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āಱਡഈᅸɈ૪ൣĂ
Ķఒ༏ɅႨࢪණɬɜȾကȹ

ɂȱɀႷჂɘɁശറȱȹȭɂɉᄵშɄȭɂɁȳ

ȻɉɃɈɢȠɅ౺ȧɆȞȹɈȥķĂȷȱɀĶ૫Ɉ

ȦĂణެڬɅɜݦɈശႀɬߙȫड़ඣȱȹഽȩɈ

૪ൣɅɃɈɢȠɅۜȧॅȞɁȞȽȹɈȥķɬʞĜ

ఒ༏ကȦȞɘȱȹă

ʶɅࡠࡅކ๐ɬާȱɘȳă

āޑɈ๐ɁɉĂణɈɕȥĂݎൣĪଆފīĆ

ā๏౷Ǐ༃Ī2686īɈෳɈಱȞɁఉĆືರ

گɄɃɈကȦĂᇘષɈಣᄆɁɃɈɢȠɄड़ඣ

ᇦਗधɈကधɅൎȳɥᆀɬऴ࡙ɅĂఒෳɈຄ

ɬȱȹɈȥĂȷɈ౺ȧᅕɬގȳɥɂɂɜɅĂఒ

ਡమɉႨ߆ݛȱɘȳă๏౷21༃Ī2693īǏॢ

༏ɬခɅഽȩɈကளĪშīȦɦൖɩȽȹȭ

ɅɉఒෳधɉကɬჱɖȱĂ࡞໘ȥɣఒ༏Ć৳

ɂɬގȱɘȳă

ྗĆ௫ᄘɘɁɈຄਡૅ༯ɬଌএȱɘȱȹăȱȥ
ȱĂວ༃ǒॢɈႨ༑૧ɈဿɁఒෳɈૅ༯ɉၦޓ
ȱĂજਡɈૅ༯ɬɛȪȽɀĂ௫ౝĆ႘௸ĆືರɈ
જȾ༗ɈৣഈȦ๐ާȱɘȳăఒ༏ကɜȭɈৣഈ
ɅࠆȧਮɘɦĂȷɦȸɦȦ౺ȧરɤɬȥȫȹಱȞ
ɬटɤɌɧȬɘȱȹă
ā๏౷21༃21ॢɅືರĆ႘௸Ɉሆ႟Ȧᆏȳɥ
ɂĂఒ༏ɉືರɂ௫ౝɈ০႕ɈණɂɄɤĂఒ༏က
ȹȻɉɃȻɣɈ఼܄ɅമȳɥȥĂ༎ɚȭɂɂɄ

天正11年３月14日徳川家康判物 →家康から屋代秀正に更級郡
千曲市教育委員会蔵（千曲市指定有形文化財）

の支配を安堵したもの

ɤɘȳă
ā๏౷24༃Ī2696īɅɉĂఉఒෳႀȧষɈ๏
ݚຕێɈຩॴɬڐȽȹၹధࢀȦ࠲ཆɅɄɤĂ
ਡຕێɒɂໃȧమəɘȱȹăᅪ༃Ăఒ༏ɬ౬ᆵ
ݚɂȱɀȞȹ௫ౝाĆືರݦয়ȦࢀɅధ୦ȳ
卯の花の茶壺

ɥɂĂఒ༏ɉࢀɈݚࣗ܆ɂɄɤɘȱȹă๏౷

真田宝物館蔵

29༃Ī26:1īɈࢀɅɢɥ႘௸ບཤষĂݦয়ɉ

→秀吉と真田家の強い
結びつきを示す

࠲ຄھစɬჩȶɣɦĂૅ༯ݚɈఒ༏ကĪშī
ɜ࠲ຄɅھɤĂఒ༏Ʌɉࢀ༯ݚɈშȦ༯ȯ
ɦɘȱȹăێၫĂ௫ౝाɉसෳǏ༃Ī26:9ī
ɅޏھစɂɄɤĂ௫ౝ༯ݚɈ႘ఒ༏Ɉကɉྒ
Ʌ୦Ƚɀఒ༏ɬᆋɦɘȱȹă
āȭȠȱȹɈෂɁĂణɉ႘௸ȥɣືರĂȷ
ȱɀ௫ౝĂȯɣɅɉၹధɒɂɬൖȢĂ࠲ˎঈɈ
ಱȞɞੲɈ఼ɁɉĂᆤ఼܄Ʌယȥɦɘȱȹăɂ
ɅȥȩɜȭɈ૪ൣɬ౺ȧསȧĂ৮ট૪ൣൣཿ
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慶長５年７月27日徳川家康判物 →家康から真田信之に小県郡
真田宝物館蔵（長野県宝）

