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組織と事務分掌 
 
■組織(令和 2 年 4 月 1 日現在) 

教育委員会 

事務局教育部 部長－副部長 

       博物館管理課 課長 1 

               －副課長 1 

               －主幹 1 

                －企画学芸係 係長(副課長兼務)－係員 2 

                －資料学芸係 係長(主幹兼務)  －係員 2 

(教育機関)歴史資料館 

     館長(博物館管理課長、源氏物語ミュージアム館長兼務)1 

      －主幹(博物館管理課主幹兼務)1 

－館員(博物館管理課資料学芸係員兼務)2 

会計年度任用職員 1 

 

■事務分掌（宇治市歴史資料館規則より） 

 １ 公印の管理に関すること。 

 ２ 文書の収受及び発送に関すること。 

 ３ 予算及び決算等に関すること。 

 ４ 入館者の受付及び入館料等の出納に関すること。 

 ５ その他資料館の管理及び運営に関すること。 

 

 

あゆみ ■:歴史資料館関係 

    □:文化財保護係（歴史まちづくり推進課）関係 

    ○:源氏物語ミュージアム関係 

 

昭和 39 年(1964) 5 月  □京都府教育委員会、坊主山 2号古墳の発掘調査を行う(市内初の本格的発掘 

            調査)、これ以降、府教委や調査委員会などにより発掘調査が行われる 

昭和 43 年(1968) 4 月 □「宇治市文化財保護委員会条例」制定 

昭和 44 年(1969) 4 月 □「宇治市文化財指定条例」制定 

昭和 45 年(1970) 1 月 ■市長公室企画広報課内に市史担当主幹を配置 

         7 月 ■宇治市史編さん委員会設置 

        10 月 ■市史編さん室設置、専門職員を配置 

昭和 48 年(1973) 1 月 ■『宇治市史』第 1巻刊行 

昭和 50 年(1975)12 月 □「宇治市文化財保護事業補助金交付要綱」制定 

昭和 51 年(1976)    ■この年から翌年にかけて、市議会で市史編集責任者林屋辰三郎・藤岡謙二 

            郎氏、文化財愛護協会から資料館建設の請願が相次いで採択される 

 

１ 組織と施設 
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昭和 56 年(1981) 3 月 ■市制施行 30年を記念し『宇治市史』第 6 巻刊行、市史完結 

        4 月 ■市史編さん室、事業の終了にともない歴史資料室となる 

           □社会教育課社会教育係に文化財専門職員を配置(嘱託、同 58 年正職員化) 

        9 月 ■宇治市民文化センター(仮称)内で、歴史資料館の建設を決定 

       11 月 □『宇治市埋蔵文化財発掘調査概報第 1 集』刊行 

昭和 58 年(1983) 8 月 ■『宇治市史年表』刊行 

昭和 59 年(1984) 7 月 ■「宇治市歴史資料館条例」制定(同年 10 月施行) 

        10 月 ■企画管理部歴史資料室を廃し、教育委員会歴史資料館を設置 

        11 月 ■宇治市歴史資料館開館 

昭和 60 年(1985) 3 月 □第 1回発掘成果報告会開催 

         4 月 ■第 1回特別展「宇治茶」開催 

昭和 61 年(1986) 3 月 ■博物館法第 29 条の規定により博物館相当施設となる 

昭和 62 年(1987) 3 月 □宇治市文化財調査報告１『大鳳寺跡発掘調査報告』刊行 

平成 3 年(1991)10 月 ■市制施行 40周年記念特別展「源氏物語の世界」開催 

       11 月 ○ふるさと創生事業による「紫式部文学賞」「紫式部市民文化賞」の第１回 

            授賞式を開催 これ以降源氏物語をテーマとした街づくりを展開、その核 

            となる施設として「源氏物語ミュージアム」の建設を構想 

平成 4 年(1992) 3 月 □市制施行 40 周年記念古代史シンポジウム「うばわれた王権 継体王朝の謎」 

            開催 

平成 5 年(1993) 4 月 □社会教育課に文化財保護係を設置（文化係は市民部文化観光課へ移管） 

平成 6 年(1994) 2 月 □宇治上神社・平等院等「古都京都の文化財」として世界遺産に登録 

平成 7 年(1995) 4 月 ○企画管理部源氏物語ミュージアム準備室を設置 

平成 8 年(1996)12 月 ■文化財保護法第 53 条に基づく公開承認施設となる 

           （平成 23 年 12 月まで、3 期 15 年） 

平成 10 年(1998) 3 月 ○「宇治市源氏物語ミュージアム条例」制定(同年 11 月施行) 

        4 月 ■□文化財保護係を社会教育課（同月より生涯学習課に名称変更）から歴史 

             資料館へ移管 

           ○源氏物語ミュージアム準備室を教育委員会に移管 

        11 月 ○宇治市源氏物語ミュージアム開館 

平成 13 年(2001)10 月 ■市制施行 50周年記念特別展「世界遺産と暮らす街 宇治の名宝」開催 

平成 20 年(2008) 9 月 ■○宇治市源氏物語ミュージアム、フレッシュアップオープン  

             それに併せて、歴史資料館は、源氏物語ミュージアムにおいて企画展「写 

             し伝える美‐陽明文庫の源氏物語」を開催し、源氏物語千年紀記念誌『王 

             朝のみやび、ふたたび 近衛家と宇治』を刊行する 

平成 21 年(2009) 4 月 □文化財保護係を都市整備部歴史まちづくり推進課へ移管 

平成 30 年(2018) 9 月 ○宇治市源氏物語ミュージアム、リニューアルオープン 

平成 31 年(2019) 4 月 ○宇治市源氏物語ミュージアム、新作アニメ「GENJI FANTASY ネコが光源氏に 

            恋をした」を公開 

令和 2 年(2020) 4 月  ■○より効果的・効率的な博物館運営を推進するため、博物館管理課（企画学 

 芸係・資料学芸係）を新設する 
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施設の概要 
 

■所在地  宇治市折居台１丁目１番地 宇治市文化センター内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平面図と各室面積 

 

展 示 室   190 .95 

収蔵展示室    93 .61 

収 蔵 庫   183 .32 

特別収蔵庫    48 .64 

資料閲覧室    48 .84 

事 務 室    46 .91 

研 究 室   129 .81 

資料整理室    19 .75 

ロ ビ ー   107 .51 

そ の 他   209 .44 

                                                          計    1,078.78 

                                                        共 用 部 分    188.63 

（公民館・図書館等との共用） 

合   計  1,267 .41 ㎡ 
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 ２ 事業報告 

 

調査・研究事業 
 

■資料の調査・収集 

 

特別展『宇治の電車・京都の電車‐「観光」の時代‐』開催のため、関係する資料などの調査・収

集を行った。また収蔵資料の活用をはかるため、『収蔵資料調査報告書 22 宇治茶の引札』を作成・

刊行した。順次、宇治関係資料の調査・収集に努めている。 

 

 

展示事業 
 

特別展 
宇治の電車・京都の電車     

‐「観光」の時代‐ 
令和元年9月28日～12月1日 (53日間) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (順不同、敬称略) 

後援 京阪ホールディングス株式会社  

   京阪電気鉄道株式会社 

協力 大塚隆（故人） 

   天理大学附属天理参考館 

 

 

 [展示構成と展示資料] 

・資料合計 496 点（◇：資料 399 点 ◆：パネル 97 点） 

・点数を記さないものは１点。 所蔵者名を記さないものは本館蔵。 

 

 

現在京都とその近郊を走る電鉄会社は、明治 43年

(1910)京阪電車、大正 2年（1913）同宇治線、昭和 3

年（1928）奈良電車（現・近鉄奈良線）など、すべて

100 年前を中心とした約 20 年間に相次いで開業した。 

電鉄各社や沿線の市町村は観光客の誘致に努め、宇

治では大正 8 年（1919）に開場した菊人形をはじめ、

鵜飼の復活や宇治川ライン遊覧船が就航した。昭和 7

年（1932）宇治町は京都市など全国に 3市町しかなか

った観光課を設置した。 

本展では、明治末期から昭和前期にかけて、次々と

誕生した電車路線と沿線の観光名所について、カラフ

ルな沿線案内パンフレットやパノラマ地図、写真など

により紹介した。 
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宇治の電車・京都の電車 

京阪電車                                     資料 49 点 

◇京阪電車御案内 吉田初三郎画 大正 2 年(1913） 

◇京阪電車御案内 改訂版 大正 4年以降 

◇京阪電車天満橋・五条間開通を記念し発行された絵はがき 3 

◇京阪電車絵はがき(天満橋駅 2、八幡口駅、淀川鉄橋、伏見桃山駅、五条駅、松原橋付近、 

四条大橋付近 4、三条駅 3） 14 

◇京阪電車の沿線案内(「京阪グラフィック」ほか) 5 

◇京阪電車の沿線案内 その 2(「ローマンス・カーの栞」ほか) 5 

◇京阪電車 春の沿線案内(「さくら」ほか) 8 

◇京阪電車 夏の沿線案内(「夏に鍛へよ」ほか) 2 

◇京阪電車 秋・冬の沿線案内など(「もみぢ」ほか) 10 

 

京阪宇治線                                                         資料 7 点 

◇京阪電車宇治名所 大正 2 年(1913) 

◇京阪電車線路案内 大正 3 年(1914) 

◇宇治線沿線の絵はがき(宇治駅、宇治橋、 

桃山御陵前―観月橋間 2、観月橋駅) 5 

 

 

 

 

 

 

 

