 H2.8 10603

L23.0 W22.6 H2.1 ※明治期収集 10604
石狩 L15.0 W7.1 T1.3 10605
石狩 L44.3 W23.1 T3.2 10606
沙流 φ23.0 H14.8 ML30.5 MH15.0 10607

φ27.6 H10.2 10607
沙流 φ26.1 H8.7 10607
厚岸 φ19.7 H3.2 10610

L64.4 W21.8 H3.2 10611
L38.8 W6.6 T1.0 10612

石狩 H21.0 φ9.5 10613
石狩 L47.3 φ4.0 10614
石狩 L20.5 φ1.9 10615
石狩 H12.5 φ11.4 10616

L24.0 T5.0 W5.0 φ1.3 10617
浅山時太郎 火打L10.5 W4.3 T1.0 炭入L7.8 φ2.5 ML21.5 10618

沙流 L12.0 W5.1 MT1.1(0.6+05) 10621
沙流 L8.1 W3.7 MT2.3(1.2+1.1) 10622
〔旭川近文〕 空知信次郎 L14.5 W6.7 T0.7 10623

L19.7 W2.8 T0.7 反り3.0 / L19.4 W2.8 T0.6 反り3.2 ※明治期収集 10624
L31.0 W31.0 T5.0 10625

千歳 L32.0 W6.1 H4.8 10626
石狩 L130.9 W11.5 T0.3 文様部L36.7 10627

L5.2 W4.7 T0.3 10628
L43.5 W11.0 T6.5 10629
L(113.5) W47.5 10630

旭川近文 三浦 L43.0 W22.0　H7.3 10631
L35.0 W11.5 / L37.0 W11.0 10633
L37.0 W14.0 10634
L2.9 W2.8 T0.3 10635
L2.6 W2.9 T0.4 10636
L2.8 W2.8 T0.3 10637
L2.8 W2.8 T0.4 10638
L2.3 W2.3 T0.3 10639
L4.9 W4.0 T0.3 10640
L4.8 W4.6 T0.3 10641
L3.6 W3.6 T0.3 10642
L340.0 W1.9 T0.5 10643
L369.0 W2.2 T0.5 10644
L256.0 W5.5 10645

L487.0 W0.8 10646
L370.0 W0.9 T0.4 10647
L30.0 W17.0 / L29.0 W18.0 10648
L30.5 W15.0 / L30.0 W14.5 10649
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(12.7)φ1.0 柄L33.0 φ0.9 ML(45.7) 10652
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(22.2)φ1.5 柄L29.6 φ1.1 ML(51.8) 10653
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(20.0)φ1.2 柄L34.3 φ0.8 ML(54.3) 10654
L44.7 W7.3 T0.9 10657

平取 L42.0 W2.3 T1.6 10658
L17.6 W5.8 H15.7 MW6.8 10660
L18.0 W5.5 H16.0 MW8.2 10661
L19.8 W11.0 T1.1 10662
L32.4 W2.7 T0.5 10663
L38.0 φ2.0 10664
L9.0 φ3.1 10665
L55.6 W11.0 T0.8 10666
L165.0 W14.7 T1.6 / L166.0 W14.5 T1.5 10667
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10671 木の枝 stick 枝・瘤利用 用途不明
10672 柄杓 ladle 把手彫刻文
10674 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具(鉄・黄銅)付 桜皮巻止 二枚矧 鎹補修 鰭片

方欠
10675 刀 sword 鞘+木製刀身 鞘：表裏彫刻文様 桜皮巻止 二枚矧 刀身：黒着色
10676 刀鞘 sword sheath 飾金具付
10677 刀柄 sword(hilt) 刀用 一木を刳る 飾金具付
10678 鈎 hanging hook 先端を尖らす 煤付着 炉鈎か 1933

10679 鍔 sword (handguard) 銅製 円形 雲形透かし文
10680 弓 bow イチイ製 弦欠
10681 鍔 sword (handguard) 真鍮製 鉛幅輪 木瓜形 (表)飛龍(裏)風に雲文
10682 弓 bow イチイ製 弦(イラクサ)付 桜皮巻 弭加工 1879

10683 弓 bow イチイ製 弦(イラクサ)付 桜皮巻 弭加工
10684 弓 bow 弦欠 桜皮巻 弭刻文
10685 弓 bow イチイ製 弦(イラクサ) 本弭に鹿角を嵌める
10686 弓 bow 弦欠 弭加工有
10687 弓 模型? bow(model?) 弦(ツルウメモドキ) 弭加工有
10688 弓 bow 弦(イラクサ) 弭加工有
10689 弓 bow イチイ製 弦(イラクサ) 弭加工有
10690 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
10694 槍 spear 槍先に刻線で刻印
10695 銛 harpoon 離頭銛の柄 中柄付 1882

10696 鈎 hook 用途不明 木製
10697 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
10698 イナウ inaw 削りかけ 8本結束 刻印 1933

10699 イナウ inaw 削りかけ16本結束 刻印 1933

10700 イナウ inaw 削りかけ14本結束 刻印 1933

10701 イナウ inaw 削りかけ18本結束 刻印 1933

10702 イナウ inaw 削りかけ15本結束 刻印 1933

10703 イナウ inaw 削りかけ結束 刻印 1933

10704 イナウ inaw 削りかけ18本結束 刻印 1933

10705 イナウ inaw 削りかけ16本結束 刻印 1933

10706 イナウ inaw 3段 1933

10707 イナウ inaw 3段 1933

10708 イナウ inaw 3段 1933

10709 イナウ inaw 削りかけ15本結束 刻印 1933

10710 イナウ inaw 3段 1932

10711 イナウ inaw 3段 1933

10712 イナウ inaw 3段 1933

10713 イナウ inaw 3段 1933

10714 イナウ inaw 2段 別削りかけを結ぶ 刻印 1933

10715 イナウ inaw 3段 削りかけ9本結束 刻印 1933

10716 イナウ inaw 3段 削りかけ6本結束 刻印 1933

10717 イナウ inaw 3段 削りかけ5本結束 刻印 別の削りかけを結ぶ 1933

10718 イナウ inaw 2段 削りかけ14本結束 刻印 1934

10719 イナウ inaw 1段 別削りかけを結ぶ

10720 イナウ inaw 3段

10721 イナウ inaw 1段

10722 イナウ inaw 1段 捧酒箸を結ぶ 刻印

10723 イナウ inaw 1段 削りかけを編む 刻印

10724 イナウ inaw 2段 (10718類似)

- 43 -



収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L46.3 W12.4 φ1.5 10671
L53.7 W12.2 T7.5 10672
L57.5 W(19.5) T3.9 10674

鞘L58.7 W4.5 T2.2 身L51.0 W2.4 T0.8 ML(65.5) ※明治期収集 10675
L49.5 W5.5 T2.2 10676
L20.5 W3.9 T2.2 10677

〔静内〕中下方 名取武光 L165.0 W14.7 T1.6 / L166.0 W14.5 T1.5 10678
L8.0 W7.8 T0.6 10679
L120.8 W2.3 反8.5 10680
L8.4 W8.1 T0.8 10681

沙流 L127.5 W2.1 反り8.5 10682
L117.0 W2.3 反4.5 10683
L108.0 W2.1 10684
L106.0 W2.5 反8.0 ※明治期収集 10685
L115.0 W2.1 反9.0 10686
L32.5 W2.7 反7.0 10687

上川 L66.8 W1.7 反7.4 ※明治期収集 10688
サハリン L62.5 W2.0 反5.5 10689

鏃L -  W  -  T  -   中柄L(20.4)φ1.4 柄L35.5 φ0.9 ML53.8 10690
ML258.4 W3.5 T3.5 10694

サハリン ML(200.0)φ2.7 10695
L121.9 W9.4 φ1.5 10696
L36.0 W2.8 T0.7 10697

旭川近文 空知信次郎 L47.5 φ2.5 10698
旭川近文 空知家 名取武光 L63.5 φ2.5 10699
旭川近文 空知家 名取武光 L51.7 φ2.4 W9.0 10700
旭川近文 空知家 名取武光 L61.0 φ3.2 10701
旭川近文 空知家 名取武光 L60.3 φ2.9 W12.5 10702
旭川近文 空知家 名取武光 L60.0 φ2.5 10703
旭川近文 空知家 L69.5 φ3.3 10704
旭川近文 空知家 L50.5 φ3.2 10705
旭川近文 空知家 名取武光 L66.0 φ2.3 10706
旭川近文 空知家 L68.5 φ1.9 10707
旭川近文 空知家 L80.0 φ1.6 10708
旭川近文 空知家 名取武光 L64.0 φ2.7 W7.5 10709
旭川近文 空知家 名取武光 L28.5 φ0.6 W9.0 10710
旭川近文 空知家 名取武光 L28.5 φ1.3 W9.0 10711
旭川近文 空知家 名取武光 L29.0 φ1.4 W8.4 10712
旭川近文 空知家 名取武光 L28.0 φ1.4 W18.0 10713
旭川近文 空知家 名取武光 L56.5 φ1.8 W10.0 10714

名取武光 L68.2 φ2.2 10715
釧路春採 L68.5 φ2.1 10716
釧路春採 L61.0 φ1.8 W5.0 10717
〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L72.5 φ2.4 W15.0 10718

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L63.6 φ2.0 W8.0 10719

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L55.0 φ W16.0 10720

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L33.5 φ1.2 W10.0 10721

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L72.0 φ2.2 W11.5 10722

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L44.5 φ3.6 10723

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L81.5 φ3.0 W20.0 10724
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10725 イナウ inaw 3段 1934

10726 イナウ inaw 2段 結束
10728 イナウ inaw 3段 刻印
10729 イナウ inaw 3段 刻印
10730 イナウ inaw 1段 刻印
10731 イナウ inaw 3段
10732 イナウ inaw 3段
10733 イナウ inaw 3段
10734 イナウ inaw 3段
10735 イナウ inaw 3段
10736 イナウ inaw 3段
10737 イナウ inaw 1段 結束
10738 イナウ inaw 1段 結束
10739 イナウ inaw 1段 結束
10740 イナウ inaw 1段 結束
10741 イナウ inaw 1段 結束
10742 イナウ inaw 1段 結束
10743 イナウ inaw 1段 結束
10744 イナウ inaw 1段 結束
10745 イナウ inaw 1段 結束
10746 イナウ inaw 1段 結束
10747 イナウ inaw 2段
10748 イナウ inaw 2段
10752 イナウ inaw 2段
10753 イナウ inaw 4段 刻印 1932

10754 イナウ inaw 2段 1935

10755 イナウ inaw 2段 刻印 1932

10756 イナウ inaw  4段か 削りかけ数本づつ結束 1878

10757 イナウ inaw  1段 削りかけ結束 ｢ペナコリ｣｢家に□さす｣と記す
10758 イナウ inaw  1段 刻印

10759 イナウ inaw  1段＋小削りかけ ペン書｢平取・平村｣
10760 イナウ inaw  1段 結束 ペン書｢新井田家｣
10761 イナウ inaw  1段 削りかけ12本結束 1936

10762 イナウ inaw  1段 1936

10763 イナウ inaw  1段+小多数 頂部穴 1906

10764 イナウ inaw  小多数 刻印 1906

10765 イナウ inaw  3段+小多数 1878

10766 イナウ inaw  2段 1878

10767 イナウ inaw  1段+小多数 1878

10768 イナウ inaw  3段 1878

10769 イナウ inaw  2段 1878

10770 イナウ inaw  2段 1878

10771 イナウ inaw  1段 房20本を3つに纏める 基部に小削り 1878

10772 イナウ inaw  1段 1878

10773 イナウ inaw  1段 基部に小削り 1878

10775 イナウ inaw  1段 1878

10776 イナウ inaw  1段 1878

10777 イナウ inaw  1段 刻印 1878

10778 イナウ inaw  1段 削り賭けを結束 1878

10779 イナウ inaw  1段 刻印 1878

10780 イナウ inaw  4段
10781 イナウ inaw  2段
10782 イナウ inaw  2段 基部に刻み
10783 イナウ inaw  1段
10786 イナウ inaw  1段
10787 イナウ inaw  1段
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

名取武光 L72.0 φ5.0 W25.0 10725

L48.6 φ1.8 W8.0 10726
L28.5 φ1.4 10728
L45.5 φ1.8 10729

音更 中村要吉 L49.5 φ2.5 W13.0 10730
音更 中村要吉 L30.0 φ2.5 W14.5 10731
音更 中村要吉 L18.5 φ1.1 10732
音更 中村要吉 L20.0 φ1.1 10733
音更 中村要吉 L20.0 φ1.1 W5.7 10734
音更 中村要吉 L21.3 φ0.8 W7.0 10735
音更 中村要吉 L18.5 φ0.8 W6.0 10736

L67.0 φ2.6 W7.0 10737
L69.3 φ2.1 W9.1 10738
L70.5 φ3.0 10739
L70.5 φ2.7 W7.0 10740
L68.0 φ3.2 10741
L72.0 φ3.2 W16.0 10742
L60.9 φ2.5 W11.0 10743
L73.0 φ3.3 W22.0 10744
L71.0 φ3.4 10745
L65.2 φ3.0 W13.0 10746
L54.0 φ2.5 W8.0 10747
L53.5 φ2.3 W8.0 10748
L54.0 φ2.5 W8.0 10752

阿寒 土佐藤太郎 L57.0 φ2.4 W16.5 10753
L43.0 φ2.1 W12.0 10754

阿寒 土佐藤太郎 L59.0 φ3.3 10755
サハリン L70.0 φ2.5 10756
〔平取ペナコリ〕 L38.5 φ2.7 W8.4 10757
〔帯広伏古〕 古川辰五郎
(コサンケアシ)

L63.0 φ2.5 W16.0 10758

平取 平村 名取武光 L52.9 φ2.2 10759
〔千歳 新井田〕 L57.8 φ2.1 W8.0 10760
〔芽室ケネ〕 中山浅吉 大井 L86.0 φ2.3 10761
〔芽室ケネ〕 中山浅吉 大井 L87.0 φ2.5 W15.0 10762
サハリン ウショロ 宮城鉄夫 L49.5 φ2.7 W8.0 10763
サハリン ウショロ 宮城鉄夫 L33.5 φ2.7 W5.5 10764
サハリン L60.0 φ2.1 W8.0 10765
サハリン L56.0 φ2.3 W8.0 10766
サハリン L48.7 φ2.1 W14.5 10767
サハリン L41.0 φ2.2 10768
サハリン L58.0 φ2.3 W7.0 10769
サハリン L55.5 φ2.3 W10.0 10770
サハリン? L81.0 φ3.0 10771
サハリン L69.0 φ2.3 W14.0 10772
サハリン L69.0 φ2.9 W18.0 10773
サハリン L69.9 φ2.7 W5.3 10775
サハリン L59.5 φ2.2 10776
サハリン L77.7 φ2.6 W12.0 10777
サハリン L72.5 φ3.0 W20.0 10778
サハリン L70.0 W10.0 10779

L31.0 φ1.8 10780
L31.0 φ1.1 W14.0 10781
L27.0 φ1.3 W5.0 10782
L26.5 φ1.2 W5.1 10783
L21.0 φ0.9 10786
L21.5 φ0.8 W8.5 10787
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10788 イナウ inaw  3段
10789 イナウ inaw 2段 小型
10790 イナウ inaw  3段
10791 イナウ inaw  3段
10792 イナウ inaw  2段
10793 イナウ inaw 2段 小型
10794 イナウ inaw ヘラ クマ用
10795 イナウ inaw  3段 日高 沙流平取 平村
10796 イナウ inaw  1段 樹皮を規則的に剥ぐ
10797 イナウ inaw  1段 1881

10798 イナウ inaw  3段
10799 イナウ inaw  1段
10800 イナウ inaw  撚った削りかけを柳樹皮で結束したものを挟む
10801 イナウ inaw  1段+小多数 削り賭けを結束
10802 イナウ inaw  左右枝 頂部に小を挟む 1878

10806 イナウ inaw  1段 1878

10807 イナウ inaw  2段
10808 イナウ inaw  2段 1878

10809 イナウ inaw  2段 1878

10810 イナウ inaw  1段
10811 イナウ inaw  1段
10812 イナウ inaw  1段
10813 イナウ inaw  1段 結束
10814 イナウ inaw  1段
10815 イナウ inaw  2段
10816 イナウ inaw  2段 削りかけ欠
10817 イナウ inaw  1段 刻印
10818 イナウ inaw  2段 刻印
10819 イナウ inaw  2本組 1段 刻印

10820 イナウ inaw  2本組 1段 刻印

10821 イナウ inaw  7本組 1段

10822 イナウ inaw  3本組 1段 刻印

10824 イナウ inaw  3段
10825 イナウ inaw  2段か
10827 イナウ inaw  2段
10828 イナウ inaw  1段 結束 刻印
10829 イナウ inaw  1段＋小1段 近文 1944.06.

10830 イナウ inaw  1段＋小2段 近文 1944.06.

10836 イナウ inaw 3段
10837 イナウ inaw 3段
10838 イナウ inaw 3段
10839 イナウ inaw  2段 脚付
10840 イナウ inaw 1段 10841と組

10841 イナウ inaw 1段 10840と組

10843 イナウ inaw  復元資料(名取)
10844 イナウ inaw  3段 9本組
10845 イナウ inaw  3段 9本組
10846 イナウ inaw  枝 9本組
10847 イナウ inaw  枝 9本組
10848 イナウ inaw  枝 9本組
10849 イナウ inaw  枝 9本組 刻印
10850 イナウ inaw  3段 9本組
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L21.5 φ0.8 10788
L21.0 φ1.0 10789
L21.0 φ0.9 W5.5 10790
L19.7 φ0.9 W6.0 10791

〔標茶塘路 島太郎〕 L18.8 φ0.8 W8.0 10792
L18.9 W?.? φ0.9 10793

千歳 小山田菊次郎 L20.5 W2.5 T1.5 10794
平取 平村 名取武光 L52.6 φ1.9 W4.7 10795

L44.0 φ2.1 W7.5 10796
石狩 L51.3 φ1.6 W7.0 10797

L47.2 φ1.8 W6.0 10798
石狩 L21.2 φ1.0 W4.5 10799
サハリン西海岸 三宅 L65.0 φ1.9 W16.0 10800
サハリン L(44.0) φ2.2 W4.0 ※明治期収集 10801
サハリン L84.0  φ3.6 10802
石狩 L51.5 φ1.5 10806

L44.2 φ2.6 W6.7 10807
石狩 L63.5 φ3.0 10808
サハリン L44.0 φ2.4 W15.0 10809

L43.2 φ3.5 W10.5 10810
L46.5 φ3.3 W7.0 10811
L74.3 φ2.8 W8.5 10812
L57.0 φ2.4 10813
L70.5 φ2.1 W17.5 10814
L55.5 φ2.4 W10.0 10815
L73.5 φ1.9 10816
L62.3 φ1.8 W7.5 10817
L67.0 10818

浜益〔浜増毛〕 山下三五
郎

L28.0 φ0.7 / L38.1 φ0.8 10819

浜益〔浜増毛〕 山下三五
郎

L26.5 φ0.7 / L26.6 φ0.7 10820

浜益〔浜増毛〕 山下三五
郎

L23.0 φ0.8 10821

浜益〔浜増毛〕 山下三五
郎

L23.0 φ0.7 / L23.0 φ0.7 / L22.8 φ0.7 10822

八雲〔遊楽部〕 椎久年蔵 名取武光 L74.0 φ1.6 W9.1 10824
L71.0 φ1.3 W7.0 10825

日高 浦河荻伏 L58.2 φ2.5 W8.0 10827
日高 浦河荻伏 L69.7 φ2.4 10828
旭川近文 三浦 L58.8 φ3.7 W11.0 10829
旭川近文 三浦 L64.6 φ3.6 10830
音更 中村要吉 L31.5 φ1.1 W10.5 10836
音更 中村要吉 L33.3 φ1.1 W13.0 10837
音更 中村要吉 L46.5 φ2.1 10838
音更 中村要吉 L35.0 φ2.0 ML92.0 10839
〔帯広〕伏古 古川辰五郎
(コサンケアシ)

L53.5 φ1.8 W9.0 10840

〔帯広〕伏古 古川辰五郎
(コサンケアシ)

L57.0 φ2.1 10841

L55.0 W25.0 10843
長万部 L85.6 φ2.4 W9.0 10844
長万部 L78.0 φ2.8 W13.0 10845
長万部 L80.5 φ1.1 W13.0 10846
長万部 L95.0 φ1.1 W15.0 10847
長万部 L74.0 φ1.3 W22.5 10848
長万部 L82.4 φ2.6 W16.0 10849
長万部 L89.0 φ2.0 W8.5 10850
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10851 イナウ inaw  1段 9本組 刻印
10852 イナウ inaw  3段 9本組
10853 イナウ inaw  4段
10854 イナウ inaw  4段 墨書｢カバ｣とある
10855 イナウ inaw  4段 墨書｢カバ｣とある
10856 イナウ inaw  4段 墨書｢カバ｣とある
10859 イナウ inaw  3段
10860 イナウ inaw  6段 削りかけを刺す
10861 イナウ inaw  2段 結束
10862 イナウ inaw  2段 結束
10863 イナウ inaw  2段 削りかけの輪付
10865 イナウ inaw  2段 刻印 1906

10866 イナウ inaw  4段 1906

10867 イナウ inaw  2段
10868 イナウ inaw  2段か
10869 イナウ inaw  3段
10870 イナウ inaw  3段
10871 イナウ inaw  1段
10872 イナウ inaw 棒 ヤナギ樹皮巻 イオマンテ用の弓か
10873 イナウ inaw 松枝
10875 イナウ inaw 棒状
10876 イナウ inaw  2段 枝
10877 イナウ inaw  2段 脚付 模型か 10186と同一人物か

10878 弓 bow 弦(イラクサ) 弭加工有
10882 丸木舟 模型 canoe(model) 1879

10883 丸木舟 模型 canoe(model)

10884 丸木舟 模型 canoe(model) 矧舟 1879

10886 櫂 模型 paddle(model)

10887 櫂 模型 paddle(model) 2本組
10888 櫂 模型 paddle(model) 3本組
10890 櫂 模型 paddle(model) 6本組
10891 櫂 模型 paddle(model) 3本組
10894 あか汲 bail あか汲 把手付
10895 あか汲 bail 把手付
10896 匙 spoon 桜樹皮 把手欠
10897 鈎 hanging hook 彫刻文様 下げ紐用穿孔 煤付着 紐欠 炉鈎か
10903 揺り籠 cradle シナ紐付
10904 揺り籠 cradle

10905 イナウ inaw  2本組 半切材 左右削りかけ
10906 口琴 Jew's harp 竹製 紐付
10907 口琴 Jew's harp 竹製 紐付
10908 のど飾り choker 首飾 木綿 飾金具
10909 のど飾り choker 首飾 木綿 貨幣(函館通宝)
10910 首飾り necklace ガラス玉 66個
10911 首飾り necklace ガラス玉 バラ玉 6種 57個
10912 魚卵つぶし具 roe masher 杵
10913 魚卵つぶし具 roe masher 杵
10914 魚卵つぶし具 roe masher 杵 棒状
10915 柄杓 ladle(bark) 樺皮製
10916 匙 spoon 柄に彫刻文 サハリンタイプ
10917 火箸 stick for hearth 木製 2本を繋ぐ
10919 手拭掛 towel hanger 部品1点欠
10922 靭皮(オヒョウ)糸 bark thread(sample) 撚りなし
10923 靭皮(オヒョウ)糸 bark thread(sample) 撚り(Ｓ)
10924 魚卵つぶし具 roe masher 盆のみ
10926 盆 tray 片端を注ぎ口にする
10927 盆 tray
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
長万部 L82.0 10851
長万部 L89.0 φ2.6 W12.0 10852
〔新十津川泥川〕 L35.0 φ1.6 W13.0 10853
〔新十津川泥川〕 L31.0 φ1.6 W12.0 10854
〔新十津川泥川〕 L33.0 φ1.6 W15.0 10855
〔新十津川泥川〕 L19.5 φ1.8 W10.0 10856
白老 宮本伊之助 L54.0 φ2.9 W11.0 10859

L69.5 φ1.4 W7.5 10860
L82.0 φ3.0 W14.0 10861

サハリン 久春内 L28.5 φ2.9 10862
L39.0 φ2.1 W19.5 10863

サハリン 海馬島日ノ出浦 三宅勉 L89.3 φ2.7 W11.0 10865
サハリン 海馬島日ノ出浦 三宅勉 L87.0 φ3.0 10866

L48.0 φ1.7 W9.0 10867
L49.0 φ1.7 10868
L49.0 φ1.8 W7.5 10869
L50.5 φ1.3 W5.5 10870

