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第１章　写真
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写真一覧

２　地学　　写真１　　砂金塊：新十津川町 13.51g（184034）
　　　　　　写真２　　銀塊：札幌市手稲区小金沢 190.8g（184035）
　　　　　　写真３　　砂白金：深川市鷹泊ダム下 0.36g（184159）
　　　　　　写真４　　砂白金：夕張川本流 3.89g（184160）
　　　　　　写真５　　砂白金：沼田町 1.08g（184161）
　　　　　　写真６　　砂白金：ピンネシリトレロマップ 未計測（184162）
　　　　　　写真７　　砂白金：知内川 0.4g（184163）
　　　　　　写真８　　砂白金：夕張市白金川橋の下 0.34g（184164）
　　　　　　写真９　　砂白金：士別市犬牛別８線 0.86g（184165）
　　　　　　写真10　　砂白金：むかわ町オロロップ 0.48g（184166）
　　　　　　写真11　　砂白金：下川町上名寄９線 0.13g（184167）
　　　　　　写真12　　砂白金：鷹栖町 0.12g（184168）
　　　　　　写真13　　砂白金：幌加内町政和 2.08g（184169）
　　　　　　写真14　　砂白金：夕張市シューパロダム下 0.31g（184170）
　　　　　　写真15　　砂白金：むかわ町オロロップ鵡川上流 0.21g（184171）
　　　　　　写真16　　砂白金：中頓別町 0.1g（184172）
　　　　　　写真17　　砂白金：士別市犬牛別３線 1.2g（184173）
　　　　　　写真18　　砂白金：夕張川 0.58g（184174）
　　　　　　写真19　　砂白金：枝幸町平賀川 0.05g（184175）
　　　　　　写真20　　砂白金：士別市温根別下流 0.27g（184176）
　　　　　　写真21　　砂白金：夕張市白金川上流 1.12g（184177）
　　　　　　写真22　　砂金：浜頓別町小頓別 19.85g（184036）
　　　　　　写真23　　砂金：松前町千軒岳 30.73g（184037）
　　　　　　写真24　　砂金：浜頓別町砂金公園 29.46g（184038）
　　　　　　写真25　　砂金：夕張川 21.69g（184039）
　　　　　　写真26　　砂金：松前町千軒岳（知内川・住川合流） 7.37g（184040）
　　　　　　写真27　　砂金：夕張市太郎沢 2.34g（184041）
　　　　　　写真28　　砂金：せたな町瀬棚海岸 9.21g（184042）
　　　　　　写真29　　砂金塊：士別市温根別 59.86g（184043）
　　　　　　写真30　　砂金：浜頓別町赤井川（ウソタン川支流） 2.78g（184044）
　　　　　　写真31　　砂金塊：新ひだか町静内アブカサンベ沢 15.99g（184045）
　　　　　　写真32　　砂金：浜頓別町ウソタン川 9g（184046）
　　　　　　写真33　　砂金：大樹町中の川（歴舟川支流） 4.34g（184047）
　　　　　　写真34　　砂金：枝幸町歌登 12.5g（184048）
　　　　　　写真35　　砂金：深川市多度志川本流 1.17g（184049）
　　　　　　写真36　　砂金：占冠村 7.67g（184050）
　　　　　　写真37　　砂金：浜頓別町ウソタン川上流 2.4g（184051）
　　　　　　写真38　　砂金：中頓別町ペーチャン川 0.45g（184052）
　　　　　　写真39　　砂金：旭川市神居古潭 1.54g（184053）
　　　　　　写真40　　砂金：沼田町恵比島 1.21g（184054）
　　　　　　写真41　　砂金：紋別市八十士砂金沢 1.25g（184055）
　　　　　　写真42　　砂金塊：士別市温根別 3.07g（184056）
　　　　　　写真43　　砂金：玉山金山 0.74g（184057）
　　　　　　写真44　　砂金：和寒町 0.22g（184058）
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　　　　　　写真45　　砂金：今金町珍古辺川 0.92g（184059）
　　　　　　写真46　　砂金：岡田の沢 1.69g（184060）
　　　　　　写真47　　砂金：浜頓別町ウソタン川 0.63g（184061）
　　　　　　写真48　　砂金：深川市鷹泊中島 0.22g（184062）
　　　　　　写真49　　砂金：紋別浜 0.7g（184063）
　　　　　　写真50　　砂金：夕張市シューパロ川上流 1.04g（184064）
　　　　　　写真51　　砂金：南富良野町十梨別川 1.34g（184065）
　　　　　　写真52　　砂金：大樹町旭浜 0.07g（184066）
　　　　　　写真53　　砂金：旭川市内大部（井口土地） 1.33g（184067）
　　　　　　写真54　　砂金：夕張市シューパロ川 1.56g（184068）