の支配を安堵したもの

常設展示室から 秋の展示のみどころ
ঈ 寒冷化する環境の中で

গൣĆෂ౦ 屋代木簡の世界

āဦ૪ൣষࡖĪᄝ5-111༃īɅɄɥɂĂݗ
ɈฝݚȦమɭɁȧɘȱȹăఱɍɂɉĂୣࢧɬଚ
ȢȥȦə
ჶɅھȱĂૈಡɬȢɥĪုࣖवୣࢧīɄɃ
ȱɀĂࠂȯɬȯȫɥɬȱɘȱȹăɘȹĂᄄɈ
ଌɈݡૈಡɞഠૈಡɬଌȯȵĂᆧߊ။Ʌ

āိǒ༃Ī2::5ī
Ă
ಫ࣠ીݎൣۆಙदȥɣ241๘
ɈᄄࠤȦȱɘȱȹăȷɈഽȩɉǓ౦ࡢჂȥɣ
ȭȩɏ
Ȫɭɑ
ǔ౦ࡢɈɜɈɁĂਡᄄࠤĂनᄄࠤɄɃɈ
ຎ૪ɈჩᇇஙɞĂಉɄɃɅȫɣɦȹݷઑᄄࠤȦ
ഽౘ࠸ɘɦɀȞɘȳăɘȹĂᄄࠤȦȱȹ৲

ɛɘȱȹă
āࡉɉᅙɅไȱȹȯɘȰɘɄࡉହȦഝȢɥ
ێၫĂఄɤɉȢɛɅɄɤɘȱȹăȷɈȥɩɤĂ
ऌɞಒႌɄɃĂၹȥɄ౺ߤɬࡄȠȹɛɈɤɈ
ັइȦཡൿȱɘȱȹă

ĪᆔᇭīȥɣɉĂ੦ऐĆఱवĆ༣वĆवĆୖ
ɒɍ Ȧȹ
ȯȞȱȪ
Ȧȹ
वĆଢवɄɃɈᆲɈᄄ౿᥇इɜॽȾȥɤɘȱ
ȹăȭɦɣɈ๐࿚ɬɂȤȱɀĂ
ఛȱȞ૭ൌ౫Ȧ
ɉȲɘȽȹȭɧɈগൣఒ༏ਡݎൣණۊɈઽɬĂɢ
ɤइൌโɅૃȞ࿑ȞɀȞȹȺȧȹȞɂૃȞɘȳă

ȞȪȱ

ࣷ౦

善光寺道名所図会

ā܊ݣǎ༃
Ī295:ī
ĂშগݎɈங๑ྰ༏ڭݎᇿȦࠫ
ʄɼʡʮʛʇĶ૧ັშஒూޏķɬཡࠃȱɘ
ȱȹă૧ଜĆࢤಙĆණშĆाණĆັĆୱܘɄ
ɃɬɞȯȱȩސತȱĂ219๘Ɉଌा࿑ଖɈޤɬ
ɦɘȱȹăුଞɉྪཿĪࡎॻޠીīඹਨ
્ɈݦధɁȜɥၹᆀළɁȳă
āଠȦɄȥȽȹຎ૪ɈັɈᅕાɉɃɭɄɜ
ɈȺȽȹɈɁȱɡȠăȭɈშஒూޏɞັɈॽଲ
ޤూɄɃɬ๐ȱɘȳă

