
 

 

展示作品目録 
日時：平成３１年１月１１日（金）～２月１１日（祝・月）    

会場：新発田市立歴史図書館１階展示室 1 

 

1  鋪屋耕吉「美しき新発田–花咲く季節-」作品 ＜壁面 ３９点＞ 
 

１  春浅い二王子岳  （撮影場所 西名柄橋）   平成１８年３月１８日 
２  スイセンロード   （撮影場所 八幡新田）   平成１８年４月１５日 
３  学びやのモクレン  （撮影場所 西高）   平成１６年３月３１日 
４  早春の加治川堤  （撮影場所 西名柄）   平成１４年４月１３日 
５  ツバキ咲く春まつり  （撮影場所 舟入）   平成１７年４月１５日 

６  春好日       平成１９年４月１３日 
７  花筏        平成１６年４月２０日 
８  花風にそよぐ       平成１５年４月１５日 
９  モモの花盛り   （撮影場所 山王）   平成１７年４月２７日 
１０  チューリップ盛春  （撮影場所 小舟渡）   平成１５年４月２９日 
１１ シャクナゲ春の光景 （撮影場所 小舟町）   平成１７年４月３０日 
１２  二王子雲の装い  （撮影場所 下新保）   平成１６年５月１０日 
１３  シバザクラ街道   （撮影場所 荒川田家）   平成１７年５月１１日 
１４  ツツジ花頃   （撮影場所 松岡）   平成１４年５月２１日 
１５  兵舎跡       平成１５年５月１８日 
１６  田園たそがれ   （撮影場所 板山）   平成１６年５月２５日 
１７  レンゲの花盛り   （撮影場所 宮古木）   平成１７年５月２０日 

１８  バラ日和   （撮影場所 中央町）   平成１８年６月８日 
１９  アヤメ満開       平成１４年６月２４日 
２０ 清水園新緑の頃      平成５年５月３日 
２１  初夏の御茶屋       平成１４年７月１３日 
２２  盛夏涼景   （撮影場所 上赤谷不動橋） 平成１４年８月１７日 
２３  花市    （撮影場所 御幸町）  
２４  台輪の引き出し   （撮影場所 大栄町） 
２５  イネの花   （撮影場所 本間新田）   平成１７年８月９日 
２６  空焦げるお不動様方角  （撮影場所 敦賀）   平成１５年９月５日 
２７  山の辺に咲くソバの花  （撮影場所 大槻）   平成１４年９月１５日 
２８  日溜り    （撮影場所 虎丸）   平成１７年１０月１７日 
２９  西新発田沿線   （撮影場所 富塚町）   平成１１年９月２４日 
３０  稔りの秋   （撮影場所 大槻）   平成１５年９月１５日 

３１  心地良い秋の日  （撮影場所 中曽根）   平成１７年９月２９日 
３２  うららかな秋日   （撮影場所 小出）   平成１５年１０月１０日 
３３  秋真っ盛り       平成１６年１１月２３日 
３４  だしの風   （撮影場所 米倉）   平成１８年１０月１９日 
３５  湖沼の秋彩   （撮影場所 宮古木）   平成１７年１１月１０日 
３６  冬の足音   （撮影場所 道賀）   平成２０年１２月１２日 
３７  ニコタンアイキャッチャー  （撮影場所 中曽根）   平成１８年１２月２３日 
３８  表門雪の朝       平成１７年２月２２日 
３９  妻ミチ子 

鋪屋耕吉写真展 『美しき新発田-花咲く季節-』 



2  鋪屋耕吉使用のカメラ ＜エアタイトケース内 8点＞ 
 
１ スピード・グラフィック  ４×５ 
２ トプコン ホースマン  ６×９ 

３ アサヒ ペンタックス  ６×７ ボディ 
４ マミヤ Ｃ３３０ プロフェッショナルｆ ６×６ 
５ マキナ ６７ 
６ ニコン Ｆ 
７ ニコン Ｆ３ 
8 照明器具 一式 
 