　　　　　　写真55　　砂金：鹿別町尻無川 1.63g（184069）
　　　　　　写真56　　砂金：大樹町歴舟川本流相川橋上流 0.31g（184070）
　　　　　　写真57　　砂金：浜頓別町ウソタン川 1.57g（184071）
　　　　　　写真58　　砂金：ニセイナイ滝ノ上 0.93g（184072）
　　　　　　写真59　　砂金：今金町馬場川 0.04g（184073）
　　　　　　写真60　　砂金：幌内川 0.48g（184074）
　　　　　　写真61　　砂金：夕張市シューパロダム下 0.11g（184075）
　　　　　　写真62　　砂金：夕張市白金川橋の下 0.49g（184076）
　　　　　　写真63　　砂金：浜頓別町小頓別 1.38g（184077）
　　　　　　写真64　　砂金：南富良野町十梨別川（金山） 0.07g（184078）
　　　　　　写真65　　砂金：和寒町福原 0.84g（184079）
　　　　　　写真66　　砂金：幌加内町政和 1.14g（184080）
　　　　　　写真67　　砂金：物間内 0.75g（184081）
　　　　　　写真68　　砂金：枝幸町平賀川 0.29g（184082）
　　　　　　写真69　　砂金：幌延町雄信内 1.14g（184083）
　　　　　　写真70　　砂金：士別市温根別南９線沢 0.19g（184084）
　　　　　　写真71　　砂金：鷹栖町 0.49g（184085）
　　　　　　写真72　　砂金：天塩浜 0.34g（184086）
　　　　　　写真73　　砂金：幌加内町添牛内５線 0.2g（184087）
　　　　　　写真74　　砂金：天塩浜 0.73g（184088）
　　　　　　写真75　　砂金：夕張市白金川 1.38g（184089）
　　　　　　写真76　　砂金：雄武町 1.32g（184090）
　　　　　　写真77　　砂金：長沼町馬追 0.82g（184091）
　　　　　　写真78　　砂金：浜頓別町ウソタン川上流 0.78g（184092）
　　　　　　写真79　　砂金：幌加内町鷹泊 0.29g（184093）
　　　　　　写真80　　砂金：遠軽町社名渕 1.53g（184094）
　　　　　　写真81　　砂金：枝幸町平賀川 1.68g（184095）
　　　　　　写真82　　砂金：沙流川 2.29g（184096）
　　　　　　写真83　　砂金：士別市犬牛別５線 0.29g（184097）
　　　　　　写真84　　砂金：幌延町問寒別三共 0.42g（184098）
　　　　　　写真85　　砂金：幌内川 1.38g（184099）
　　　　　　写真86　　砂金：深川市多度志川本流 1.41g（184100）
　　　　　　写真87　　砂金：松前町大沢浜 0.2g（184101）
　　　　　　写真88　　砂金：物間内 1.54g（184102）
　　　　　　写真89　　砂金：深川市鷹泊ダム下 0.16g（184103）
　　　　　　写真90　　砂金：瀬尾 1.33g（184104）
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　　　　　　写真91　　砂金：金山 1.14g（184105）
　　　　　　写真92　　砂金：羽幌町築別 1.49g（184106）
　　　　　　写真93　　砂金：天塩浜 1.46g（184107）
　　　　　　写真94　　砂金：幌延町問寒別三共 1.26g（184108）
　　　　　　写真95　　砂金：羽幌海岸 0.25g（184109）
　　　　　　写真96　　砂金：西興部村上興部 1.27g（184110）
　　　　　　写真97　　自然金：札幌市手稲鉱山 0.54g（184111）
　　　　　　写真98　　砂金：羽幌町築別 0.32g（184112）
　　　　　　写真99　　砂金：士別市温根別南15線 0.54g（184113）
　　　　　　写真100　 砂金：幌加内町添牛内５線 1.23g（184114）
　　　　　　写真101　 砂金：当別町青山 0.45g（184115）
　　　　　　写真102　 砂金：紋別市八十士 1.25g（184116）
　　　　　　写真103　 砂金：興部町宇津 1.6g（184117）
　　　　　　写真104　 砂金：幌加内町政和 0.68g（184118）
　　　　　　写真105　 砂金：中川町志文内 1.68g（184119）
　　　　　　写真106　 砂金：知内川 2.61g（184120）
　　　　　　写真107　 砂金：幌延町雄信内 1.15g（184121）
　　　　　　写真108　 砂金：士別市温根別南15線 1.3g（184122）
　　　　　　写真109　 砂金：福島町知内川 0.79g（184123）
　　　　　　写真110　 砂金塊：士別市温根別（レプリカ） 447.5g（184124）
　　　　　　写真111　 砂金塊：士別市温根別（レプリカ） 398g（184125）
　　　　　　写真112　 砂金：中頓別町ペーチャン川 2.5g（184126）
　　　　　　写真113　 マンモスゾウ門歯（切歯）化石（180909）
　　　　　　写真114　 ソテツの化石（幹）（184201）