男山ケーブル                                   資料 10 点 

◇男山勝景(絵はがき) 8 

◇男山石清水八幡宮御参拝案内 2 

 

京津電車・大津電車・坂本ケーブル                         資料 14 点 

◇京津電車御案内 吉田初三郎画 大正 9 年（1920） 

◇京阪電車京津沿線御案内 昭和 6年（1931）以降 

◇京津電車のパンフレット 4 

◇坂本ケーブル案内 昭和 2 年以降 

◇比叡山ケーブルカー(絵はがき) 7 
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叡山電車・鞍馬電車                                資料 15 点 

◇都をどり写真帖などの表紙をかざる叡山ケーブルカーの広告 吉田初三郎画 

昭和 2年(1927)・3年(1928) 3 

◇叡山電車・鞍馬電車のパンフレット・絵はがき(吉田初三郎画「鞍馬電鉄沿線名所交通鳥瞰図」ほか)12 

 

嵐山電車・愛宕電車                                資料 12 点 

◇嵐山電車・愛宕電車のパンフレット・絵はがき(「愛宕山鉄道沿線案内図」ほか) 12 

 

新京阪電車                                    資料12点 

◇新京阪電車のパンフレット(「新京阪電車」ほか) 6 

◇新京阪電車の絵はがき 6 

 

奈良電車                                      資料20点 

◇奈良電気沿線名所図絵 吉田初三郎画 昭和 3年(1928) 

◇奈良電車の開通記念品(「奈良電車沿線名所案内」ほか) 5 

◇奈良電車のパンフレット(「沿線御案内」ほか) 2 

◇奈良電車 絵はがきと春の沿線案内(「春のピクニック」ほか) 6 

◇奈良電車 秋の沿線案内(「秋を語る」ほか) 4 

◇ニュース奈良電など(「ニュース奈良電」昭和 17年 1 月号ほか) 2 

 

京電・市電                                     資料 19 点 

◇京都鳥瞰図 吉田初三郎画 大正 13 年(1924)再版 

◇京電の沿線案内(「京都電鉄案内」ほか) 

◇京都市営電車バス路線図 昭和 12 年(1937) 

◇絵はがき「東洋一の遊覧都市大京都」 16 
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「観光」の時代 

琵琶湖から宇治川ラインへ                              資料8点 

◇琵琶湖のパンフレット(「びわ湖へ」ほか) 4 

◇宇治川ラインのパンフレット(「宇治川ライン」ほか) 4 

 

宇治                                        資料28点 

◇宇治の観光案内 (大正 11 年(1919)「宇治名勝図絵」ほか) 4 

◇宇治の観光パンフレット（「宇治」ほか） 5 

◇宇治町観光課発行の絵はがき「宇治」 10 

◇宇治と嵐山のパンフレット・絵はがき(「嵐山宇治」ほか) 9 

 

吉田初三郎コレクションより                             資料10点 

◇パノラマ地図 7 

The Miyako Hotel/京名所御案内/御大礼記念京都名所御案内/叡山頂上一目八方鳥瞰図/ 

琵琶湖遊覧御案内/宇治名勝御案内 附宇治川ライン/嵐山名所図絵 附保津川くだり 

◇絵はがき 3 

  遊覧架空索道/叡山ケーブルカー/Beautiful Japan 美の国日本 

 

駅などのスタンプ                                  資料26点 

◇京阪電車宇治駅など 26 

 

絵はがきコレクション                               資料152点 

◇京都 

  京都名所 27 

  滑稽漫画 京都見物 12 

  昭和十二年六月 

 新築記念絵はかき 京都電燈株式会社 5 

  大毎十号機撮影京都俯瞰図 12 

  増築落成記念 大丸京都店 6 

  観光の京都 15 

  昭和十三年十一月 

 新築竣工記念絵葉書 日本競馬会京都競馬場 4 
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◇琵琶湖・宇治川ライン 

湖国照描 滋賀県 6 

近江舞子全景 8 

宇治川ライン 7 

  幽邃境の雅快宇治川ライン 10 

◇宇治 

   宇治名勝巡り 9 

  宇治の山水 7 

宇治名勝しをり 6 

  宇治菊人形絵葉書 菊屋主催菊花園発行 10 

宇治菊人形 8 

 

中央展示                                     資料17点 

◇京都府伏見全町之図 明治 36 年(1903) 

◇高浜虚子 宇治蛍狩(『ホトトギス』昭和 4年(1929)8 月号) 

◇嵐山電車軌道株式会社 沿線名所案内 明治 43 年（1910） 2 

◇趣味の京阪叢書 第一輯 昭和 17 年(1942) 10 

◇京阪電車中書島駅(大正 4 年(1915)刊『京都府誌』) 

◇京阪電車宇治駅(大正 4年(1915)刊『京都府久世郡写真帖』) 

◇京都市電開業時の車両(明治 45 年(1912)刊『京都市三大事業』) 

 

パネル展示                                   パネル97点 

◆1951 昭和 26 年の宇治・京都 １万分１地形図(謄本) 16 

◆パンフレットコレクション‐原物では見られない裏面等含むパネル展示 23 

 宇治 宇治町観光課 

 秋 京阪電車 

 ローマンス・カーの栞 京阪電車 

 秋を語る 奈良電車 

 みどり丸 びわ湖島めぐり 太湖汽船 

 京阪神地方電気鉄道一覧図 昭和 6 年(1931) 

 京阪電気鉄道株式会社線路略図 

◆絵はがきなど拡大パネル 39 

◆「京阪電車のキップ」などキップ紹介パネル 19 

  （紹介しているキップは 62 点） 

  画像提供：天理大学附属天理参考館 
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企画展 宇治の錦絵 令和元年5月11日～6月23日(38日間) 

  

江戸時代後期から明治時代初期にかけて、カラフ 

ルな多色刷り木版画「錦絵」が盛んに出版された。 

昔からの名所・宇治は、平家物語「橋合戦」「先陣 

争い」をはじめ、「お茶」や「蛍」といった題材を 

錦絵に提供してきた。 

本展では、当館が収集した錦絵や、製茶シーズン 

に合わせて、機械化以前の茶づくりの道具をはじめ 

宇治茶に関する歴史資料を展示した。 

 

 

[展示構成と展示資料]  

・資料合計 70点…錦絵 23 点(うち☆印：初公開 4点)、お茶の歴史資料 47点 

 ・点数を記さないものは１点。 所蔵者名を記さないものは本館蔵。 

 

蛍とお茶                                       10 点 

山城宇治川蛍狩之図      歌川豊国（三代)・歌川広重（二代） 江戸時代後期 

山城之国宇治之里茶園之風景  歌川国貞（二代） 明治 2年（1869） 

☆宇治の里おせん 宇治山の庵作 茶つみ娘おたの 

 歌川豊国（三代） 江戸時代後期 

☆二十四好今様美人 茶の会好  歌川豊国（三代） 江戸時代後期 

大日本物産図会        歌川広重（三代） 明治時代 

 山城国宇治茶摘図一 

宇治茶製之図二 

皇国製茶図会         望齋秀月 明治時代 

  第十四号海岸荷揚げの図 

  第十七号製茶見本検査の図 

  第十八号商館再焙の図 

  第二十号汽船海外への出帆の図 

 

橋合戦                                         3 点 

源平宇治橋大合戦之図    一陽齋（歌川）豊宣 明治時代 

耀武八景宇治橋夕照     朝桜楼（歌川）国芳 明治時代 

平等院ニ而源平総門合戦之図 玉蘭齋（歌川）貞秀 江戸時代後期  個人蔵 
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先陣争い                                        8 点 

宇治川大合戦ノ図      一猛齋（歌川）芳虎 江戸時代後期 

宇治川大合戦図      錦朝楼（歌川）芳虎 江戸時代後期 

木曽征伐宇治川大合戦之図 一恵齋（歌川）芳幾 江戸時代後期 

☆宇治川合戦之図      一勇齋（歌川）国芳 江戸時代後期 

宇治川大合戦図      一猛齋（歌川）芳虎 江戸時代後期 

宇治川戦陣双六      一英齋（歌川）芳艶 江戸時代後期 

宇治川先陣争い      一勇齋（歌川）国芳 江戸時代後期 

☆宇治川先陣争図      五雲亭貞秀 

 

立版古                                         2 点 

源三位宇治橋合戦組上    明治時代 

宇治川合戦先陣あらそい組上 明治時代 

 

宇治茶の歴史資料 2019                    47 点（引き札類 29点 民具 18 点） 

色刷りの引札 6 

  宇治信楽諸国 御茶銘双六 横浜馬車道 枡屋保五郎 

  松本旧本町一丁目伊勢町 政生園茶店 明治 23 年(1890) 

  大阪市西区江戸堀北通二丁目 金川玉露軒 

  東洋名茶国撰鏡 河原町通四条南 井川胤房 明治 13 年(1880) 

  自園精製茶銘号 宇治橋詰 阪部卯之助 

  【参考】山城六地蔵 長谷川商店 

井筒屋利助と山本嘉兵衛 ‐江戸/東京‐ 6 

  宇治信楽諸国 御銘茶問屋 井筒屋利助 文化 14 年(1817) 

  宇治信楽諸国 御茶所 日本橋弐丁目 山本嘉兵衛 文政 6年(1823) 

 宇治信楽諸国 御茶所 日本橋弐丁目 山本嘉兵衛 大正 4 年(1915) 

 宇治信楽諸国 御茶所 東両国大徳院門前 伊勢屋治兵衛 

  宇治信楽諸国 御茶銘所 浅草吉野町 松屋与兵衛 

  諸国御茶所   浅草御門外角 大坂屋吉左衛門 

 