善光寺宿駅

ȠɘȦȹ

ɂɤȦȹ

ɏɄ

屋代遺跡群か
ら出土した
木製祭祀具

村東山手遺跡
出土の注口土器

ɛȞȱɡ!!ȴ!!!!Ȣ

ɌɂȦȹ

ࣷএൣ

満洲移民

āෳᄘॻɉਡɁɜഽȩɈھმɬഗɤȱ
ɘȱȹă༃ɉȷɈෂȥɣఃݨनĆ৩ࢡनɈᅕ
ાɬ๐ȱɀȞɘȳă
ā৩ࢡ༔ߔ৫Ɉ࣋ુȺȽȹ࠷ৡᅂɉĂࣦᇯၢ
Ɉߔ౺ɬۜᆎȱɀǎɒɤɘȱȹăྒȦএ
ණɁરȱȹࡦ୭ɄʑʉʛʙȥɣɉĂຎ૪ɈɈ
ဇाɞ౺ߤɈᅕાȦȠȥȦȢɘȳă
āఃࣕݨĆ৩ࢡࣕɈఱɍɂɉூሆ31༃
Ī2:56īǔॢɈʕᇦधఓ০Ʌɢɤާ൱ණɬฃɩɦ
ɘȱȹăᆤචɉॻ໘Ɂɜ࡚ᆎɈฝȞާ൱චɁ
ȳăພྤɈྒྷઠɄᅕાȦఃࣕݨɈචĸݪɀȱ
Ʉȩ݉ఋȞݴȩࢎȦĹɅȾȿɣɦɀȞɘȳă

石堂町から北をのぞむ『善光寺道名所図会』
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ࡉɈဦᅕɬəސȩ
āݚɈଖణɉĂෳᄘીঈۆಙȥɣȱȹဦ