３　生物　　写真115　 貝類（183945～183962）
　　　　　　写真116　 貝類（183963～183984）
　　　　　　写真117　 貝類（無番）
　　　　　　写真118　 貝類（無番）
４　考古　　写真119　 八雲町栄浜１遺跡：土器（182410-1～8）
　　　　　　写真120　 八雲町栄浜１遺跡：石器類（182410-10～12･17～25）
　　　　　　写真121　 八雲町栄浜１遺跡：石冠（182410-16）
　　　　　　写真122　 白老町虎杖浜遺跡：丸玉（184284-1～7）
　　　　　　写真123　 紋別市福原遺跡：石器類（182411-1～16）
　　　　　　写真124　 紋別市福原遺跡：石斧･石のこ（182411-17～22）
　　　　　　写真125　 浜頓別町ウソタン周辺：石器類（182412-1～15）
　　　　　　写真126　 浜頓別町：土器（182413-1）
　　　　　　写真127　 浜頓別町ベニヤ遺跡：土器（184285-1～6）
　　　　　　写真128　 七飯町：土偶・土偶片（182414-12･13）
　　　　　　写真129　 七飯町：土器（182414-11）
　　　　　　写真130　 七飯町：石器類（182414-1～10）
　　　　　　写真131　 羊蹄山山麓：石斧（182415-1～5）
　　　　　　写真132　 北見市常呂チャシ：石器類（182416-1～32）
　　　　　　写真133　 網走市呼人：石器類（182417-1～21）
　　　　　　写真134　 松前町法源寺境内：土器（182419）
　　　　　　写真135　 小樽市忍路：石器類（182418-1～19･22･23）
　　　　　　写真136　 余市町フゴッペ洞窟前庭遺跡：土器（182420-1～3）
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　　　　　　写真137　 余市町フゴッペ洞窟前庭遺跡：コハク製平玉（182420-4～27）
　　　　　　写真138　 日高町トニカ遺跡：コハク製平玉（182421-1～5）
　　　　　　写真139　 日高遺跡：コハク製平玉（182422-1～10）
　　　　　　写真140　 函館市志海苔：古銭（182423）
５　民族　　写真141　 刀帯（182766）
　　　　　　写真142　 マキリ（182766）
　　　　　　写真143　 丸盆（182790）
　　　　　　写真144　 糸巻（182797）
　　　　　　写真145　 子負縄（184229）
　　　　　　写真146　 手甲（184230）
６　生活　　写真147　 巾着（182402）
　　　　　　写真148　 財布（182403）
　　　　　　写真149　 財布（182404）
　　　　　　写真150　 財布：大（182405）
　　　　　　写真151　 財布：小（182406）
　　　　　　写真152　 藩札入れ（182407）
　　　　　　写真153　 矢立（182408）
　　　　　　写真154　 小川青宝楼卒寿記念：表（183803）
　　　　　　写真155　 小川青宝楼卒寿記念：裏（183803）
７　産業　　写真156　 銭皿（182101）
　　　　　　写真157　 銭皿（182102）
　　　　　　写真158　 砂金秤：イギリス（182391）
　　　　　　写真159　 砂金堀り人形（182392）
　　　　　　写真160　 砂金堀り人形（182393）
　　　　　　写真161　 砂金堀り人形（182394）
　　　　　　写真162　 砂金箱（182095）
　　　　　　写真163　 送金袋（182096）
　　　　　　写真164　 銭袋（182097）
　　　　　　写真165　 木札（183786）
　　　　　　写真166　 竹幣（左183788、中央・右183787）
　　　　　　写真167　 貝貨（183789）
　　　　　　写真168　 陶銭：シャム（183746～183778）
　　　　　　写真169　 天保通宝（183782）
　　　　　　写真170　 丁銀（183785）
　　　　　　写真171　 小判：表（184268）
　　　　　　写真172　 小判：裏（184268）
　　　　　　写真173　 コインホルダー：明治期銀貨（183735）
８　文書　　写真174　〔引札〕（183847）
　　　　　　写真175　 地理教育・交通案内　面白くて為になる北海道一周スゴロク（183884）
　　　　　　写真176　〔引札〕登録商号北海みやげ（183871）
　　　　　　写真177　 北海道銀行通帳（183918）
　　　　　　写真178　〔鉄道・バス記念乗車券アルバム〕（183935）
９　美術　　写真179　 万国人物尽（183940）
　　　　　　写真180　 土人追分ぶし（183941）
　　　　　　写真181　〔アイヌ飲酒図〕（183942）
　　　　　　写真182　〔人魚の図〕（183943）
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２　地学