千歳 新井田 L73.0 φ1.7 10871
L88.0 φ1.5 10872

サハリン 久春内 L56.5 φ2.0 W30.0 10873
L56.3 φ0.6 10875
L32.5 φ0.9 10876

〔千野辺与三郎か〕 L22.0 φ1.6 ML98.0 台帳に｢Made by
chinobe｣とある

10877

L70.5 W1.6 反4.4 10878
サハリン L69.4 W13.0 H8.0 10882

L31.2 W6.0 H5.5 10883
L49.5 W14.8 H14.8 10884
L37.3 W6.5 BL14.6 T0.7 軸φ1.1 10886
L41.3 W5.2 T0.4 軸φ0.7 / L40.6 W4.7 T0.3 軸φ0.7 10887
L32.0 W3.2 T0.4 / L32.2 W2.2 T0.4 / L32.0 W1.9 T0.4 10888
L33.5 W2.4 軸W1.1 10890
L20.5 W2.2 軸φ0.8 10891
L8.7 W3.1 T1.4 10894
L14.8 W5.0 T2.5 10895
L6.5 W5.8 T5.7 10896
L23.5 W5.7 T3.0 10897
L66.0 W40.3 T6.1 10903
L68.0 W38.5 T6.0 10904
L23.5φ1.2×0.6 W3.0 / L24.5φ1.2×0.7 W4.0 10905

北海道 L14.1 W1.3 T0.3 ML29.2 10906
白老 L10.8 W1.1 T0.2 ML33.0 10907

L44.5 W6.6 飾部L5.3 W4.3 10908
L63.0 W3.5 文様部L35.0 10909
L30.0 W14.0 T3.2 10910

10911
L24.3 φ4.1 ※明治期収集 10912
L28.8 φ10.2 10913

旭川近文 L31.0 φ5.3 10914
千歳 L36.5 W16.1 T8.7 ※明治期収集 10915

L15.4 W3.1 T1.0 10916
石狩 L51.7 φ1.6 / L51.3 φ1.7 ※明治期収集 10917

L40.0 W2.6 T1.5 10919
L19.0 W3.1 T2.2 10922
L21.0 W4.1 T4.0 紐φ0.3 10923
L28.8 W18.1 H3.0 10924
L48.0 W22.0 H4.0 10926
L113.0 W43.0 H9.7 10927
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10928 不明 unknown 把手付の二股の棒 把手に刻み
10929 不明 unknown 把手付の二股の棒 把手に刻み
10930 糸掛棒 reel crotch 先端が二股になった二股の枝
10931 箆 loom(beater) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 彫刻文様 1963

10935 箆 spatula

10936 箆 loom(beater) 織機部品 帯用
10937 箆 loom(beater) 織機部品 両縁鋸歯状磨耗 彫り文様
10938 腰当 loom(part) 織機部品 無文
10939 梭 loom(part) 織機部品 両端を輪状にする
10940 梭 loom(part) 織機部品 両端を輪状にする 彫刻文様 片端破損
10941 梭 loom(part) 織機部品 両端を輪状にする
10942 筬 belt loom (part) 織機部品 帯用 筬竹59本現存
10943 上下糸分離機 loom(part) 織機部品
10945 刀柄 sword(hilt) 刀用 飾金具付 桜皮巻止 一木作り
10946 刀柄 sword(hilt) 刀用 飾金具・桜皮欠 一木作り
10947 刀柄 sword(hilt) 刀用 飾金具・桜皮欠 一木作り
10948 刀柄 sword(hilt) 刀用 飾金具欠 桜皮巻止 削りかけ巻付ける 一木作り
10949 刀柄 sword(hilt) 刀用 飾金具欠 桜皮巻止 一木作り
10950 刀柄 sword(hilt) 刀用 飾金具欠 桜皮巻止 一木作り
10951 刀柄 sword(hilt) 刀用 桜皮巻止 削りかけ巻付ける 一木作り
10952 刀身 sword 木製 刻線文様
10953 刀身 sword イチイ製 彫刻文様
10954 刀身 sword センノキ製 彫刻文様
10955 刀身 sword ヤナギ製 無文
10956 刀身 sword

10957 刀身 sword 刻印状の文様を施す
10958 刀身 sword 出土品 風化
10959 刀鞘 sword sheath 刀用
10960 刀鞘 sword sheath 刀用 円形飾金具付 鐺破損
10961 刀鞘 sword sheath 刀用 打ち出し文様金属板
10962 刀鞘 sword sheath 刀用 打ち出し文様金属板 締め金具 佩表鮫皮 鐺破損
10963 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 削りかけを多数巻き付ける
10964 刀 sword 柄+鞘 鞘(桜皮・鹿角) 柄( 飾金具)
10965 刀 sword 鞘+刀身 黒・朱漆塗 円形彫り文様 桜皮巻止 二枚矧
10966 刀 sword 鞘+刀身 彫刻文様 桜皮巻止 二枚矧
10967 刀 sword 鞘+刀身 無文 桜皮巻止欠 二枚矧 大破
10968 刀 sword 鞘+刀身 飾板付 桜皮巻止 削りかけ 二枚矧 刀身線刻有
10969 刀 sword 鞘+刀身 飾板付 桜皮巻止 二枚矧 刀身線刻、穿孔有
10970 刀 sword 鞘+刀身 朱漆塗り飾板付 桜皮巻止 二枚矧
10971 刀 sword 鞘+刀身 飾板欠 桜皮巻止 二枚矧 刀身線刻有
10972 刀 sword 柄+鞘 鮫皮状金属板
10973 刀 sword 模造刀(日本刀)
10974 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 吊金具 削りかけ 鞘2本を合わせた

ものか
10975 刀 sword 柄(獣皮) 刀鞘(刻印) 刀身 鐔

10976 刀および刀帯 sword & sword holder

10977 刀 sword 柄 刀鞘 刀身 鐔

10979 刀 sword 柄(桜皮) 刀鞘(漆・桜皮) 刀身
10981 刀帯 sword holder シナ/シナ 切抜き文様房付
10982 鍔 sword (handguard) 真鍮製 円形 刻文
10986 胆嚢挟み bear gall presser 樺樹皮を２枚併せにする
10987 茣蓙 mat 文様 ガマ・オヒョウ・イラクサ(Z)オヒョウ(Z) 23列
10988 死体包装紐 rope for the dead 靭皮(シナ)
10989 荷縄 carrying strap 靭皮(シナ)製 文様部を3本に分け、さらに一本にする
10990 荷縄 carrying strap for the

dead
死者用 靭皮(シナ)製 文様部を3本に分け、さらに一本にする
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
網走藻琴 L57.8 W9.0 T2.2 10928
白糠 時田伊平 L61.0 W11.8 T2.1 10929
千歳 L73.9 W40.0 φ2.2 10930

L79.8 W9.1 T0.8 10931
L44.3 W7.0 T0.9 10935
L30.7 W6.2 T0.7 10936
L43.9 W7.2 T1.0 10937
L35.7 W3.8 T0.8 反り2.5 10938
L24.5 W4.8 T1.1 10939
L19.8 W2.7 T0.5 10940
L53.0 W4.0 T1.1 10941
L24.2 W11.6 T2.5 10942

サハリン L60.0 W18.8 H13.8 10943
L22.6 W3.7 T2.4 10945
L22.8 W3.0 T2.4 10946
L22.0 W3.6 T2.2 10947
L19.8 W3.1 T1.9 10948
L21.8 W3.5 T2.2 10949
L23.2 W3.8 T2.0 10950
L19.5 W4.5 T3.1 10951

新井穆 L30.2 W2.5 T0.7 10952
新井穆 L44.0 W4.0 T0.9 10953
新井穆 L57.5 W3.7 T0.6 10954

L45.2 W3.5 T1.3 10955
L60.3 W3.0 T0.5 10956
L57.5 W3.2 T0.5 10957

国後島 L(58.0)W(3.2)T0.6 10958
L55.1 W2.9 T1.2 10959
L(49.7)W3.7 T1.85 10960
L61.3 W3.5 T2.4 10961
L(45.5) W3.8 T2.0 10962
柄L 7.5 W3.5 T1.7 鞘L32.5 W3.4 T1.9 ML(48.8) 10963
柄L20.5 W3.4 T2.2 鞘L59.5 W4.9 T2.2 ML80.0 10964
鞘L54.7 W4.2T1.9 身L57.6 W2.9T0.6 ML65.6 10965
鞘L53.8 W4.3T1.9 身L58.0 W(2.1)T0.5 ML(64.7) 10966
鞘L57.5 W4.4T1.9 身L58.2 W2.9 T0.6 ML(68.5) 10967
鞘L59.0 W4.0T1.7 身L57.0 W2.9 T0.6 ML69.3 10968
鞘L56.5 W4.5T2.1 身L58.0 W3.4 T0.5 ML(65.0) 10969
鞘L62.8 W5.0T2.2 身L57.3 W2.4 T0.4 ML(69.7) 10970
鞘L(38.5)W4.0T1.8身L58.5 W2.9 T0.6 ML(58.5) 10971
柄L16.5 W3.6 T1.9 鞘L37.5 W3.6 T1.9 ML52.2 10972
柄L15.0 W3.6 T3.0 鞘L35.5 W4.0 T1.9 鍔L6.6×5.8 T0.5 ML51.0 10973
柄L35.0 W5.0 T2.5 鞘L69.7 W5.5 T3.2 ML111.7 10974

柄L21.0 W3.8 T1.9 鞘L57.0 W3.7 T1.7 身L58.7 W3.6T0.7
鍔L9.0 W8.4 T0.8 ML67.0

10975

L59.6 W5.0 T2.2 10976
柄L23.0 W3.5 T2.1 鞘L58.0 W4.2 T2.2 身L50.0 W2.7 T0.5
鍔L8.8 W8.6 TML81.0

10977

柄L21.5 W3.6 T1.8 鞘L59.5 W5.0 T2.2 身L52.3 W2.3 T0.6 ML80.2 10979
L153.0 W(21.0) 10981
φ9.2×9.1 T0.6 10982
L10.5 W9.5 T3.0 10986
ML149.5M W73.0 T0.5 10987
L391.0 W2.0 T0.3 10988
L208.5 W8.2 T1.5 10989

千歳 L110.0 W5.5 T0.5 ※明治期収集 10990
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
10991 小物入 bag スゲ製 三つ折にする 木綿布をかぶせる 21列 1885

10993 編袋 basket オヒョウ/オヒョウ 199本18段
10994 編袋 basket シナ/シナ 183本12段
10995 編袋 basket シナ/シナ 198本9段
10996 編袋 basket シナ/シナ 237本11段 全体裏返し
10997 編袋 basket シナ/シナ 213本14段 1882

10998 編袋 basket オヒョウ/オヒョウ 120本12段 1882

10999 編袋 basket ガマ/シナ (110本)13段 1882

11000 編袋 basket シナ/シナ・イラクサ 176本21段 1937

11001 編袋 basket シナ/シナ 235本20段 1882

11002 編袋 basket シナ/シナ 186本11段
11004 小物入 basket テンキ製 横長の袋状に編む 1936

11005 編袋 basket シナ/シナ 177本22段
11006 編袋 basket ガマ・シナ/ガマ・シナ・イラクサ (104)本17段 大破
11007 編袋 basket シナ/シナ 190本18段
11008 編袋 basket シナ/シナ 190本18段
11009 編袋 basket シナ/シナ 164本15段
11010 編袋 basket シナ/シナ (176)本17段 大破
11011 編袋 basket シナ/シナ (92)本15段 大破
11012 編袋 basket シナ/シナ 307本25段 茣蓙編み機使用 大破
11013 編袋 basket シナ/シナ 269本19段 茣蓙編み機使用
11014 編袋 basket シナ/シナ 179本19段 大破
11015 編袋 basket シナ/シナ 355本21段 茣蓙編み機使用
11016 刀帯 sword holder 大破 房、刀通部分のみ
11017 刀帯 sword holder シナ/木綿 刺繍文様房付
11018 刀帯 sword holder シナ/シナ・毛 刺繍文様房付 1884

11019 刀帯 sword holder シナ/シナ 帯切断 房欠 大破
11020 刀帯 sword holder シナ/シナ 刺繍文様房付 1936

11021 刀帯 sword holder シナ/シナ・木綿 刺繍文様房付
11022 刀帯 sword holder シナ/シナ・毛 刺繍文様房付 大破
11023 刀帯 sword holder シナ/木綿 刺繍文様房付 大破
11024 刀帯 sword holder

11025 刀帯 sword holder シナ/シナ 刺繍文様房付
11026 刀帯 sword holder シナ/シナ･毛 刺繍文様房付
11027 刀帯 sword holder シナ/シナ 大破
11028 刀帯 sword holder 獣皮製 イラクサ糸縫製
11029 捧酒箸 libation stick 無紋
11030 捧酒箸 libation stick 十勝士幌 武倉
11031 イナウ inaw  1段
11032 捧酒箸 libation stick 刀鞘を模す
11033 捧酒箸 libation stick 刻紋
11034 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刻印1 (パ 裏)
11035 アイヌ 老翁像 doll  一木 墨で着色
11041 刀帯 sword holder シナ/シナか 大破
11042 刀帯 sword holder シナ/シナ･木綿・毛 刺繍文様房付
11043 刀帯 sword holder シナ/シナ･木綿 刺繍文様房付
11048 刀 sword 柄+刀鞘+刀身+鐔

11049 刀 sword 柄+刀鞘+刀身+鐔

11050 刀 sword 鞘+刀身
11051 刀 sword 刀鞘(桜皮) 刀身 柄(桜皮・ｵﾋｮｳ布・象嵌飾金具) 鐔(紅葉)

11052 刀 sword 刀鞘 刀身 柄(桜皮)

11053 刀 sword 刀鞘(桜皮・削りかけ付) 刀身 柄(飾金具) 鐔
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
　 L23.5 W23.0 T1.8 10991

L58.0 W45.0 T4.2 10993
L42.0 W42.0 T2.5 10994
L25.0 W19.0 T2.5 10995
L30.0 W26.5 T2.5 10996

　 L45.5 W38.0 T3.0 10997
　 L26.0 W26.3 T3.0 10998
　 L45.0 W32.0 T4.0 10999
平取 L30.0 W22.0 T6.0 11000
　 L75.0 W62.0 T5.0 11001

L40.0 W53.0 T7.0 11002
伊達有珠 名取武光 L21.4 W1.5 H16.4 11004

L48.0 W31.0 T5.0 11005
L(25.0)W(25.0)T(2.0) 11006
L32.5 W21.0 T2.0 11007
L31.5 W29.5 T2.5 11008
L33.0 W25.0 T3.5 11009
L33.0 W22.0 T2.5 11010
L42.5 W38.0 T2.5 11011
L69.0 W63.0 T5.5 11012
L75.0 W53.0 T5.5 11013
L41.0 W29.0 T3.5 11014
L72.0 W71.0 T5.0 11015
L(20.5)W44.0 T0.7 11016

旭川近文 河野広道 L164.0 W24.0 11017
沙流 L168.0 W45.5 11018

L(145.0)W(7.4) T0.8 11019
新十津川 樺勘太郎 L168.0 W13.5 11020

L147.5 W43.5 T0.4 11021
L(122.0)W(13.0) T0.6 11022
L(150.2)W(22.6) T0.7 11023
L148.0 W(23.0) T1.0 11024
L135.0 W(15.0) T1.2 11025

新十津川 樺勘太郎 L160 W(28.0) 11026
　 L(50.5)W(6.0) T0.4 11027
　 L159.0 W37.6 T1.2 11028
　 L31.3 W2.1 T0.5 11029
士幌 L32.5 W2.4 T0.6 11030
　 L33.5 φ2.2 11031
　 L35.7 W3.6 T1.9 11032
　 L27.5 W1.9 T0.9 11033
　 L27.8 W1.9 T0.4 11034
　 L12.0 W4.4 T5.9 11035
　 L(63.0)W(6.7) 11041
　 L152.0 W(25.6) T1.5 11042
　 L185.0 W(52.0) T0.9 11043
　 柄L22.5 W3.6 T2.2 鞘L55.0 W5.3 T2.2 身L58.0 W3.7 T0.6

鍔L8.2 W8.2 T0.7 ML78.0
11048

　 柄L21.5 W3.5 T1.9 鞘L57.0 W4.5 T2.2 身L63.0 W3.5 T0.6
鍔L7.8 W7.5 T0.7 ML78.0

11049

鞘L62.0 W5.0 T2.1 身L62.2 W3.5 T0.6 ML70.7 ※明治期収集 11050
　 柄L24.0 W3.7 T1.9 鞘L64.7 W4.8 T2.0 身L75.5 W2.5 T0.5

鍔L6.7 W6.4 T0.4 ML87.8
11051

　 柄L22.0 W3.4 T1.7 鞘L53.0 W4.8 T2.0 身L58.0 W2.5 T0.6
ML74.5

11052

　 柄L21.5 W3.6 T2.1 鞘L63.0 W5.0 T2.8 身L59.0 W3.3 T0.7
鍔L8.8 W8.3 T0.8 ML84.0

11053
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
11054 刀 sword 鞘+刀身+柄 鞘：飾板付 桜皮巻 二枚矧 刀身：線刻・穿孔有

柄：一木
11055 刀 sword 鞘+刀身 鞘：飾板付 桜皮巻 二枚矧 刀身：線刻・穿孔有
11061 矢筒 quiver 象嵌
11062 供物台 lacquered stand 1964

11081 矢筒 quiver 円形飾金具(真鍮)付 鰭片方欠 刳り抜き
11082 矢筒 quiver 円形飾金具(真鍮)付 木釘留 二枚矧
11083 矢筒 quiver 円形飾金具(銅)付 木釘留 二枚矧
11084 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具 彫刻文様 桜皮巻 二枚矧
11085 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具 削りかけ付
11086 矢筒 quiver 円形飾金具(鉄)付 鰭欠 二枚矧
11087 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具(クマ・シカ・トリの彫文様)付 彫刻文様 桜

皮巻止 二枚矧
11088 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付 彫刻文様 桜皮巻止 二枚矧
11089 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具(真鍮)付 木釘留 刳り抜き 鰭欠
11090 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具(真鍮)付 刳り抜き 鰭欠
11091 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付
11092 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付 木釘留 二枚矧 鰭欠
11093 矢筒 quiver 狩猟用 熊皮製物入・捧酒箸付属 二枚矧 桜皮巻 蓋欠
11094 刀 sword 鞘+柄 打ち出し文様金属板 留金具
11095 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付 彫刻文様 木釘留 二枚矧
11096 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具(銅)付 彫刻文様 木釘止 二枚矧 鰭片方欠
11097 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付 彫刻文様 二枚矧
11098 矢筒 quiver 狩猟用 桜皮を全体に巻く 樺製蓋付
11099 矢筒 quiver 狩猟用 樹皮製 熊皮製物入・荷縄付属 裏削りかけ結束 桜皮巻
11100 矢 arrow 中柄+柄+羽
11101 矢 arrow 鏃+中柄+柄+羽
11102 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付 彫刻文様
11103 矢筒 ritual quiver 儀礼用 円形飾金具付 刻文 桜皮巻止 二枚矧 鰭片方欠
11105 矢筒 quiver 狩猟用 桜皮を全体に巻く 樺製蓋付
11109 矢筒 quiver 狩猟用 樹皮製 熊皮製物入・小刀・捧酒箸付属 桜皮巻
11110 矢筒 quiver 狩猟用 樹皮製 熊皮製物入付属 桜皮巻
11112 矢筒 quiver 狩猟用 樹皮製 桜皮巻 蓋付
11113 木偶 wooden figure ブドウ蔓を二つ折りにして捩る 靭皮(シナ)紐付
11114 木偶 wooden figure アザラシを模る 組紐付 33008に類似
11116 槍 spear

11117 矢 arrow 手弓用 柄+羽
11120 矢 arrow 手弓用 竹鏃+中柄(中足骨)+柄+羽
11121 矢 arrow 手弓用 柄+中柄(中足骨)+柄+羽
11122 矢 arrow 手弓用 竹鏃+中柄(中足骨)+柄+羽
11123 矢 arrow 手弓用 竹鏃+中柄(中足骨)+柄+羽
11133 矢 arrow 手弓用 中柄(木)+柄+羽 桜皮巻
11134 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
11136 矢 arrow 手弓用 中柄(木)柄+羽 桜皮巻
11137 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽 腱巻
11139 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽 腱巻 1937?

11140 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄 腱巻 矢羽欠
11143 矢 arrow 手弓用 鉄鏃+中柄(中足骨)+柄 腱・イラクサ巻 矢羽欠
11144 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 竹鏃+中柄+柄 中柄と柄は一木
11145 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
11149 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 竹鏃+中柄+柄 中柄と柄は一木 中柄と柄の区分な

し
11150 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木 刻印
11151 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
11152 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄 腱巻
11153 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄
11155 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
11156 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
　 柄L21.4 W3.7 T2.2 鞘L38.9 W3.9 T2.2 身L31.3 W2.8 T0.6 ML59.8 11054

　 L61.8 W3.9 T0.6 11055
　 φ7.5×5.6 T1.1 11061
十勝 幕別 犬飼哲夫 L38.0 φ1.5 11062

L60.3 W(19.4) T5.3 11081
L53.6 W15.5 T4.2 11082
L50.0 W15.0 T12.2 11083
L55.5 W20.6 T5.1 11084
L54.5 W16.7 T4.5 11085
L60.5 W18.4 T5.8 11086
L52.7 W25.3 T4.7 11087

L54.1 W18.0 T4.3 11088
L55.0 W21.0 T3.8 11089
L57.4 W(15.4)T5.5 11090
L42.4 W11.7 T3.7 11091
L57.0 W(14.2)T3.0 11092
L52.5 W13.1 T10.0 熊皮物入L21.3 W12.0 T3.5 11093
柄L18.0 W3.9 T2.5 鞘L38.0 W3.9 T3.9 ML55.5 11094
L38.8 W13.5 T3.5 11095
L50.3 W(17.5)T3.4 11096
L27.0 W9.3 T1.8 11097
身L56.0 W9.7T4.0 蓋L9.5 W5.6 T4.0 ML61.0 11098
L48.0 W8.5 T12.0 11099
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(12.1)φ1.2 柄L36.8 φ1.0 ML(48.9) 11100
鏃L4.6 W1.9 T0.6  中柄L(10.8)φ1.2 柄L31.8 φ1.0 ML46.5 11101
L22.5 W8.2 T2.1 11102
L55.2 W(13.8)T5.4 11103
身L47.0 W12.6 T4.6 蓋L8.5 W8.4 T4.3 ML53.0 11105
L50.0 W12.0 T7.0 11109
L52.0 W10.0 T2.7 熊皮物入L22.0 W11.5 小刀L13.0 11110
身L45.5 W6.1 T5.0 蓋L9.6 W8.6 T5.1 ML48.0 11112
L15.5 W4.5 H6.7 11113
L16.8 W2.5 H7.3 11114

新冠 L13.3 W13.2 11116
鏃L -  W -  T  - 中柄L   -  φ -   柄L23.7 φ0.5 ML(23.7) 11117
鏃L6.1 W1.6 T0.5 中柄L(9.1) φ1.0  柄L29.0 φ0.6 ML44.2 11120
鏃L -  W  - T  - 中柄L14.2  φ1.05 柄L37.4 φ0.9 ML(49.2) 11121
鏃L6.9 W1.8 T0.6 中柄L16.2  φ1.2  柄L39.5 φ0.9 ML57.7 11122
鏃L5.8 W1.4 T0.5 中柄L(9.8) φ1.0  柄L29.7 φ0.7 ML44.4 11123
鏃L  -  W  - T - 中柄L(12.9)φ1.4 柄L34.9 φ0.8 ML(47.8) 11133
鏃L  -  W  - T - 中柄L21.3 φ1.2  柄L33.3 φ0.8 ML(47.8) 11134
鏃L  -  W  - T - 中柄L(12.9)φ1.2 柄L35.3 φ0.9 ML48.2 11136
鏃L -  W  - T  - 中柄L(13.8)φ1.2 柄L34.8 φ0.9 ML(48.6) 11137

　 鏃L -  W  - T  - 中柄L(12.5)φ1.2 柄L33.6 φ0.9 ML(46.1) ※明治期収集 11139
鏃L -  W  - T  - 中柄L(12.0)φ1.0 柄L35.8 φ1.1 ML(47.8) 11140
鏃L5.0 W1.6 T0.5 中柄L22.0  φ1.4 柄L33.0 φ0.9 ML60.0 11143
鏃L6.5 W1.5 T0.4 中柄L22.1  φ1.3 柄L24.3 φ1.0 ML52.9 11144
鏃L -  W  - T  - 中柄L22.2  φ1.1 柄L28.6 φ0.9 ML50.8 11145
鏃L7.0 W1.5 T0.7  中柄L  -  φ1.4 柄L52.3 φ1.4 ML59.3 11149