ā૫ɉĂ੧Ȟ༈࿃ɬࡉჶɅ๕ɤȫĂȷɈ௫ɬ

૪ൣࡖষĪᄝ6-611༃īɈݚૺࡉɁĂ

ᖓඹࠣɁᇦറȱɀܿȱۜȧȳɥဦᅕĪय़ಣೀ

ȫȽȵȾ ɏ ȵɭ

ɜɭ

ຓवɈຯငɅĂǐඍڮɈટवɈܯငĪ༜

ဦīɁȳăݡఄɈȹɛȺȫɁɄȩĂࡉჶɂ༈࿃

ܯīȦȧȩާȩࡉवȦູโɁȳăݚૺࡉ

Ɉय़ශɬɢɤɛɥᄆโɜȜȽȹɂ৽Ȣɣɦɘ

ɉĂ৳ఒණၫɞ࠲ຄಀငɬɄယۊɂȱĂ߹ᄘ

ȳăय़ಣೀဦɉࡉɈ௫ငɅૈȯɦɥɜɈɂ

ીݚۆಙɬ࿈ૻۆಙɂȱɘȳăఠཟवࡉɂಷ

ࡉൌɅૈȯɦɥɜɈȦȜɤɘȳȦĂȞȴɦɈ

ཟवࡉȦȜɤĂఠཟवࡉɉĂထઔɄဦᅕʺ

௲ਗɁɜĂɛɅܯငɂຯငɅૈȱĂ۲ࠆȧ

ʙĜʭɁఄɣɦɥɜɈɂඍɄဦᅕȦૈȯɦɥɈ

ɄɃɈᅟʺʙĜʭɬ࿑ȩཱྀڱɬߊฤȯȵɀȞɘ

əɈɜɈɁ৭ȯɦɘȳăఄɣɦɥࡉɈဦᅕɉ

ȳăȭɦɉĂݚૺࡉɈૈဦஏɈঈഥɁĂວ

ॽێထઔɁȳȦĂဦᅕȦ࿑ȥɦȹஏྈĪૈဦஏ

૪ࡖɈஜۍǟૺࡉĪ࠲ຄණၫȦᅟယཱྀڱī

īɬəސȩɂĂȞȩȾȥɈĶȧɘɤķȦॽȢ

Ʌɉəɣɦɘȵɭă

ɀȧɘȳă

āय़ಣೀဦɬɢȩəɥɂĂ݁ၫɜɈɉȥɣ

āɛɅ࿑ȥɦɥဦᅕɉĂࡉჶൌɅଚɛၫɞ

ۦɅĂ୬ၫɈɜɈɉ௫ȥɣݚɅᖓඹࠣɁܿȱ

݁ĂɘȹɉెၫɈೀဦĪೀဦīɁȳăȭ

ۜȥɦɀȞɥȭɂȦɩȥɤɘȳăȭɦɉĂబൌɈ

ɈೀဦɉĂႨێൎɁိɅူɐĪိೀ

ȧɬ৽ȢɦɊĂࡉ౿ଞȦૈဦइɬۦɅ

ဦīȭɂȥɣĂඹࠣɈइɬယɅߠȽȹૈဦ

૩Ƚɀဦᅕɬ࿑ȞɀȞȹȭɂɬȱɀȞɘȳăȱ

ɉɭȯȞ Ȼȩȥɭ

इĪ ᖓඹ ࠣīɁ࿑ȥɦȹɜɈɂ৽ȢɀɢȞɁ

ȥɜĂဦᅕɬ࿑ȩڮɉĂࡉ౿ଞɈᄆɈȯ

ȱɡȠăݚɈࡉɉĂൌɅ݁ၫɈိೀဦ

ȩɣȞȦɜ࿑ȧɞȳȩĂȷɈȹɛɅɉࡉɬݝ

ȦૈȯɦɀȞɘȳȦĂࡉɅɢȽɀɉĂȞȩȾȥ

ɣȥɈɈ௫Ʌ੪ȵɀȞȹȭɂȦജȯɦɘȳă

ɈၫɈိೀဦɬ೨əਗɩȵɀȞɥɜɈȦȜ

ɘȯɅࡉ౿ଞɉࡉɂȧਗȽɀࣞȱɀȞ

ɤɘȳăၫɈဿࠓ๘ɉĂষɅ࿑ȥɦɥဦᅕɈཱྀ

ȹȭɂɁȱɡȠăဦࡉɈᄠโɄഢवĆဦᅕ

ڱɈࣃޢೀɞࡉवɈဿࠓ๘ɂਗඳȳɥȭɂȦഽ

ɞᆵࣅȯɈۚێɉĂȭȠȱȹࡉɈɤၫȦȧ

ȩĂൌโɄʟʎɼˋɈࡊೣɬɄȱɀȞɘȳă

ȩཱ܇ȱɀȞɥɂ৽Ȣɣɦɘȳă

けっせつ

下島式土器
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ふ せん もん

結節浮線文

絵図が語る世界

൙ߪڪǈƾƶ

ā29౦ࡢڬਏɅɄɥɂĂޤూĪණూīɈɅ
ȜɥĶ৽ȢၫķɂɂɜɅĂപᆲĆ࿑ȧၫɄɃɈ
ĶࡳķɜॽɃȭɧɅɄɤɘȳăȭɦɉĶණూɈ
ࡳષķɂȢɥതჶɁȳȦĂෳᄘॻᆏᇘષ࠵Ʌ
ɉᆅෂɈɜɈɜ࠸ɛɀౘಫ๘ɜɈޤూĆණూᇆ
ȦȜɤɘȳȥɣĂȭɦɣɬȧɄષᆧदɂɂɣȢ
ɦɊĂȷȭȥɣɉȯɘȰɘɄᇘષജȦȥɍ௫Ȧ
ɥɁȱɡȠă
ɢɄȭ

āǎႳᄆɈଖణɉȷɈێᇉɁĂც૭ࡖɈဴાഺ
ĪএీੲીīɈޤూɈێငɁȳăۦȦĶဴાɈ
൪ķɂȱɀඪɣɦɥĶॴএ൪ķ
Ķ൪ķɁȳȦĂ
「越後国瀬波郡絵図」
（重文）の一部 （米沢市上杉博物館蔵）