写真１　砂金塊：新十津川町 13.51g（184034） 　※拡大写真

　※拡大写真写真２　銀塊：札幌市手稲区小金沢 190.8g（184035）
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写真３　砂白金：
深川市鷹泊ダム下 0.36g（184159）

写真６　砂白金：
ピンネシリトレロマップ 未計測
（184162）

写真９　砂白金：
士別市犬牛別８線 0.86g（184165）

写真４　砂白金：
夕張川本流 3.89g（184160）

写真７　砂白金：
知内川 0.4g（184163）

写真10　砂白金：
むかわ町オロロップ 0.48g（184166）

写真５　砂白金：
沼田町 1.08g（184161）

写真８　砂白金：
夕張市白金川橋の下 0.34g（184164）

写真11　砂白金：
下川町上名寄９線 0.13g（184167）
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写真12　砂白金：
鷹栖町 0.12g（184168）

写真15　砂白金：
むかわ町オロロップ鵡川上流 0.21g
（184171）

写真18　砂白金：
夕張川 0.58g（184174）

写真13　砂白金：
幌加内町政和 2.08g（184169）

写真16　砂白金：
中頓別町 0.1g（184172）

写真19　砂白金：
枝幸町平賀川 0.05g（184175）

写真14　砂白金：
夕張市シューパロダム下 0.31g
（184170）

写真17　砂白金：
士別市犬牛別３線 1.2g（184173）

写真20　砂白金：
士別市温根別下流 0.27g（184176）
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写真21　砂白金：
夕張市白金川上流 1.12g（184177）

写真24　砂金：
浜頓別町砂金公園 29.46g（184038）

写真27　砂金：
夕張市太郎沢 2.34g（184041）

写真22　砂金：
浜頓別町小頓別 19.85g（184036）

写真25　砂金：
夕張川 21.69g（184039）

写真28　砂金：
せたな町瀬棚海岸 9.21g（184042）

写真23　砂金：
松前町千軒岳 30.73g（184037）

写真26　砂金：
松前町千軒岳（知内川・住川合流）7.37g
（184040）

写真29　砂金塊：
士別市温根別 59.86g（184043）
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写真30　砂金：
浜頓別町赤井川（ウソタン川支流） 
2.78g（184044）

写真33　砂金：
大樹町中の川（歴舟川支流） 4.34g
（184047）

写真36　砂金：
占冠村 7.67g（184050）

写真31　砂金塊：
新ひだか町静内アブカサンベ沢 15.99g
（184045）

写真34　砂金：
枝幸町歌登 12.5g（184048）

写真37　砂金：
浜頓別町ウソタン川上流 2.4g
（184051）

写真32　砂金：
浜頓別町ウソタン川 9g（184046）

写真35　砂金：
深川市多度志川本流 1.17g（184049）

写真38　砂金：
中頓別町ペーチャン川 0.45g
（184052）
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写真39　砂金：
旭川市神居古潭 1.54g（184053）