3 飯島凱夫「季節のスケッチ」作品 ＜展示ケース内 ２１点＞ 
 

A  1 彼岸花（ひがんばな）   2 郁子（むべ）  3 野葡萄（のぶどう） 
B  4 立金花（りゅうきんか）  5 鉄線   6 雪割草 
C  7 紫木蓮（しもくれん）  8 菊   9 椿 

D 10 山紫陽花（やまあじさい）        11石榴（ざくろ）         12杏子（あんず） 
E 13 鶯（うぐいす）              14 氈鹿（かもしか）      15 鵯（ひよどり） 
F 16 歴史探訪・大峰山野点       17歴史ウォーク・臼が森（うすがもり） 

18 武庸橋（たけつねばし） 
G  19 桜・三階櫓        20 桜・旧二の丸隅櫓   21 桜・表門 

 

■ 鋪屋耕吉撮影作品掲載書籍（抄）  
〈書籍 105点〉 

〇『第１９回新潟国体グラフ』 新潟日報社       昭和３９年６月２６日 

〇地主金悟 『失われるのは鎖だけ』 新潟日報事業社     昭和４１年９月２０日 

〇尾谷新三編 『新潟の夜＜ＮＩＧＨＴ ＩＮ ＮＩＩＧＡＴＡ＞』 新潟日報事業社    昭和４２年５月１８日 

〇開港１００年・震災復興記念新潟大博覧会総裁新潟県知事亘四郎 『新潟博記念ブック』新潟日報社 昭和４２年７月８日 

〇尾谷新三編 『＜新潟の国道＞ドライブ・ガイド』 新潟日報事業社     昭和４２年９月３０日 

〇尾谷新三編 『新潟の女』 新潟日報事業社       昭和４３年６月１０日 

〇尾谷新三編 『新潟の財界』 新潟日報事業社       昭和４３年８月１５日 

〇協和ガス化学工業株式会社 『協和ガスだより １００号記念特集号』協和ガス化学工業株式会社中条工場 昭和４４年９月 

〇株式会社磯部鉄工所 『ＩＳＯＢＥ 株式会社磯部鐵工所』 株式会社磯部鉄工所   昭和４４年 

〇尾谷新三編 『新潟の味』 新潟日報事業社       昭和４５年４月２５日 

〇新潟日報事業社 『舗装ごあんない』 株式会社福田組      昭和４５年 

〇平山敏雄 『新潟味どころ』 新潟日報社       昭和４８年１２月１５日 

〇宮栄二・渡辺秀英監修 『越佐の書』 新潟日報事業社     昭和４９年１２月 1 日 

〇平山敏雄 『新潟の庭づくり』 新潟日報事業社       昭和４９年１１月１０日 

〈初版は昭和４８年１１月 10 日〉 

〇大川戸成二発行／渡辺秀英校注 『河井継之助日記 塵壺』 新潟日報事業社   昭和５２年８月１５日  

〇宮川寅雄 『會津八一墨蹟集』 新潟日報事業社      昭和５３年１１月２３日  

〇新潟日報事業社編 『越佐の墨芳』 新潟日報事業社      昭和５４年５月２５日 

〇渡辺秀英編 『良寛書』 新潟日報事業社      昭和５５年５月１５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 新潟』 新潟日報事業社    昭和５５年１２月１日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 三条・燕・加茂』 新潟日報事業社   昭和５５年１２月１日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 西蒲原』 新潟日報事業社   昭和５６年４月２８日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 五泉・中蒲原・東蒲原』 新潟日報事業社 昭和５６年５月２５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 小千谷・北魚沼・古志』 新潟日報事業社  昭和５６年６月２０日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 栃尾・見附・南蒲原』 新潟日報事業社  昭和５６年７月２０日 



〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 新津・白根』 新潟日報事業社   昭和５６年１１月２０日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 佐渡』 新潟日報事業社    昭和５６年８月２０日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 村上・岩船』 新潟日報事業社   昭和５６年９月２５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 南魚沼』 新潟日報事業社   昭和５６年１０月２５日 

〇黒川村長伊藤孝二郎 『第５回全国育樹祭記念』 黒川村     昭和５６年１２月１日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 十日町・南魚沼』 新潟日報事業社   昭和５６年１２月１５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 豊栄・北蒲原①』 新潟日報事業社   昭和５７年１月１５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 柏崎・刈羽』 新潟日報事業社   昭和５７年２月１５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 新井・中頚城①』 新潟日報事業社   昭和５７年３月２０日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 糸魚川・西頚城』 新潟日報事業社   昭和５７年４月２０日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 新発田・北蒲原②』 新潟日報事業社  昭和５７年５月２５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 上越』 新潟日報事業社    昭和５７年６月２５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 長岡』 新潟日報事業社    昭和５７年７月２５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 三島』 新潟日報事業社    昭和５７年８月２５日 

〇新潟日報事業社出版部 『写真集 ふるさとの百年 東頚城・中頚城②』 新潟日報事業社  昭和５７年９月２５日 

〇今井徳四郎 『山口人形あれこれ』 非売品       昭和５８年５月吉日 

〇新潟日報事業社出版部 『‘８３新潟博覧会 記念グラフ』 ‘８３新潟博覧会協会事務局   １９８３年８月１０日 

〇鈴木鉀三ほか 『図解にいがた歴史散歩 村上・岩船』 新潟日報事業社出版部   昭和５８年９月２５日 

〇深井義春ほか 『図解にいがた歴史散歩 三島』 新潟日報事業社出版部    昭和５８年１０月２０日 

〇細矢菊治 『図解にいがた歴史散歩 南魚沼』 新潟日報事業社出版部    昭和５８年１２月１５日 

〇吉澤俊夫・剣持利夫・稲川明雄 『図解にいがた歴史散歩 長岡』 新潟日報事業社出版部  昭和５８年１２月２０日 

〇河内さくら 『おふくろの味』 新潟日報事業社出版部      昭和５８年１２月５日 

〇上村政基 『図解にいがた歴史散歩 十日町・中魚沼』 新潟日報事業社出版部   昭和５９年１月２５日 

〇古田島貞市ほか 『図解にいがた歴史散歩 豊栄・北蒲原１』 新潟日報事業社出版部   昭和５９年２月２５日 

〇那須正丘 『図解にいがた歴史散歩 栃尾・見附・南蒲原』 新潟日報事業社出版部   昭和５９年３月２５日 