鏃L -  W  - T  - 中柄L25.5  φ1.4 柄L27.3 φ1.1 ML52.8 11150
鏃L -  W  - T  - 中柄L24.4  φ0.8 柄L33.0 φ0.8 ML57.4 11151
鏃L -  W  - T  - 中柄L13.0  φ1.0 柄L31.7 φ0.7 ML44.6 11152
鏃L -  W  - T  - 中柄L(11.8)φ1.0 柄L36.2 φ0.8 ML(48.0) 11153
鏃L -  W  - T  - 中柄L22.2  φ1.4 柄L33.7 φ0.9 ML55.9 11155
鏃L -  W  - T  - 中柄L(11.3)φ1.1 柄L33.4 φ1.0 ML(44.8) 11156
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
11157 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
11158 矢 arrow 手弓用 柄+羽
11159 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木 刻印
11160 矢 arrow 手弓用 柄のみ
11161 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽(軸のみ)
11162 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽 イラクサ巻
11163 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄 イラクサ巻
11164 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木 靱皮(シナ)を巻く
11165 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄
11166 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄 腱巻
11168 矢 ceremonial arrow 儀式用 柄+羽 先端を細長い鏑状にする
11169 矢 ceremonial arrow 儀式用 柄+羽 先端を細長い鏑状にする
11170 矢 ceremonial arrow 儀式用 柄+羽 先端を細長い鏑状にする
11172 銛　模型? harpoon(model?) 中柄+柄
11173 銛　模型? harpoon(model?) 中柄+柄
11174 銛　模型? harpoon(model?) 中柄+柄
11175 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨)
11176 銛 harpoon 回転式 鏃(鉄+獣骨)
11177 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐切断
11179 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(木綿)
11180 銛 harpoon 回転式 鏃(真鍮+獣骨) 紐(木綿)
11182 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄 腱を巻く
11184 矢 arrow 手弓用 柄のみ
11185 弓 bow 弦(イラクサ) 桜皮巻 弭整形あり
11186 弓 bow 弦(ツルウメモドキ) 弭整形あり
11187 弓 bow 弦(イラクサ) 弭整形あり
11188 弓 bow 弦(イラクサ) 弭整形あり 1937

11189 弓 bow 弦(イラクサ) 弭整形あり
11190 弓 bow 弦(イラクサ) 弭整形あり
11192 鈎 gaff 鉄製 さわり糸付の柄 1937

11193 銛 fishing spear(marek) 鈎銛(マレｸ)
11194 仕掛け弓 set bow (part) 部品 台 トリガー付
11195 仕掛け弓 set bow (part) 部品 台 トリガー付
11196 仕掛け弓 set bow (part) 部品 台 トリガー付
11197 仕掛け弓 set bow (part) 部品 台 トリガー付
11199 鈎 hanging hook 枝利用 吊り下げ用に一端を加工する
11200 刀身 sword 木製刀身
11203 仕掛け弓? set bow (part)? 台か
11210 イナウ inaw 7段 墨書｢菊地ｋ-4｣
11211 イナウ inaw 3段
11212 イナウ inaw 3段
11213 イナウ inaw 3段
11214 イナウ inaw 1段
11216 イナウ inaw 5段 獣面(クマか)
11217 イナウ inaw 脚付
11218 イナウ inaw 5本組

11219 イナウ inaw 2段 刻印
11220 イナウ inaw 2段 刻印
11221 イナウ inaw 2段
11222 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
11223 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
11224 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
11225 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
11226 イナウ inaw イナウ 1段
11229 イナウ inaw 1段
11230 イナウ inaw イナウ 4段
11231 イナウ inaw イナウ 3段
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
鏃L -  W  - T  - 中柄L20.5  φ1.2 柄L(35.0)φ0.9ML(49.2) 11157
鏃L -  W  - T  - 中柄L  -   φ -  柄L49.0 φ0.9 11158
鏃L -  W  - T  - 中柄L20.7  φ1.3 柄L29.8 φ1.1 ML50.5 11159
鏃L -  W  - T  - 中柄L  -   φ -  柄L32.6 φ0.8 11160
鏃L -  W  - T  - 中柄L(11.5)φ0.9 柄L32.5 φ0.8 ML44.0 11161
鏃L -  W  - T  - 中柄L(9.8) φ0.7 柄L23.5 φ0.7 ML(33.3) 11162
鏃L -  W  - T  - 中柄L(11.2)φ0.9 柄L33.3 φ0.8 ML(44.5) 11163
鏃L -  W  - T  - 中柄L20.3  φ1.4 柄L32.2 φ1.0 ML(52.5) 11164
鏃L -  W  - T  - 中柄L11.1  φ0.9 柄L30.3 φ0.9 ML39.3 11165

幕別白人 廣瀬浅吉(76歳) 鏃L -  W  - T  - 中柄L10.4  φ0.9 柄L35.4 φ0.8 ML43.8 11166
鏃L -  W  - T  - 中柄L   -  φ -  柄L94.5 φ0.8 11168
鏃L -  W  - T  - 中柄L   -  φ -  柄L94.7 φ0.8 11169
鏃L -  W  - T  -  中柄L  -  φ -  柄L95.0 φ0.8 11170
中柄L15.0 φ0.6 柄L49.1 φ0.8 ML61.6 11172
中柄L24.6 φ0.8 柄L57.9 φ0.9 ML69.7 11173
中柄L24.5 φ0.8×0.6 柄L56.3 φ0.9 ML69.2 11174
L9.5 W3.4 T1.2 11175
L10.6 W2.7 T1.5 11176
L8.8 W2.6 T1.5 11177

虻田 L7.8 W3.2 T1.2 ML30.0 11179
虻田 L7.0 W3.0 T1.1 ML24.5 11180
幕別白人 廣瀬浅吉(76歳) 鏃L -  W  -  T  -   中柄L7.7    φ0.9 柄L35.2 φ0.8 ML(43.1) 11182

鏃L -  W  -  T  -   中柄L  -     φ  -  柄L33.5 φ1.1 11184
L85.0 W2.0 反3.5 11185
L87.3 W1.9 反4.5 11186
L95.0 W2.7 反10.0 11187

恵庭 L89.8 W1.9 反5.9 11188
L121.0 W2.2 反5.0 11189
L102.5 W3.0 反26.0 11190

恵庭 ML116.0 W14.7 φ1.6 11192
中柄L41.2 φ0.9 鈎L6.5 φ0.6 11193
L52.6 W4.0 T1.7 11194
L57.1 W4.9 T2.2 11195
L52.7 W4.2 T1.9 11196
L51.4 W3.7 T2.2 11197
L47.6 W19.8 T3.0 11199
L38.2 W2.4 T1.5 11200

11203
　 L182.0 φ3.0 11210
余市 違星家 L69.5 φ2.7 W10.0 11211
余市 違星家 L69.5 φ3.0 11212
余市 違星家 L69.0 φ2.8 W12.0 11213

L64.0 φ2.8 W16.0 11214
L31.0 φ3.3 W7.2 11216

鵡川 L69.5 W20.0φ3.1 脚L85.0 φ2.5 ML128.0 11217
鵡川 ①L129.0 W16.0 φ2.2 ②L50.0 W8.0 φ2.0③L51.0 W7.0 φ1.9

④L55.0 W8.0 φ2.0 ⑤L52.5 W9.0 φ2.4
11218

L60.0 φ2.3 W8.0 11219
L70.3 φ2.7 W12.0 11220
L44.5 φ1.7 11221
L33.5 W1.2 T0.8 H3.3 11222
L33.3 W1.7 T0.9 H5.0 11223
L33.4 W1.8 T0.7 H0.9 11224
L33.4 W1.6 T0.7 H0.8 11225
L30.0 φ1.3 W8.0 11226
L43.0 φ2.4 11229
L42.5 φ2.6 W14.5 11230
L24.0 φ0.9 W7.5 11231
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
11232 イナウ inaw イナウ 1段
11234 イナウ inaw イナウ 3段
11235 イナウ inaw イナウ 3段
11237 イナウ inaw 3段
11238 イナウ inaw イナウ 2段
11239 イナウ inaw イナウ 3段
11242 冠 ritual headdress ブドウ蔓製 先端に木彫クマ 削りかけを足す 1936

11243 冠 ritual headdress ガマ製 先端に木彫クマ 削りかけを足す 1939

11244 冠 ritual headdress ブドウ蔓製 削りかけを足す
11245 冠 ritual headdress ブドウ蔓製 先端に木彫クマ 削りかけを足す 1914

11246 冠 ritual headdress 削りかけ製
11247 冠 ritual headdress ブドウ蔓製
11248 冠 ritual headdress ブドウ蔓製か
11249 冠 ritual headdress ブドウ蔓製
11250 イナウ inaw イナウ 削りかけ19本を纏める
11257 イナウ inaw 2段
11259 イナウ inaw 2段
11264 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
11265 銛 harpoon 鏃(銅+獣骨) 紐(イラクサ)
11266 仕掛け弓 set bow (part) 仕掛弓部品 トリガー
11267 仕掛け弓 set bow (part) 部品 トリガー
11268 銛 harpoon 鏃(鉄+獣骨) 紐(木綿) 刻印
11269 銛 harpoon 鏃(鉄+獣骨) 紐(イラクサ)
11270 銛 harpoon 鏃(真鍮+獣骨か) 紐(イラクサ)
11271 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文 刻印あり
11272 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文
11273 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 刻印あり
11274 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文 刻印あり 内に熊を描く
11275 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文
11276 天目台 cup stand 漆(梨地) 葡萄唐草文 刻印
11277 杯 lacquered cup 漆(外赤内黒) 鉄線唐草文様 刻印(弁開か) 内に熊を描く(金)
11278 天目台 cup stand 漆(津軽)
11279 杯 lacquered cup 漆(朱) ｢笹竜胆｣紋 唐草文
11280 天目台 cup stand 漆(朱) ｢三巴｣紋 唐草文 高台縁に刻印あり
11281 杯 lacquered cup 漆(梨地) 菊に唐草文 刻印あり 内にも刻印あり
11282 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文 刻印
11283 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文 刻印 高台縁に刻印あり 杯受欠
11284 天目台 cup stand 漆(黒) 葡萄唐草文 刻印(翼裏) 高台銅板補修
11285 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文様 刻印
11286 天目台 cup stand 漆(黒) 刻印
11287 杯 lacquered cup 漆(朱)貝4種とヒトデを描く(貝尽くし) 椀内に鯉を描く
11288 杯 lacquered cup 漆(朱) オシドリと松葉を描く 刻印
11289 天目台 cup stand 漆(黒) 流水に沢潟・河骨・葵 刻印 桜皮接合補修
11290 天目台 cup stand 漆(黒)?に唐草文 金で縁取る
11291 天目台 cup stand 漆(黒) 菊に流水文 刻印
11292 杯 lacquered cup 漆(黒) 笹竜胆紋 鯉 唐草文
11293 杯 lacquered cup 漆(黒) 鉄線唐草文様 刻印
11294 杯

天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(朱)桜紋 唐草文 刻印
漆(朱)桜紋 唐草文 刻印 桜皮接合補修

11295 椀 lacquered bowl 漆(朱)口縁部外反 刻印・ 高台縁に刻みあり
11296 天目台 cup stand 漆(朱) ｢三巴｣紋 唐草文
11297 天目台 cup stand 漆(黒) 貝尽くし文
11298 天目台 cup stand 漆(黒) 鉄線唐草文 高台補修
11299 天目台 cup stand 漆(黒) ｢三巴｣紋 唐草文 補修(桜皮接合)
11300 杯 lacquered cup 漆(黒) ｢笹竜胆紋｣ 唐草文 内に熊を描く
11301 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) ｢三巴｣紋 唐草文
11302 鉢 lacquered pot 漆(朱) 無文 蓋欠 剥離大 1958

11303 耳盥 lacquered pot 漆(黒) ｢三柏｣紋 竹・梅・鶴・亀文 大破
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L20.7 φ0.9 11232
L24.0 φ1.0 11234
L24.0 φ1.1 W9.5 11235
L21.0 φ1.1 11237
L24.5 φ1.2 11238
L24.5 φ0.8 W8.0 11239

静内農屋 L44.5 W20.5 H4.7 11242
平取貫気別 L42.5 W10.0 H10.0 11243

L37.0 W5.0 H7.0 11244
沙流 L45.0 W12.5 H7.0 11245

L33.8 W4.5 H4.1 11246
L54.0 W15.0 H7.5 11247
L37.0 W7.0 H7.0 11248
L44.5 W7.0 H7.5 11249
L45.0 W20.0 11250
L55.0φ1.9 11257
L54.0φ2.2 11259
L33.3 W2.0 T0.8 H3.1 11264
L11.1 W2.6 T1.4 ML51.0 紐L44.0 11265

11266
L16.6 W10.0 T1.9 紐L41.0 φ0.5 11267
L12.5 W3.8 T1.7M 紐L34.0 L43.0 11268
L8.4 W4.1 T2.1 紐L28.0 ML32.5 11269
L8.0 W3.2 T1.2 紐L29.0 ML32.5 11270
φ12.6 H6.7 高台φ(6.2)H1.1 T0.25 11271
φ16.0 H9.9 高台φ7.9 H6.0 11272
φ12.9 H7.0 高台φ6.6 H1.5 T0.35 11273
φ12.7 H7.0 高台φ6.4 H1.25 T0.3 11274
φ15.0 H10.7 高台φ8.7 H6.0 11275
φ16.0 H10.0 高台φ9.2 H5.5 11276
φ12.7 H6.5 高台φ6.9 H1.0 T0.2 11277
φ15.8 H8.8 高台φ8.7 11278
φ13.9 H7.8 高台φ5.1 H6.1 T0.4 11279
φ15.0 H10.6 高台φ8.7 H6.9 11280
φ12.4 H6.9 高台φ6.2 H1.15 T0.3 11281
φ15.5 H10.6 高台φ8.8 H5.9 11282
φ16.1 H(7.0)高台φ9.2 H5.6 11283
φ16.0 H10.3 高台φ9.2 H5.6 11284
φ15.0 H11.4 高台φ8.8 H5.3 11285
φ16.3 H8.7 高台φ8.2 H4.8 11286
φ12.4 H6.8 高台φ6.2 H1.2 T0.3 11287
φ14.3 H6.4 高台φ7.2 H0.85 T0.3 11288
φ16.1 H10.8 高台φ8.9 11289
φ16.0 H10.7 高台φ9.1 11290
φ15.8 H10.7 高台φ8.8 11291
φ12.3 H6.7 高台φ6.3 H1.25 T0.25 11292
φ12.5 H6.5 高台φ6.5 H0.9 T0.25 11293
杯φ12.3 H 6.8 高台φ6.4 H1.2 T0.25
台φ14.8 H11.0 高台φ8.3

11294

φ13.6H7.8  高台φ6.2 H1.6 T1.5 11295
φ14.5 H10.6 高台φ8.6 11296
φ15.6 H10.9 高台φ8.7 11297
φ15.4 H10.5 高台φ8.4 11298
φ14.9 H10.1 高台φ8.6 11299
φ12.3 H6.7 高台φ6.2 H1.3 T0.25 11300
φ12.2 H7.0 高台φ6.25 H1.3 T0.2 11301

新冠 渕瀬徳一 φ30.6 H17.0 11302
φ24.9 H15.7 高台φ16.0 H3.7 T0.7 MW33.1 11303
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
11304 行器 lacquered container 漆(黒) 家紋尽 唐草文 脚付 1958

11305 行器 lacquered container 漆(黒) 脚付
11306 行器 lacquered container 漆(朱) 家紋尽 唐草文 脚付
11307 行器 lacquered container 漆(黒) 脚付
11308 樽 lacquered container 樽 曲物 墨書｢十九｣
11309 樽 lacquered container 漆(黒) 曲物 無文
11310 樽 lacquered container 漆(黒) 曲物 松 牡丹唐草 1958

11311 縄撚具 rope maker 棒2本を十字に合わす 1958

11312 縄撚具 rope maker 棒2本を十字に合わす 1958

11313 かんじき snowshoe U字状のものを合わせ、針金で縛る 1958

11314 かんじき snowshoe 瓢箪型 片方のみ 桜皮、獣皮紐で縛る 1958

11315 かんじき snowshoe U字状のものを合わせ、針金、麻で縛る 1958

11316 縄 rope 靭皮(シナ)＋鉄鎖 馬を繋ぐ縄とある 1958

11317 縄 rope 靭皮(シナ) 馬を繋ぐ縄(モトトオシ)とある 1958

11319 柄杓 ladle 先端破損 柄折れ釘補修 1958

11320 樽 lacquered container 黒漆 鶴 ｢三巴｣紋(蓋) 1958

11321 木綿衣 coat(cotton) 右袖、後身頃などの部分 置布(色列) イラクサ糸
11326 柄杓 ladle 調理用
11327 仕掛け弓 set bow (part) 台のみ
11335 矢 arrow 鉄鏃+柄 アイヌか
11336 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木 11331と類似
13116 クマ檻 bear cage(model) 高床 模型 日高 沙流 1879

13117 おしゃぶり bear toy(model) クマ用 模型
13118 給餌器 feeder クマ用 模型
14755 刀柄 sword(hilt) 刀用 飾り金具(鳳凰)付
15383 小刀鞘 sheath

15384 小刀鞘 sheath 魚型根付
15386 耳飾 earrings ガラス玉・飾り金具付
17651 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
17652 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17653 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17654 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼
17655 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
17656 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼
17657 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 1911

17658 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17659 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17660 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17661 捧酒箸 libation stick (パ 裏)
17662 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17663 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17664 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼
17665 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17666 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)
17667 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17668 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17669 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17670 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17671 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼

17672 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17673 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17674 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏) 1939

17675 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
新冠 身φ35.4 H34.4 蓋φ35.5 H 6.8 MH40.0 MW44.0 11304

身φ35.3 H38.1 蓋φ39.0 H10.0 MH46.3 MW47.0 11305
身φ33.0 H35.8 蓋φ36.0 H 8.3 MH41.2 MW44.8 11306
身φ35.8 H37.5 蓋φ40.0 H10.2 MH45.0 MW47.5 11307
身φ50.5 H37.5 蓋φ54.0 H12.0 MH47.5 11308
身φ49.0 H44.0 蓋φ49.0 H10.1 MH45.8 11309

新冠 渕瀬徳一 身φ51.0 H38.1 蓋φ53.5 H11.5 MH48.2 11310
新冠 渕瀬徳一 L37.2×37.5 T1.9 11311
新冠 渕瀬徳一 L41.5×42.0 T3.0 11312
新冠 フチセタロ L51.5 W25.0 T1.3 反り7.1 11313
新冠 フチセタロ L50.6 W24.7 T2.8 反り13.0 11314
新冠 フチセタロ L42.0 W24.5 T2.7 反り0 11315
新冠 ML2260.0 φ1.4 11316
新冠 ML1200.0 φ1.6 11317
新冠 渕瀬徳一 L38.5 W11.8 T2.8 11319
新冠 渕瀬徳一 身φ62.0 H59. 5 蓋φ67.0 H13.6 MH61.3 11320

L103.0 W90.0 11321
L54.5 W13.8 T4.0 11326
L50.1 W4.1 T1.4 11327

サハリン 鏃L14.1W2.4 T0.5 中柄L  -   φ1.2 柄L67.8 φ1.0 ML79.5 11335
　 鏃L -  W  - T  - 中柄L18.5  φ1.2 柄L30.0 φ0.9 ML48.5 11336
沙流 L33.0 W33.0 H41.5 13116
　 L9.1 φ2.8 13117
　 L12.2 W3.5 T1.9 13118
　 L22.2 W5.8 T2.2 14755
　 L13.1 W4.6 T1.7 15383
　 L16.0 W4.8 T1.7　根付L12.7 W5.25 T1.4 15384
　 L8.1 W6.2 φ0.2 T1.2  L8.3 W6.2 φ0.3 T1.2 15386
平取二風谷　貝沢松治 L30.1 W2.2 T0.9 H2.1 17651
平取 シピカンチャラ L34.2 W2.0 T1.0 H1.6 17652
平取ニ風谷 貝沢ウエサナ
シ

L38.0 W2.0 T0.8 H1.6 17653

平取ポロサル ホシビ家 L37.5 W2.5 T1.1 H2.5 17654
平取 平村金太送り L34.5 W2.2 T0.7 H2.3 17655
厚真 L29.4 W1.7 T0.7H 2.2 17656
厚真東老軽舞 L35.4 W1.5 T0.7 H1.4 17657
平取ニ風谷 イノンノアシ L29.4 W2.0 T0.7 H2.0 17658
平取 ケウトムエカラ L35.4 W1.5 T0.7 17659
平取紫雲骨 モトピラ L30.8 W2.1 T0.5 H1.5 17660
平取オウコツナイ L31.2 W2.1 T0.7 17661
平取ニ風谷 チャリヌンゲ
(平治)

L29.5 W2.0 T0.7 H1.6 17662

平取 マサレックル L34.5 W1.9 T0.8 H2.2 17663
白老 森竹武市 L35.0 W2.9 T1.9 H2.7 17664
平取 アトッコ L33.4 W2.2 T1.0 H2.1 17665
平取ニ風谷 シラベノウ L35.8 W2.1 T0.7 H1.6 17666
〔門別富川〕佐瑠太村ビ
タルパ 平野マリシクル

L34.3 W2.4 T0.9 17667

平取荷菜 ラペウ L34.5 W1.8 T0.8 H1.8 17668
平取 トヌンカウク L33.6 W2.0 T1.0 H1.8 17669
平取 イソンラトック L34.7 W2.3 T1.0 H2.4 17670
門別富川ピタルパ 門別善
次郎

L37.5 W2.3 T0.9 H3.0 17671

平取平賀 鍋沢元蔵 L35.3 W2.2 T0.8 H2.5 17672
平取 平村エイコノウク L36.3 W2.1 T0.7 H1.3 17673
〔平取?〕シケレベニ
キバタダイロク

名取武光 L35.8 W2.4 T1.0 H2.9 17674

阿寒 音吉 L23.5 W2.0 T0.8 H2.8 17675
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
17676 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17677 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17678 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1935

17679 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)

17680 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17681 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17682 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏) 1939

17683 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)
17684 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 5翼 (パ 裏)
17685 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 6翼 (パ 裏)
17686 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)
17687 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
17688 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17689 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)
17690 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼

17691 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)

17692 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17693 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17694 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)

17695 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1935

17696 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17697 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17698 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 表) 1935

17699 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)
17700 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏) 1939

17701 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
17702 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼

17703 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼
17704 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼

17705 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17706 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17707 捧酒箸 libation stick キケウシか

17709 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼　枝を半切
17710 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼(表2裏1) 1935

17711 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼(表1裏1) 1935

17712 捧酒箸 libation stick 1935

17713 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 (パ 表) 1935

17714 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼
17715 捧酒箸 libation stick

17716 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏) 1939

17717 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1935
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
〔?〕ヌッキベツ ウルン
バゼ

L31.5 W2.3 T1.1 H2.3 17676

平取 平賀ヤヤシノアシ L36.4 W2.0 T0.7 H4.9 17677
厚岸 荒谷エカシ　(60歳
才)

L29.0 W2.0 T1.0 H4.5 台帳に｢春採懐古
館、田中送｣とあ
る

17678

平取二風谷 コンデラムの
弟(伊代松)

L34.8 W2.0 T0.8 H2.0 17679

平取紫雲骨 イクチサマ L40.5 W1.8 T0.8 H3.8 17680
平取 サンゲア L34.3 W2.2 T0.9 17681
平取ペナコリ 川上サノウ
ク

名取武光 L35.4 W2.0 T0.7 H1.7 17682

平取 マサレックル L33.0 W1.9 T0.9 H1.7 17683
平取 トアレクル L35.3 W2.2 T0.8 H3.2 17684
平取 平村栄吉 L34.7 W2.0 T0.8 H2.2 17685
平取去場 ポンレｸテ L38.1 W2.2 T0.7 H2.0 17686
静内田原 原島袖三 L27.8 W2.0 T0.6 H2.8 17687
平取　カントルカ L34.7 W2.0 T0.8 17688
平取荷菜 サカンレｸ L33.4 W1.9 T0.8 H2.3 17689
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

L34.0 W1.7 T0.6 H2.0 17690

平取町平取 チヤレアマ
(コタンピラの祖父)