写真42　砂金塊：
士別市温根別 3.07g（184056）

写真45　砂金：
今金町珍古辺川 0.92g（184059）

写真40　砂金：
沼田町恵比島 1.21g（184054）

写真43　砂金：
玉山金山 0.74g（184057）

写真46　砂金：
岡田の沢 1.69g（184060）

写真41　砂金：
紋別市八十士砂金沢 1.25g（184055）

写真44　砂金：
和寒町 0.22g（184058）

写真47　砂金：
浜頓別町ウソタン川 0.63g（184061）



46

写真48　砂金：
深川市鷹泊中島 0.22g（184062）

写真51　砂金：
南富良野町十梨別川 1.34g（184065）

写真54　砂金：
夕張市シューパロ川 1.56g（184068）

写真49　砂金：
紋別浜 0.7g（184063）

写真52　砂金：
大樹町旭浜 0.07g（184066）

写真55　砂金：
鹿別町尻無川 1.63g（184069）

写真50　砂金：
夕張市シューパロ川上流 1.04g
（184064）

写真53　砂金：
旭川市内大部（井口土地）1.33g
（184067）

写真56　砂金：
大樹町歴舟川本流相川橋上流 0.31g
（184070）
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写真57　砂金：
浜頓別町ウソタン川 1.57g（184071）

写真60　砂金：
幌内川 0.48g（184074）

写真63　砂金：
浜頓別町小頓別 1.38g（184077）

写真58　砂金：
ニセイナイ滝ノ上 0.93g（184072）

写真61　砂金：
夕張市シューパロダム下 0.11g
（184075）

写真64　砂金：
南富良野町十梨別川（金山） 0.07g
（184078）

写真59　砂金：
今金町馬場川 0.04g（184073）

写真62　砂金：
夕張市白金川橋の下 0.49g（184076）

写真65　砂金：
和寒町福原 0.84g（184079）
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写真66　砂金：
幌加内町政和 1.14g（184080）

写真69　砂金：
幌延町雄信内 1.14g（184083）

写真72　砂金：
天塩浜 0.34g（184086）

写真67　砂金：
物間内 0.75g（184081）

写真70　砂金：
士別市温根別南９線沢 0.19g
（184084）

写真73　砂金：
幌加内町添牛内５線 0.2g（184087）

写真68　砂金：
枝幸町平賀川 0.29g（184082） 

写真71　砂金：
鷹栖町 0.49g（184085）

写真74　砂金：
天塩浜 0.73g（184088）
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写真75　砂金：
夕張市白金川 1.38g（184089）

写真78　砂金：
浜頓別町ウソタン川上流 0.78g
（184092）

写真81　砂金：
枝幸町平賀川 1.68g（184095）

写真76　砂金：
雄武町 1.32g（184090）

写真79　砂金：
幌加内町鷹泊 0.29g（184093）

写真82　砂金：
沙流川 2.29g（184096）

写真77　砂金：
長沼町馬追 0.82g（184091）

写真80　砂金：
遠軽町社名渕 1.53g（184094）

写真83　砂金：
士別市犬牛別５線 0.29g（184097）
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写真84　砂金：
幌延町問寒別三共 0.42g（184098）

写真87　砂金：
松前町大沢浜 0.2g（184101）

写真90　砂金：
瀬尾 1.33g（184104）

写真85　砂金：
幌内川 1.38g（184099）

写真88　砂金：
物間内 1.54g（184102）

写真91　砂金：
金山 1.14g（184105）

写真86　砂金：
深川市多度志川本流 1.41g（184100）

写真89　砂金：
深川市鷹泊ダム下 0.16g（184103）

写真92　砂金：
羽幌町築別 1.49g（184106）
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写真93　砂金：
天塩浜 1.46g（184107）

写真96　砂金：
西興部村上興部 1.27g（184110）

写真99　砂金
士別市温根別南15線 0.54g（184113）

写真94　砂金：
幌延町問寒別三共 1.26g（184108）

写真97　自然金：
札幌市手稲鉱山 0.54g（184111）

写真100　砂金：
幌加内町添牛内５線 1.23g（184114）

写真95　砂金：
羽幌海岸 0.25g（184109）

写真98　砂金：
羽幌町築別 0.32g（184112）

写真101　砂金：
当別町青山 0.45g（184115）
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写真102　砂金：
紋別市八十士 1.25g（184116）

写真105　砂金：
中川町志文内 1.68g（184119）

写真108　砂金：
士別市温根別南15線 1.3g（184122）

写真103　砂金：
興部町宇津 1.6g（184117）

写真106　砂金：
知内川 2.61g（184120）

写真109　砂金：
福島町知内川 0.79g（184123）

写真104　砂金：
幌加内町政和 0.68g（184118）

写真107　砂金：
幌延町雄信内 1.15g（184121）

写真110　砂金塊：
士別市温根別（レプリカ）447.5g
（184124）
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写真111　砂金塊：
士別市温根別（レプリカ）398g
（184125）

写真112　砂金：
中頓別町ペーチャン川 2.5g（184126）
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