〇川崎久一 『図解にいがた歴史散歩 柏崎・刈羽』 新潟日報事業社出版部    昭和５９年４月２５日 

〇本間敏雄ほか 『図解にいがた歴史散歩 新潟』 新潟日報事業社出版部    昭和５９年５月２５日 

〇木之井巌ほか 『図解にいがた歴史散歩 五泉・中蒲原・東蒲原』 新潟日報事業社出版部  昭和５９年５月２５日 

〇飯田素州ほか 『図解にいがた歴史散歩 西蒲原』 新潟日報事業社出版部    昭和５９年６月２０日 

〇渡辺慶一・石田耕吾 『図解にいがた歴史散歩 上越』 新潟日報事業社出版部   昭和５９年７月２５日 

〇池田亨ほか 『図解にいがた歴史散歩 小千谷・北魚沼・古志』 新潟日報事業社出版部  昭和５９年８月２０日 

〇滝沢定春・花ケ前盛明 『図解にいがた歴史散歩 新井・中頚城１』 新潟日報事業社出版部 昭和５９年９月２５日 

〇小松徳一・布施仁作・関正平 『図解にいがた歴史散歩 三条・燕・加茂』新潟日報事業社出版部  昭和５９年１０月２５日 

〇石川新一郎・武石暹 『図解にいがた歴史散歩 新津・白根』 新潟日報事業社出版部   昭和５９年１１月２０日 

〇『昭和５９年 地方紙 サッポロびん生 新聞広告集（地域広告シリーズ）』サッポロビール株式会社広報部 昭和５９年 

〇金沢俊夫・山本修之助・山本修巳 『図解にいがた歴史散歩 佐渡』 新潟日報事業社出版部  昭和６０年１月２０日 

〇伊藤充ほか 『図解にいがた歴史散歩 新発田・北蒲原２』 新潟日報事業社出版部   昭和６０年２月２０日 

〇花ケ前盛明・鈴木栄太郎・桑原久 『図解にいがた歴史散歩 東頚城・中頚城２』 新潟日報事業社出版部  

昭和６０年３月２５日  

〇青木重孝 『図解にいがた歴史散歩 糸魚川・西頚城』 新潟日報事業社出版部   昭和６０年４月２５日 

〇折戸理恵子 『にいがたの漬けもの』 新潟日報事業社出版部     昭和６０年１２月１日 

〇『昭和６０年 地方紙 サッポロびん生 新聞広告集（地域広告シリーズ）』サッポロビール株式会社マーケティング部 昭和６０年 

〇吉田秀子・小林璢美子・吉田育子 『おやじの酒のさかな』      昭和６１年３月１５日 

〇折戸理恵子 『新潟料理 魚づくし』 新潟日報事業社出版部     昭和６１年１２月１日 

〇藤倉朋良 『新潟県文化財大観』第一集・第二集 新潟日報事業社    昭和６１年１２月１５日 

〇『きずな』１９８７年２月号 株式会社福田組・福田道路株式会社     １９８７年２月 

〇『きずな』１９８７年５月号 株式会社福田組・福田道路株式会社     １９８７年５月 

〇新潟県内該当各市町村・新潟日報事業社出版部 『新潟県 名水の旅』 新潟日報事業社出版部 昭和６２年７月１５日 



〇久保尋二監修執筆 『越佐の畫人』 新潟日報事業社出版部    １９８７年７月３１日 

〇『きずな』１９８７年１２月号 株式会社福田組・福田道路株式会社     １９８７年１２月 

〇本間守拙 『日蓮の佐渡越後』 新潟日報事業社       １９８８（昭和６３）年４月２８日 

〇折戸理恵子 『新潟のおいしいご飯』 新潟日報事業社出版部     昭和６３年５月２５日 

〇桜井薫 『新潟料理 ふるさとの味』 新潟日報事業社出版部     昭和６３年６月２０日 

〇本間久雄 『新潟の園芸 四季の鉢花 第１集』 新潟日報事業社出版部    昭和６３年６月２０日 

〇金子一 『ぼくらは山の子―田麦分校の四季―』 新潟日報事業社出版部    昭和６３年１２月１５日 

〇新潟日報事業社出版部編 『新潟の名勝』 新潟日報事業社出版部    平成元年６月１５日 

〇本間久雄 「新潟の園芸 四季の鉢花 第 2 集」 新潟日報事業社    平成元年７月１０日 