L34.0 W1.9 T0.7 H2.0 17691

平取 シピカンチャラ L34.2 W2.9 T0.9 H2.0 17692
平取ピラトリ　平村エイ
コノウク

L35.6 W2.1 T0.7 H1.9 17693

平取二風谷 貝澤賢吉(50
歳位)

L34.4 W2.2 T0.8 H2.9 17694

余市大川 西村玉三郎 L23.9 W1.4 T0.6 H3.3 17695
三石幌毛 L32.6 W2.0 T0.7 H2.6 17696
門別富川 平野イモンカウ
ク

L40.3 W2.1 T0.7 H2.9 17697

室蘭市本輪西町ポロモイ
坂下連吉(59歳)

L37.4 W2.3 T1.3 H2.4 17698

平取村荷負 イムナリ L40.0 W2.0 T0.8 H2.1 17699
平取ポロサル　萱野ユノ
カシテ

名取武光 L37.3 W2.0 T0.7 H2.0 17700

平取 パレカナ L35.3 W2.0 T0.9 H2.2 17701
平取オウコツナイ テッカ
リキン

L34.8 W2.1 T1.1 H2.4 17702

平取 荷菜 トゥサン L34.2 W1.8 T0.7 H(1.8) 17703
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

L33.6 W1.9 T0.8 17704

平取紫雲骨 アリカントク L34.3 W2.1 T0.6 H2.8 17705
平取ニ風谷 トゥペレアシ L34.7 W1.9 T0.8 H1.9 17706
旭川近文 川村ランゲトク
家

名取武光 L32.0 W2.5 T0.8 17707

阿寒 舌辛音吉 L34.2 W1.6  H4.5 17709
余市大川 西村玉三郎 L23.9 W1.2 T0.5 H2.4 17710
余市大川 違星 L26.1 W1.2 T0.3 H3.7 17711
余市大川 違星 L33.9 W2.2 T0.6 17712
旭川近文 川村イタキシル
マ

L29.0 W1.8 T0.9 H3.2 17713

札幌茨戸 能登酉雄 大井 L28.8 W2.1 T0.9 H2.0 17714
厚岸 L32.6 W2.2 T0.3 17715
平取ポロサル 萱野リキゾ
ウ

名取武光 L36.3 W2.5 T1.0 H2.3 17716

余市大川 違星 L28.2 W1.2 T0.6 H2.5 17717
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
17718 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 (パ 表)
17719 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼(表1裏1) 1935

17720 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1935

17721 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 (パ 表) 1933

17722 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼

17723 イナウ? inaw ? 祖印の見本か?
17724 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏) 1911

17725 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)
17726 捧酒箸 libation stick (パ 表) 八雲 椎久トイタリキ
17727 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)

17728 捧酒箸 libation stick 17712と類似(刻印異なる) 刻印1
17729 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1935

17730 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼

17731 捧酒箸 libation stick 網走 鋸、鉋跡
17732 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
17733 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1935

17734 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 1935

17735 捧酒箸 libation stick

17736 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)
17737 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼

17738 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1937

17739 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17740 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼

17741 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼(表1裏1) 1935

17742 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼(表1裏1) 1935

17743 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1936

17744 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 (パ 表) 1935

17745 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 イナウか
17746 捧酒箸 libation stick

17747 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 (パ 裏)

17748 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17749 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17750 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼
17751 捧酒箸 libation stick ヘビ高彫 (パ 裏) 刻印

17752 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼
17753 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 (パ 裏) 1936

17754 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 文様 刻印1
17755 捧酒箸 libation stick 舟高彫
17756 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1
17757 捧酒箸 libation stick 白木状 1935

17758 捧酒箸 libation stick 白木状 刻印1 17780類似
17759 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼

17760 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼
17761 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 1936
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
虻田 恵良惣太郎 白井〔柳治郎〕 L30.3 W1.8 T0.7 H3.0 17718
余市 違星家 L25.2 W0.8 T0.5 H3.5 17719
厚岸 荒谷エカシ(60歳) L30.1 W2.1 T1.1 H4.5 17720
旭川近文 空知信次郎 L28.1 W1.6 T0.7 H3.5 17721
鵡川汐見(チン)　新井田
パスイテカン

L35.6 W1.5 T0.7 H1.7 17722

　 17723
厚真東老軽舞 L35.5 W1.7 T0.7 H1.7 17724
門別福満 平賀ヤヤシ L29.2 W2.1 T0.9 H2.8 17725
八雲遊楽部 椎久年蔵 L32.2 W2.1 T0.7 17726
平取ペナコリ 川上サノウ
ク

L38.2 W2.6 T0.8 H2.4 17727

　 L34.0 W2.2 T0.6 17728
浜益浜増毛 山下三五郎家 L26.6 W1.5 T0.4 H2.0 17729
浜益浜増毛 天川〔恵三郎
か〕山下〔三五郎〕

L32.5 W2.4 T0.6 H2.2 17730

網走 L37.7 W3.2 T0.5 17731
浜益浜増毛 山下三五郎 L34.6 W1.9 T0.5 H2.5 17732
余市 違星家 L29.0 W1.2 T0.6 H2.2 17733
厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

L33.8 W1.8 T0.8 H1.6 17734

〔芽室ケネ〕 中山浅吉 大井 L34.2 W2.2 T0.8 17735
千歳蘭越 小山田二郎太 L36.7 W1.7 T0.7 H2.2 17736
白老 熊坂家 L34.5 W1.9 T1.2 H3.0 台帳備考に｢満岡｣

とあり
17737

釧路春採 結城総太郎 L30.2 W3.1 T1.3 H2.9 17738
平取紫雲骨 鍋澤エクツチ
ヤ(代作)

L29.1 W2.1 T0.4 H2.1 17739

旭川近文　村山カイカ
ウック

佐々木 L25.1 W1.5 T0.5 H2.0 17740

余市 違星家 L28.4 W1.3 T0.6 H1.5 17741
余市 違星 L26.2 W1.3 T0.6 H1.8 17742
網走モヨロ　工藤貞助 L41.1 W2.6 T1.0 H2.3 17743
旭川近文　川村イタキシ
ルマ

L28.8 W1.7 T0.8 H2.5 17744

阿寒 音吉 L36.0 W1.6 T1.2 H3.0 17745
旭川近文　川村ランゲト
ク家

名取武光 L26.8 W1.6 T0.4 H2.0 17746

名寄怒気別　(日高門別出
身者作か)

矢口 L31.4 W2.1 T0.8 H2.0 怒気別は? 17747

平取村字ピラトリ　平村
バワシヌレ(キンタ)

L31.0 W2.1 T0.8 H2.9 17748

平取町荷負ペナコリ 川上
サノウク

L38.2 W2.5 T0.8 H2.2 17749

弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 L34.6 W3.1 T0.7 H4.0 17750
浜益浜増毛 山下〔三五
郎〕

L32.1 W2.3 T0.7 H1.3 17751

弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 L33.8 W2.7 T0.7 H3.2 17752
浜益浜増毛 山下三五郎 L34.4 W2.6 T0.8 H2.5 17753
白糠 時田伊平 L24.6 W3.6 T0.6 H2.7 17754
厚岸 L32.5 W2.5 T0.4 H0.9 17755
　 L27.0 W1.9 T0.8 17756
〔余市〕 違星 L33.6 W2.8 T0.8 17757

L32.5 W2.6 T0.7 17758
〔帯広伏古〕 古川辰五郎
(コサンケアシ 68歳)

L30.4 W2.0 T0.6 H2.6 17759

矢口 L31.1 W2.2 T0.7 H1.5 17760
〔浜益〕浜増毛山下三五郎 L34.5 W2.5 T0.9 H1.8 17761
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
17762 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼

17763 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 着色 文様 刻印1
17764 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1935

17765 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 着色

17766 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼
17767 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼(表1裏1) 1935

17768 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1938

17769 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 欠)
17770 捧酒箸 libation stick 龍文様(10154と類似) 1935

17771 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 (パ 表)
17772 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼(表3裏1)(パ裏キケ) 着色
17773 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 (パ 裏)

17774 捧酒箸 libation stick

17775 捧酒箸 libation stick 鉛筆書｢Tesen kurn｣か シホロ 武倉家
17776 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 着色
17777 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 1935

17778 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ
17779 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1936

17780 捧酒箸 libation stick 白木状(17758類似) 刻印1
17781 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 風化 1935

17782 捧酒箸 libation stick 白木状
17783 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 樹皮舟No 7110 関連

17784 イナウ inaw 祖印の見本か
17785 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼(表1裏1) 1935

17786 捧酒箸 libation stick (パ 表) 刻印1
17787 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1
17788 捧酒箸 libation stick  
17789 捧酒箸 libation stick 後端反り
17790 捧酒箸 libation stick 破損 再加工
17791 捧酒箸 libation stick クジラ高彫 刻印1 破損 再加工 1914

17792 捧酒箸 libation stick 文様未完 (パ 裏) 刻印3
17793 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
17794 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤)
18341 小刀 knife 鞘欠 柄施文 1878

18342 小刀鞘 knife sheath 刀身欠 柄施文 1878

21895 帯留 belt ornament 鯨骨製 彫刻文様 出土品 1900.

21896 櫛 comb 鯨骨製 無紋 出土品
21897 櫛 comb 鯨骨製 無紋 出土品
21898 帯留 belt ornament 鯨骨製 無紋 出土品
23494 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23495 刀 sword 鞘 打ち出し文様金属板 留金具
23496 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23497 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23498 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23499 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23500 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23501 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23502 刀 sword 柄+鞘 金属板 削りかけを付ける
23503 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具
23504 刀 sword 柄+鞘 金属板 留金具
23505 刀鞘 sword sheath 鞘 打ち出し文様金属板 留金具
23506 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具

- 67 -



収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
〔浜益〕　天川家(山下三
五郎代作)

L34.3 W2.0 T0.5 H3.0 17762

白糠 時田伊平 L23.3 W2.4 T0.5 H1.3 17763
余市 違星家 L29.5 W2.4 T0.5 H1.6 17764
〔帯広伏古〕 古川辰五郎
(コサンケアシ)

L30.3 W2.2 T0.6 H2.3 17765

名寄 北風磯吉 L36.9 W1.9 T0.5 H3.7 17766
L28.0 W1.0 T0.3 H1.6 17767

弟子屈屈斜路 弟子小太郎 L40.2 W2.5 T1.1 H2.8 17768
平取 L33.0 W2.4 T0.9 H2.6 17769

L28.6 W2.3 T0.5 H2.0 17770
虻田 末部加屋吉 白井〔柳治郎〕 L34.0 W2.7 T1.4 H3.2 17771
白老 宮本家 L33.1 W1.6 T0.9 H2.9 17772
平取去場 平目カメンゾ
(カメゾウ)

L28.6 W2.2 T0.4 H2.1 17773

旭川近文　川村ランゲト
ク家

名取武光 L32.1 W2.5 T0.9 17774

〔士幌 武倉家 〕 L28.8 W2.6 T0.6 17775
音更 中村要吉 L26.5 W1.6 T0.5 H2.3 17776
標茶塘路 島太郎家 L38.7 W2.1 T0.7 H2.5 17777
浦河荻伏 L23.1 W2.1 T0.8 H2.2 17778
網走　工藤貞助(83歳) L40.8 W2.2 T0.9 H2.5 17779

L34.3 W2.5 T0.8 17780
旭川近文　村山カイカ
ウック

佐々木 L36.6 W2.2 T2.0 H1.5 17781

千野辺 L24.4 W2.1 T0.7 17782
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

L22.7 W0.6 T0.4 H2.5 17783

阿寒 〔舌辛〕音吉 L8.0φ2.9×2.4 17784
余市 違星家 L28.8 W1.2 T0.6 H2.0 17785

L31.8 W3.1 T0.8 17786
L33.3 W2.7 T0.6 17787
L35.1 W3.2 T0.5 17788
L26.3 W2.9 T0.7 17789
L25.6 W3.0 T1.8 17790

沙流 L(17.3) W2.6 T0.6 H2.2 17791
L34.2 W2.6 T0.3 17792
L30.3 W2.5 T0.7 17793
L33.3 W2.9 T0.7 17794

石狩 L21.0 W2.4 T1.2 18341
石狩 L17.8 W5.0 T2.0 18342
占守島ベットブ 河野犀川 φ8.7 T0.4 21895
占守島 河野犀川 L11.1 W3.2 T0.3 21896
幌莚島 ライシシ古墳 河野犀川 L9.7 W2.3 T0.5 21897
新知島 武魯頓貝塚 河野犀川 φ10.0 T0.5 21898

柄L19.0 W3.7 T1.5 鞘L53.3 W3.9 T1.6 ML72.0 23494
柄L24.8 W4.6 T1.7 鞘L51.0 W4.4 T1.9 ML74.8 23495
L54.8 W3.7 T1.9 23496
L57.7 W6.1 T1.6 23497
柄L22.0 W3.6 T2.2 鞘L64.2 W4.9 T2.3 ML85.5 23498
柄L21.0 W3.0 T1.5 鞘L58.5 W5.5 T3.1 ML79.5 23499
柄L24.0 W3.9 T1.5 鞘L50.2 W6.4 T2.2 ML74.3 23500
柄L22.0 W3.9 T1.5 鞘L59.7 W3.7 T1.7 ML81.5 23501
柄L17.5 W6.0 T1.9 鞘L36.0 W6.2 T2.2 ML53.0 23502
柄L25.5 W4.0 T1.4 鞘L53.3 W4.1 T1.7 ML78.5 23503
柄L23.0 W3.9 T1.5 鞘L42.0 W4.2 T1.9 ML63.5 23504
L58.0 W3.8 T1.3 23505
柄L23.2 W4.2 T1.6 鞘L57.2 W3.8 T1.9 ML79.0 23506
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23507 刀 sword 柄+鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
23526 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付(木釘留め) 1935

23527 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付(木釘留め) 1935

23528 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付(木釘留め) 1935

23529 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付(木釘留め) 1935

23530 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付(木釘留め) 1935

23531 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付(木釘留め) 1935

23532 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付(木釘留め) 1935

23533 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤白布付
23534 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤白布付
23535 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤白布付
23536 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤白布付
23537 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤白布付
23538 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤白布付
23539 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤白布付
23540 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 削りかけ・赤布付
23541 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 削りかけ・赤布付
23542 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋羽 赤布付 羽欠
23543 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付
23544 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付
23545 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付 英文メモ付
23546 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄 赤布付 23544/32976 同一作者
23548 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23549 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23550 花矢 ceremonial arrow 鏑＋柄＋矢羽 赤布付 矢羽欠
23551 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布(糸のみ残る)
23552 花矢 ceremonial arrow 鏑
23553 花矢 ceremonial arrow 鏑
23554 花矢 ceremonial arrow 鏑
23555 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23556 花矢 ceremonial arrow 鏑
23557 花矢 ceremonial arrow 鏑
23558 花矢 ceremonial arrow 鏑
23559 花矢 ceremonial arrow 鏑
23560 花矢 ceremonial arrow 鏑
23561 花矢 ceremonial arrow 鏑
23562 花矢 ceremonial arrow 鏑
23563 花矢 ceremonial arrow 鏑
23564 花矢 ceremonial arrow 鏑
23565 花矢 ceremonial arrow 鏑
23566 花矢 ceremonial arrow 鏑
23567 花矢 ceremonial arrow 鏑
23568 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23569 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽(カラス)
23570 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽(カラス)
23571 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽(カラス)
23572 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23573 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 矢羽欠
23574 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 矢羽欠
23575 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23576 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
柄L22.0 W3.5 T1.4 鞘L57.3 W4.6 T2.8 23507

長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ -   鏑L(6.8)   φ1.6 柄L44.7 φ0.9 ML51.5 23526

長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ -   鏑L(7.1)  φ2.3  柄L44.5 φ0.9 ML51.6 23527

長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ -   鏑L(8.0)  φ1.8  柄L43.5 φ0.9 ML51.5 23528

長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ -   鏑L(7.7)  φ1.8  柄L43.7 φ0.8 ML51.4 23529

長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ -   鏑L(7.6) φ2.0  柄L43.7 φ0.8 ML51.3 23530

長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ -   鏑L(7.6) φ1.8  柄L43.9 φ0.9 ML51.5 23531

長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ -    鏑L(7.3) φ1.9 柄L44.0 φ0.8 ML51.3 23532

余市 違星家 鏃L2.3 φ0.5  鏑L(7.7) φ1.7 柄L40.5 φ0.9 ML50.5 23533
余市 違星家 鏃L2.2 φ0.4  鏑L(8.3) φ1.7 柄L40.3 φ0.8 ML50.8 23534
余市 違星家 鏃L2.4 φ0.4  鏑L(7.6) φ1.5 柄L40.6 φ0.9 ML51.6 23535
余市 違星家 鏃L2.2 φ0.2  鏑L(8.3) φ1.3 柄L35.5 φ0.8 ML45.5 23536
余市 違星家 鏃L2.2 φ0.7  鏑L(8.0) φ1.6 柄L40.5 φ0.9 ML50.5 23537
余市 違星家 鏃L1.7 φ0.4  鏑L(7.2) φ1.7 柄L40.6 φ0.9 ML50.5 23538
余市 違星家 鏃L2.2 φ0.6  鏑L(8.2) φ1.5 柄L40.5 φ0.8 ML50.9 23539
余市 違星家 鏃L2.7 φ0.3  鏑L(7.4) φ1.5 柄L35.4 φ0.8 ML45.5 23540
余市 違星家 鏃L2.0 φ0.3  鏑L(6.8) φ1.3 柄L35.8 φ0.8 ML44.6 23541
余市 違星家 鏃L3.5 φ0.4  鏑L(8.9) φ2.0 柄L40.7 φ0.9 ML53.1 23542
虻田 恵良惣太郎 鏃L0.8 φ0.5  鏑L11.2  φ2.7 柄L43.0 φ0.9 ML52.0 23543
虻田 恵良惣太郎 鏃L0.9 φ0.5  鏑L12.0  φ2.5 柄L42.7 φ0.8 ML52.0 23544
元室蘭 坂下連吉 鏃L0.8 φ0.7  鏑L(13.4)φ1.8 柄L35.4 φ0.9 ML49.6 23545
元室蘭 坂下連吉 鏃L1.4 φ0.9  鏑L(11.4)φ1.3 柄L36.0 φ0.9 ML48.8 23546
平取二風谷 貝沢 鏃L1.8 φ0.4  鏑L15.0  φ1.8 柄L  -    φ -   ML16.8 23548
平取二風谷 貝沢 鏃L1.4 φ0.4  鏑L15.6  φ1.9 柄L  -    φ -   ML17.0 23549
平取二風谷 貝沢 鏃L0.5 φ0.3  鏑L(13.6)φ1.8 柄L34.1 φ0.8 ML48.2 23550
沙流 鏃L1.9 φ0.3  鏑L15.4  φ2.0 柄   　-    φ -  ML17.3 23551
沙流 鏃L2.2 φ0.4  鏑L17.5  φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.7 23552
沙流 鏃L2.7 φ0.4  鏑L15.8  φ2.0 柄  　-    φ -  ML18.5 23553
沙流 鏃L1.7 φ0.4  鏑L16.8  φ1.8 柄  　-    φ -  ML18.5 23554
沙流 鏃L2.2 φ0.4  鏑L17.3  φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.5 23555
沙流 鏃L2.3 φ0.3  鏑L17.6  φ2.1 柄  　-    φ -  ML19.9 23556
沙流 鏃L2.8 φ0.4  鏑L16.5  φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.3 23557
沙流 鏃L2.7 φ0.5  鏑L15.3  φ2.0 柄  　-    φ -  ML18.0 23558
沙流 鏃L2.2 φ0.4  鏑L14.8  φ2.0 柄  　-    φ -  ML17.0 23559
沙流 鏃L2.5 φ0.4  鏑L16.6  φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.1 23560
沙流 鏃L2.5 φ0.4  鏑L16.5  φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.0 23561
沙流 鏃L2.6 φ0.4  鏑L17.4  φ2.0 柄  　-    φ -  ML20.0 23562
沙流 鏃L2.3 φ0.4  鏑L16.7  φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.0 23563
沙流 鏃L2.9 φ0.4  鏑L17.1  φ1.9 柄  　-    φ -  ML20.0 23564
沙流 鏃L2.2 φ0.4  鏑L17.3  φ1.9 柄  　-    φ -  ML19.5 23565
沙流 鏃L2.4 φ0.4  鏑L17.6  φ2.1 柄  　-    φ -  ML20.0 23566
沙流 鏃L2.5 φ0.4  鏑L17.3  φ2.1 柄  　-    φ -  ML19.8 23567
〔網走〕藻琴 白鳥養助 鏃L3.6 φ0.6  鏑L(13.8)φ1.7 柄L37.4  φ1.2 ML54.6 23568
釧路春採 志富卯之助 鏃L2.5 φ0.4  鏑L(11.2)φ1.9 柄L34.9  φ0.8 ML48.6 23569
釧路春採 志富卯之助 鏃L3.2 φ0.6  鏑L(8.3)  φ1.8 柄L40.0  φ0.8 ML51.5 23570
釧路春採 志富卯之助 鏃L(-) φ0.5  鏑L(10.3) φ2.2 柄L36.8 φ1.1 ML(47.1) 23571
浜藻琴 白鳥養助 鏃L3.6 φ0.6  鏑L(15.7)φ1.6 柄L35.5 φ0.8 ML54.8 23572
浜藻琴 白鳥養助 鏃L3.2 φ0.6  鏑L(13.8)φ1.5 柄L37.1 φ1.0 ML54.1 23573
浜藻琴 白鳥養助 鏃L3.5 φ0.5  鏑L(13.5)φ1.9 柄L37.3 φ1.0 ML54.3 23574
釧路春採 志富卯之助 鏃L4.0 φ0.3  鏑L(6.9)  φ1.6 柄L33.7 φ0.8 ML44.6 23575
釧路春採 志富卯之助 鏃L2.8 φ0.5  鏑L(7.7)  φ1.7 柄L36.5 φ0.8 ML47.0 23576
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23577 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23578 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23579 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23580 花矢 ceremonial arrow 鏑 柄 柄に桜皮を巻く
23581 花矢 ceremonial arrow 鏑 柄 柄に桜皮を巻く
23582 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 柄に桜皮を巻く 羽欠
23583 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23584 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23585 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23586 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23587 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23588 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23589 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23590 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23591 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23592 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 柄に桜皮を巻く
23593 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23594 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23595 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23596 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23597 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23598 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄

23600 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付(木釘留め)

23601 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付(木釘留め)

23602 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付(木釘留め)

23603 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付(木釘留め)

23604 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付(木釘留め)

23605 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付(木釘留め)

23606 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23607 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23608 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23609 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23610 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部分を全て削りかけにする
23611 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23612 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23613 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23614 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23615 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23616 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23617 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23618 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23619 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
標茶虹別 土井三郎 鏃L3.6 φ0.4  鏑L(10.8)φ2.5 柄L37.3 φ1.1 ML51.7 23577
標茶塘路 島太郎 鏃L3.6 φ0.7  鏑L18.1  φ2.3 柄L38.9 φ1.2 ML54.3 23578
標茶塘路 島太郎 鏃L(2.4)φ0.7 鏑L17.3  φ2.7 柄L37.9 φ1.1 ML52.6 23579
美幌 菊地儀七 鏃L1.3 φ0.4  鏑L(13.5)φ1.6 柄L36.7 φ1.2 ML51.5 23580
美幌 菊地儀七 鏃L -　φ -    鏑L(16.7)φ1.8 柄L36.5 φ1.0 ML(53.2) 23581
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L0.6 φ0.5  鏑L(12.9)φ1.5 柄L35.5 φ1.1 ML49.0 23582
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.0 φ0.7  鏑L(11.2)φ1.7 柄L36.0 φ0.7 ML48.5 23583
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.5 φ0.3  鏑L(9.8)  φ1.8 柄L37.3 φ0.9 ML48.6 23584
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.0 φ2.0  鏑L(9.5)  φ1.5 柄L37.3 φ0.7 ML47.8 23585
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.6 φ2.2  鏑L(8.6)  φ1.6 柄L37.8 φ0.8 ML48.0 23586
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L0.8 φ1.6  鏑L(11.3)φ1.4 柄L38.0 φ0.7 ML50.1 23587
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L0.8 φ0.6  鏑L(10.1)φ1.5 柄L36.6 φ0.8 ML47.5 23588
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.1 φ0.3  鏑L(10.5)φ1.3 柄L32.8 φ0.9 ML44.4 23589
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.0 φ1.5  鏑L(10.6)φ1.4 柄L36.5 φ0.8 ML48.1 23590
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.2 φ0.7  鏑L(9.7)φ1.5 柄L36.0 φ0.8 ML46.9 23591
厚真 吉村パシロク 伊藤ストンマトク 鏃L1.4 φ3.0  鏑L(11.2)φ1.6 柄L35.4 φ1.1 ML48.0 23592
白老 宮本伊之助 鏃L1.3 φ3.0  鏑L(9.8) φ1.4 柄L35.4 φ0.8 ML46.5 23593
白老 宮本伊之助 鏃L2.0 φ3.1  鏑L(9.0) φ1.6 柄L31.5 φ0.8 ML42.5 23594
白老 宮本伊之助 鏃L0.9 φ3.2  鏑L(11.4)φ2.3 柄L32.0 φ0.8 ML44.3 23595
白老 宮本伊之助 鏃L2.0 φ3.0  鏑L14.3 φ2.1 柄L33.2 φ0.8 ML47.5 23596
白老 宮本伊之助 鏃L1.4 φ -   鏑L(12.0)φ2.0 柄L33.1 φ0.8 ML46.5 23597
胆振鵡川チン(潮見)　新
井田パスイテカシ