ȭɦɣɈ൪ɈɂɄȽɀȞɥৎȞᅗ࠾ȥɣഽ
ౘɈ൪ȦᅶݚȱɀदȦ࿑ȥɦɀȞɘȳăଌɉĂ

āǍႳᄆɈଖణɉဴ൲ી௫ౝགဘ࠵ɅȜɥĂಱਡ

ޤూɈۦതɅȜȹɥీੲીೲɅરɥ်ɈޤూɅ

૪ൣɈɤਰĂ௫ౝाɈᆴਡɁɣɦȹĶܛ

ɜഽᅕɄ௶ၡȦ࿑ȧਮɘɦɀȤɤĂ෮ੈɅɢȽɀ

ষਡ౧༜नޤూķ
Ī୭ဦīɈێငɁȳăഺɞ௱ɂĂ

ाණɂȱɀඪɣɦɥဴાɈ൪ɈఛȱȞ႒Ȧცɣ

ȥȤ

ȾɄ

ȷɦɣɬॆȪັȦਞცɅ࿑ȥɦɀȞɥȭɂȥɣĂ

ȥɅɄɤȾȾȜɤɘȳă

ෂ౦ɈޤూɅ࠲ఘȦȜɥఱɅɉඪɣɦȹષᆧɁȳă
ȭɈޤూɈᄆโɅɉஜತȦȜɤɘȳȦĂ௫ౝ
્Ɉधૢۙൌ౫Ʌ࠲ᇦȳɥɂəɣɦɀȞɘȳă
ގȱȹငယɉĂఛߟॻ႘ငɁਡɈშȤɢɍ๏
ȯȯȦɩɄȦɦ

ࡥ༄ဘɅૄฤȯɦɀȞɥĶઉರᆔķɁĂधૢɂ
ɉȜɘɤܯȦɄȯȷȠɄ௲ஒɁȳȦĂಜɤᆏȽȹ
Ȝɩȱɘ

ࡋ࠾Ɉ࠾့ɂɈڢȦූɅ࿑ȥɦɀȞɘȳă
āฆ௵ĂগဦஙɞޤూɄɃɉĂᄆโɬɜȽɀ
ȯɦɘȳȦĂȷɈ੫ĶޤూķɈᇆɅɉĂଞɈ
ڷూɂჟ࠲बɄ௶ၡɜഽᆲɅဤɦਮəɘȳăઉರ
ᆔɈɅȜɥڢɉෂ౦ɅɉᄵშɄᇔ௲Ɂȱȹȥ
ɣĂႨതɈࡋ࠾ɜɄɅȥȱɣɈఘ౯Ʌɜɂȿ

「米子村全図村誌附属見取図面」の一部 （当館蔵）

ȞɀĂ੧დɅ࿑ȥɦȹɜɈɁȱɡȠăൎɅɄɥ

āຎ࠵Ɂɉိ37༃ȥɣĂപᆲɈಮᄑݦɬৄ

ȩɍȧ

ɢɇɞɘ

ĶṖ௱नޤూķɅɜগᅰɈᇔટɁȜɥĶဴટķȦ

Ȣȹࢼວॸ࢞ɁĂც૭ࡖɅᆏȱȹ෨ഺޤూɈ

ූɅ࿑ȥɦɀȞɘȳăޤూႨᅰɈᄆโɉɂɜȥ

෮ੈॸ࢞ɬɛɢȠɂȱɀȞɘȳăݪɬȮၡਠ

ȩĂȭɦɣɈ࿑ଖȥɣɉĂෂ౦ܛষɈࠫɞఒ

ɁȧɥɈɉᅰ༃ڬਏɁȳȦĂəɄȯɭɜĂȶɌ

ࣚɈێɬȠȥȦȞඪɥȭɂȦɁȧɘȳă

ᆵโɄޤూɈ౦ޢɬߖȱəɅȤȞɁȩȺȯȞă
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年間２８０校・２万人の
学校見学
県立歴 史 館へ
ようこそ

東京都からも学校見学が

見て、ふれての体験が魅力！

āຎ࠵ɁɉĂখఱĆචൌĂဍঢ়Ȟ༃ᇖɁഽȩɈ

āಪ౺ၫɅȮࢾ

ޣᅕɅȮᆀᅙȞȹȺȞɀȞɘȳăǍ༃࠰ɁᄝǕ

ᆵȞȹȺȞȹɺ
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ˋʉĜʠ෮ੈɁ

ଞȦഽȩĂ༃ɜႴɈɢȠɅຮĆ౺Ɉޣ

ɉĂਗโɄ

ȯɭɁɅȨɩȽɀȞɘȳă

ഫȦĶȞɅ

ā༃ɉᄝ391৫ĂǎఱɈຮĆ౺Ʌɢɥ

ഫķ
Ķഫķ

ॽߔȦȜɤɘȱȹăູɅഽȞॽߔଞɉĂෳᄘॻ໘

Ɉ࿎ݟɬȞȹȺ

Ɉழߔ৫ǒ༃౺Ɂȳăǒ༃౺ɈଜݨޏɁɉႨɈ

ȞɀȞɘȳăȷɈᆅᄻɈഽȩɉĂൌঅโɄߔɂ

ᇘષɬߔɍɘȳȦĂȷɦɅਗɩȵɀຎ࠵ɬᄵৌɅ
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ȮᆀᅙȞȹȺȞɀȞɘȳăॻެɁɉຄࢶɈߔ

