
資　　料　　名 年　　代 所　蔵　者　等
1 徳尼公像（写真） 昭和 酒田市立資料館蔵
2 徳尼公廟（写真） 昭和 酒田市立資料館蔵
3 泉流寺で行われた徳尼公没後８００年の法要（写真） 平成２９年(２０１７) 酒田市立資料館蔵
4 小掠賣神社（写真） 平成２４年(２０１２） 酒田市立資料館蔵
5 小女房バス停（写真） 平成２４年(２０１２) 酒田市立資料館蔵
6 『日本三代実録』 寛文１３年(１６７３) 酒田市立光丘文庫蔵
7 『荘内孝義尽伝』 文政１０年(１８２７)写 酒田市立光丘文庫蔵
8 伊東梅月筆「冬景山水」 江戸後期 酒田市立資料館蔵
9 伊東梅月筆「蓬莱之図」 江戸後期 酒田市立資料館蔵

10 池田玄斎著「病間雑抄」第九冊※酒田市指定文化財 弘化３年(１８４６) 酒田市立光丘文庫蔵
11 竹内組の半纏 昭和 個人蔵
12 臨港線の線路工事（写真） 大正 酒田市立資料館蔵
13 山居倉庫の出庫風景（写真） 大正 酒田市立資料館蔵
14 山居倉庫の女丁持ち（写真） 昭和７年(１９３２) 酒田市立資料館蔵
15 ドラマ「おしん」ロケ風景（写真） 昭和５７年(１９８２) 酒田市立資料館蔵
16 米俵４俵を担ぐ女丁持ち（写真） 昭和 (公財)本間美術館蔵
17 山居倉庫で使われたばんどり 昭和 酒田市立資料館蔵
18 酒田港の船着き場で働く女丁持ち（写真） 大正 酒田市立資料館蔵
19 浜のアバ（写真） 大正 (公財)本間美術館蔵
20 リヤカーで魚を売るアバ 昭和４４年(１９６９) 個人蔵
21 ぼで（振りかご） 不明 酒田市立資料館蔵
22 小川宮子肖像写真 明治 酒田市立資料館蔵
23 小川宮子先生碑建立記念写真 昭和６年(１９３１) 酒田市立資料館蔵
24 小川宮子先生書翰 明治 酒田市立光丘文庫蔵
25 小川宮子が教え子に宛てた手紙 明治１２年(１８７９) 酒田市立資料館蔵
26 斎藤辰肖像写真 昭和 酒田市立資料館蔵
27 酒田裁縫塾の第１回卒業生（写真） 大正１４年(１９２５) 天真学園８０周年記念誌より
28 酒田裁縫女学校の校舎建設工事（写真） 昭和３年(１９２８) 酒田市立資料館蔵
29 裁縫実習（写真） 昭和６年(１９３１) 天真学園８０周年記念誌より
30 割烹実習（写真） 昭和２８年（１９５３） 天真学園８１周年記念誌より
31 私立酒田裁縫女学校生徒心得 昭和 酒田市立資料館蔵
32 斎藤辰 編著『和裁学習書』 昭和３８年(１９６３) 酒田市立資料館蔵
33 石綿さたよ肖像写真 昭和 松山文化伝承館蔵
34 愛児の家４０周年米寿記念メダル 昭和６０年(１９８５) 松山文化伝承館蔵
35 『愛児の家 ４０周年とママの米寿記念誌』 昭和６０年(１９８５) 松山文化伝承館蔵
36 久保喬作・岩淵慶造絵『千人の孤児とともに』 昭和５７年(１９８２) 松山文化伝承館蔵
37 おせち料理を作る石綿さたよ（写真） 昭和 松山文化伝承館提供
38 愛児の家での七五三（写真） 昭和 松山文化伝承館提供
39 池田真佐が撮影した写真（酒田山王祭神宿役員） 明治３２年(１８９９) 酒田市立資料館蔵
40 池田真佐が撮影した写真（男性２人） 明治２７年(１８９４) 個人蔵
41 池田真佐が撮影した写真（酒田の女性）４枚 明治 個人蔵
42 菊池リウ肖像写真　４枚 明治 酒田市立資料館蔵
43 菊池リウが卒業した頃の酒田高等女学校の卒業写真 明治 酒田市立資料館蔵
44 森万紀子肖像写真 昭和 酒田市立資料館蔵
45 森万紀子著『密約』 昭和４５年(１９７０) 酒田市立資料館蔵
46 森万紀子著『黄色い娼婦』 昭和４６年(１９７１) 酒田市立資料館蔵
47 森万紀子著『雪女』 昭和５５年(１９８０) 酒田市立資料館
48 本登勝代と同郷の友人・阿曽勝美（写真） 昭和 個人蔵
49 日本飛行学校時代の本登勝代（写真） 昭和 個人蔵
50 本登勝代が親友の阿曽勝美に送った手紙 昭和２年(１９２７) 個人蔵
51 阿曽勝美に送った手紙に同封した｢東京日日新聞｣の切り抜き 昭和２年(１９２７) 個人蔵
52 本登勝代が取得した三等飛行機操縦士の免状(コピー) 昭和４年(１９２９) 個人蔵
53 イギリス人女性飛行士ブルース夫人と本登勝代が写った写真 昭和５年(１９３０) 個人蔵