鏃L1.7 φ0.7  鏑L(10.6)φ1.5 柄L31.2 φ0.8 ML43.5 23598

八雲遊楽部　椎久トイタ
レク(年蔵)

鏃L  - φ  -  鏑L12.9 φ1.8 柄  　-    φ -  ML12.9 23600

八雲遊楽部　椎久トイタ
レク(年蔵)

鏃L  - φ  -  鏑L12.3 φ1.7 柄  　-    φ -  ML12.3 23601

八雲遊楽部　椎久トイタ
レク(年蔵)

鏃L  - φ  -  鏑L12.7 φ1.8 柄  　-    φ -  ML12.7 23602

八雲遊楽部　椎久トイタ
レク(年蔵)

鏃L  - φ  -  鏑L13.0 φ1.9 柄  　-    φ -  ML13.0 23603

八雲遊楽部　椎久トイタ
レク(年蔵)

鏃L  - φ  -  鏑L13.0 φ1.9 柄  　-    φ -  ML13.0 23604

八雲遊楽部　椎久トイタ
レク(年蔵)

鏃L  - φ  -  鏑L11.2 φ1.8 柄  　-    φ -  ML11.2 23605

白老 宮本伊之助 鏃L1.6 φ2.9  鏑L14.9 φ1.7 柄  　-    φ -  ML16.5 23606
白老 宮本伊之助 鏃L1.4 φ2.7  鏑L15.8 φ1.7 柄  　-    φ -  ML17.2 23607
白老 宮本伊之助 鏃L1.7 φ2.0  鏑L14.5 φ1.7 柄  　-    φ -  ML16.2 23608
白老 宮本伊之助 鏃L1.8 φ2.4  鏑L13.7 φ1.7 柄  　-    φ -  ML15.5 23609
白老 宮本伊之助 鏃L1.7 φ2.7  鏑L14.3 φ1.5 柄  　-    φ -  ML16.0 23610
厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.0 φ2.2  鏑L16.9 φ1.6 柄  　-    φ -  ML17.9 23611

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.1 φ3.0  鏑L17.6 φ1.7 柄  　-    φ -  ML18.7 23612

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.5 φ2.4  鏑L15.8 φ1.5 柄  　-    φ -  ML16.9 23613

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L0.8 φ2.5  鏑L15.0 φ1.5 柄  　-    φ -  ML15.8 23614

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.1 φ3.0  鏑L16.4 φ1.6 柄  　-    φ -  ML17.5 23615

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.1 φ2.1  鏑L16.4 φ1.5 柄  　-    φ -  ML17.5 23616

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.1 φ3.0  鏑L17.4 φ1.5 柄  　-    φ -  ML18.5 23617

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L0.8 φ2.7  鏑L17.9 φ1.7 柄  　-    φ -  ML18.7 23618

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.2 φ2.9  鏑L17.0 φ1.5 柄  　-    φ -  ML18.2 23619
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23620 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23621 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23622 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23623 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23624 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23625 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23626 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23627 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23628 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄に桜皮を巻く
23629 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄に桜皮を巻く
23630 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23631 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23632 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23633 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄に桜皮を巻く
23634 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23635 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23636 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23637 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23638 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23639 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23640 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23641 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23642 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23643 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23644 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23645 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23646 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23647 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23648 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23649 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23650 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23651 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23652 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23653 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23654 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23655 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃先端欠
23656 花矢 ceremonial arrow 鏑
23657 花矢 ceremonial arrow 鏑
23658 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃先端欠
23659 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃先端欠
23660 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃先端欠
23661 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃先端欠
23662 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃先端欠
23663 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23664 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23665 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻

23666 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 鏃先端欠
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.9 φ2.5  鏑L17.2 φ1.5 柄  　-    φ -  ML19.1 23620

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L0.7 φ2.8  鏑L16.5 φ1.7 柄  　-    φ -  ML17.2 23621

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.5 φ2.5  鏑L16.3 φ1.6 柄  　-    φ -  ML17.8 23622

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L0.6 φ3.0  鏑L16.6 φ1.6 柄  　-    φ -  ML17.2 23623

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L1.3 φ2.5  鏑L16.7 φ1.6 柄  　-    φ -  ML18.0 23624

厚真幌内 伊藤ストンマト
ク

鏃L0.2 φ  -  鏑L15.5 φ1.5 柄  　-    φ -  ML15.7 23625

名寄 矢口 鏃L1.7 φ0.3  鏑L(11.4)φ1.3 柄L33.0 φ0.9 ML46.1 23626
名寄 矢口 鏃L1.8 φ0.3  鏑L(12.2)φ1.3 柄L37.0 φ0.9 ML51.0 23627
名寄 北風磯吉 鏃L1.3 φ2.1  鏑L11.0 φ1.5 柄L34.8 φ0.9 ML45.8 23628
名寄 矢口 鏃L2.0 φ0.3  鏑L(11.0)φ1.3 柄L33.3 φ0.7 ML46.3 23629
名寄 矢口 鏃L1.7 φ0.2  鏑L(11.5)φ1.2 柄L36.8 φ0.8 ML50.0 23630
名寄 北風磯吉 鏃L2.4 φ1.9  鏑L(11.9)φ1.7 柄L35.8 φ1.0 ML47.7 23631
名寄 北風磯吉 鏃L  - φ2.0  鏑L12.5   φ1.5 柄L35.3 φ0.9 ML47.8 23632
名寄 北風磯吉 鏃L(1.0)φ2.0 鏑L(10.1)φ1.5 柄L34.9 φ0.9 ML46.0 23633
名寄 矢口 鏃L2.8 φ0.3  鏑L(13.0)φ1.3 柄L34.7 φ0.9 ML50.0 23634
名寄 矢口 鏃L2.0 φ0.3  鏑L(11.8)φ1.3 柄L32.7 φ0.8 ML46.5 23635
名寄 矢口 鏃L2.7 φ0.3  鏑L(13.0)φ1.3 柄L35.2 φ0.8 ML50.9 23636
名寄 矢口 鏃L2.4 φ0.3  鏑L(11.0)φ1.2 柄L33.0 φ1.0 ML46.4 23637
名寄 矢口 鏃L2.0 φ0.3  鏑L(10.6)φ1.3 柄L33.0 φ0.8 ML45.6 23638
名寄 矢口 鏃L2.1 φ0.3  鏑L(12.5)φ1.4 柄L33.1 φ0.8 ML47.7 23639
名寄 矢口 鏃L1.8 φ0.3  鏑L15.5  φ1.3 柄L33.2 φ0.9 ML47.6 23640
名寄 矢口 鏃L1.9 φ0.3  鏑L(11.0)φ1.3 柄L33.2 φ0.8 ML46.1 23641
名寄 矢口 鏃L1.9 φ0.4  鏑L(12.4)φ1.4 柄L36.5 φ0.9 ML50.8 23642
名寄 矢口 鏃L1.8 φ0.3  鏑L(12.6)φ1.4 柄L36.8 φ0.9 ML51.2 23643
名寄 矢口 鏃L2.4 φ0.3  鏑L(11.2)φ1.3 柄L33.2 φ0.8 ML46.8 23644
名寄 矢口 鏃L2.3 φ0.3  鏑L(11.1)φ1.1 柄L33.1 φ0.9 ML46.5 23645
白糠　時田伊平 鏃L3.9 φ0.5  鏑L(8.5) φ1.8 柄L34.1 φ0.4 ML45.6 23646
白糠　時田伊平 鏃L5.0 φ0.5  鏑L(7.7) φ1.7 柄L34.0 φ0.9 ML45.7 23647
白糠　時田伊平 鏃L5.0 φ0.5  鏑L(9.3) φ1.7 柄L34.0 φ0.8 ML48.3 23648
白糠　時田伊平 鏃L4.2 φ0.5  鏑L(9.2) φ1.7 柄L34.3 φ0.8 ML47.4 23649
白糠　時田伊平 鏃L4.3 φ0.5  鏑L(8.2) φ1.7 柄L34.0 φ0.8 ML46.5 23650
白糠　時田伊平 鏃L4.1 φ0.5  鏑L(8.3) φ1.7 柄L33.8 φ0.9 ML46.2 23651
白糠　時田伊平 鏃L4.2 φ0.6  鏑L(8.5) φ1.8 柄L34.2 φ0.9 ML46.9 23652
白糠　時田伊平 鏃L4.7 φ0.6  鏑L(9.1) φ1.9 柄L34.0 φ0.8 ML47.8 23653
白糠　時田伊平 鏃L4.2 φ1.8  鏑L(8.5) φ1.8 柄L33.6 φ0.8 ML46.3 23654
〔帯広〕伏古 古川辰五郎 鏃L(1.6)φ0.5 鏑L9.9  φ1.5 柄  -   φ -  ML(11.5) 23655
音更 中村要吉 鏃L3.0 φ0.4  鏑L12.0 φ1.5 柄 -   φ -   ML15.0 23656
〔帯広〕伏古 古川辰五郎 鏃L2.9 φ0.2  鏑L13.3 φ1.6 柄 -   φ -  ML16.2 23657
〔帯広〕伏古 古川辰五郎 鏃L(1.3)φ0.4 鏑L10.3 φ1.6 柄 -   φ -  ML(11.6) 23658
〔帯広〕伏古 古川辰五郎 鏃L(1.3)φ0.4 鏑L10.7 φ1.4 柄 -   φ -  ML(12.0) 23659
〔帯広〕伏古 古川辰五郎 鏃L(1.5)φ2.5 鏑L11.5 φ1.7 柄 -   φ -  ML(13.0) 23660
〔帯広〕伏古 古川辰五郎 鏃L(1.7)φ0.3 鏑L12.8 φ1.7 柄 -   φ -  ML(14.5) 23661
〔帯広〕伏古 古川辰五郎 鏃L(1.7)φ0.7 鏑L12.3 φ1.6 柄 -   φ -  ML(14.0) 23662
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L0.5  φ0.4 鏑L(9.6)φ1.5 柄L32.4 φ1.1 ML42.5 23663

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.5  φ0.3 鏑L(10.7)φ1.6 柄L32.7 φ1.3 ML44.9 23664

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L0.6  φ0.3 鏑L(10.9)φ1.3 柄L33.3 φ1.1 ML44.8 23665

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L(1.0)φ0.3 鏑L(10.4)φ1.3 柄L32.2 φ1.1 ML43.6 23666
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23667 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 鏃先端欠

23668 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 鏃先端欠

23669 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 鏃先端欠

23670 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23671 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23672 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23673 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23674 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23675 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23676 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23677 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23678 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻 羽欠

23679 花矢 ceremonial arrow 柄+羽 柄桜皮巻

23680 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 柄桜皮巻

23681 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23682 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23683 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付 羽欠

23684 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23685 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23686 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23687 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23688 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23689 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23690 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23691 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23692 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23693 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23694 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23695 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L(0.7)φ0.4 鏑L(8.8)  φ1.3 柄L32.5 φ1.1 ML42.0 23667

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L(1.1)φ0.4 鏑L(10.8)φ1.6 柄L33.1 φ1.1 ML45.0 23668

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L(1.8)φ0.5 鏑L(9.2)φ1.3 柄L32.8 φ1.2 ML43.8 23669

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L4.7  φ0.9 鏑L15.2 φ1.7 柄L34.2 φ1.1 ML52.1 23670

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L5.0  φ0.8 鏑L14.0 φ1.7 柄L34.4 φ1.0 ML51.4 23671

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L4.8  φ0.8 鏑L(12.8)φ1.5 柄L34.5 φ1.2 ML52.1 23672

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L4.2  φ0.5 鏑L14.0  φ1.6 柄L34.3 φ1.0 ML51.5 23673

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L3.8  φ0.3 鏑L(13.2)φ1.5 柄L34.5 φ1.0 ML51.5 23674

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L4.4  φ0.5 鏑L(13.1)φ1.6 柄L34.2 φ1.1 ML51.7 23675

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L4.7  φ0.5 鏑L(13.1)φ1.6 柄L34.7 φ1.1 ML52.5 23676

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L4.5  φ0.5 鏑L(12.5)φ1.5 柄L35.0 φ1.0 ML52.0 23677

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L2.0  φ -  鏑L(12.8)φ1.8 柄L34.2 φ1.0 ML49.0 23678

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃  -    φ -   鏑L  -   φ  -   柄L34.5 φ1.1 ML34.5 23679

旭川近文　空知ソクトリ
(信次郎)

鏃L5.0  φ0.5 鏑L(13.1)φ1.6 柄L34.2 φ1.0 ML52.3 23680

旭川近文　石山アッチャ
シクル

名取武光 鏃L  -  φ  -   鏑L11.8 φ1.4 柄L36.3 φ1.0 ML50.0 23681

旭川近文　石山アッチャ
シクル家

犬飼哲夫 鏃L3.5 φ1.4  鏑L15.0 φ2.2 柄L40.5 φ1.2 ML53.6 23682

旭川近文　石山アッチャ
シクル

河野 鏃L1.3 φ0.1  鏑L14.1 φ1.4 柄L37.6 φ0.9 ML53.4 23683

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.3 φ0.4  鏑L(9.2)φ1.3 柄L34.5 φ1.0 ML45.0 23684

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.8 φ0.6  鏑L(9.8)φ1.5 柄L34.5 φ1.2 ML46.1 23685

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.9 φ0.5  鏑L(9.3)φ1.3 柄L35.3 φ1.0 ML46.5 23686

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.0 φ0.4  鏑L13.8 φ1.4 柄L34.6 φ1.1 ML45.4 23687

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.1 φ0.5  鏑L13.7 φ1.3 柄L34.8 φ1.0 ML45.5 23688

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.1 φ0.5  鏑L13.4 φ1.4 柄L35.1 φ0.9 ML45.9 23689

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.8 φ0.5  鏑L13.7 φ1.3 柄L34.8 φ1.0 ML45.5 23690

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.0 φ0.4  鏑L14.7 φ1.5 柄L34.7 φ1.2 ML45.6 23691

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.6 φ0.4  鏑L(9.1)φ1.3 柄L35.0 φ1.2 ML45.9 23692

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.8 φ0.5  鏑L(10.6)φ1.4 柄L34.6 φ1.4 ML47.0 23693

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.2 φ0.5  鏑L14.3  φ1.3 柄L34.6 φ1.2 ML45.5 23694

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.0 φ0.5  鏑L(10.1)φ1.4 柄L34.5 φ1.1 ML46.6 23695
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23696 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23697 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23698 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23699 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23700 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23701 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23702 花矢 ceremonial arrow 鏑 未成品

23703 花矢 ceremonial arrow 鏑 未成品

23704 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄

23705 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄

23706 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23707 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23708 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄

23709 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23710 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23711 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23712 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23713 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23714 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23715 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23716 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄

23717 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23718 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23719 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23720 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23721 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23722 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23723 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23724 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23725 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23726 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.7 φ0.5  鏑L(10.3)φ1.4 柄L35.0 φ1.1 ML47.0 23696

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.9 φ0.4  鏑L(8.6) φ1.3 柄L34.7 φ1.0 ML45.2 23697

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.0 φ0.5 鏑L(9.4)φ1.4 柄L34.7 φ0.9 ML46.1 23698

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.5 φ0.3 鏑L(9.5)φ1.4 柄L34.6 φ1.0 ML46.6 23699

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L3.7 φ0.3 鏑L(10.4)φ1.3 柄L34.2 φ0.9 ML48.3 23700

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.5 φ0.2 鏑L(9.7)φ1.4 柄L34.5 φ0.8 ML46.5 23701

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.2 φ1.0 鏑L13.8 φ1.4 柄  　-    φ -  ML16.0 23702

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.9 φ1.0 鏑L14.3 φ1.4 柄  　-    φ -  ML16.2 23703

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.8 φ0.7 鏑L(13.1)φ1.4 柄L38.5 φ0.8 ML52.4 23704

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.9 φ0.5 鏑L(12.6)φ1.4 柄L38.5 φ0.7 ML52.0 23705

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L1.0 φ0.5 鏑L(11.5)φ1.4 柄L37.3 φ0.8 ML49.8 23706

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L1.2 φ0.6 鏑L(12.0)φ1.5 柄L38.3 φ0.8 ML51.5 23707

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.8 φ0.5 鏑L(13.3)φ1.5 柄L37.6 φ0.8 ML51.7 23708

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.9 φ0.5 鏑L(12.3)φ1.4 柄L38.3 φ0.8 ML51.5 23709

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.8 φ0.4 鏑L(13.3)φ1.4 柄L37.9 φ0.9 ML52.0 23710

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.8 φ0.5 鏑L(12.5)φ1.3 柄L38.3 φ0.7 ML51.6 23711

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.9 φ0.5 鏑L(12.7)φ1.4 柄L37.6 φ0.9 ML51.2 23712

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.8 φ0.4 鏑L(11.7)φ1.5 柄L38.5 φ0.8 ML51.0 23713

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.9 φ0.4 鏑L(11.2)φ1.4 柄L38.4 φ0.9 ML50.5 23714

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.7 φ0.5 鏑L(11.8)φ1.5 柄L38.2 φ0.9 ML50.7 23715

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.9 φ0.5 鏑L(10.9)φ1.5 柄L38.6 φ1.1 ML50.4 23716

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.8 φ0.5 鏑L(13.2)φ1.5 柄L37.8 φ0.7 ML51.8 23717

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.9 φ0.4 鏑L(12.2)φ1.5 柄L37.9 φ0.9 ML51.0 23718

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L0.7 φ0.5 鏑L(13.3)φ1.5 柄L38.5 φ0.8 ML51.5 23719

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L1.0 φ0.5 鏑L(12.4)φ1.4 柄L38.2 φ0.8 ML51.6 23720

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L1.0 φ0.7 鏑L(13.1)φ1.4 柄L38.4 φ0.9 ML52.5 23721

〔平取〕ペナコリ 川上サ
ノウク

鏃L1.0 φ0.5 鏑L(13.7)φ1.4 柄L37.3 φ0.8 ML52.0 23722

静内田原 原嶋袖三 鏃L1.0 φ0.7 鏑L(15.8)φ1.3 柄L39.7 φ0.8 ML56.5 23723
静内田原 原嶋袖三 鏃L1.0 φ0.6 鏑L21.1 φ1.5 柄L40.0 φ0.7 ML56.5 23724
旭川近文 鏃L3.9 φ0.2 鏑L(14.4)φ1.5 柄L32.2 φ0.9 ML50.0 23725
旭川近文 鏃L4.2 φ0.3 鏑L(12.1)φ1.4 柄L31.2 φ1.0 ML47.5 23726
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23727 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23728 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23729 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23730 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23731 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23732 花矢 ceremonial arrow 一木作り
23733 イナウ inaw 祖印の見本か
23734 イナウ inaw 祖印の見本か
23735 イナウ inaw 祖印の見本か
23736 イナウ inaw 祖印の見本か
23737 捧酒箸 libation stick 枝利用 (パ 表) 刻印1
23738 イナウ inaw 祖印の見本か
23739 イナウ inaw 祖印の見本か 1939

23741 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23742 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23743 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23744 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23745 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23746 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23747 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽

23748 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽

23749 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽

23750 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽

23751 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
23752 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23753 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23754 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23755 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23756 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23757 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽

23758 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23759 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23760 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽

23761 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23762 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23763 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
23764 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23765 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23766 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23767 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23768 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23769 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23770 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23771 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23772 花矢 ceremonial arrow 鏑
23773 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23774 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23775 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 先端欠か
23776 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23777 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
旭川近文 鏃L  -  φ  -  鏑L13.0  φ1.2 柄L32.2 φ1.0 ML43.0 23727
旭川近文 鏃L  -  φ  -  鏑L(12.2)φ1.5 柄L35.3 φ1.1 ML49.0 23728
旭川近文 鏃L5.4 φ1.2 鏑L14.6 φ1.2 柄L32.0 φ1.1 ML48.0 23729
旭川近文 鏃L5.0 φ0.4 鏑L(13.3)φ1.5 柄L32.4 φ0.9 ML50.7 23730
旭川近文 鏃L1.5 φ0.4 鏑L16.5 φ1.6 柄L30.3 φ1.0 ML45.0 23731
厚岸 荒谷 鏃L2.2 φ0.2 鏑L7.2   φ1.4 柄L27.3 φ0.8 ML34.5 23732
〔美幌〕 菊地儀七 L21.0 φ2.4 23733

L6.5 φ1.9 23734
虻田 L8.9 φ1.8 23735

L5.8 φ1.8 23736
L28.2 W2.1 T1.7 23737

弟子屈屈斜路 L15.0 φ1.5 23738
〔帯広伏古〕 古川辰五郎 L64.7 φ1.9 23739
旭川近文 鏃L  -  φ  -  鏑L11.5 φ1.5 柄  　-    φ -  ML12.5 23741
旭川近文 鏃L1.2  φ0.3  鏑L13.2 φ1.6  柄  　-   φ -  ML14.4 23742
旭川近文 鏃L1.7  φ0.3  鏑L15.3 φ1.5 柄  　-    φ -  ML17.0 23743
旭川近文 鏃L(1.3)φ -   鏑L14.0 φ1.3 柄  　-    φ -  ML(15.3) 23744
旭川近文 鏃L3.1  φ0.4  鏑L12.4 φ1.4 柄  　-    φ -  ML15.5 23745
〔門別富川〕ビタルパ 平
野マリシクル

鏃L  -  φ  -  鏑L(12.4)φ1.7 柄L33.1 φ0.8 ML47.0 23746

〔門別富川〕ビタルパ 平
野マリシクル

鏃L  -  φ  -  鏑L16.5 φ1.7 柄L33.3 φ0.8 ML47.6 23747

〔門別富川〕ビタルパ 平
野マリシクル

鏃L  -  φ  -  鏑L16.1 φ1.9 柄L33.2 φ0.6 ML47.5 23748

〔門別富川〕ビタルパ 平
野マリシクル

鏃L  -  φ  -  鏑L(12.7)φ1.7 柄L33.1 φ0.7 ML47.5 23749

〔門別富川〕ビタルパ 平
野マリシクル

鏃L  -  φ  -  鏑L16.7 φ1.6 柄L32.0 φ0.7 ML46.8 23750

平取 平村パワシヌレ 鏃L16.7φ- 鏑L18.2 φ1.5 柄L31.6 φ1.2 ML48.0 23751
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.9 φ0.5 鏑L18.7 φ1.6 柄L31.5 φ1.2 ML47.3 23752
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.1 φ- 鏑L(14.2)φ1.5 柄L31.8 φ1.1 ML48.1 23753
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.7 φ0.5 鏑L(14.1)φ1.6 柄L31.8 φ1.2 ML48.6 23754
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.9 φ0.5 鏑L19.0 φ1.6 柄L32.5 φ1.2 ML49.5 23755
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.7 φ- 鏑L12.9 φ1.6 柄L31.8 φ1.1 ML47.5 23756
〔芽室〕ケネ 中山浅吉
(60歳位)

鏃L1.6 φ0.3 鏑L(10.7)φ1.5 柄L37.7 φ0.7 ML50.0 23757

〔芽室〕ケネ 中山浅吉
(60歳位)

大井 鏃L2.1 φ0.4 鏑L11.0 φ1.3 柄L36.0 φ0.8 ML45.5 23758

〔芽室〕ケネ 中山浅吉 鏃L1.0 φ0.3 鏑L(10.6)φ1.4 柄L37.7 φ1.1 ML49.3 23759
〔芽室〕ケネ 中山浅吉
(60歳位)