いわゆる本場から ‐宇治・木幡‐ 5 

  上林三入茶名価記(複製） 明治 12 年(1879)、17 年(1884)、28 年(1895) 

  精製茶銘価録 松尾清之丞 

  御茶銘録定価表 辻利兵衛 明治 33 年(1900) 
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美濃部と小山 ‐京都‐ 4 

  御茶銘目録    柳馬場通綾小路南入西側 美濃部忠兵衛 元治元年(1864) 

  御茶銘目録    柳馬場通綾小路南入西側 美濃部忠兵衛 明治 2年(1869) 

  御茶銘録並価表  柳馬場通綾小路南入西側 美濃部忠兵衛 

  烏丸二条上ル東側 小山伊兵衛 

 

御茶所いろいろ ‐大坂‐ 8 

  宇治信楽諸国 御茶所   蕗屋平兵衛 順慶町井戸ノ辻 天保 6年(1835) 

  諸国 御茶所 湖松軒   北新地壱丁目 

 宇治信楽諸国 御茶所   雲花園 本町通心斎橋筋角 

  宇治信楽諸国 御茶処   通栄軒 淀屋橋筋梶木町南入 

  宇治信楽諸国 御茶所   通松軒 平野町筋京町橋東入 

  宇治信楽諸国 御銘茶製 俵谷金兵衛 江戸堀二町目犬斎橋北詰 嘉永 7 年(1854) 

  宇治信楽諸国 御茶所   芳雲園 心斎橋北詰角 

  茶湯道具数品 淀屋橋通北浜五丁目壱番地 砂文吉 

 

茶づくりの民具 18 

(京都府暫定登録文化財「宇治茶の製茶関連用具」348 点より) 

 茶摘籠 2 摘札 間水桶 茶樽 水桶 蒸籠 冷まし籠 2 助炭(枠) 篩 箕 撰板 ボテ 5 

 

 

 

企画展 
昭和28年災害と天ヶ瀬ダム               

‐巨椋池再現 今伝えたい記憶と記録‐ 
令和元年7月13日～9月8日(49日間) 

  

昭和 28 年(1953)は、全国的に水害が多発した年であった。南山城地域では、8月の豪雨災害に続き、 

9 月 25 日には、台風 13号の豪雨により宇治川が決壊し、現在の宇治市西部から久御山町、城陽市に 

またがる広い範囲が浸水した。 

この時、淀川流域では、想定を大幅に上回る流量を記録した。この災害により宇治川の治水対策が 

見直され、天ヶ瀬ダム建設計画は一気に具体化していく。 

 本展では、天ヶ瀬ダム竣工 55 周年にちなみ、ダムの建設とそのきっかけとなった昭和 28 年災害に

ついて当時の記憶と記録を紹介した。 

 

協力 宇治市危機管理室 
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[展示構成と展示資料] 

・資料合計 91点( ◇：資料 27 点 ◆：パネル 64点) 

・点数を記さないものは１点。 所蔵者名を記さないものは本館蔵。 

 

グラフ誌にみる昭和28年災害                            資料 11点 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 6月 24 日号 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 7月 15 日号 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 7月 22 日号 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 8月 5 日号 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 9月 2 日号 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 9月 23 日号 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 9月 30 日号 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 10 月 14 日号 2 

◇アサヒグラフ 昭和 28 年 12 月 2日号 2 

 

 

昭和 28 年災害‐あの日あの時の記録‐                資料 10 点・写真パネル 46点 

大型パネル 

 ◆昭和 28 年 9 月 25 日、台風 13 号の出水で宇治川堤防決壊し、巨椋池が再現 

 ◆小倉西山より奈良電車小倉駅をのぞむ(9 月 26 日午前 7時) 

 ◆伊勢田町北山より遊田をのぞむ(9月 26 日午後 3 時) 

 ◆小倉双葉園保育所より浸水中の小倉をのぞむ(9 月 26 日午後 3 時) 

 ◆減水中の宇治橋(9月 26 日午前) 

 ◆京阪電車・木幡駅～黄檗駅間 被害のようす(9 月 26 日午前 8 時) 

 

南山城水害 昭和 28 年(1953)8 月 14 日・15 日 

 ◇昭和 28 年大災害をふりかえる  

昭和 48 年(1973) 京都府 3 

 ◆『宇治市政だより』昭和 28 年 9 月 1 日号 

 ◆流失瞬前の隠元橋(8月 15 日未明)  

 ◆井手町に水害救助に向かう舟 

 ◆宇治市役所を出発する宇治市救援隊 

 ◆井手町に派遣された宇治市救援隊 

 

水害を伝える 

 ◆井手町に派遣された宇治市救援隊 
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台風 13 号災害 昭和 28 年(1953)9 月 25 日・26 日 

 ◇天瀬橋 扁額 2 

 ◆天ヶ瀬橋の被害 

 ◆上に「天瀬橋」の額がかかる 

 ◆『宇治市政だより』昭和 29 年 10 月 1 日号 

 ◆修復された天ヶ瀬橋 昭和 29 年(1954) 

 ◇台風 13 号‐宇治市‐  フォトアルバム 

 ◇台風 13 号‐旧小倉村‐ フォトアルバム 

 ◇『宇治市政だより』昭和 28 年 10 月 1 日号 

 ◇『宇治市政だより』昭和 28 年 10 月 20 日号 

 ◇『宇治市政だより』昭和 29 年 10 月 1 日号 

 ◆『宇治市政だより』昭和 28 年 10 月 10 日号 

 ◆宇治川下流から見た決壊場所 

 ◆昭和 28 年 9 月 25 日台風 13 号浸水及排水状況 

 ◆流失直前の橘橋(9月 25 日午後 5 時) 

 ◆水害救助に鵜飼舟出動(9月 26 日午前) 

 ◆塔の島付近の惨状(9月 26 日午後) 

◆宇治川左岸より西方をのぞむ 

鳥菊養鶏場(9月 26 日夕方) 

◆西笠取線山口氏宅前道路惨状 

◆西笠取川辻出神社前の惨状 

◆府道宇治六地蔵線退水後（9月 26 日） 

 ◆『宇治市政だより』昭和 28 年 10 月 20 日号 

 ◆巨椋神社前(9月 26 日午後 3 時) 

◆府道宇治淀線を自転車で通る人々(9月 26 日午後) 

◆小倉町久保より北方の浸水（9 月 26 日午後 3時） 

◆大久保小学校に避難した人びと(9 月 26 日午後) 

◆槇島町三軒家(一ノ坪)交差点(9 月 27 日午後) 

 

水害を伝える 

◆最高水位の宇治川 観光館内所前(9月 25 日午後 9 時) 

◆小倉町西山より奈良電車線路をのぞむ(9月 26 日午後 3 時) 

◆槇島高台に避難した乳牛 

◆小倉町西山より北西方をのぞむ(9 月 26 日夕方) 

◆巨椋神社より北方をのぞむ(9 月 26 日午後 5 時) 

◆槇島町三軒家国道と旧奈良街道の十字路(9 月 26 日夕方) 

◆浸水した田んぼ 
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◆避難所のようす 

◆槇島より西方をのぞむ 

◆巨椋神社より北方をのぞむ 

◆佐山村佐古より西方を見る(9 月 26 日) 

◆西目川へドラム缶に入った飲料水を運ぶ(9 月 26 日午後) 

◆名木川大久保キャンプ付近復旧工事 

◆決壊場所の復旧工事 

 

記憶の継承 宇治市危機管理室昭和 28年水害記録保存事業       原物資料 1点・パネル 6点 

◇『宇治川大水害 昭和 28 年災害記録集』宇治市 平成 18 年(2006) 

◆平成 16 年度事業で設置された銘板 

◆北槇島小学校に設置された銘板 

◆槇島小学校に設置された銘板 

◆北小倉小学校に設置された銘板 

◆西小倉小学校に設置された銘板 

◆南小倉小学校に設置された銘板 

 

 

天ヶ瀬ダム‐建設記録写真より‐                  原物資料 5点・パネル 12点 

◇淀川天ヶ瀬ダム       (パンフレット) 

◇天ヶ瀬発電所             (パンフレット) 

◇京阪宇治バス 沿線案内図 （パンフレット） 昭和 45 年（1970） 

◇天ヶ瀬ダム湖 宇治川ライン（パンフレット） 昭和 40 年（1965） 

◇宇治天ヶ瀬ダム(絵はがき) 

◆昭和 36 年天ヶ瀬ダム本体工事着工 

◆天ヶ瀬ダムが完成し新宇治川ライン誕生 

◆昭和 31 年天ヶ瀬ダム予定地 

◆昭和 32 年ダム工事事務所設置 

◆昭和 35 年天ヶ瀬ダム工事 

◆昭和 36 年天ヶ瀬ダム工事 3 

◆昭和 37 年天ヶ瀬ダム定礎式 

◆昭和 38 年天ヶ瀬ダム工事 

◆昭和 39 年天ヶ瀬ダム湛水式 

◆昭和 39 年 11 月天ヶ瀬ダム竣工 
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企画コーナー 戦争遺品展 ‐戦時下のくらし‐ 上記展覧会に併設 

 

戦後 70 年が過ぎ、戦争を体験し記憶する人たちが少なくなり、その悲惨さや当時の暮らしを語り

継ぐことが難しくなってきている。宇治市平和都市推進協議会所蔵の戦争遺品及び新たに収集した資

料、宇治市歴史資料館所蔵資料、京都文教大学所蔵資料により、戦時下の暮らしを振り返った。 

 