āʨʛʇʼĜʡඑॳĪ৽গେഠঝॽߔīɉĂێఱ

৫ȦഽȩĂ
ෳᄘॻɁɈୱཅൌঅโߔĪھ࣋ଆɄ

ɌɂɤȦࡉĆಒࡉɬ૩ȽȹɤĂႨဘɈఱਬɬ࠰

Ƀī
ɅਗɩȵɀȮᆀᅙȞȹȺȞɀȞɘȳă

ࣷɅॽȹɤȳɥൌঅߤɁĂഽȩɈߔ৫ȥɣ

児童が興味をもった常設展示体験

࿎Ɂȳă௵ಡ๐ɁɉĂဦɈफ़ୣࢧɅȽɀჽ
ȭȢ Ȥȫ

県立歴史館を利用した学校数

ྛɅȯɩɥĂ৮ট૪ൣɈ༔ݦɅȜɥ46ҹɈྠ ݑ
əɈ

（校）

ɬඐȪĂᦼ ɬශɥĂூሆɈȤɜȻɝĪʋ˂ˋʠ
ʊĜʸຑīɁᄿɐɄɃȦູɅఱɁȳă
ā࣋ଆɈୂࣞɁɉɄȥɄȥȱȞႨဘൌঅĆࡷૣ
ൌঅɞຎ࠵ఊۙɅɢɥސತɅɢȽɀĂᇘષߔɬ
ఠɛĂঢ়ɛɀȞȹȺȞɀȞɘȳă
ĶɞɉɤႨဘɉ
ࡦ୭ɁȳĊķ
ĶાɃɜȹȻɈ࣓Ⴭɬȥȧȹɀɥɜ
ɈɊȥɤɁȱȹăķ
Ķୂࣞɞ࣋ݨஙɁɉඪɥȭɂ
ȦɁȧɄȞɂɣȢၫɞૢଌຑɬ࣋ȢɀȞȹȺȧɘ
ȱȹăķຑɈ౾ɬȞȹȺȧɘȱȹă

āॢ်ɈᆀᅙɁɉĂǑॢȦڗโɅഽȞɁȳăᇘ
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研究の窓
研究の窓

満洲移民は避けられなかったのか
ā௵ಡ๐ɈĶூሆࣈৢɂھმķʋĜʢĜɬ
ჶีޜȱɘȱȹăھმɅູݛȱȹ๐ɬ
Ȟɘȳă
āෳᄘॻȥɣɅȽȹާ൱მɉĂǏǏಫఱ
ᅆɂɩɦɀȞɘȳăǎڮɈટवॻɈǎ༰Ʌ௫ɤ
ɘȳăɄȶෳᄘॻɉഽȩɈާ൱მɬഗɤȱȹɈ
ȥăໜɉސȥɦɀȞɘȵɭăຎ૪ĂႨॻɉ༔ێݦ
টȜȹɤɈৼණჶಓȦழȯȞ௫ɅĂএࣸେȦࡖ
ɁȧɥᅤࣞɅှ୭ȱɀȞɘȱȹăɞཛྷɬ
ठܠɅȱĂݦɁྣȳɥဴȳɣਈȱɀȞɥ
ൔɁȱȹăࣈৢɅȠݟɈႉᅶɁഽߗɈ
ɬၨȢɥȭɂɅɄɤɘȱȹă࢟ၿȳɥ༔ഺɬᆏɀ
ȳಜɤઑɂȱɀĂھმȦࣅᆵɅైమȯɦȹ
ɂɩɦɘȳă
āȱȥȱĂഺɬᆏɀȷȠɂȳɥߤĂ
Ķ༔ഺ৩
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Ȝɤɘȵɭăఒ༏ޏࢾެޠɞ࣋ޢۋɁɉھმயᇋ
Ɉሄ෮ɉȜɤɘȱȹȦĂഽȩɈഺɉھმɁɉɄȞ
ၫၭɬჹઅȱɀȞɘȳă৩౺ۿൌɉࠋ౿ۿ