大井 鏃L1.2 φ0.3 鏑L(10.8)φ1.6 柄L37.5 φ0.8 ML49.5 23760

〔芽室〕ケネ 中山浅吉 鏃L2.4 φ0.4 鏑L(8.0) φ1.4 柄L35.8 φ0.8 ML46.2 23761
〔芽室〕ケネ 中山浅吉 鏃L2.0 φ0.4 鏑L(10.5)φ1.4 柄L38.0 φ0.8 ML50.5 23762
〔芽室〕ケネ 中山浅吉 鏃L1.9 φ0.4 鏑L(10.1)φ1.4 柄L38.0 φ0.7 ML50.0 23763
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.2 φ0.5 鏑L18.6 φ1.3 柄  　-    φ -  ML20.8 23764
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.2 φ0.6 鏑L18.5 φ1.4 柄  　-    φ -  ML20.7 23765
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.1 φ0.6 鏑L18.3 φ1.4 柄  　-    φ -  ML20.4 23766
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.0 φ0.5 鏑L18.0 φ1.4 柄  　-    φ -  ML20.0 23767
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.1 φ1.1 鏑L18.2 φ2.0 柄  　-    φ -  ML20.3 23768
平取 平村パワシヌレ 鏃L1.8 φ0.7 鏑L18.5 φ1.5 柄  　-    φ -  ML20.3 23769
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.2 φ0.6 鏑L17.8 φ1.4 柄  　-    φ -  ML20.0 23770
平取 平村パワシヌレ 鏃L2.2 φ0.5 鏑L18.8 φ1.4 柄  　-    φ -  ML21.0 23771
平取 平村パワシヌレ 鏃L1.5 φ0.5 鏑L19.7 φ1.5 柄  　-    φ -  ML21.2 23772
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ1.6 鏑L(11.9)φ1.6 柄L40.9 φ0.9 ML53.4 23773
千歳烏柵舞　今泉柴吉 鏃L1.6 φ0.2 鏑L(13.6)φ1.6 柄L38.8 φ0.8 ML54.0 23774
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.1 φ0.4 鏑L(11.2)φ1.6 柄L40.5 φ0.9 ML52.8 23775
千歳烏柵舞　今泉柴吉 鏃L1.6 φ  -  鏑L(14.7)φ1.6 柄L39.0 φ0.8 ML55.3 23776
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.9 φ0.3 鏑L(10.9)φ1.4 柄L40.5 φ0.8 ML52.3 23777
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23778 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23779 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23780 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23781 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23782 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23783 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23784 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23785 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23786 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23787 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23788 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23789 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23790 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23791 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23792 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23793 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23794 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23795 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23796 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23797 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23798 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23799 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23800 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23801 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23802 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23803 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23804 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23805 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23806 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23807 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23808 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23809 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23810 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23811 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23812 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23813 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23814 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23815 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
23816 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23817 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23818 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23819 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23820 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23821 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23822 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23823 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23824 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23825 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23826 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23827 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23828 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

- 81 -



収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.9 φ0.3 鏑L(12.8)φ1.5 柄L38.8 φ0.7 ML(52.5) 23778
千歳烏柵舞　今泉柴吉 鏃L1.0 φ  -  鏑L14.5 φ1.6 柄L38.9 φ0.8 ML54.5 23779
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.3 鏑L10.2 φ1.7 柄L41.6 φ0.8 ML52.6 23780
千歳烏柵舞　今泉柴吉 鏃L1.2 φ0.1 鏑L14.2 φ1.5 柄L53.0 φ0.8 ML54.3 23781
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.3 鏑L(13.0)φ1.4 柄L40.7 φ0.8 ML54.7 23782
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.1 φ0.3 鏑L(11.3)φ1.3 柄L40.4 φ0.8 ML52.8 23783
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.7 φ0.3 鏑L(12.7)φ1.4 柄L40.8 φ0.9 ML54.2 23784
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.2 鏑L(11.1)φ1.5 柄L41.4 φ0.9 ML53.5 23785
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ0.4 鏑L(11.7)φ1.3 柄L39.7 φ0.9 ML52.0 23786
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.3 鏑L(11.2)φ1.4 柄L41.3 φ0.9 ML53.5 23787
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.4 φ0.4 鏑L(11.4)φ1.4 柄L40.4 φ0.7 ML52.2 23788
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.3 鏑L(11.5)φ1.2 柄L41.4 φ0.8 ML53.7 23789
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.9 φ0.4 鏑L(12.5)φ1.4 柄L39.9 φ0.7 ML53.3 23790
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.3 φ0.4 鏑L(11.6)φ1.3 柄L40.9 φ0.7 ML53.2 23791
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.4 鏑L(11.7)φ1.5 柄L40.4 φ0.9 ML53.1 23792
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.3 φ0.3 鏑L(10.0)φ1.4 柄L40.2 φ1.0 ML51.5 23793
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.2 φ0.4 鏑L(10.8)φ1.4 柄L41.5 φ0.8 ML53.5 23794
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.9 φ0.3 鏑L(11.3)φ1.4 柄L40.3 φ0.7 ML52.5 23795
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ0.3 鏑L(10.5)φ1.5 柄L40.4 φ0.7 ML51.5 23796
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.3 鏑L(13.4)φ1.3 柄L41.2 φ0.8 ML55.4 23797
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ0.3 鏑L(10.9)φ1.3 柄L41.3 φ0.8 ML52.8 23798
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.2 φ0.3 鏑L(11.5)φ1.4 柄L41.2 φ0.6 ML53.3 23799
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.9 φ0.2 鏑L(12.1)φ1.3 柄L41.5 φ0.7 ML54.5 23800
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ0.3 鏑L(13.1)φ1.5 柄L40.5 φ0.6 ML54.2 23801
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.4 鏑L(11.4)φ1.2 柄L40.5 φ0.8 ML52.7 23802
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ0.3 鏑L(12.6)φ1.5 柄L40.6 φ0.6 ML53.8 23803
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.4 鏑L(12.1)φ1.4 柄L41.2 φ0.8 ML54.1 23804
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.5 鏑L(9.9) φ1.5 柄L41.5 φ0.9 ML52.4 23805
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.3 鏑L(11.4)φ1.6 柄L40.5 φ0.8 ML52.7 23806
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.4 鏑L(10.3)φ1.4 柄L41.2 φ0.8 ML52.5 23807
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.5 鏑L(12.7)φ1.5 柄L41.3 φ0.8 ML54.8 23808
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.4 鏑L(12.1)φ1.6 柄L40.0 φ0.8 ML52.9 23809
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.9 φ0.3 鏑L(11.0)φ1.5 柄L41.0 φ1.1 ML52.9 23810
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.5 鏑L(9.7)φ1.5 柄L39.5 φ0.8 ML50.2 23811
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.5 φ0.3 鏑L(11.4)φ1.4 柄L40.9 φ0.8 ML52.8 23812
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ0.3 鏑L(11.5)φ1.4 柄L41.4 φ0.6 ML53.5 23813
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.3 鏑L(12.0)φ1.2 柄L41.0 φ0.8 ML54.0 23814
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.4 鏑L(9.4)φ1.5 柄L40.4 φ0.9 ML50.6 23815
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ0.2 鏑L(11.1)φ1.3 柄L40.7 φ0.8 ML52.6 23816
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.1 φ0.3 鏑L(10.8)φ1.5 柄L40.5 φ0.8 ML52.4 23817
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.7 φ0.2 鏑L(12.0)φ1.4 柄L41.3 φ0.8 ML54.0 23818
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ0.4 鏑L(9.6) φ1.4 柄L40.1 φ0.9 ML50.7 23819
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.5 φ0.3 鏑L(11.5)φ1.2 柄L40.6 φ0.8 ML52.6 23820
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.8 φ1.0 鏑L(10.5)φ1.3 柄L40.6 φ0.8 ML51.1 23821
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.5 φ0.2 鏑L(10.4)φ1.4 柄L41.5 φ0.7 ML52.4 23822
千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L1.4 φ0.2 鏑L(09.5)φ1.4 柄L39.6 φ1.0 ML50.5 23823

千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L0.9 φ0.2 鏑L(10.8)φ1.4 柄L39.3 φ0.9 ML51.0 23824

千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L0.5 φ -  鏑L(10.5)φ1.4 柄L40.0 φ1.0 ML51.0 23825

千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L0.5 φ0.5 鏑L(10.8)φ1.4 柄L39.5 φ1.0 ML50.8 23826

千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L1.2 φ0.2 鏑L12.3 φ1.5  柄L39.8 φ1.0 ML52.0 23827

千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L0.5 φ -  鏑L11.3 φ1.5 柄L39.4 φ0.9 ML51.0 23828
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23829 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23830 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

23831 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23832 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23833 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23834 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
23835 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23836 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23837 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23838 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23839 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23840 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23841 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23842 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23843 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23844 花矢 ceremonial arrow 鏑 削りかけなし
23845 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし
23846 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし
23847 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし
23848 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし
23849 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし
23850 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし
23851 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢筈幅広 1936

23852 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢筈幅広 1936

23853 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢筈幅広 1936

23854 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢筈幅広
23855 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢筈幅広
23856 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23857 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23858 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23859 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23860 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23861 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23862 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23863 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 削りかけなし 矢柄楕円 矢筈幅広
23864 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23865 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
23866 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 刻印あり
23867 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23868 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23869 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23870 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23871 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23872 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付鏑断面三角

23873 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23874 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付

23875 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L1.9 φ0.2 鏑L(10.4)φ1.4 柄L39.9 φ0.9 ML52.2 23829

千歳烏柵舞  小山田菊次
郎

鏃L1.5 φ0.2 鏑L(13.3)φ1.5 柄L39.6 φ0.9 ML54.4 23830

千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.0 φ - 鏑L(12.0)φ1.5 柄L41.0 φ0.9 ML53.8 23831
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.6 φ0.4 鏑L(11.0)φ1.3 柄L40.1 φ0.8 ML51.7 23832
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L0.9 φ0.4 鏑L(10.7)φ1.4 柄L41.0 φ0.9 ML52.6 23833
千歳釜加 北野徳次郎 鏃L1.5 φ0.3 鏑L(9.4) φ1.5 柄L41.2 φ0.8 ML52.1 23834
弟子屈屈斜路 鏃L2.5 φ0.7 鏑L17.5 φ2.5 柄  　-    φ -  ML20.0 23835
弟子屈屈斜路 鏃L2.4 φ0.6 鏑L16.8 φ2.2 柄  　-    φ -  ML19.2 23836
弟子屈屈斜路 鏃L2.7 φ0.5 鏑L16.6 φ2.2 柄  　-    φ -  ML19.3 23837
弟子屈屈斜路 鏃L2.2 φ0.6 鏑L18.5 φ2.5 柄  　-    φ -  ML20.7 23838
弟子屈屈斜路 鏃L2.8 φ0.6 鏑L17.0 φ2.3 柄  　-    φ -  ML19.8 23839
弟子屈屈斜路 鏃L2.5 φ0.6 鏑L18.1 φ2.5 柄  　-    φ -  ML20.6 23840
弟子屈屈斜路 鏃L3.3 φ0.6 鏑L20.0 φ2.3 柄  　-    φ -  ML20.0 23841
弟子屈屈斜路 鏃L2.9 φ0.5 鏑L18.0 φ2.4 柄  　-    φ -  ML20.9 23842
弟子屈屈斜路 鏃L2.6 φ0.7 鏑L19.4 φ2.5 柄  　-    φ -  ML22.0 23843
弟子屈屈斜路 鏃L3.3 φ0.7 鏑L17.2 φ2.3 柄  　-    φ -  ML20.5 23844
弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 鏃L1.1 φ0.5 鏑L(9.4)φ1.6 柄L34.3 φ0.8 ML46.0 23845
弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 鏃L2.3 φ0.6 鏑L11.3 φ1.6 柄L34.1 φ0.9 ML46.1 23846
弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 鏃L2.2 φ0.6 鏑L12.1 φ1.6 柄L34.5 φ0.9 ML46.6 23847
弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 鏃L2.1 φ0.6 鏑L12.6 φ1.6 柄L34.4 φ0.9 ML46.9 23848
弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 鏃L3.8 φ0.6 鏑L10.2 φ1.5 柄L34.2 φ0.9 ML46.6 23849
弟子屈屈斜路 伊藤鹿六 鏃L2.1 φ0.4 鏑L11.7 φ1.6 柄L34.2 φ0.9 ML46.6 23850
網走藻琴 工藤貞助 米村 鏃L3.5 φ1.2 鏑L16.4 φ2.1 柄L48.5 φ1.2 ML52.7 23851
網走藻琴 工藤貞助 米村 鏃L4.0 φ0.7 鏑L(13.7)φ2.2 柄L31.3 φ1.0 ML49.0 23852
網走藻琴 工藤貞助 米村 鏃L4.2 φ0.7 鏑L(11.2)φ2.1 柄L31.5 φ1.1 ML46.9 23853
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.8 φ0.6 鏑L(12.0)φ2.0 柄L34.5 φ1.1 ML49.3 23854
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.6 φ0.3 鏑L14.4 φ2.0 柄L34.7 φ1.2 ML49.0 23855
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.8 φ0.5 鏑L(11.4)φ2.2 柄L34.3 φ1.2 ML48.5 23856
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.5 φ0.6 鏑L(12.7)φ2.0 柄L34.1 φ1.0 ML49.3 23857
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.4 φ0.6 鏑L(12.4)φ2.2 柄L34.2 φ1.1 ML49.0 23858
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.0 φ0.5 鏑L(12.7)φ2.0 柄L34.8 φ1.1 ML49.5 23859
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.4 φ0.5 鏑L(11.6)φ2.0 柄L35.1 φ1.1 ML49.1 23860
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.8 φ0.5 鏑L(12.1)φ2.0 柄L34.7 φ1.2 ML49.6 23861
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.7 φ0.6 鏑L(10.7)φ2.4 柄L34.9 φ1.1 ML48.2 23862
弟子屈屈斜路 弟子小太郎 鏃L2.8 φ0.6 鏑L(11.9)φ2.4 柄L34.8 φ1.2 ML49.5 23863
札幌茨戸 能登酉雄 鏃L3.4 φ0.4 鏑L13.8 φ1.7 柄  　-    φ -  ML17.2 23864
札幌茨戸 能登酉雄 鏃L2.7 φ0.4 鏑L13.9 φ1.7 柄  　-    φ -  ML16.6 23865
札幌茨戸 能登酉雄 鏃L4.0 φ0.6 鏑L14.3 φ1.6 柄  　-    φ -  ML18.3 23866
〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L(2.7)φ- 鏑L10.6 φ2.3 柄  　-    φ -  ML(13.3) 23867

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L4.7 φ-  鏑L12.5 φ2.3 柄  　-    φ -  ML17.2 23868

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L5.4 φ0.6 鏑L12.6 φ2.4 柄  　-    φ -  ML18.0 23869

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L4.5 φ0.5 鏑L12.4 φ2.1 柄  　-    φ -  ML17.4 23870

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L5.3 φ0.6 鏑L12.2 φ2.5 柄  　-    φ -  ML17.5 23871

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L4.6 φ  -  鏑L13.5 φ2.2 柄  　-    φ -  ML18.1 23872

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L4.7 φ  -  鏑L11.3 φ2.1 柄  　-    φ -  ML16.0 23873

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L4.9 φ0.5 鏑L12.8 φ2.1 柄  　-    φ -  ML17.7 23874

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L4.7 φ0.5 鏑L13.0 φ2.4 柄  　-    φ -  ML17.7 23875
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
23876 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23877 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23878 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23879 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23880 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23881 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23882 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23883 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

23884 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23885 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23886 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23887 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23888 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23889 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
23890 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1926

24941 イナウ inaw 3段
24942 イナウ inaw 3段
24943 イナウ inaw 3段
24944 イナウ inaw 3段
24945 イナウ inaw 3段
24946 イナウ inaw 3段
24947 イナウ inaw 2段
24948 イナウ inaw 2段
24949 イナウ inaw 2段
24950 イナウ inaw 2段
24951 イナウ inaw 2段
24952 イナウ inaw 3段
24953 イナウ inaw 3段 笹束を頂部に結合
24954 イナウ inaw 2段
24955 イナウ inaw 2段
24956 イナウ inaw 2段
24957 イナウ inaw 1段 結束
24958 イナウ inaw 1段
24959 イナウ inaw 1段
24960 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 2翼 1952

24961 串 skewer 削りかけ1段
24963 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄と柄に明確な区切がない
24964 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄と柄に明確な区切がない
24965 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄と柄に明確な区切がない
24966 棒? stick (unknown) 不明 桜枝 腱付属
24967 串 skewer 反り 1952

24968 串 skewer 削りかけ1段 デンプンと思われるもの付着 1952

24969 串 skewer 串 デンプンと思われるもの付着 1952

24970 串 skewer 串 削りかけ1段 デンプンと思われるもの付着 1952

24971 串 skewer 串 1952

24972 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24973 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24974 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24975 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24976 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24977 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24978 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24979 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24980 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 1952

24981 箸 chopsticks 2本組 削りかけ付 1952

25492 刀身 sword 鉄製刀身 出土品か
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
旭川近文 鏃L2.0 φ0.4 鏑L(10.0)φ1.5 柄L32.5 φ1.1 ML44.7 23876
旭川近文　太田トリワ 鏃L5.3 φ0.6 鏑L(15.2)φ1.6 柄L46.5 φ1.1 ML52.0 23877
旭川近文　太田トリワ 鏃L5.5 φ0.5 鏑L(14.5)φ1.5 柄L31.7 φ0.8 ML51.7 23878
旭川近文　太田トリワ 鏃L5.0 φ0.5 鏑L(15.8)φ1.6 柄L31.8 φ1.0 ML52.6 23879
旭川近文 鏃L4.3 φ0.3 鏑L(9.9) φ1.5 柄L32.0 φ0.8 ML46.2 23880
旭川近文 鏃L2.9 φ0.4 鏑L(10.4)φ2.0 柄L32.6 φ1.1 ML45.9 23881
〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L3.3 φ0.5 鏑L(10.6)φ2.0 柄L37.3 φ1.1 ML51.2 23882

〔浜益浜増毛〕 山下三五
郎

鏃L3.5 φ0.6 鏑L(11.9)φ2.0 柄L37.1 φ1.1 ML52.5 23883

幕別チロット〔白人〕 鏃L(0.4)φ -  鏑L(9.6) φ1.5 柄L37.0 φ1.0 ML(47.0) 23884
幕別チロット〔白人〕 鏃L1.0 φ  -  鏑L(9.5)φ1.6 柄L25.7 φ0.8 ML36.3 23885
幕別チロット〔白人〕 鏃L3.1 φ0.3 鏑L(10.1)φ1.6 柄L30.0 φ0.7 ML43.2 23886
幕別チロット〔白人〕 鏃L2.9 φ0.4 鏑L11.4 φ1.6 柄L30.1 φ0.6 ML43.0 23887
幕別チロット〔白人〕 鏃L(0.9)φ0.4鏑L(9.6) φ1.5 柄L37.0 φ0.7 ML(47.5) 23888
幕別チロット〔白人〕 鏃L3.3 φ0.3 鏑L(8.7)φ1.5 柄L38.5 φ0.9 ML47.5 23889
幕別チロット〔白人〕 鏃L0.7 φ  -  鏑L(14.4)φ1.6 柄L35.6 φ0.9 ML47.4 23890
旭川近文　川村カネト L34.0 φ3.0 24941

L38.5 φ3.2 24942
L36.0 φ3.1 24943
L37.2 φ3.5 24944
L33.8 φ2.7 24945
L35.5 φ2.2 24946
L45.0 φ2.9 24947
L45.0 φ3.0 W9.5 24948
L46.5 φ2.4 24949
L44.2 φ3.3 W9.0 24950
L45.5 φ2.3 W7.0 24951
L45.5 24952
L45.0 φ2.2 ML65.0 24953
L43.0 φ2.4 W9.0 24954
L46.6 φ2.4 W10.0 24955

茅谷カムタチ L44.5 φ3.0 W8.0 24956
L61.0 φ2.5 W13.0 24957
L62.0 φ1.6 24958
L47.0 φ1.0 24959

旭川近文　川村カネト L24.0 W1.8 T0.8 H1.8 24960
L48.5 φ1.1 24961
鏃L -  W  -  T  -   中柄L   -     φ1.3 柄L48.7 φ0.9 24963
鏃L -  W  -  T  -   中柄L   -     φ1.3 柄L51.8 φ1.0 24964
鏃L -  W  -  T  -   中柄L   -     φ1.9 柄L53.2 φ0.9 24965
L42.4 φ1.2 24966

旭川近文　川村カネト L65.8 φ0.7 W6.0 24967
旭川近文　川村カネト L56.5 φ0.7 24968
旭川近文　川村カネト L62.0 φ0.6 W6.0 24969
旭川近文　川村カネト L66.4 φ0.7 24970
旭川近文　川村カネト L66.5 φ0.66.0 24971
旭川近文 鏃L2.6 φ0.6 鏑L(11.7)φ1.5 柄L31.0 φ1.2 ML45.3 24972
旭川近文 鏃L3.7 φ0.6 鏑L(10.4)φ1.5 柄L34.0 φ1.1 ML48.1 24973
旭川近文 鏃L3.4 φ0.6 鏑L(12.6)φ1.3 柄L30.8 φ1.0 ML45.8 24974
旭川近文 鏃L2.3 φ0.7 鏑L(10.1)φ1.5 柄L33.4 φ1.0 ML45.8 24975
旭川近文 鏃L3.5 φ0.5 鏑L(10.0)φ1.4 柄L42.8 φ1.0 ML46.3 24976
旭川近文 鏃L3.1 φ0.4 鏑L(11.0)φ1.3 柄L30.8 φ1.0 ML44.9 24977
旭川近文 鏃L2.3 φ0.6 鏑L(10.1)φ1.3 柄L31.0 φ1.1 ML43.4 24978
旭川近文 鏃L3.6 φ0.6 鏑L(11.9)φ1.4 柄L31.5 φ1.1 ML47.0 24979
旭川近文 鏃L3.1 φ0.6 鏑L14.8 φ1.2 柄L32.0 φ1.1 ML46.7 24980
旭川近文　川村カネト L26.2 φ0.9 / L26.4 φ1.2 24981
遠軽 L56.1 W2.8 T0.9 25492
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
25493 刀身 sword 鉄製刀身 出土品か
25498 刀身 sword 鉄製刀身 出土品 1941

25499 刀身 sword 鉄製刀身 出土品 1941

25500 刀身 sword 鉄製刀身 出土品 1941

25504 矢 arrow 鉄鏃 イラクサ糸
25507 銛 fishing spear(marek) 鈎銛(マレｸ) 部分
25508 刀 sword 刀身+鞘+鍔 鞘に線刻 二枚矧 鍔に鶴丸文様｢備後■佐衛門｣
26274 耳飾 earrings ガラス玉9 (中2小7)
32525 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
32526 弓 bow イチイ製 弦欠 弭加工
32527 弓 bow イチイ製 弦欠 弭加工
32528 弓 bow イチイ製 弦欠 弭加工
32529 鈎 gaff 鉄製 さわり糸付の柄
32531 灯台 lamp

32532 魚揆(なずち)棒 club for fishing

32534 煙管差し pipe holder 煙管差し
32535 丸木舟 模型 canoe(model)  矧舟 綴 桜皮 イラクサ
32536 丸木舟 模型 canoe(model) 丸木舟 模型 矧舟 綴 樺太
32537 丸木舟 模型 canoe(model) 丸木舟 模型 矧舟 綴 イラクサ オヒョウ
32538 丸木舟 canoe 重要民俗文化財指定 大正末期

32539 丸木舟 canoe 未使用 1937

32540 丸木舟 canoe 亜鉛板、針金補修
32541 丸木舟 canoe 大破
32542 丸木舟 canoe

32543 丸木舟 canoe カスガイ補強
32544 丸木舟 canoe 矧舟
32545 あか汲 bail 把手付
32547 櫂 模型 paddle(model) 把手付
32549 櫂 模型 paddle(model) 把手付
32552 櫂 模型 paddle(model) 車櫂
32589 矢 arrow (set bow) 仕掛け弓用 中柄+柄 中柄と柄は一木
32590 矢 arrow 手弓用 中柄(木)+柄
32591 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
32592 矢 arrow 手弓用 竹鏃+中柄(中足骨)+柄
32594 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄
32595 イナウ inaw イナウ 1段 風化 紐付
32596 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 4翼 小さい
32597 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 3翼 小さい
32599 小刀 knife and sheath 鞘 刻印焼印 補修(針金)
32600 火揉棒 fire drill イチイの棒 先端焦げ
32601 火揉台 fire drill 中央に窪み 焦げ跡
32602 小物入 bag 靭皮(オヒョウ)製 置布+刺繍 鹿角製綱通し付
32603 火打金 flint tools 鉄製 革紐付
32604 火打石 flint tools チャート
32605 火口入 flint tools 桜の小枝を刳り抜く 蓋付 1879