主催：宇治市平和都市推進協議会、宇治市歴史資料館 

協力：京都文教大学 

 

[展示構成と展示資料] 

・資料合計 139 点 

・点数を記さないものは１点。 所蔵者名を記さないものは本館・宇治市平和都市推進協議会蔵。 

 

戦争遺品                                       51 点 

日の丸寄せ書き 

出征祝のぼり 

臨時召集令状 

船舶特別幹部候補生隊『入隊案内』 

軍隊手牒 2 

奉公袋 2  

腹帯（千人力） 

千人針 2  

軍装品（軍服・ゲートル等） 6 

防空頭巾(大人用、赤ちゃん用) 2 

慰問袋 2 

灯火管制用電球 2 

貯金箱 2 

 事変記念興亜奉公百億貯金 

 報国貯金 

大日本帝国政府貯蓄券 3 

 昭和 19 年 50 銭 

 昭和 19 年 1 円 2 

戦時郵便貯金切手 

 昭和 20 年 3月発行 

 

奨金付福券 2 

 昭和 19 年 11 月 

 昭和 20 年 3月(半券) 

特別据置貯金証書 

 昭和 18 年 3月 

大東亜戦争割引国庫債券 

 昭和 18 年 4月発行 

割増金付戦時貯蓄債券 2 

 昭和 17 年 8月 

 昭和 18 年 2月 

配給切符 5 

 衣料切符 

 家庭用品購入通帳 

 家庭用米穀配給通帳 

 家庭用燃料配給通帳 

 家庭用砂糖・マッチ回数購入券 

軍事郵便 3 

慰問用茶ラベル 2種 5 

宣伝用マッチ箱 

ボクラノ空ダ(日本国際航空工業ポスター) 

イースト(マルキイースト菌研究所ポスター)
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国定第 5 期(昭和 16～20 年)教科書                           34 点 

京都文教大学所蔵 土屋コレクションより 

国民科 14 

 国語 コトバノオケイコ一 

    コトバノオケイコ二 

    よみかた三 

    ことばのおけいこ三 

    ことばのおけいこ四 

    初等科国語 一～八 各 1 

 修身 初等科修身四 

理数科 6 

 理科 初等科理科三 2 

 算数 カズノホン一 

    カズノホン二 

    初等科算数三 

    初等科算数四 

芸能科 14 

音楽 ウタノホン上 

    うたのほん下 

    初等科音楽二 

    初等科音楽三 2 

    初等科音楽四 

 図工 エノホン二 2 

    エノホン三 2 

    初等科図画一 2＊ 

    初等科工作一 2＊ 

     ＊内 1 冊は教師用 

 

 

 

 

 

学習雑誌                                       18 点 

セウガク一年生 2 

昭和 12 年 11 月号付録 

昭和 13 年 3 月 

セウガク二年生 6 

 昭和 12 年 8月号 

 昭和 13 年 8月号 

昭和 13 年 8 月号付録 

昭和 13 年 12 月号 

昭和 14 年 2 月号 

昭和 15 年 9 月号 

コクミン一年生 

 昭和 16 年 1月号付録 

良い子の友 3 

 昭和 17 年 7月号 

 昭和 19 年 8月号 

 昭和 19 年 12 月号 

こくみん三年生 

 昭和 16 年 8月号 

 

 

少国民の友 5 

 昭和 17 年 2月号 

 昭和 17 年 12 月号 

 昭和 18 年新年号 

 昭和 18 年 8月号 

 昭和 19 年 3月号 

 

 

 

少年・少女雑誌                                    12 点 

少年倶楽部 2 

 昭和 20 年 1月号 

昭和 20 年 10 月号 
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少女の友 10 

 昭和 11 年 8月号 

 昭和 12 年 3月号付録 手芸の本 

 昭和 12 年 4月号付録 暁の聖歌 

 昭和 13 年 7月号付録 スタイルブック 

 昭和 15 年 1月号 

 昭和 15 年 11 月号 

 昭和 16 年 1月号 

 昭和 16 年 1月号付録 隣組かるた 

 昭和 22 年 4月号 

 昭和 24 年新年号 

 

女性雑誌                                       24 点 

主婦之友 16 

昭和 14 年 3 月号 

 昭和 16 年 2月号 

 昭和 16 年 9月号 

 昭和 16 年 11 月号 

 

 

 昭和 17 年 2月号 

 昭和 17 年 4月号 

 昭和 17 年 6月号 

 昭和 17 年 10 月号 

 昭和 17 年 12 月号 

 昭和 18 年 8月号 

 昭和 19 年 1月号 

 昭和 19 年 3月号 

 昭和 19 年 5月号 

 昭和 19 年 7月号 

 昭和 20 年 1月号 

 昭和 20 年 8月号 

婦人画報 8 

 スタイルブック 昭和 14 年夏の号 

 昭和 17 年 3月号 

 昭和 17 年 5月号 

 昭和 17 年 11 月号 

 戦時下盛夏の服装 昭和 18 年 7月 

 昭和 18 年 10 月号 

 昭和 19 年 6月号 

 昭和 19 年 10 月号 

 

 

企画展 

 
ちょっと昔の街と暮らし 

 
〈前期〉‐再現昭和の茶の間・ 

      増築しました‼‐ 
〈後期〉‐ひな人形と五月人形‐ 

 
〈前期〉 

令和元年12月21日～ 
令和2年2月16日(49日間) 

〈後期〉 
令和2年2月22日～4月19日（49日間） 
3月3日～31日、4月10日～19日 

新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休館 

 

[展示構成と展示資料]  

・〈前期〉資料合計 161 点（◇：資料 141 点 ◆：パネル 20 点） 

 〈後期〉前期展示資料に追加 5点 

 ・点数を記さないものは１点。 所蔵者名を記さないものは本館蔵。 
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私たちの暮らしはここ数十年で大きく変化し、それまで使っていた道具に代わって電化製品が登場

し、料理や掃除、洗濯にいたるまで、より便利な生活になった。 

 本展では暮らしを支えていた道具をテーマごとにとりあげ、現在の暮らしに関わる道具との違いを

みていった。また、展示室中央では、テレビや洗濯機など家電製品がようやく普及しはじめた昭和 30

年代の茶の間など家庭の様子を紹介した。 

 

再現昭和の茶の間・増築しました‼ (中央展示)                    資料 47 点 

◇ちゃぶ台と一家団欒 

・茶の間：白黒テレビ、柱時計、くずかご、水屋、ラジオ、足継ぎ、火鉢、ちゃぶ台、食器一式、 

ふご、お櫃、盆、ほうき、はたき 

・建具等：階段、格子戸、板戸 3、ガラス戸、ふすま、しょうじ、電球のかさ 4 

 

◇朝、一日のはじまり ごはん支度 

・土間：かまど、火消し壷、十能、台十能、羽釜、鍋、やかん、ゆたんぽ 

 

◇洗濯板よ、さようなら 

・土間：洗濯板、たらい、洗濯機、洗濯かご 

 

◇ミシンが活躍した時代 

・その他：ミシン、イス、針箱(裁縫箱)、裁縫道具一式、電気アイロン、アイロン台、火鉢、 

     やかん、火箸 

 

むかしの道具                             資料 94 点 パネル 20 点 

◇キモノから洋服へ 

鏡台、化粧・身だしなみの道具、くけ台、針箱(裁縫箱)2、裁縫道具一式、鯨尺、女物袷着物、 

火のし、こて、炭火アイロン、霧吹き、衣桁、乱れ籠、衣装箪笥 

◇食の道具 あれこれ 

  炭、練炭、豆炭、炭団、火おこし、台十能 2、七輪、炮烙 2、行平、胡麻炒り、すり鉢、すりこ 

ぎ、鰹節削り器、おろし金 2、枡 3、お米唐櫃、羽釜、お櫃、手ぬぐい、ふご、ガス釜 2、マッ 

チ、電気炊飯器、保温ジャー、ジャー炊飯器、電気コンロ 4、トースター、魔法瓶 2、エアーポ 

ット 4、電気ポット、電気エアーポット 

◇あたたまるもの 

  こたつ 3、やぐらこたつ、電気こたつ 3、火鉢 4、電気ストーブ 8、ガスストーブ 

〈前期〉‐再現昭和の茶の間・増築しました‼‐ 
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◆写真パネル お茶と観光の街 

昭和 26 年(1951)頃 日本観光百選首位祝賀会 

昭和 26 年(1951)  市政施行記念宇治川まつり 

昭和 26 年(1951)  ＮＨＫ上方演芸会公開録音１ 

昭和 26 年(1951)  ＮＨＫ上方演芸会公開録音２ 

昭和 27 年(1952)  浮島十三重塔 

昭和 28 年(1953)頃 竣工間もない県神社大鳥居 

昭和 29 年(1954)  市制３周年宇治川まつり 

昭和 30 年(1955)頃 宇治橋 

昭和 30 年(1955)  宇治橋三の間より大吉山をのぞむ 

昭和 30 年(1955)  茶祭り 

昭和 30 年(1955)頃 天ヶ瀬橋 

昭和 32 年(1957)  市営茶室対鳳庵 

昭和 32 年(1957)  ＮＨＫのど自慢コンクール 京都府決勝大会 

昭和 35 年(1960)  宇治川ライン 屏風岩 

 