ڭݚ໗नજၔഺĪএ྅ીīɈજ༃࠰଼࣮ۿɉĂ
ਡɅɜඪɣɦɘȱȹă
ā৩౺ۿɬȳɥȹɛĂഺɈෂɅ༔ޏɞદࣞ
೨ਗɄɃ௫ݚڷൿɈ೨ఉȦɣɦɘȱȹăȭɦȦ
ಱ૪ݚɁɉਡმۙɞھმഗɈၚൌɅɄȽȹ
ȭɂɉߊȥɁȳă৩౺ۿɉێჶɁɉࣕɈᇘષ
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ȭɂķȦĶਡݦɬڈȳɥȭɂķɅȳɤൖȢɣɦȹ
ȭɂɜૢଌɁȳă৩౺ۿɬၪȱɅ࿎ݟȳɥȭ
ɂɉɁȧɘȵɭă
āഺმȦယɈഺɉݝȦᄎ൨ȥĂɃȠȳɦɊंࣃ
ɬ௮ɤಜɦɥɈȥణ३Ʌ৽ȢɢȠɂȱȹ࠰Ȧ
ȜȽȹȭɂɬ࿎ݟȳɥȭɂȦಜɁȳă౷ࡖɈ
࣋ۋɈଋɈȯɜ࿎ݟȯɦɥྼᅟȦȜɤɘȳă
ā༨ಱȥɣȹȩɘȱȩဌ࣓ȳɥႨଜޏɈઽɬ࿑
ȞȹʐʿˋĆʘˇĜɉĂ૫ɈɢȠɅɓɀȞɘȳă
ĶႨɉĂ
౦ޢɅౘȜɥ༨႘ɈȠȻɁɜɜंȱȞ
༨႘ɬॄঅȱȹȦĂȷɦɉວ૪ɅĂজဿߓɈɘ
ȹɂɄȞʙʻˋʑɅषɘɦȹɂȞȠȭɂɁɜȜȽ

ɁȳȦĂഺმɉഽߗɈɂᅤࣞɅ๐ႊȦॽȞ
ȺȵɄȞෂɁĂഺɈȩჂɬణ३ɅሄࡼȱĂ৩౺
ोކɬฤȱɀȞɘȳăྠᆧĂ࿚ହĂ༱ၫၭɈ
ॽȱɅɢɥ༔ࣞɈৌᆎݛĂࢣݛĂູદဘ
ɈާཡɜȦȫɀȞɘȳăݦोၛࡥොɬயᇋȱĂ
˃ĜʒȺȽȹࣸೌࠐߌɬޜɛɢȠɂɜȱɀȞɘȳă

ȹă
ĶɢȞଜޏķɂɉݝɄɈȥăȭɈၫɜɄȞ
ᄎ൨Ȧ༨ಱɈষȥɣᄎɩɦɉȲɛĂȭɈਡɈȳ
əȴəɁĂටȦĂடȦĂȷȱɀાࢷɘɁȦĂȭɈᄎ
൨ɬణ३Ʌ৽Ȣȹăķ
Īĸ༨႘ɬၨȧȱɛɀĹȥɣī
āĶ༨ಱķɂȞȠᅝɬĶࣈৢķɅȧࠓȢĂூ
ሆࡖɅॻ໘߂ණɁమɛɣɦȹ༔ഺ৩౺ۿɬĂ
ھმષɂȱɀɁɉ
長野県は満洲移民送出日本一
ɄȩĂഺმȦݝɬࡄȞĂ

人口に占める満洲移民の割合

ݝɬߔɍĂ့ɬɃȠȻ
༟ɧȠɂȱȹɈȥɂȞȠ
ࠫ๘ȥɣĂȷɈຖൿ๘ɂ
ঔޢɬცɣȥɅȱɀəȹ
Ȟɂ৽ȢɘȳăȭɈࣞ
ɉĂĶഺɬȳɥɅɉ
ھმȱȥɄȞķɂȞ
ȠᅝȦĂɜȱȥȱɀڷ
ూโɅɤȯɦȹɜɈĂ
༔მɬڻโɅᄾຩȳɥ
ʏʢ˂ʂȺȽȹɈɁɉɄ
ȞȥĂȾɘɤĶھმ
ɉྤȫɣɦȹɈɁɉɄȞ
ȥķɂȞȠᄎȞɅຒȢɥ
ࣞȺɂ৽Ȣɘȳă