32897 イナウ inaw イナウ 2段 1972

32899 笊 basket 和製 呪い具 1972

32904 捧酒箸 libation stick (パ 裏 貫通) 三巴紋 刻印1 1955

32905 捧酒箸 libation stick 1955

32906 捧酒箸 libation stick (パ 裏) 刻印1 1955

32907 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 椿に唐草文 1958

32908 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱) 牡丹に唐草文 1958

32909 杯 lacquered cup 漆(外黒内赤) 桜に唐草文 補修 刻印
32910 天目台 cup stand 漆(黒) 牡丹に唐草文か 1958

32912 天目台 cup stand

32913 天目台 cup stand 漆(黒) 唐草文 高台を足す
32914 天目台 cup stand 漆(黒) 唐草文
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
遠軽 L55.5 W2.8 T0.8 25493
国後 泊 ゼンベコタン L(34.5) W2.9 T0.8 25498
国後 泊 ゼンベコタン L59.0 W3.2 T0.6 25499
国後 泊 ゼンベコタン L44.5 W2.6 T0.5 25500

L14.9 W3.1T1.1 25504
L36.6 φ2.4×2.0 25507
身L29.6 W1.9 T0.3 鞘L33.5 W3.0 T1.6 鍔 25508
L6.8 W6.4 玉φ1.4 26274
鏃L -  W  -  T  -   中柄L(10.8) φ1.0 柄L35.5 φ1.0 ML(46.3) 32525
L107.0 W2.8 反6.0 32526
L110.0 W2.2 反7.4 32527
L117.0 W2.3 反6.0 32528

八雲 椎久 松田武策 L111.0 32529
L78.0 W13.5×12.5 φ2.6 32531
L117.0 反6.0 φ2.3 32532
L27.4 W4.0 T1.0 32534
L87.5 W25.0 H17.0 32535
L74.0 W15.8 H16.0 ※明治期収集 32536
L82.7 W23.8 H17.2 ※明治期収集 32537

八雲　椎久トヨリタケ(年
蔵)

L605.0 W49.0 H20.0 深18.0 32538

新十津川 樺梅次郎 L399.0 W51.0 H53.0 32539
千歳? L853.0 W50.0 H42.5 明治期? 32540
台帳では石狩 L(797.0)W48.0 H47.0 ※明治期収集 32541

L473.0 W55.0 H62.0 32542
L345.0 W59.8 H47.0 32543
L539.0 W102.2 H85.0 32544
L39.5 W21.0 H5.0 32545
L31.7 W4.9 T0.8 軸φ0.7 32547
L31.3 W2.3 T0.6 軸φ0.6 32549
L41.0 W1.7 T0.4 32552
鏃L -  W  -  T  - 中柄L14.0  φ1.3 柄L30.5 φ0.8 ML44.5 ※明治期収集 32589
鏃L -  W  -  T  - 中柄L(11.2)φ0.9 柄L29.8 φ0.8 ML(40.5) 32590
鏃L -  W  -  T  - 中柄L17.2  φ1.1 柄L34.9 φ0.9 ML(48.6) 32591
鏃L6.3 W1.8 T0.5  中柄L20.2  φ1.1 柄L39.6 φ0.9 ML56.6 32592
鏃L -  W  -  T  - 中柄L18.4  φ1.1 柄L39.6 φ0.9 ML(51.2) 32594
L19.7φ0.5 32595
L20.0 W1.2 T0.5 H1.2 32596
L14.3 W0.6 T0.3 32597
鞘L20.5 W5.7 T2.4 身L23.1 W2.4 T1.4 32599

石狩 L19.0 φ1.5 32600
L22.0 φ2.0 ※明治期収集 32601

上川 L13.0 W14.5 T3.8 角L13.5φ1.8×1.6 32602
石狩 L15.5 φ0.7 32603
石狩 L3.8 W3.0 T1.3 32604
石狩 身L5.3 φ3.0 蓋L3.6 φ2.3 ML8.2 32605
日高浦河 犬飼哲夫 L46.0 φ2.9 W9.0 32897
鵡川 犬飼哲夫 L35.0 W33.7 T8.3 32899
浦河野深 L33.8 W2.7 T0.8 32904
浦河野深 L33.3 W2.5 T0.4 32905
浦河野深 L32.0 W2.2 T0.3 32906
新冠 渕瀬徳一 φ12.7 H6.5 高台φ6.0 H1.2 T0.2 32907
新冠 渕瀬徳一 φ12.8 H6.6 高台φ6.1 H1.2 T0.2 32908

φ14.0 H7.3 高台φ7.2 H0.9 T0.3 32909
新冠 φ15.0 H8.1 高台φ8.9 32910
中村陽吉(ママ) φ15.7 H10.0 高台φ9.8 32912
日高 φ17.7 H9.4 高台φ8.7 32913
日高 φ15.5H10.2 杯受φ7.9 32914
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
32915 天目台 cup stand 漆(朱) 唐草文 翼五角形
32916 天目台 cup stand 漆(黒) 唐草文
32917 杯

天目台

lacquered cup & cup
stand

漆(外黒内赤) ｢笹竜胆｣紋 唐草文 刻印あり
漆(黒) ｢笹｣紋 唐草文 刻印あり

1958

32918 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32919 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32920 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し 破損
32921 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32922 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32923 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32924 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32925 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32926 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32927 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し
32928 装身具 ornament 出土品 青銅製 鋳型 踏返し 繊維付着
32929 火打石 flint tools

32930 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
32931 刀帯 sword holder シナ/木綿 刺繍文様房付 大破
32932 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32933 刀帯 sword holder オヒョウ/? 大破
32934 荷縄 carrying strap シナ・イラクサ/木綿 文様部を3本に分け、さらに一本にする
32935 手拭掛 towel hanger 鎖6連
32936 フトイ plant (sample) 植物標本 1993

32937 アブラガヤ plant (sample) 植物標本 1993

32938 紐 string (sample) 紐撚り見本(S) 1993

32939 紐 string (sample) 紐撚り見本(Z) 1993

32940 花矢 ceremonial arrow 鏑
32941 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
32942 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 1926

32943 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 1926

32944 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
32945 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
32946 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽
32947 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 鏃楕円
32948 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄
32949 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
32950 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32951 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32952 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32953 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

32954 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

32955 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

32956 花矢 ceremonial arrow 鏑 鏃部未成

32957 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付

32958 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

32959 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32960 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32961 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32962 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 赤布付
32963 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
φ15.7H9.3 杯受φ8.7 32915
φ14.8H11.0杯受φ8.0 32916

新冠 渕瀬徳一 φ12.6 H6.5 高台φ6.1 H1.2 T1.3
φ14.8 H8.5 高台φ8.9

32917

L5.1 W4.1T0.3 32918
L4.0 W4.0T0.1 32919
L(4.5) W4.1T0.3 32920
L3.9 W3.6T0.2 32921
L4.4 W3.7T1.2 32922
L4.5 W3.9T0.3 32923
L4.2 W3.9T0.2 32924
L4.4 W3.7T0.3 32925
L4.3 W3.9T0.2 32926
L4.5 W3.8T0.3 32927
L4.0 W3.9T0.1 32928
L3.3 W1.9T1.2 32929

沙流 鏃L2.6 φ0.5 鏑L16.4 φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.0 32930
L(29.6) W(14.9) T0.9 32931

旭川近文 鏃L6.2 φ0.3 鏑L(12.0)φ1.4 柄L28.5 φ1.0 ML46.7 32932
L(22.0) W(5.0) 32933
L374.0 W8.7T1.5 32934
L44.0 W4.5T0.8 32935
L108.0φ2.0 32936
L8.8φ1.7×1.5 32937

沖野慎二 L33.0φ0.3 32938
L34.0φ0.3 32939

沙流 鏃L2.9 φ0.4 鏑L16.8 φ2.0 柄  　-    φ -  ML19.7 32940
三石幌毛 鏃L2.1 φ0.4 鏑L(12.5)φ1.7 柄L31.9 φ1.0 ML46.5 32941
千歳烏柵舞 鏃L1.0 φ -  鏑L18.8 φ1.8 柄  　-    φ -  ML19.8 32942
千歳烏柵舞 鏃L0.7 φ0.6 鏑L19.0 φ1.6 柄  　-    φ -  ML19.7 32943
白老 宮本伊之助 鏃L2.5 φ -  鏑L16.3 φ1.3 柄  　-    φ -  ML18.8 32944
網走藻琴 白取養助 鏃L3.7 φ0.5 鏑L(13.7)φ1.5 柄L37.3 φ1.1 ML54.7 32945
釧路春採 志富卯之助 鏃L1.9 φ1.8 鏑L(10.2)φ1.8 柄L36.2 φ0.9 ML(48.8) 32946
標茶虹別 土井三郎 鏃L3.5 φ0.6 鏑L(9.9) φ2.7 柄L35.6 φ0.9 ML49.0 32947
標茶虹別 土井三郎 鏃L3.4 φ0.6 鏑L(9.5) φ2.7 柄L35.8 φ1.0 ML48.7 32948
余市 違星家 鏃L4.2 φ0.5 鏑L(9.1) φ1.7 柄L40.8 φ0.8 ML54.1 32949
白糠 時田伊平 鏃L5.0 φ0.6 鏑L(8.1 )φ1.9 柄L33.8 φ0.8 ML46.6 32950
旭川近文　太田トリワ 鏃L4.8 φ0.5 鏑L17.1 φ1.6 柄L31.8 φ0.9 ML52.2 32951
旭川近文　太田トリワ 鏃L6.1 φ0.5 鏑L16.0 φ1.6 柄L32.0 φ0.9 ML53.3 32952
〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L1.7 φ0.6 鏑L(10.2)φ1.4 柄L34.9 φ1.0 ML46.8 32953

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L3.3 φ0.3 鏑L(8.7) φ1.4 柄L34.5 φ1.0 ML46.5 32954

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L3.0 φ0.2 鏑L(8.8) φ1.4 柄L34.3 φ1.0 ML46.1 32955

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.2 φ1.0 鏑L13.8 φ1.4 柄  　-    φ -  ML16.0 32956

〔新十津川〕泥川　樺勘
太郎

鏃L2.8 φ0.3 鏑L(9.6) φ4.5 柄L34.4 φ0.9 ML46.8 32957

平取ペナコリ 　川上サノ
ウク

鏃L1.3 φ0.6 鏑L(13.6)φ1.5 柄L37.3 φ0.9 ML52.2 32958

静内田原 原島袖三 鏃L1.0 φ0.6 鏑L(14.9)φ1.4 柄L38.6 φ1.0 ML54.5 32959
静内田原 原島袖三 鏃L1.1 φ0.6 鏑L(15.4)φ1.4 柄L40.2 φ0.9 ML56.7 32960
静内田原 原島袖三 鏃L1.0 φ0.6 鏑L(15.8)φ1.4 柄L39.8 φ0.7 ML56.8 32961
静内田原 原島袖三 鏃L1.1 φ0.6 鏑L(15.2)φ1.4 柄L41.0 φ0.7 ML56.8 32962
平取ペナコリ 　川上サノ
ウク

鏃L0.4 φ1.6 鏑L(12.1)φ1.4 柄L38.5 φ0.9 ML51.0 32963
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
32964 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽

32965 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
32966 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
32967 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
32968 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
32969 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付
32970 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 1926

32971 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 1926

32972 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 鏑楕円 1926

32973 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付 鏑楕円
32974 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 1936

32975 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄+羽 1936

32976 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
32977 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付
32978 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 鏑三角形
32979 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 鏑三角形
32980 花矢 ceremonial arrow 鏑 赤布付 鏑三角形
32981 花矢 ceremonial arrow 鏑+柄 赤布付

32982 花矢 ceremonial arrow 鏑
32983 捧酒箸 libation stick キケウｼパスイ 1翼 刻印
32984 梭 loom(part)  
32985 編袋 basket ガマ・木綿/シナ/イラクサ(Ｚ) 15列 ｢カリヒンキ｣とある 1884

32986 小物入 bag ガマ/シナ/シナ(Ｚ) 21列 靭皮(オヒョウ)布で襠を付ける
32987 丸木舟 模型 canoe(model) 穿孔(船首、船尾)
32999 椀 bowl 両耳 底に文様
33000 罠 trap 弓を下向きにセットするための台 弓欠
33001 仕掛け弓 set bow (part) 部品 トリガー
33002 盆 tray 片方を注ぎ口に、片方を吊下げようの穴のある耳にする 魚卵

つぶしか
33003 盆 tray 長楕円形 1883

33004 倉庫 模型 storehouse (model) 高床 1879

33005 住居　模型 house(model) 下屋部分 骨組み 1879

33006 樹皮容器 bark vessel 切抜き文様、把手付 模型か
33007 柄杓 ladle(bark) 樺皮製 外皮内
33008 木偶 wooden figure アザラシを模る 靭皮(シナ)+木綿紐付 11114に類似 1935

33009 槍 spear 鉄製 先のみ 象嵌文様
33010 銛 fishing spear(marek) 鈎銛(マレｸ)
33011 銛 fishing spear(marek) 鈎銛(マレｸ) 柄に刻み
33012 銛 fishing spear(marek) 鈎銛(マレｸ) 鈎のみ
33013 クマ背飾り bear decoration クマ用 削りかけを編む
33014 杯 lacquered cup 漆(外黒内朱)桔梗 大破
33015 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
33016 刀 sword 鉄製刀身 出土品 鍔付属
33017 靴および靴下 shoes & socks 靴：サケ皮製 靴下：靭皮(オヒョウ)製
33018 爪子 sandals ブドウ蔓製
33021 蝦夷島奇観

写本

painting 紙本著色 ｢蝦夷島奇観 地之巻｣

33022 蝦夷島奇観
写本

painting 紙本著色 ｢蝦夷島奇観 人之巻｣

33023 蝦夷島奇観
写本

painting 紙本著色 ｢蝦夷島奇観 天之巻｣

33160 かんじき snowshoe 瓢箪型 革紐で縛る
33161 かんじき snowshoe U字型 革紐で縛る
33197 罠 trap 枝が跳ね上がる 1986

33198 罠 trap 小枝のかごに誘い込む 小鳥用
33346 昆布採図 painting 絹本着色 昆布採図
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
〔門別富川〕ビタルパ 平
野マリシクル

鏃L1.5 φ2.1 鏑L(16.1)φ1.6 柄L32.5 φ0.7 ML46.8 32964

平取 平村パワシヌレ 鏃L2.3 φ0.8 鏑L(19.1)φ1.4 柄  　-    φ -  ML21.4 32965
音更 中村要吉 鏃L2.2 φ2.5 鏑L13.0 φ1.7 柄  　-    φ -  ML15.2 32966
〔芽室〕ケネ 中山浅吉 鏃L1.9 φ0.3 鏑L(10.4)φ1.5 柄L37.7 φ0.8 ML50.0 32967
音更 中村要吉 鏃L3.3 φ0.3 鏑L11.8 φ1.6 柄 -  φ - ML15.1 32968
音更 中村要吉 鏃L3.5 φ0.3 鏑L12.0 φ1.2 柄 -  φ - ML15.5 32969
千歳烏柵舞 鏃L1.1 φ1.3 鏑L15.3 φ1.7 柄 -  φ - ML16.4 32970
千歳烏柵舞 鏃L0.8 φ0.4 鏑L18.4 φ1.7 柄 -  φ - ML19.2 32971
千歳烏柵舞 鏃L0.5 φ0.9 鏑L18.7 φ1.6 柄 -  φ - ML19.2 32972
千歳烏柵舞　今泉柴吉 鏃L1.6 φ1.6 鏑L(14.2)φ1.6 柄L38.9 φ0.8 ML54.7 32973
網走藻琴 工藤貞助 米村 鏃L4.3 φ0.4 鏑L(16.7)φ2.1 柄L35.7 φ1.3 ML53.3 32974
網走藻琴 工藤貞助 米村 鏃L3.8 φ0.6 鏑L(12.2)φ2.0 柄L35.5 φ1.3 ML51.5 32975
元室蘭 坂下連吉 鏃L1.6 φ0.6 鏑L(13.2)φ1.3 柄L34.9 φ1.0 ML49.7 32976
虻田 恵良惣太郎 鏃L0.9 φ0.6 鏑L(8.9) φ2.4 柄L43.7 φ1.0 ML53.5 32977
虻田 末部加屋吉 鏃L  -  φ  -  鏑L13.8 φ1.7 柄 -  φ - ML13.8 32978
虻田 末部加屋吉 鏃L  -  φ  -  鏑L13.4 φ2.5 柄 -  φ - ML13.4 32979
虻田 末部加屋吉 鏃L0.9 φ0.5 鏑L(13.9)φ2.8 柄 -  φ - ML14.8 32980
長万部 司馬リキンテ
(力彌)

鏃L  -  φ  -  鏑L(7.3) φ1.7 柄L43.7 φ0.7 ML51.0 32981

沙流 鏃L2.3 φ0.4 鏑L(17.7)φ2.1 柄 -  φ - ML20.0 32982
内浦 空知保 L26.8 W1.6 T0.8 H2.9 32983

L39.0 φ2.3 32984
沙流 L29.0 W33.0 T5.0 32985

L100.0 W67.0 T23.0 32986
L24.5 W43.0 H3.5 32987
L24.1 W15.2 H6.5 32999
MH59.5 W11.8 T7.4 33000
L12.0 W9.7 T1.5 33001
L30.2 W16.9 H4.1 33002

沙流 L44.1 W20.3 H7.0 ※明治期収集 33003
サハリン L26.8 W35.3 H35.5 33004
サハリン L63.0 W53.0 H57.0 33005
サハリン　シスカ L11.0 W10.8 H9.0 33006

L21.3 W10.7 H5.2 ※明治期収集 33007
L20.5 W5.4 H10.1 33008
L36.1 W5.5 T3.6 33009
L31.3 W7.8 T2.4 33010

白糠　時田伊平 L(36.0) W9.5 T3.7 33011
L11.0 W8.2 T1.5 33012
L51.0 W11.0 T3.0 33013
φ(12.6) H(5.5) 33014
L57.2 W3.0 T0.7 33015
L52.5 W3.2 T0.6 鍔L7.8 W6.9 T0.7 33016
靴L30.7 W14.0 T6.2 靴下L33.0 W13.0 T3.0 33017
L23.5 W12.0 T5.0 33018
縦26.6 33021

縦26.6 33022

縦26.6 33023

L45.8 W20.5 T4.7 反り0 33160
L48.0 W24.3 T1.7 反り5.5 33161

静内 狩野勝美 L84.0 W30.5 H80.0 33197
L82.0 W102.0 H34.0 33198
縦50.0 横123.0 額縦55.0 横128.0 33346
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
33357 クジラ頭骨 whale skull 内部に削りかけを詰める
33359 鹿笛 deer call 木製
33360 住居 模型 house(model) 家骨組み模型
33361 イヌエンジュ plant (sample) 呪い具 魔除 1968

33362 小物入 bag 本来、矢筒付属か 襠は木 1884

33366 タヌキ頭骨 raccoon dog skull 頭骨を削りかけで包む 左側頭部穿孔
33368 帽子 hat 削りかけ製 靭皮(シナ・イラクサ)糸で編む 1879

33369 矢 arrow 手弓用 竹鏃+中柄(中足骨)+柄
33370 矢 arrow 手弓用 竹鏃+中柄(中足骨)+柄+羽 羽欠
33371 矢筒 quiver 狩猟用 クマ皮製小物入付 蓋欠
33374 囲炉裏 hearth(display) 展示用 イナウ、灰ならし、灯明等付属 1988

33377 クマ剥製 stuffed bear 耳飾 首輪(自在付) 飾帯
33455 アイヌ鹿猟図 painting 紙本著色 ｢アイヌ鹿猟図｣
33510 イナウ inaw

33511 イナウ inaw

33512 イナウ inaw

33513 イナウ inaw 刻印
33514 ヌサ Nusa クマ頭骨(右側頭部穿孔)付の股木 イナウ２本他付
33515 織器 loom 織器一式 角材を組んだ枠に織機をセットする 綜洸を足で操作

する

1926

33516 盆 tray 脚付 全面彫り文様
33517 鉢 basin 自製 カスガイ補強
33722 イナウ inaw イナウ 削りかけを巻きまとめる
33723 イナウ inaw イナウ 枝
33724 イナウ inaw イナウ ヨモギ 人形 槍 刀
33727 薙刀? sword 祭具部品か 薙刀形
33728 イナウ inaw イナウ １段＋2
33729 イナウ inaw イナウ 1段＋小3
33730 イナウ inaw イナウ 1段＋小3 湾曲
33731 イナウ inaw イナウ 1段＋小3
33732 イナウ inaw イナウ 1段＋小3
33733 イナウ inaw イナウ 1段＋小3 削りかけ巻付
33734 イナウ inaw イナウ 1段＋小3
33735 イナウ inaw イナウ 1段＋小2(痕) 削りかけ巻付
33736 イナウ inaw イナウ 1段＋小1(痕)
33737 イナウ inaw イナウ 1段＋小2(痕)
33738 イナウ inaw イナウ 1段＋小4
33739 イナウ inaw イナウ 2段
33740 イナウ inaw イナウ 1段＋小2 刻印
33741 イナウ inaw イナウ 1段＋小1 結束 刻印
33743 イナウ inaw イナウ 2段
33744 イナウ inaw イナウ 2段 刻印
33745 イナウ inaw イナウ 2段 基部刻印か
33746 イナウ inaw イナウ 2段 基部刻印か
33747 イナウ inaw イナウ 2段 基部刻印か
33748 イナウ inaw イナウ? 棒
33749 イナウ inaw 2段 刻印
33750 名称? wooden stick 半裁棒
33751 銛 harpoon 銛 木製 模造品か
33752 銛 harpoon 銛先 鉄 海獣皮 イラクサ
33753 銛 harpoon 銛先 鹿角 銅か 木綿か(4本)
33754 銛 harpoon 銛先 鹿角か 鉄 木綿か(7本)
33755 銛 harpoon 銛先 真鍮 イラクサ 五寸釘
33756 銛 harpoon 銛先 真鍮 イラクサ 五寸釘
33757 銛 harpoon 銛先 真鍮 イラクサ 五寸釘
33758 綱 rope 6本 銛用 シナ イラクサ

33759 漁撈具 fishing gear 漁具 碇か
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L80.3 W57.0 H27.1 33357
L14.2 W3.7 T1.5 33359
L116.8 W81.0 H78.8 33360

二風谷　貝沢トラジノ 犬飼哲夫 L64.5 W49.5 T3.5 33361
天塩 L25.0 W18.0 T7.0 33362
旭川近文 L30.0 W7.5 H8.5 33366
サハリン φ34.0 H14.8 33368

鏃L4.9 W1.4 T0.4  中柄L9.4    φ1.0 柄L29.9 φ0.7 ML43.1 33369
鏃L5.0 W1.2 T0.5  中柄L(13.5)φ1.1 柄L29.3 φ0.7 ML42.8 33370
L51.0 W14.5 T4.5 33371

二風谷　貝沢吉哉 L204.5 W130.0 H(21.0) 33374
L46.0 W26.5 H29.7 33377
縦35.0 横87.8 33455
イナウL79.0 φ2.9 脚L118.5 φ2.2 ML159.0 33510
イナウL72.0 φ2.7 脚L98.0 φ2.4 ML136.0 33511
イナウL71.0 φ2.2 脚L116.5 φ2.0 ML157.0 33512
L64.5 W6.8 φ2.2 33513
L208.0 W38.0 T25.0 33514
L227.0 W92.0 H135.0 33515

L84.0 W42.0 H13.0 33516
φ68.5H16.5 ML77.0 33517
L22.0 W7.0 T4.0 33722
L58.5 φ0.4 W12.5 33723
L70.5 W26.0 33724
L17.3 W1.2 T1.6 33727
L46.0 φ3.4 33728
L46.0 φ3.2 W22.5 33729
L61.5 φ2.7 W13.0 33730
L60.0 φ2.9 W6.0 33731
L58.3 φ2.9 W6.0 33732
L62.0 φ2.5 33733
L57.7 φ2.5 W8.0 33734
L59.5 φ2.7 W6.0 33735
L54.0 φ3.0 W6.5 33736
L56.8 φ2.5 W5.5 33737
L59.5 φ2.7 33738
L44.0 φ2.8 33739
L52.0 φ2.5 W9.5 33740
L54.5 φ2.2 33741
L21.5 φ1.1 W2.5 33743
L19.7 φ1.0 W2.5 33744
L17.4 φ0.7 W2.2 33745
L18.0 φ0.5 33746
L18.0 φ0.6 W2.6 33747
L19.5 φ0.5 33748
L27.2 φ1.3 33749

名取武光 L37.6 W1.1 T0.6 33750
L14.2 W2.2 T1.8 33751
L20.5 W3.2 T2.3 ML35.5 33752
L10.7 W2.5 T1.3 ML21.2 33753
L8.4 W2.7 T1.4 ML48.0 33754
L3.4 W1.6 T1.1 ML8.6 33755
L6.3 W3.2 T0.5 ML15.0 33756
L3.2 W2.1 T1.2 ML8.3 33757
L340.0 φ0.4 / L559.5 φ0.4 / L346.0 φ0.4
L138.0 φ0.5 / L60.0 φ0.3 /L37.0 φ0.5

33758

L20.0 W12.5 T4.5 33759
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
33760 銛 fishing spear(marek) 鉄製の鈎を靭皮(イラクサ)糸で結束
33761 耳飾 earrings 変形
33762 飾金具 metal ornament 飾金具 環状 真鍮か
33763 飾金具 metal ornament 飾金具 環状 銅・真鍮か
33764 飾金具 metal ornament 飾金具 環状 鉄
33765 飾金具 metal ornament 環状 変形
33766 飾金具 metal ornament 環状 真鍮
33767 飾金具 metal ornament 環状(重ね) 真鍮
33768 飾金具 metal ornament 環状(重ね) 真鍮
33769 古銭 old coin 9枚 寛永通宝8 ＋ 名称不明1

33770 飾金具 metal ornament 環状 真鍮 銅象嵌
33771 飾金具 metal ornament ひょうたん形 銅か真鍮か
33772 飾金具 metal ornament 四角 真鍮?布付着
33773 飾金具 metal ornament 円形周縁刻み 真鍮か　布付着
33774 飾金具 metal ornament ひょうたん形 透かし文様 真鍮か
33775 飾金具 metal ornament 透かし文様 真鍮か
33776 イナウ inaw イナウ 1段 頂部に削りかけを差す
33777 イナウ inaw イナウ 3段(樹皮をむく) 頂部に削りかけを差す
33778 オヒョウ樹皮 plant (sample) オヒョウ樹皮
33779 イナウ inaw 祭具部品か 削りかけ2本巻きとめる
33780 組み紐 cord 祭具部品か オヒョウ 4本平編み 木綿
33795 イヌ橇 模型 sled(model)  
33796 イヌ橇 模型 sled(model) イヌ橇 模型 皮・木綿紐
33826 ヌサ? Nusa(part) ? 二股木 柱の中央に木棒を十字に針金で結ぶ 1965.06.