◆写真パネル あたたまるもの  

昭和 32 年(1957)  お正月 こたつでトランプ 

昭和 34 年(1959)  こたつに入ってたのしいおしゃべり 

昭和 33 年(1958)  火鉢を囲んで一家団欒 

昭和 32 年(1957)  もうすぐクリスマス 

昭和 35 年(1960)  火鉢は一家に一台 暮らしの必需品でした 

昭和 42 年(1967)  火鉢のお湯で赤ちゃんにおふろ 

 

※1 月 15 日まで期間限定公開 

◇お正月の遊び  ダイヤモンドゲーム、福笑い、羽子板 5、羽根 8 
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三月三日のひなまつりや五月五日の端午の節供は、子どもたちの健やかな成長を願う行事として広

く親しまれている。 

 本展後期は一部展示替えを実施し、三月三日のひなまつりに合わせ、展示室中央に設けた茶の間に

ひな人形を展示した。併せて江戸時代後半から昭和初期にかけて制作された「ひな人形」や「五月人

形」を紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひな人形・ひな飾り                                   2 点 

 享保雛 一式（人形・諸道具） 明治～大正期 個人蔵 

 古今雛 一式（人形・諸道具） 昭和初期 

 

五月人形                                        3 点 

五月人形  一式(神功皇后・従者)、一式(豊臣秀吉・加藤清正) 文化 5年(1808) 個人蔵 

五月人形飾り一式(豊臣秀吉・加藤清正・従者)         大正～昭和期 

  

 

企画コーナー 
 

発掘ものがたり宇治･2020 
 

上記展覧会に併設 

 

宇治の歴史を、１万年前の旧石器時代から江戸時代まで、各時代を特徴づける発掘出土品で通覧し

た。また、最新の発掘調査として宇治市街遺跡より出土した遺物を展示した。 

 

 

主催:宇治市歴史資料館  共催:宇治市歴史まちづくり推進課 

 

〈後期〉‐ひな人形と五月人形‐ 
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 [展示構成と展示資料]  

・資料合計 149 点（資料：134 点 パネル：15 点） ・すべて本館蔵 

 

1.旧石器・縄文時代 

 ①ウジのハンター                           資料４点 パネル１点 

   やり先        1  乙方遺跡     旧石器時代 

   剥片         2  二子塚古墳下層  旧石器時代 

   ナイフ型石器     1  二子塚古墳下層  旧石器時代 

 ②ウジの縄文時代                           資料 13 点 パネル 1点 

   縄文土器(浅鉢 深鉢) 2  寺界道遺跡    縄文時代晩期 

   石斧         1  寺界道遺跡    縄文時代晩期 

   すり石        1  寺界道遺跡    縄文時代晩期 

   石の矢じり      9  寺界道遺跡    縄文時代晩期 

 

2.弥生・古墳時代 

 ③ウジの弥生時代                          資料 6点 パネル 1点 

   弥生土器・壺     3  乙方遺跡     弥生時代中期 

   弥生土器・カメ    2  乙方遺跡     弥生時代中期 

   石皿         1  乙方遺跡     弥生時代中期 

 ④宇治の古墳時代                          資料 12 点 パネル 1点 

   韓式土器       3  宇治市街遺跡   古墳時代中期 

   須恵器        4  宇治市街遺跡   古墳時代中期 

   土師器        5  宇治市街遺跡   古墳時代中期 

 ⑤宇治の埴輪                            資料 4点 パネル 1点 

   円筒埴輪       1  二子山古墳    古墳時代中期 

   家形埴輪       1  庵寺山古墳    古墳時代前期 

   人形埴輪       1  門ノ前古墳    古墳時代後期 

   犬型埴輪       1  門ノ前古墳   古墳時代後期 

 ⑥古墳人と装身具                          資料 10 点 パネル 1点 

   首飾り        1  瓦塚古墳     古墳時代中期 

   玉類         2  若林遺跡     古墳時代中期 

   臼玉         1  二子山古墳    古墳時代中期 

   ガラス小玉      1  二子山古墳    古墳時代中期 

   小型勾玉       1  二子山古墳    古墳時代中期 

   耳環         4  隼上り古墳群   古墳時代後期 

 ⑦古墳人と銅鏡                           資料 4点 パネル 1点 

   銅鏡（倭製神獣鏡）  1  庵寺山古墳    古墳時代前期 

   銅鏡（倭製神獣鏡）  1  二子山古墳    古墳時代中期 

   銅鏡（倭製四葉文鏡） 1  二子山古墳    古墳時代中期 

   三環鈴        1  二子山古墳    古墳時代中期 
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 ⑧古墳人と武器                                     資料20点 

   甲冑         1  二子山古墳    古墳時代中期 

   刀剣         2  二子山古墳    古墳時代中期 

   鉄の矢じり      17  二子山古墳    古墳時代中期 

 ⑨古墳時代の工具                               資料6点 パネル1点 

   鎌          4  二子山古墳    古墳時代中期 

   斧          2  二子山古墳    古墳時代中期 

 

3.奈良・平安・中世・江戸時代 

 ⑩宇治の古代寺院                             資料5点 パネル1点 

   軒丸瓦        2  岡本廃寺     奈良時代 

   軒丸瓦        1  太鳳寺跡     奈良時代 

   軒平瓦        1  太鳳寺跡     奈良時代 

   棰先瓦        1  岡本廃寺     奈良時代 

 ⑪宇治の飛鳥・奈良時代                            資料 13点 パネル 1点 

   円面硯        2  広野廃寺     奈良時代 

   水滴         1  広野廃寺     奈良時代 

   須恵器(杯 蓋 壺 甕)  7  広野廃寺     奈良時代 

   土師器(甕 皿)     3  広野廃寺     奈良時代 

 ⑫貴族のくらし(平安～鎌倉時代)                        資料16点 パネル1点 

   青磁椀        1  隼上り遺跡    鎌倉時代 

   青磁椀        1  西浦遺跡     鎌倉時代 

   瓦器         3  宇治市街遺跡   平安時代後期 

   かわらけ       9  宇治市街遺跡   平安時代後期 

   土師器 鍋      1  宇治市街遺跡   鎌倉時代 

   土師器 大鉢     1  西浦遺跡     鎌倉時代 

 ⑬白川金色院と経塚                            資料6点 パネル1点 

   鏡          2  白川金色院経塚  平安時代後期 

   瓦経         1  白川金色院跡   平安時代後期 

   子持ち合子      1  白川金色院経塚  平安時代後期 

   白磁合子       1  白川金色院経塚  平安時代後期 

   白磁小壺       1  白川金色院経塚  平安時代後期 

 ⑭民衆のまち宇治へ                              資料10点 パネル1点 

   茶壺(信楽焼)     1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   志野向付       1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   織部茶碗       1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   朝鮮唐津皿      1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   塩つぼ        1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   中国青磁皿      1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   唐津茶碗       1  宇治市街遺跡   江戸時代 
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   唐津小皿       1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   中国染付椀      1  宇治市街遺跡   江戸時代 

   伊万里手火鉢     1  宇治市街遺跡   江戸時代 

 

4.最新の発掘調査 宇治市街遺跡 

 ○宇治市街遺跡(2018 年度)                       資料 1点 パネル 1点 

   土師器 皿     一式  宇治市街遺跡   鎌倉時代 

 ○宇治市街遺跡(2019 年度)                       資料 4 点 パネル 1点 

   土師器 皿     一式  宇治市街遺跡   鎌倉時代 

   瓦器        一式  宇治市街遺跡   鎌倉時代 

   陶磁器        2  宇治市街遺跡   江戸時代 

 

 

ロビー展 
なつかしの街角・思い出の一枚 

第18回 
令和元年8月3日～令和2年8月31日 

 

平成 14 年度特別展「おとぎ電車が走った頃‐昭和 30 年代の暮らしと風景‐」の開催にともない、同

展の対象である昭和 20年代から 50年代頃までの写真を市民から募集したところ、大変好評を得た。こ

うした古写真は、地域のうつりかわりや暮らしぶりの変化を知ることが出来る貴重な歴史資料である。

平成 15 年度からは、さらに対象を拡大し、明治・大正・昭和の写真を募集。提供を受けた写真は、本館

歴史資料として活用している。 

本年度の第 18回では、新たに 11 人から写真の提供を受け、前年度までに提供を受けたものと合わせ

て 45点を展示した。 

  

 

教育・普及事業 
 

■特別展記念講演会 
回数 日時・会場 演題 講師 参加者数 

第34回 

令和元年11月30日 

14:00 

宇治市中央公民館 

観光のまなざし 

‐近代における宇治・ 

 京都の開発と鉄道‐ 

同志社女子大学教授 

天野 太郎さん 
72 
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■歴史講座 
回数 日時・会場 演題 講師 参加者数 

第88回 

令和元年8月24日 

14:00 

ゆめりあ うじ 

巨椋池再現 

昭和28年災害の記録 

宇治市歴史資料館 

大塚 朋世 
99 

第89回 

令和元年10月26日 

14:00 

ゆめりあ うじ 

菊人形の魅力と歴史 

‐宇治菊人形100年に寄せて‐ 

菊人形研究者 

川井 ゆうさん 
27 

第90回 

令和2年3月8日 

14:00 

ゆめりあ うじ 

伏見城跡から宇治へ      

‐旅人と歩く‐ 

宇治市歴史資料館 

小嶋 正亮 
中止 

 

■その他の普及事業 

日時・会場 演題 講師 参加者数 

令和元年6月8日 

14：00 

宇治市中央公民館 

親子で学ぶ体験教室 

切って貼って組み上げる 

むかしの立体模型「立版古」をつくろう！ 

宇治市歴史資料館 

大塚 朋世 

12 

(5組) 