（出典：蘭 信三『「満州移民」の歴史社会学』行路社）
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■平成26年

9月〜12月の行事予定

9月

秋季企画展

講座・イベント

休館日

古文書講座
（通年受講生）

1・ 2
8・16
22・24
29

第４回

信濃武士の
決断

第５回

−信長・秀吉・家康の時代−

きょうかたびら

《屋代正長 長篠合戦軍装束・経帷子》

初級Ａ
初級B
中級Ａ
中級Ｂ
上級

行事アルバム

９/ 7（日）
９/18
（木）
９/ 6（土）
９/18
（木）
９/27
（土）

第３回考古学講座
９/20
（土）

9/27（土）〜11/9（日）

「縄文時代における石積みの文化」
講師：当館専門主事

大人の遠足
講

座

「信長・秀吉・家康と

「大鹿村の自然と暮らし」
講師

当館学芸部長 市川正夫

信濃武士」
講師

当館職員

古文書講座
（通年受講生）
第５回

休館日
6・14
20・27

講義①

9/25
（木） 於：松本市

9/27
（土）午後1時30分〜

10月

寺内隆夫

ギャラリートーク
10/5
（日） 10/19
（日）
午後1時30分〜午後2時

初級Ａ
初級Ｂ
中級Ａ
中級Ｂ

大人の遠足

10/ ５（日）
10/16
（木）
10/ ４（土）
10/16
（木）

講義②

館蔵品展「歴史に煌めく日本の美」−信濃を彩る名品たち−
6月14日（土）館蔵品展オープン初日に「日本美術のオリジ
ナリティ」と題し、矢島 新氏（跡見学園女子大学文学部教
授）にご講演をいただきました。信濃を彩る名品たちを中
心とした日本美術の奥深さ、独特の世界観などについて熱
心にご講演いただきました。

10/2
（木） 於：松本市
「大河原・鹿塩の歴史と文化」

講演会
10/25
（土）午後１時３０分〜
「織豊時代の終焉と
天下統一」
（仮）
講師

井原 今朝男 氏

（国立歴史民俗博物館名誉教授）

―中央構造線沿いに広がる文化をたずねる―
講師 当館総合情報課長 福島 正樹

大人の遠足

現地見学

10/9
（木） 於：大鹿村
「南朝の拠点、大鹿村（大河原・鹿塩）をたずねて」

遺跡探訪会
イベント

10/18
（土）

10/26
（日）

甲府城跡と山梨県立考古博物館

午後1時30分〜午後4時30分

を訪ねる

「屋代城に登ろう」
（千曲市教育委員会後援）

11月

冬季展

休館日
4・10
11・17
25・26

縄文土器展

史料保存活用講習会
10/24
（金）

考古資料保存処理講習会
11/14
（金）

デコボコかざり
のはじまり
11/29（土）〜2015年2/1（日）

12月
休館日
1・ 8
15・22
26〜31

講 座
11/29
（土）午後1時30分〜
「立体的な土器装飾のはじまり」
講師 当館職員
12/20
（土）午後1時30分〜
縄文風クリスマスリース・
ゾートロープを作ろう

やさしい信濃の歴史講座
『善光寺道名所図会と
街道の風景』
①12/ 6（土）
②12/13
（土）

夏季展「山とともに生きる」−「信州 山の日」制定を記念して−
7月26日（土）から「信州 山の日」制定を記念して夏季展
「山とともに生きる」が開催されました。オープン初日は
「飯綱信仰について」と題して、いいづな歴史ふれあい館
学芸員小山丈夫氏にご講演いただきました。
長野県に暮らす人びとにとって山は物質的な資源にとど
まらず、信仰や登山など精神的な資源としても活用されて
きました。大勢の来館者が県民共通の財産として守られて
きた山に関わる展示資料を熱心に見入っている姿が印象的
でした。
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