〇藤倉朋良 『新潟の名園』 新潟日報事業社出版部      平成元年７月２６日 

〇村山砂田男 『おくのほそ道 日本海紀行』 新潟日報事業社出版部    平成元年１０月１日 

〇藤倉朋良 『佐々木象堂作品集』 新潟日報事業社出版部     平成元年１２月１日 

〇‘９０ＪＰＳ展実行委員会 『‘９０ＪＰＳ展図録』 日本写真家協会     １９９０年５月２０日 

〇新潟日報事業社出版部 『にいがた大紀行』 新潟日報事業社    平成２年７月５日 

〇桜井薫 『新潟のキノコ料理』 新潟日報事業社出版部      平成２年９月２０日 

〇早津剛『早津剛 雪国の民家 ５０選』新潟日報事業社      １９９１年３月２５日 

〇新潟県ブナ林研究会 『ブナ林へのいざない―新潟県ブナ林百景―』 新潟日報事業社   １９９１年８月１５日 

〇山本修之助 『佐渡の書』 新潟日報事業社出版部     平成３年１２月２５日 

〇新潟日報社編『オアシス２１』第２号 新潟県長寿社会振興財団     平成４年２月１５日 

〇新潟日報事業社出版部・安島武敏（文） 『にいがた花の旅』新潟日報事業社出版部   平成４年２月２９日 

〇新潟日報事業社出版部 『ドキュメント写真集 県民の半世紀』 新潟日報事業社  平成４年７月５日 

〇大場厚順 『越後の親鸞 史跡と伝説の旅』 新潟日報事業社     １９９４年６月１日  

〇足立豊ほか 『にいがた歴史紀行 １新潟市』 新潟日報事業社出版部    平成６年９月５日 

〇上村啓・長谷川正也 『にいがた歴史紀行 ３新発田市・北蒲原郡①』 新潟日報事業社出版部  平成６年１１月５日 

〇土田孝雄 『にいがた歴史紀行 １６糸魚川市・西頚城郡』 新潟日報事業社    平成６年１２月５日 

〇早津剛『早津剛 四季 雪国の民家』新潟日報事業社      １９９５年６月１日  

〇石田哲弥・源川徹郎・小坂井昭吾 『にいがた歴史紀行 １０栃尾市・見附市・南蒲原郡②』 新潟日報事業社出版部  

平成７年１月５日 

〇大場喜代司 『にいがた歴史紀行 ２村上市・岩船郡』 新潟日報事業社    平成７年９月５日 

〇広井忠男 『蛍になった特攻兵 宮川三郎物語』 日本海企画社     平成７年８月１５日 

〇今井晴也 『新潟 ぶらり日帰り立ち寄り湯』 新潟日報事業社     １９９５年１２月１５日 

〇皆川喜代弘 『會津八一 もうひとつの世界』 新潟日報事業社出版・印刷部   平成８年８月１日 

〇平山敏雄 『鍋茶屋ものがたり』 鍋茶屋       平成９年６月２３日 

〇河内さくら 『続おふくろの味 伝えたい母の味旬の味』 新潟日報事業社      １９９７（平成９）年９月２５日 

〇河内さくら 『新装版 河内さくら おふくろの味』新潟日報事業社       ２００４（平成１６）年２月２３日 

＜１９８３年１２月５日初版発行＞ 

＜絵はがき ３組＞ 

〇『新潟県文化財 市島家邸宅』 財団法人継志会（豊浦町） （９枚） 

  ＜旧市島家本邸／表門、玄関、湖月閣、静月園、静月園、松籟庵、水月庵、植物園、会津八一歌碑＞ 

〇『新潟県少年自然の家』 きのと物産株式会社（中条町） （５枚） 

  ＜新潟県青少年自然の家、自然の家テント村、オリエンテーリング、乙宝寺大日堂、乙宝寺三重之塔＞ 

〇『金青山瑞光寺』 金青山瑞光寺（新潟市） （８枚） 

  ＜瑞光寺庫裡全景、瑞光寺本堂内陣、瑞光寺二階庫裡大広間、瑞光寺中庭から石州庵茶室、新潟県文化財指定瑞光寺

宝物不転観世音菩薩像、山形善宝寺より当寺へ安置された龍神像、引き受け地蔵尊・１０月２４日大祭、瑞光寺境内渾

祭秋艸同人墓（右）會津八一歌碑（左）＞ 

 

このたびの企画展にあたって、鋪屋氏から多くの書籍の寄贈をいただきました。 

2019.1.26 