令和元年8月3日 

14：00 

宇治市中央公民館 

親子で学ぶ体験教室 

自分だけの和綴本 

Ｍｙ「名所図会」をつくろう！ 

宇治市歴史資料館 

大塚 朋世 

11 

(5組) 

令和元年10月12日 

  及び11月16日 

各日11：00、14:00 

宇治市歴史資料館  

展示室 

特別展関連事業 

展覧会担当者によるギャラリートーク 

宇治市歴史資料館 

小嶋 正亮 

10月12日 

中止 

11月16日 

61 

令和2年2月8日 

11：00、14：00 

宇治市歴史資料館 

展示室 

企画展「ちょっと昔の街と暮らし」関連事業 

展示担当者によるギャラリートーク 

宇治市歴史資料館 

大塚 朋世 
23 

令和2年2月29日 

14：00 

宇治市中央公民館 

親子で学ぶ体験教室 

勾玉をつくろう！ 

宇治市歴史資料館 

大塚 朋世 
中止 

 

■古文書講習会 
回数 日時・会場 演題 講師 参加人数 

第35回 

令和2年2月 

13・14・18・19日 

各日14:00 

宇治市中央公民館 

くずし字いろいろ 

上林松壽日記 

宇治市歴史資料館 

坂本 博司 

119 

(延べ 

参加者数) 

 

■市役所市民ギャラリー展示 
回数 テーマ 期間 

59 企画展広報＋宇治・初夏の風物詩‐お茶と蛍‐  令和元年 5月 27 日～5月 31 日 

60 特別展広報「宇治の電車・京都の電車」‐「観光」の時代‐ 令和元年 10 月 4 日～10 月 18 日 
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■京都文教大学サテライトキャンパス宇治橋通り展示 
テーマ 期間 

50年前の宇治市 1969・昭和44年 第2回 令和元年 5月 29 日～7月 19 日 

南山城をゆく五輪聖火 令和元年 7月 23 日～8月 30 日 

サテキャンからはじまる宇治の碑巡り‐あっち・こっち・どっち‐ 

 (文化財愛護協会主催・本館協力) 

令和元年 9月 3日～9 月 22 日 

 

■その他の出前展示  
会場 テーマ 期間 

東宇治図書館 なつかしの街角・思い出の一枚 令和元年 11 月 1 日～12 月 1 日 

西宇治図書館 西宇治図書館まるごと写真展 

   「昭和のこどもたち・戦後編」 

令和 2年 2月 29 日～4月 10 日 

 

■施設見学・出前授業 
平成 23 年度より、職員が本館所蔵の資料を持参し市内小学校に出向き、歴史資料を活用した出前授

業（アウトリーチ）を行っている。授業テーマは、小学生の学習課程にあわせ、①施設見学(対象：3 年

生)、②むかしのお茶づくり（対象：3・4年生）、③巨椋池の漁業と干拓（対象：4年生）、④くらしの

道具－今と昔－（対象：3 年生）。令和元年度は、18校 88 クラスにて実施した。 

テーマ 実施日 小学校名 学年 クラス数 

① 施設見学 令和元年 6月 20 日 大開小学校 3 2 

令和元年 6月 21 日 菟道小学校 3 2 

令和元年 6月 26 日 大久保小学校 3 5 

令和元年 7月 10 日 槇島小学校 3 3 

令和 2年 2月 12 日 菟道第二小学校 3 3 

② 出前授業 

（むかしのお茶づくり） 

 

令和元年 6月 20 日 北小倉小学校 3 2 

令和元年 7月 16、17 日 大久保小学校 3 5 

令和元年 10 月 15 日 南部小学校 3 2 

③ 出前授業 

（巨椋池） 

 

令和元年 9月 10 日 神明小学校 4 3 

令和元年 9月 13 日 西大久保小学校 4 2 

令和元年 9月 17、20 日 御蔵山小学校 4 5 

令和元年 10 月 1 日 伊勢田小学校 4 3 

令和元年 10 月 3 日 大開小学校 4 2 

令和元年 10 月 9 日 平盛小学校 4 1 

令和元年 10 月 30 日 菟道第二小学校 4 3 

令和元年 11 月 7 日 木幡小学校 4 4 

令和元年 11 月 19 日 南部小学校 4 3 

令和元年 11 月 22 日 北小倉小学校 4 2 

令和元年 11 月 28 日 小倉小学校 4 4 

④ 出前授業 

（くらしの道具今とむかし） 

 

令和 2年 1月 20 日 槇島小学校 3 2 

令和 2年 1月 21 日 大久保小学校 3 5 

令和 2年 1月 28 日 三室戸小学校 3 2 

令和 2年 1月 29 日 南部小学校 3 2 

令和 2年 1月 30 日 岡屋小学校 3 2 

令和 2年 2月 4日 大開小学校 3 2 
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令和 2年 2月 5日 宇治小学校 3 4 

令和 2年 2月 6日 小倉小学校 3 4 

令和 2年 2月 10 日 木幡小学校 3 4 

令和 2年 2月 13 日 平盛小学校 3 1 

令和 2年 2月 26 日 北槇島小学校 3 2 

令和 2年 2月 27 日 北小倉小学校 3 2 

 

■博物館実習 
 本館では、博物館法第 5 条に基づく学芸員資格取得課程を設置する大学からの依頼により、実習生の

受け入れを行っている。受け入れにあたっては、体制・施設面の制約から、下記の条件を課している。 

１）対象 市内在住もしくは帰省先を有する学生。ただし、周辺に類似施設を有する市町村が少な 

いため、当面の間、周辺市町村に在住もしくは帰省先を有する学生についても、可能な 

範囲で受け入れるものとする。 

 ２）人数 各大学３名以内とする。 

 ３）日数ならびに期日 日数は４日間、期日については本館が指示する。 

４）その他 大学の発行する学術雑誌など刊行物(日本史・日本文学・地理学・民俗学など広く日本 

文化に関わる内容を含むもの)を寄贈すること。 

 

令和元年度受入校（順不同） 

奈良大学 4・同志社女子大学・龍谷大学・京都女子大 2・京都府立大学・立命館大学 合計 10 名 

 

 

出版事業 
 

特別展図録 
宇治の電車・京都の電車 

‐「観光」の時代‐ 
令和元年9月28日発行 A4・80頁 

〔企画・構成・執筆〕小嶋正亮（宇治市歴史資料館） 

〔協力〕（五十音順・敬称略） 

  大塚 隆(故人) 

天理大学附属天理参考館 

 

 

収蔵資料 

調査報告書22 
宇治茶の引札 令和2年3月31日発行 B5・60頁 

〔執筆〕坂本博司・小嶋正亮（宇治市歴史資料館） 

 

 

保存事業 
 

■燻蒸 

新規受入資料等の殺菌・殺虫・殺卵を目的に、シート包み込み方法により 24 時間燻蒸を実施した。使

用薬剤はエキュームＳ(酸化エチレン)である。 

 実施期間 令和元年 9月 17 日(火)～19 日(木) 
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■モニタリングトラップ調査 

 収蔵庫・特別収蔵庫内 20 か所において年間 12回、原則として 1 か月単位でモニタリングトラップに

よる害虫調査を実施した。 

 

■収蔵環境整備 

 モニタリングトラップ調査の結果報告をふまえ、収蔵庫・特別収蔵庫および隣接する前室・荷解室を

中心に、清掃や資料点検を 24回実施し、収蔵環境の維持に努めた。 

 

 

所蔵資料の概要（令和 2 年 3 月末現在） 

 

■歴史資料（歴史資料館管理） 
分類 件数  

指定・登録文化財 

京都府暫定登録文化財 宇治の製茶関連用具 348点 

宇治市指定文化財   宇治郷総絵図    １舗 

宇治市指定文化財   宇治橋銅擬宝珠   １口 

 

  このほか、当館の前身である市史編纂室から引き継いだ古 

文書などの写真版・フィルム、新聞・史料カード類、展覧会 

など事業にともなって撮影した写真・データ類を保管してい 

る。 

  左表の資料については、順次デジタル化をはかり、利用者 

の閲覧に供している。 

 

 

 

 歴 史 1,587 

   古文書 

   行 政 

   絵 図 

   地 図 

   写 真 

   絵はがき 

   歴 史 

36 

120 

31 

90 

51 

367 

892 

 美 術 140 

 書 籍 428 

 民 俗 190 

 考 古 3 

合計 2,348 

 

■埋蔵文化財（歴史まちづくり推進課文化財保護係管理） 
 指定･登録文化財 6件 

  京都府指定文化財 二子山古墳出土品    一括 

  京都府指定文化財 白川金色院経塚遺物   61 点 

  京都府暫定登録文化財 善法古墓出土品   一括 

  宇治市指定文化財 伊勢田塚陶館      1 基 

  宇治市指定文化財 隼上り瓦窯出土遺物   一括 

  宇治市指定文化財  瓦塚古墳出土遺物    一括 

このほか、主な出土資料、文化財や発掘調査に関わる写真・フィルム・図面などを保管している。 

 

受贈図書 (五十音順・敬称略・書名一部略) 

■宮城県                  

仙台市博物館 市史せんだい 29 

東北大学大学院文化研究科美術史学講座  

美術史学 40 

■茨城県                  

筑波大学大学院人文社会科学研究科歴史・人類

学専攻 歴史人類 48 

土浦市立博物館 紀要2 9/年報 31・32/秋の夜空

を彩る花火‐土浦全国花火競技大会の歴史 

日立市郷土博物館 紀要 13 

■栃木県                  

栃木県立博物館 研究紀要‐人文‐36/下野の
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鎌倉街道‐道を行き交う人と物‐/昭和ノスタ