54 阿部八重肖像写真 昭和 酒田市立資料館蔵
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資　　料　　名 年　　代 所　蔵　者
55 阿部八重の文字がプリントされた手ぬぐい 昭和３８年(１９５３) 酒田市立資料館蔵
56 菊紋入盃 不明 酒田市立資料館蔵
57 阿部八重 略歴 昭和 酒田市立光丘文庫蔵
58 佐藤三郎著『酒田の今昔』 昭和４９年(１９７４) 酒田市立資料館蔵
59 原のぶ子肖像写真 不明 松山文化伝承館蔵
60 原のぶ子がデザインしたドレス　２点 昭和 松山文化伝承館蔵
61 原のぶ子がデザインしたドレス　１点（７月２２日より展示） 昭和 酒田市立資料館（新収蔵資料）
62 酒田市立高校学校祭で開催された原のぶ子のファッションショー 昭和３０年(１９５５) 酒田市立資料館蔵
63 今咲屋咲江肖像写真 明治 酒田市立資料館蔵
64 今咲屋咲江がけいこで使った三味線 不明 個人蔵
65 竹久夢二筆「おばこ」 大正１０年(１９２１) 個人蔵
66 竹久夢二筆「青山」 大正１０年(１９２１) 個人蔵
67 今咲屋の写真がある写真帖 大正７年（１９１８） 個人蔵
68 女奴人形 不明 個人蔵
69 今咲屋咲江還暦祝い記念写真 大正４年(１９１５) (公財)本間美術館蔵
70 鉄道開通祝賀会（写真） 大正４年(１９１５) 酒田市立資料館蔵
71 第1回酒田演芸大会（写真） 昭和８年（１９２３） (公財)本間美術館蔵
72 酒田の花柳界が隆盛を極めた戦前の芸妓（写真）　８枚 昭和（戦前） 酒田市立資料館蔵
73 中国大陸の戦地を慰問した芸妓たち(写真) 昭和１５年(１９４０) 松山文化伝承館蔵
74 慰問団のいろは、小夜子と庄内出身兵士（写真） 昭和１５年(１９４０) 松山文化伝承館蔵
75 軍服の縫製工場で働いた戦時中の芸妓たち（写真） 昭和１９年（１９４４） 酒田市立資料館蔵
76 戸田みつき肖像写真 昭和 (公財)本間美術館蔵
77 戸田みつき作「秋」 昭和 (公財)本間美術館蔵
78 戸田みつきのインタビューが掲載された｢酒田かわら版｣ 昭和４７年(１９７２) 酒田市立資料館蔵
79 酒田市立資料館開館のテープカットに参加した戸田みつき（写真） 昭和５３年(１９７８) 酒田市立資料館蔵
80 加藤千恵肖像写真 昭和 ボーカルスタジオ蔵
81 ボーカルスタジオ研究発表公演｢オペラ ミカド｣（写真） 昭和３１年(１９５６) (公財)本間美術館蔵
82 ｢加藤千恵先生の還暦を祝う大音楽祭｣で歌う加藤千恵（写真） 昭和３９年(１９６４) ボーカルスタジオ蔵
83 加藤千恵が愛用した指揮棒 不明 ボーカルスタジオ蔵
84 ｢オペラ ミカド｣プログラム 昭和３１年(１９５６) ボーカルスタジオ蔵
85 雑誌｢新女苑｣昭和３２年１月号 昭和３２年（１９５７） ボーカルスタジオ蔵
86 東京音楽学校創立五十周年記念誌 昭和４年(１９２９) ボーカルスタジオ蔵
87 加藤千恵著『遠い日 過ぎし日の四章』 昭和５１年(１９７６) 酒田市立資料館蔵
88 加藤千恵著『続 遠い日－私の歩いた道』 昭和５４年（１９７９） 酒田市立資料館蔵
89 岸洋子肖像写真 昭和 酒田市立資料館蔵
90 酒田市民会館で歌う岸洋子（写真） 昭和３８年(１９６３) 酒田市立資料館蔵
91 ＮＨＫ｢ふるさとの歌まつり｣（写真） 昭和４３年(１９６８) 酒田市立資料館蔵
92 イタリアのサン･レモ音楽祭で歌う岸洋子（写真） 昭和４３年(１９６８) 酒田市立資料館蔵
93 ｢岸洋子ディナーショー｣ポスター 昭和５３年(１９７８) 酒田市立資料館蔵
94 高校時代の岸洋子（写真） 昭和 酒田市立資料館蔵
95 岸洋子酒田後援会 会報 昭和４４年(１９６９) 酒田市立資料館蔵
96 第２２回ＮＨＫ紅白歌合戦トロフィー 昭和４６年(１９７１) 酒田市立資料館蔵
97 レコード『夜明けのうた』 昭和３９年(１９６４) 酒田市立資料館蔵
98 レコード『希望』 昭和４５年(１９７０) 酒田市立資料館蔵
99 『山形教育』第２６６号と岸洋子が寄稿した原稿 平成３年(１９９１) 酒田市立資料館蔵

100 岸洋子が着用した衣装 昭和 酒田市立資料館蔵