33827 杖? stick? 直状 1890

33828 杖? stick? Y字状 上部に刻文
33829 酒混ぜ具 stir stick 極端に長い
33830 イナウ? inaw ?

33849 イナウ inaw イナウ 3段
33850 イナウ inaw イナウ 2段
33851 イナウ inaw イナウ 1段 撚り合わせ 結束
33852 冠 ritual headdress 削りかけ 三つ編み
33853 イナウ inaw イナウ 2段
33854 編袋 basket ガマ/シナ/シナ(Ｚ) 13列 大破
33855 茣蓙 mat  文様 ガマ・シナ・シナ(Z)オヒョウ(Z) 29列
33856 鐔 sword (handguard) 破損
33857 刀 sword 模造刀 鞘+刀身+柄+鐔 螺鈿 刀身銘｢長口｣
33858 刀 sword 鞘+木製刀身+鐔

33859 鐔 sword (handguard) 木瓜形 錆付着
33860 鐔 sword (handguard) 鐔
33861 鐔 sword (handguard) 鐔 四角
33862 鐔 sword (handguard) 鐔
33863 鐔 sword (handguard) 木瓜形 心葉文透鉄鍔
33864 鐔 sword (handguard) 銅
33865 鐔 sword (handguard) 真鍮製
33866 鐔 sword (handguard) 鉄製
33867 鐔 sword (handguard) 鉄製 円形 鳳凰文様
33868 鐔 sword (handguard) 銅製
33869 鐔 sword (handguard) 鉄製 円形
33870 刀 sword 宝刀 銅 漆 栗型 反角 巴 藤 唐草
33871 刀 sword 鞘 打ち出し金具
33872 刀 sword 鞘 飾り金具
33873 刀 sword 鞘 割り材 未成品 イコロに似せる
33874 刀 sword 鞘部品 切羽 飾り金具 桜皮ほか多数
34429 盆 tray 無文 全体に厚い作り
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L36.8 W9.7 T2.5 33760
L7.0 W5.0 T1.5 33761
φ5.7×5.5 T0.5 33762
φ6.8 T0.5 33763
φ6.2×5.8 T0.5 33764
φ5.6×5.1 T0.4 33765
φ4.4 T0.5 33766
φ3.7×3.3 T0.3 33767
φ3.2 T0.6 33768
φ2.8 T0.12 / φ2.8 T0.12 / φ2.5 T0.12
φ2.7 T0.13 / φ2.8 T0.14 / φ2.3 T0.12
φ2.8 T0.15 / φ2.8 T0.16 / φ2.4 T0.11

33769

φ6.7×6.6 T1.6 33770
L7.0 W4.2 T0.3 33771
L3.8 W3.5 T0.1 33772
φ6.0 T0.3 33773
L2.3 W2.4 T0.24 33774
L3.6 W3.5 T0.32 33775
L37.0 φ1.3 33776
L26.0 φ1.9 33777
L71.0 W11.0 33778
L30.0 W1.3 33779

33780
L80.0 W16.5 H11.6 33795
L66.5 W20.7 H10.5 33796

新得 佐久間時綱 L93.4 W41.5 T8.2 33826
沙流 L115.3φ2.0 33827

L125.0 W7.3 φ2.4 33828
L283.0 W32.0φ3.5 33829
L182.5 φ2.7～1.6 33830
L79.8 W7.9 φ2.1 33849
L73.0 φ1.7 33850
L59.0φ2.6 33851
L41.5 W23.0 T? 33852
L40.0 W11.0 φ2.4 33853
L41.6 W41.0 T3.0 33854
L278.0 W95.0 T0.7 33855
φ9.2×7.3 T0.5 33856
ML42.0M W4.2M T3.7 33857
鞘L76.4 W3.8 T2.2 身L55.7 W2.7 T0.6
鐔L8.6 W8.5 T0.5 ML87.3

33858

L6.6 W6.3 T(1.1) 33859
φ8.0 T0.6 33860
L5.9 W5.2 T0.6 33861
L4.5 W6.0 T0.2 33862
L6.5 W6.5 T0.5 33863
L6.1 W5.6 T0.5 33864
L6.1 W5.7 T0.4 33865
L6.7 W5.6 T0.5 33866
φ7.9 T0.7 33867
L7.8 W7.1 T0.6 33868
L8.3 W8.3 T0.6 33869
鞘L36.4 W3.0 T1.3 柄L17.4 W3.7 T1.6 ML52.3 33870
L41.0 W3.8 T1.5 33871
L49.1 W3.7 T1.2 33872
L37.0 W3.1 T1.3 33873
L4.1 W1.9 T1.0 / φ2.7 33874
L52.5 W30.3 T7.7 底面L41.5 W21.0 T2.5 34429
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
34471 煙管 pipe 真鍮・銅製
34474 首飾り necklace ガラス 9個
34475 首飾り necklace ガラス 194個
34476 首飾り necklace ガラス 5種5個

34477 首飾り necklace

34478 首飾り necklace ガラス 169個
34479 首飾り necklace ガラス、真鍮、鉛の3種10個
34480 首飾り necklace ガラス 玉94個
34481 首飾り necklace ガラス 玉124個
34482 首飾り necklace ガラス 79個
34483 首飾り necklace ガラス 2種31個 シトキ付
34484 首飾り necklace 石製 3種3個
34485 首飾り necklace シトキ 三巴紋
34486 矢覆い set bow (part) 仕掛弓部品 樺皮を丸め靭皮(シナ)紐で縛る
34487 矢覆い set bow (part) 仕掛弓部品 樺皮を丸め靭皮(シナ)紐で縛る
34488 矢覆い set bow (part) 仕掛弓部品 樺皮を丸め靭皮(シナ)紐で縛る
34622 イナウ inaw 仕掛弓部品 樺皮を丸め靭皮(シナ)紐で縛る

34623 イナウ inaw 2段

34624 捧酒箸 libation stick 樹皮
34625 捧酒箸 libation stick 風化 破損 キケウｼパスイに似る
34627 イナウ inaw 棒状 祖印
34628 イナウ inaw 小多数
34629 イナウ inaw 2段小多数
34630 イナウ inaw 1段 枝１ 刻印
34631 イナウ inaw 5段 枝輪 刻印
34632 イナウ inaw 2段 枝2上下 刻印
34633 イナウ inaw 小多数 刻印
34634 イナウ inaw 小多数 刻印
34636 イナウ inaw 2段 小多数 刻印
34637 イナウ inaw 2段 小多数 刻印
34638 イナウ inaw 1段 枝2左右 刻印
34639 イナウ inaw 小多数 枝1 刻印
34640 イナウ inaw 小多数 枝1 刻印
34641 イナウ inaw 逆 2段 枝2 刻印
34642 イナウ inaw 2段 刻印
34643 イナウ inaw 逆 3段 枝2左右
34645 イナウ inaw 3段 小多数 刻印
34646 イナウ inaw 2段 小多数 刻印
34647 イナウ inaw 2段 小多数 刻印
34648 イナウ inaw 1段 小多数 刻印
34649 イナウ inaw Y字状 小多数 刻印
34650 捧酒箸 libation stick 無紋
34651 イナウ inaw 2段 小多数 祖印
34652 イナウ inaw 2段 小多数 祖印
34653 イナウ inaw 2段 小多数 祖印
34654 イナウ inaw 2段 小多数 祖印
34655 イナウ inaw 二股 小多数 祖印
34656 イナウ inaw 3段 小多数 祖印
34657 イナウ inaw 小多数 祖印
34658 イナウ inaw 2段 小多数 祖印
34661 捧酒箸 libation stick 樹皮
34664 イナウ inaw 小多数 祖印
34665 イナウ inaw 2段 小多数 祖印
34666 イナウ inaw 1段 小多数 祖印
34672 イナウ inaw 1段 小多数 湾曲
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L38.0 W2.3 T2.1 34471
L30.2 W12.0 T4.2 34474

34475
①4.0 ②4.0×3.6(穴φ0.8) ③3.6×3.4(穴φ0.8) ④4.2×3.9(穴φ0.8)
⑤4.0×3.7(穴φ0.8)

34476

34477
L36.5 W20.0 T4.3 34478

34479
L26.5 W10.3 T2.8 34480
L33.0 W13.8 T3.9 34481
L50.0 W18.0 T4.3 34482
L45.5 W11.3 T3.9 34483
L14.0 W5.2 T1.9 34484
φ8.8～8.6 T1.0 34485
L29.1 φ3.2 34486
L30.5 φ5.2 34487
L39.2 φ3.1 34488

浜益〔浜増毛〕 山下三五
郎

L20.0 φ1.3 W8.5 34622

浜益〔浜増毛〕 山下三五
郎

L33.5 φ2.0 W7.0 34623

サハリン 多蘭泊　西川家 L30.9 W2.5 T1.0 34624
サハリン 多蘭泊 名取武光 L29.4 W2.0 T0.8 34625
サハリン 多蘭泊 名取武光 L16.3 φ1.3 34627
サハリン 多蘭泊 名取武光 L24.0 φ1.2 34628
サハリン 多蘭泊 馬場脩 L29.5 φ1.3 W5.0 34629
サハリン 多蘭泊 馬場脩 L40.0 φ1.9 W8.0 34630
サハリン 多蘭泊 馬場脩 L43.5 φ1.3 W11.0 34631
サハリン 白浜 馬場脩 L29.5 φ1.6 W5.9 34632
サハリン 白浜 馬場脩 L28.2 φ1.3 W4.0 34633
サハリン 白浜 馬場脩 L29.1 φ1.2 W3.5 34634
サハリン 新問 馬場脩 L37.1 φ1.4 W5.5 34636
サハリン 新問 馬場脩 L37.0 φ1.5 W4.9 34637
サハリン 新問 馬場脩 L38.0 φ0.6 W7.8 34638
サハリン 落帆 名取武光 L23.0 φ1.0 W7.7 34639
サハリン 落帆 名取武光 L24.0 φ1.7 W9.5 34640
サハリン 新問 名取武光 L35.2 φ1.8 W6.8 34641
サハリン 新問 名取武光 L32.7 φ1.2 34642

名取武光 L34.0 φ1.2 W5.1 34643
サハリン 新問 名取武光 L37.4 φ1.6 W5.3 34645
サハリン 新問 名取武光 L38.4 φ1.8 W4.5 34646
サハリン 落帆 名取武光 L34.0 φ1.9 34647
サハリン 落帆 名取武光 L23.5 φ1.6×1.1 W14.5 34648
サハリン 落帆 名取武光 L25.0 φ0.9 W8.5 34649
サハリン 登富津 名取武光 L19.1 W1.1 T0.7 34650
サハリン 登富津 名取武光 L28.5 φ2.0 W9.0 34651
サハリン 登富津 名取武光 L29.0 φ1.5×0.9 W5.5 34652
サハリン 多蘭泊 名取武光 L36.0 φ2.3 34653
サハリン 多蘭泊 名取武光 L38.0 φ2.0 34654
サハリン 智来 名取武光 L50.2 φ3.0 W14.5 34655
サハリン 智来 名取武光 L58.0 φ2.8 34656
サハリン 智来 名取武光 L34.5 φ1.4 W4.8 34657
サハリン 智来 名取武光 L55.0 φ3.3 34658
サハリン 智来 名取武光 L33.3 W1.8T0.4 34661
サハリン 白浜 名取武光 L26.3 φ1.2 W4.0 34664
サハリン 白浜 名取武光 L46.0 φ2.8 34665
網走 工藤貞助 L62.0 φ2.2 34666

L59.5 φ2.8 34672
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
34675 酒漉しの台? sake  strainer? 2本の棒、それぞれの両端を結ぶ　両端に削りかけ付
34676 酒漉しの台? sake  strainer? 34657と結ばれる　セット
34677 子背負棒 baby carrying strap 棒のみ 刻み多数
34678 箆 loom(part) 織機部品 墨書、刻文
34679 捧酒箸 libation stick ?高彫
34680 丸木舟 模型 canoe(model) 丸木舟 模型

34682 椀 lacquered bowl 漆(外黒内朱) 無文
34683 椀 lacquered bowl 漆(外黒内褐色) 家紋尽し 千鳥、蝶に唐草文
34685 椀 bowl 円形 無文 高台裏に円形刻線
34686 椀 bowl 円形 無文 彫刻文入り脚を付ける
34687 椀 bowl 円形 無文 高台楕円
34688 椀 bowl 片耳 無文
35367 物入れ basket テンキ製 蓋付
35368 盆 tray テンキ製
35370 刀 sword 鉄製刀身+柄+鍔 出土品
35371 刀 sword 鉄製刀身+鍔 出土品
35372 刀 sword 鉄製刀身+鍔 出土品
35373 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
35374 刀 sword 鉄製刀身+鍔 出土品 鍔部分のみ
35375 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
35376 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
35377 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
35378 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
35379 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
35380 刀 sword 山刀か鉈の破片
35382 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
35383 刀 sword 山刀か鉈の破片
35384 刀 sword 山刀か鉈の破片
35385 刀 sword 山刀か鉈の破片
35387 松明 torch 樺
35427 笯?　模型 fish pot ウライの一部か
35428 笯 模型 fish pot 竹製 棕櫚縄で縛る
35429 銛 harpoon 滑走板のみ
35430 刀 sword 鞘
35431 刀 sword 鞘 大破
35432 刀 sword 鞘 漆 留金具 大破
35433 刀 sword 鞘 漆 桜皮 大破
35434 刀 sword 鞘 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
35435 刀 sword 鞘+柄 打ち出し文様金属板 留金具 吊金具
35436 刀 sword 飾り金具部品16点 (33873と関係あるか )
35437 刀 sword 鞘+柄
35438 刀 sword 鞘 飾り金具 桜皮巻 2枚矧
35439 刀 sword 鞘 飾り金具 削りかけを巻く 2枚矧
35440 刀 sword 柄 一木 飾り金具
35441 刀 sword 柄 漆をかけ飾り金具を取り付ける 二枚矧
35442 刀 sword 柄 飾り金具
35443 刀 sword 柄 鮫皮を巻き飾り金具を取り付ける
35444 刀 sword 柄 飾り金具
35445 鍔 sword (handguard) 木爪形 青海波文 家紋多数
35446 煙草入 tabacco box スギ材に桜皮を貼る
36930 弓 bow 弦(イラクサ) 弭整形
36931 弓 bow イチイ製 弦欠 弭加工
36932 弓 bow イチイ製 弦欠 弭加工 弭に銅版を巻く
36933 弓 bow 弦(ツルウメモドキ) 桜皮巻 弭加工
38338 捧酒箸 libation stick 漆(黒・赤) 刀を模す ?高彫 キケ巻き付け
38340 矢 arrow
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L50.0 W20.0 φ3.0 34675
L50.0 W20.0 φ3.0 34676
L33.0 φ3.0 34677

宮部金吾 L66.2 W10.1 T2.35 34678
L35.0 W44.3?T0.2 H1.3 34679

旭川近文 L36.8 W5.7 H8.3
L23.4 W1.7 T0.4 / L21.8 φ0.5 / L29.0 φ0.6
L27.0 W2.1 φ8.7 / L13.5 φ0.8 /L10.0 W2.9 T1.7

34680

φ11.8 H7.1 高台φ5.6 H1.4 T0.25 34682
φ12.8 H8.8 高台φ6.5 H2.2 T0.3 34683
L7.6 W6.4 H8.5 34685
L18.0 W17.8 H8.7 34686
L17.3 W16.8 H7.8 34687
L28.9 W16.3 H8.5 34688
φ8.0 H6.0 35367
φ19.8 T2.7 35368
身L(32.0) W3.2 T0.5 柄L22.0 W3.5 T1.8 鍔L6.9 W6.6 T0.6 35370
身L58.0 W2.4 T0.5 鍔φ7.3 T0.6 35371
身L(52.8) W2.8 T0.5 鍔L5.7 W5.7 T0.4 35372
身L57.0 W4.0 T0.6 35373
身L(38.8) W2.5 T0.6 鍔L(6.0) 35374
L51.2 W2.85 T0.4 35375
L31.0 W3.4 T0.6 35376
L33.0 W3.9 T0.5 35377
L(29.5) W4.2 T0.6 35378
L27.5 W3.7 T0.6 35379
L(25.5) W(5.0) T0.5 35380
L(27.0) W4.3 T1.1 35382
L(19.5) W5.2 T0.6 35383
L(22.7) W5.2 T0.7 35384
L(15.8) W4.6 T0.7 35385
L23.3 W13.4 T7.0 35387
L43.5 W22.5 H19.0(12.5) 35427
L55.0 φ12.1 35428
L71.8 W14.1 T7.6 35429
L46.5 W6.3 T1.9 35430
L55.3 W4.8 T2.0 35431
L58.5 W4.7 T2.4 35432
L62.5 W4.5 T1.9 35433
L55.1 W6.3 T2.2 35434
鞘L54.0 W6.0 T2.0 柄L25.5 W4.0 T1.5 35435

35436
ML53.5鞘L39.5 W3.8 T3.8 柄L14.0 W3.8 T2.0 35437
L54.5 W4.1 T2.4 35438
L40.6 W3.5 T2.0 35439
L20.5 W4.4 T2.8 35440
L20.3 W3.5 T2.5 35441
L22.7 W4.2 T2.1 35442
L12.7 W3.6 T2.3 35443
L22.0 W3.8 T1.2 35444
L7.9 W7.9 T1.0 35445
L7.6 W3.0 H7.3 35446
L153.7 W2.0 反7.0 36930
L107.9 W2.2 反12.2 36931
L112.3 W2.5 反7.7 36932
L121.3 W2.2 反7.2 36933
L34.0 W3.1 T1.0 H1.2 38338
鏃L  -  W  -  T  -   中柄L21.5  φ1.2 柄L28.8 φ1.1 ML50.3 38340
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資料番号 資料名 英名 説明 収集年
38355 灯台 lamp ホタテ貝殻 部品
38362 耳飾 earrings 耳飾 ガラス玉付
38363 耳飾 earrings 耳飾
38364 耳飾 earrings 耳飾
38366 耳飾 earrings 耳飾
38367 耳飾 earrings 耳飾
38369 耳飾 earrings 耳飾
38370 耳飾 earrings 耳飾
38371 耳飾 earrings 耳飾
38372 耳飾 earrings 耳飾
38373 耳飾 earrings 耳飾
38512 刀 sword 鞘 38513ともともと1点か 1887

38513 刀 sword 鞘 38512ともともと1点か 1887

38514 刀身 sword 鉄製刀身 出土品
38515 刀身 sword 鉄製刀身 出土品 1891

38516 刀身 sword 鉄製刀身 出土品 1900

38517 刀身 sword 鉄製刀身 出土品 1900

38518 織具 loom(part) 織機一式 上下糸分離機を欠く
38519 上下糸分離機 loom(part) 織機部品 無文 1879

38523 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
38524 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
38526 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
38527 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
38528 矢 arrow 手弓用 竹鏃+中柄(中足骨)+柄+羽
38529 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽 1890

38530 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
38531 矢 arrow 手弓用 中柄(中足骨)+柄+羽
38984 石臼 stone motar 1932-33.

39302 内耳鉄鍋 pot 大型内耳鍋 ２個一組の４個付
40296 シナ樹皮 plant (sample) 植物標本 煮て剥がしたシナノキの内皮 1984

43051 五弦琴 five stringed instrument 無文 ガラス玉入り 1952

45276 イナウ inaw イナウ 2段 小多数 人面
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収集地・収集先等 収集者・寄贈等 サイズ 備考 資料番号
L18.7 W20.4 38355
L7.5 W4.7 T1.3 38362
L7.8 W5.1 T1.2 / L7.3 W5.1 T1.2 38363
L8.6 W6.5 T1.1 / L8.6 W6.8 T1.1 38364
L7.6 W7.8 T1.1 / L7.4 W7.4 T1.1 38366
L6.2 W6.3 T1.1 / L6.6 W6.3 T1.1 38367
L8.5 W8.0 T1.1 / L8.0 W8.5 T0.9 38369
L6.6 W6.4 T1.1 / L7.2 W6.4 T1.1 38370
L8.1 W5.8 T1.6 / L8.2 W5.9 T1.6 38371
L8.3 W5.7 T1.3 / L8.3 W6.0 T1.3 38372
L7.1 W9.1 T0.3 / L8.5 W9.6 T0.3 38373

礼文香深 L(33.5) W3.5 T1.1 38512
礼文香深 L(24.0) W3.9 T1.9 38513

L55.5 W2.3 T0.8 38514
上川郡 岡部方幾 L53.7 W3.0 T0.8 38515
浜川 山本重吉 L56.0 W2.9 T0.8 38516
千歳漁川? 山本重吉 L55.0 W3.5 T0.6 38517

筬L41.7 W9.3 T1.2 38518
沙流 L42.0 W10.0 H12.2 38519

鏃L  -  W  -  T  -   中柄L(12.0)φ1.1 柄L35.5 φ0.9 ML(47.5) 38523
鏃L  -  W  -  T  -   中柄L(14.0)φ1.1 柄L35.5 φ0.9 ML(49.5) 38524
鏃L  -  W  -  T  -   中柄L(12.2)φ1.0 柄L32.5 φ0.9 ML44.7 38526
鏃L  -  W  -  T  -   中柄L(15.5)φ0.9 柄L35.0 φ0.9 ML(47.7) 38527
鏃L5.5  W1.3  T0.5   中柄L(13.6) φ1.1 柄L29.8 φ0.8 ML43.4 38528

上川郡 岡部方幾 鏃L  -  W  -  T  -   中柄L(8.4) φ0.9  柄L27.7 φ0.8 ML(36.0) 38529
鏃 L -  W  -  T  -   中柄L(13.8)φ1.1 柄L34.1 φ1.0 ML(48.0) 38530
鏃L  -  W  -  T  -   中柄L(15.2)φ1.2 柄L33.3 φ1.9 ML(48.5) 38531

沢田利夫 φ30.0 38984
φ43.7 H18.5 39302

静内 市川秀雄 L30.5 W2.3 T1.3 40296
サハリン 樺村勇吉 L120.5 W24.3 T5.0 43051

L47.0φ3.2 W26.0 45276
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