ルジー‐なつかしい栃木の情景‐ 

■埼玉県                  

国税庁税務大学校税務情報センター 租税史

料叢書 9 

■千葉県                  

国立歴史民俗博物館 資料目録 13/令和元年度

版要覧/わくわくする研究を歴博で!‐国立歴

史民俗博物館の共同研究紹介‐3/研究報告 214

・216・217・218/もののけの夏‐江戸文化の中

の幽霊・妖怪‐/ハワイ 日本人移民の 150 年と

憧れの島のなりたち/昆布とミヨク 潮香るく

らしの日韓比較文化誌 

市立市川考古博物館 館報 37・38・41～46 

市立市川歴史博物館 平成 30 年度館報 

野田市 市史研究 29 

■東京都                  

学習院大学史料館 紀要 25 

国文学研究資料館 史料目録 108・109 

駒澤大学禅文化歴史博物館 紀要 3/新収蔵資

料展 2018 

三徳庵  茶道の研究 761～772  

東京大学史料編纂所 画像史料解析センター

通信 85～88/研究紀要 29/所報 54  

東京都江戸東京博物館 紀要 9 

豊島区立郷土資料館 生活と文化 29  

東村山ふるさと歴史館 狭山茶どころ東村山/

市史研究 29 

府中市郷土の森博物館 紀要 32 

■神奈川県                 

かながわ考古学財団 研究紀要 25 

神奈川大学日本常民文化研究所 民具マンス

リー613～624/歴史と民俗 36 

寒川町 町史研究 31 

平塚市博物館 自然と文化 42/年報 42・43/ガ

イドブック 18/くらしの今昔‐電気・ガス・水

道がなかった頃の道具たち‐/女の子と男の子

のお雛さま～桃と端午の節句人形～/民具の物

語/塚学入門 

 

■長野県                  

長野県立歴史館 研究紀要 25 

■愛知県                  

稲沢市教育委員会 稲沢市史資料 50 

徳川黎明会 金鯱叢書 46 

名古屋市博物館 研究紀要 42/書で集う 競う

たのしみ江戸時代の寄り合い書き/治水・震災・

伊勢湾台風/台風記～子どもたちが見た伊勢湾

台風～/尾張の城と城下町 三英傑の城づくり・

町づくり 

南山大学人類学博物館 紀要 38 

■三重県                  

皇學館大学 即位礼と大嘗祭  

皇學館大学研究開発推進センター 年報 6/紀

要 6  

斎宮歴史博物館 史跡斎宮跡平成 29 年度発掘

調査概報/斎宮跡発掘調査報告Ⅱ/東雲の斎王 

大来皇女と壬申の乱 

四日市市立博物館 むかしのくらし読本 6 

■滋賀県                  

近江八幡市 近江八幡の歴史 8通史Ⅲ 

大津市歴史博物館 6 0年前の大津/フェノロサ

の愛した寺 法明院‐三井寺北院の名刹‐ 

甲賀市教育委員会 甲賀市文化財報告書3 5/信

楽焼の製造技術民俗文化財調査報告書資料編 

滋賀県立安土城考古博物館 紀要25/平成30年

度年報/寺と城 近江の瓦/キミそっくりな古代

人がいたよ 原始・古代の人物表現/近江の考古

学黎明期/安土‐信長の城と城下町‐/塩津港

遺跡発掘調査成果展‐古代の神社と祭祀を中

心に‐/『動物美術館』開演！ 

滋賀県立近代美術館 研究紀要 10/年報 平成

29・30 年度  

滋賀県立大学学芸員課程 報告書 21・22 

滋賀県立大学人間文化学部 人間文化 47・48 

滋賀県立琵琶湖文化館 研究紀要 36  

成安造形大学 博物館学芸員課程実習報告 21 

彦根城博物館 年報平成 30 年度/研究紀要 30 

野洲市歴史民俗博物館 研究紀要 23 

栗東歴史民俗博物館 紀要 25 
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■京都府                  

ICOM 京都大会 2019 京都推進委員会 第 25 回

国際博物館会議京都大会ミュージアムガイド

ブック 

宇治山宣会 山宣 25 

黄檗山萬福寺文華殿 黄檗文華 138 

鷹陵史学会 鷹陵史学 45 

大谷大学博物館 柳宗悦・棟方志功と真言‐土

徳の大地と民藝の美‐ 

表千家不審菴文庫 茶の湯研究 和比 11 

表千家同門会 同門 573～584 

亀岡市文化資料館 光秀伝説‐丹波興敗略記

の世界‐/かめおかの狛犬/明智光秀と戦国丹

波‐丹波進攻前夜‐ 

亀岡市文化資料館友の会 亀岡市文化資料館

友の会 設立 30 周年記念誌 

京都国立博物館 社寺調査報告 29/学叢 41 

京都市学校歴史博物館 年報 19・研究紀要 7 

京都市考古資料館 京都市考古資料館 

京都女子大学宗教・文化研究所 研究紀要 33 

京都女子大学博物館学芸員課程 博物館学年

報 25 

京都大学総合博物館 収蔵資料目録第 6号 

京都府教育委員会 平成 29 年度就・修学及び

進学・就職を支援するための援護制度一覧 

京都府青少年育成協会 令和元年度 作品集 

京都府埋蔵文化財調査研究センター 京都府

埋蔵文化財情報 136・137 

京都部落問題研究資料センター 2018 年度差

別の歴史を考える連続講座 講演録 

京都府立京都学・歴彩館  紀要 2・3/京都を学

ぶ[洛西編]‐文化資源を発掘する‐/平成 30年

度京都府域の文化資源に関する共同研究会報

告書（洛西編） 

京都府立大学 学術報告 人文 71・公共政策 11 

京都府立丹後郷土資料館 蚕業遺産×ミュー

ジアム‐蚕都がつむいだ文化財の新たな価値

と可能性‐ 

京都府立山城郷土資料館 館報 26/光秀と幽斎

～花開く武将文化～ 

京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会  

京都の祭り・行事‐ふるさとの伝統行事を訪ね

る‐ 

京都府京都文化博物館 朱雀 31 

久御山町南大内土地区画整理組合 久御山町

南大内土地区画整理事業事業誌 明鏡 

久御山町佐山土地区画整理組合 久御山町佐

山土地区画整理事業事業誌 安穏 

高麗美術館 館報 113 

国宝修理装潢師連盟 平成 30 年度国宝修理装

潢師連盟第 24回定期研修会報告集 

古代学協会 研究報告 15 

城陽市歴史民俗資料館 自瓦自賛‐瓦を解き

明かす‐/ちょっと昔の暮らしと風景‐1964 東

京オリンピックの頃‐ 

世界人権問題研究センター グローブ 97～

100/研究紀要 24 

全日本煎茶道連盟 煎茶道 740～751 

淡交社 淡交 906～918/利休のかたち 好み道

具と「利休形」 

知恩院 知恩院史料集 日鑑篇 32 

茶道資料館 『三冊名物記』‐知られざる江戸

の茶道具図鑑‐ 

茶の花短歌会 合同歌集 茶の花 14 

同志社大学人文科学研究所 研究所報 54/人文

研ブックレット 64～68 

同志社大学同志社社史資料センター 同志社

大学致遠館調査報告書/フレンドピースハウス

‐ハワイから同志社へ‐ 

同志社大学博物館学芸員課程 博物館学年報

50 

南丹市日吉町郷土資料館 収蔵資料目録 1 

南丹市立文化博物館 開館 20 周年記念誌～20

年を振り返る～/収蔵資料目録 5/芦生の森～森

の魅力を探る～/江戸時代のくらし～博物館が

もっとおもしろくなる!!～/園部藩の歴史と文

化 

野村美術館 研究紀要 29 

平等院 鳳翔学叢 15 

佛教大学宗教文化ミュージアム 研究紀要 16 
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佛教大学歴史学部 歴史学部論集 10 

本願寺史料研究所 所報 57 

舞鶴市 文化財調査報告書 52 

向日市文化資料館 古文書調査報告書 11 

八幡市教育委員会 史跡石清水八幡宮境内（八

角堂）歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業 

保存修理工事報告書 

洛北史学会 洛北史学 21 

立命館大学人文学会 立命館文学 661～666 

龍谷大学文学部博物館実習室 2019 年度龍谷

大学文学部博物館実習十二月展 祝‐慶びの心

を形に‐ 

■大阪府                  

池田市立歴史民俗資料館 クレハトリ・アヤハ

トリ‐池田に伝わる機織りの伝承‐/貴のひと 

鍋井克之 

泉佐野市立歴史館いずみさの 向井久万 館

蔵作品集 

茨木市立文化財資料館 館報 4/上皇をささえ

た村々‐摂津国島下郡の仙洞料‐ 

追手門学院大学国際教養学部 アジア観光学

年報 20 

大阪城天守閣 徳川時代大坂城関係史料集 19/

紀要 43/豊臣外交 

大阪市立住まいのミュージアム 研究紀要・館

報 17 

大阪府立狭山池博物館 樹木年輪と古代の気

候変動 

大阪歴史博物館 年報 平成 30 年度  

緒方洪庵記念財団除痘館記念資料室 大坂除

痘館の引き札と摺りもの  

柏原市立歴史資料館 古文書調査報告書 13/館

報 31/安宿郡の古墳と寺院 7・8 世紀の近つ飛

鳥/歴史舞台・玉手山古墳群 

ケンショク「食」資料室 はたらく浮世絵 大日

本物産図会 

国立民族学博物館 驚異と怪異‐想像界の生

きものたち 

吹田市立博物館 館報 19/音楽家貴志康一生誕

110 年～吹田に生まれた若き天才～/大塩平八

郎展 四海困窮いたし候はば…  

太子町立竹内街道歴史資料館 館報 19・20/観

音開帳 竹内街道と西国巡礼の歴史/西方院の

寺宝‐三尼公の遺光‐ 

大東市立歴史民俗資料館 進化系アーカイブ

と旅するミュージアム平成30年度事業報告 

高槻市立しろあと歴史館 高槻市文化財調査

報告書 35 

高槻市立今城塚古代歴史館 資料集 2 阿武山

古墳調査写真集‐昭和 9 年の記憶‐/群集墳と

横穴式石室‐古墳時代後期の三島‐  

東大阪市立郷土博物館 トライ人との共生‐

古墳時代から明治時代の渡来人と東大阪‐ 

枚方市教育委員会文化財課市史資料室 市史

年報 21 

枚方市教育委員会文化財課 枚方市史資料 9 

八尾市文化財調査研究会 館報（平成 30 年度）

・研究紀要 30/八尾市内と他地域との交流及び

比較の史的研究 

八尾市立歴史民俗資料館 由義寺 発見！‐国

史跡指定記念‐ 

■兵庫県                  

明石市立文化博物館 くらしのうつりかわり

展 子どもの頃の記憶 

伊丹市立博物館 地域研究いたみ 48/収蔵品展

第 1 期 地域資料の魅力～博物館調査活動から

～/収蔵品展第 2期 絵はがきや鳥瞰図に見る旅

の魅力 

上郡町郷土資料館 郷愁の昭和、激動の平成～

上郡今昔写真展～ 

黒川古文化研究所 古文化研究 18/研究図録シ

リーズ 5 

神戸市立博物館 研究紀要 35/館蔵品目録 考

古・歴史の部 35/明治時代の洋菓子再現/大正時

代の洋装再現 

宝塚市教育委員会 市史研究紀要たからづか

29 

豊岡市教育委員会 文化財調査報告書 9・10 

兵庫県立考古博物館 研究紀要 12/縄文土器と

その世界‐兵庫の 1万年‐ 
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兵庫県立美術館 研究紀要 13・14/平成 29 年度

兵庫県立美術館年報/平成 30年度兵庫県立美術

館年報 

兵庫県立歴史博物館 塵芥 30/ほろよい・ひょ

うご‐酒と人の文化史‐ 

■奈良県                  

唐古・鍵考古学ミュージアム ならの史跡に行

こう（縄文‐古墳時代） 

市立五條文化博物館 市立五條文化博物館資

料目録 2 諸家文書資料目録 1/五條の絵図をよ

む/榮山寺  

帝塚山大学附属博物館 館報ⅩⅣ  

天理大学附属天理参考館 館報 32 

奈良県橿原市教育委員会 橿原市埋蔵文化財

調査報告 15/平成 30 年度橿原市文化財調査年

報 

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 発掘

古代の宮滝遺跡 

奈良県立民俗博物館 私がとらえた大和の民

俗‐つくる‐ 

奈良女子大学史学会 寧楽史苑 65 

奈良大学史学会 奈良史学 36 

奈良大学博物館 大和川水系の水生動物‐22

年間の長期的な変化‐/富山市・長松山本法寺

蔵法華経曼荼羅図の世界‐描かれたくらし‐ 

奈良文化財研究所 紀要 2019/概要 2019/第 22

回古代官衙・集落研究会報告書 官衙・集落と大

甕 

■和歌山県                 

和歌山県立紀伊風土記の丘 年報 45・研究紀要

7/開かれた棺‐紀伊の横穴式石室と黄泉の世

界‐/令和元年秋期特別展関連シンポジウム 

開かれた棺‐紀伊の横穴式石室と黄泉の世界

‐予稿集 

和歌山県立博物館 研究紀要 25/仏像と神像へ

のまなざし‐守り伝える人々のいとなみ‐/ま

もって、そだてる 和歌山県の博物館活動 

和歌山県立博物館・和歌山市立博物館 徳川頼

宣と紀伊徳川家の名宝 

和歌山市立博物館 雑賀衆と鷺ノ森遺跡‐紀

州の戦国‐ 

■岡山県                  

津山郷土博物館 紀要 31 津山松平藩町奉行日

記 25/年報平成 30 年度 

■山口県                  

下関市立考古博物館 研究紀要 22/至宝しもの

せき‐梶栗浜遺跡と弥生の墓制‐ 

山口県文書館 研究紀要 46 

■徳島県                  

徳島市教育委員会 徳島市史６戦争編・治安編

・災害編 

徳島市立徳島城博物館 年報 27/阿波徳島の祭

礼絵巻/子どもとお姫様のよそおい 蜂須賀家

旧蔵染織コレクション/ひな人形の世界 16/詩

歌の造形/“阿波よしこの”の名手お鯉さんと踊

る阿呆の生重郎/徳島市のあけぼの‐城下町か

ら近代都市へ‐/王手！将棋の日本史/王手！

将棋の日本史【出品リスト】 

■香川県                  

香川県立ミュージアム 収蔵資料目録 11/調査

研究報告 10 

■愛媛県                  

宇和島市教育委員会 史跡宇和島城 保存活用

計画書/埋蔵文化財報告 16 

愛媛大学埋蔵文化財調査室 文京遺跡Ⅶ‐1‐

文京遺跡 12 次調査‐（本文編）/（図版編） 

■高知県                  

高知県立歴史民俗資料館 年報 28 

土佐山内記念財団・高知県立高知城歴史博物 

館 年報 3 

■福岡県                  

朝倉市教育委員会 文化財調査報告書 28～31 

糸島市立伊都国歴史博物館 紀要 12～15 

九州大学附属図書館付設記録資料館 九州 

文化史研究所紀要 62  

田川市石炭・歴史博物館 館報 13 

■大分県 

大分県立歴史博物館 研究紀要 19/年報 2018 

大分市歴史資料館 日本 100 名城 大分府内城
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利用状況 
 

■特別展入場者数 
展覧会名 会期（日数） 入場者数 

宇治の電車・京都の電車 

‐「観光」の時代‐ 
令和元年9月28日～12月1日（53日間） 2,616 

 

■企画展目録配布数 
展覧会名 会期（日数） 目録配布数 

宇治の錦絵 令和元年5月11日～6月23日（38日間） 522 

昭和２８年災害と天ヶ瀬ダム  

‐巨椋池再現 

   今伝えたい記憶と記録‐ 

令和元年7月13日～9月8日（49日間） 870 

ちょっと昔の街と暮らし 

 〈前期〉‐再現昭和の茶の間 

       増築しました‼‐ 

〈後期〉‐ひな人形と五月人形‐ 

 

令和元年12月21日～令和2年2月16日（49日間） 

 

令和2年2月22日～4月19日（49日間） 

    3月 3日～31日、4月10日～19日 

新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休館 

 

303 

 

 64 

 

■レファレンス 

 

 

■資料提供 

資料貸出 2件  資料掲載 3件  資料撮影 24件 

 

 

 

 

 

月 開館日数 件数 
分類 方法 

質問 調査 相談 来館 電話 メール FAX 

4 24 18 13 2 3 10 7 1 0 

5 22 27 20 2 5 9 14 4 0 

6 26 20 12 3 5 14 6 0 0 

7 26 41 30 2 9 25 11 5 0 

8 26 42 24 10 8 22 13 7 0 

9 25 26 16 4 6 17 8 1 0 

10 26 23 16 1 6 9 6 8 0 

11 24 31 19 6 6 18 9 3 1 

12 23 13 6 3 4 7 4 2 0 

1 24 18 7 4 7 9 7 2 0 

2 23 27 16 3 8 14 9 4 0 

3 25 9 4 0 5 0 9 0 0 

合計 294 295 183 40 72 154 103 37 1 



 

 

 

■調査・視察など 

 令和元年度（平成31年4月1日～令和2年3月31までの記録） 

 令和元年  5月24日 共栄製茶株式会社 茶関係資料調査 

        25日 京都府立山城郷土資料館 巨椋池漁具調査 

        31日 奈良大学 古文書調査 

       6月 6日 大阪大学大学院生 古文書調査 

       7月17日 大阪府狭山池博物館 考古資料調査 

        19日 京都工芸繊維大学学生 白川扁額調査 

         7日 日本大学学生 まちづくり関連資料調査 

         3日 古文書の会八幡 古文書調査 

        20日 同志社女子大学大学院生 京都英文案内資料調査 

        22日 古文書の会八幡 古文書調査 

       9月 6日 奈良大学 古文書調査 

        18日 京都造形芸術大学学生 尹東柱資料調査 

           東京都世田谷区教育委員会 考古資料調査 

      10月27日 大阪大学大学院生 古文書調査 

      11月 1日 歴史まちづくり研究会・宇治 白川金色院扁額調査 

         7日 朝日放送株式会社 巨椋池資料調査 

 令和２年  1月10日 京都造形芸術大学 考古資料調査 

        28日 株式会社京都新聞社 明智光秀関連史跡調査 

       2月 1日 大阪大学大学院生 古文書調査 

        20日 関西大学学生 中の島公園関連資料調査 

        25日 東京大学地震研究所 地震・災害関連資料調査 

（3月3日～31日 新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休館） 
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