
展示予定資料一覧

指定 № 資料名 点数 所蔵者 展示期間
1 織田信長画像 １幅 近江八幡市浄厳院 全期
2 織田氏系譜 １巻 近江八幡市摠見寺 全期
3 池田恒興画像 １幅 大阪城天守閣 全期

県 4 織田又六画像 １幅 名古屋市善光寺別院願王寺 5/18～6/5
5 絵本太閤記 84冊 当館 全期

6
織田信長朱印状－坂井文書－
（天正３年10月８日付け酒井文助他宛て）

１通 個人 全期

7
織田信忠判物－坂井文書－
（天正４年２月日付け坂井文助他宛て）

１通 個人 全期

8
織田信雄判物－坂井文書－
（天正10年７月19日付け酒井文助他宛て）

１通 個人 全期

9 兼松正吉画像 １幅 名古屋市博物館 全期
市 10 足半 １足 名古屋市秀吉清正記念館 全期

市
11

織田信長判物－兼松文書－
（永禄９年11月日付け兼松正吉宛て）

１通 名古屋市秀吉清正記念館 全期

市
12

織田信長朱印状－兼松文書－
（天正４年10月29日付け兼松正吉宛て）

１通 名古屋市秀吉清正記念館 全期

◎ 13 細川幽斎夫妻画像 ２幅 京都市天授庵 5/21～6/5

14
一乗院覚慶書状－和田家文書－
（(永禄８年)12月29日付け和田惟政宛て）

１通 京都市歴史資料館 全期

15
足利義秋書状－和田家文書－
（(永禄９年)卯月18日付け細川藤孝等宛て）

１通 京都市歴史資料館 全期

16
足利義秋書状－和田家文書－
（(永禄９年)６月11日付け細川藤孝等宛て）

１通 京都市歴史資料館 全期

17 明智光秀画像 １幅 岸和田市本徳寺 4/29～5/20

◎
18

織田信長書状－革嶋家文書－
（(元亀２年)８月14日付け細川藤孝宛て）

１通 京都府立総合資料館 5/9～6/5

◎
19

細川藤孝書状－革嶋家文書－
((元亀4年)２月11日付け革島秀存宛て）

１通 京都府立総合資料館 4/29～5/13

◎
20

長岡藤孝書状－革嶋家文書－
((天正元年)９月14日付け革島秀存宛て）

１通 京都府立総合資料館 5/14～5/28

21
織田信長奉行衆連署書状－立入家文書－
（(永禄12年)４月16日付け立入宗継宛て）

１通 京都市歴史資料館 4/29～5/17

22
織田信長奉行衆連署書状－立入家文書－
（(永禄12年)４月18日付け宇津頼重宛て）

１通 京都市歴史資料館 5/18～6/5

23 元亀二年御借米之記－立入家文書－ １冊 京都市歴史資料館 全期

24 安土記 ３冊 当館 全期

25 村井貞勝画像 １幅 京都市大雲院 全期

県
26

丹羽長秀・村井貞勝連署書状－長命寺文書－
(永禄11年11月24日付け長命寺宛て）

１通 近江八幡市長命寺 全期

◎
27

村井貞勝判物－賀茂別雷神社文書－
（天正４年12月29日付け賀茂一社宛て）

１通 賀茂別雷神社 全期

◎
28

村井貞勝奉行人連署書状-賀茂別雷神社文書
－（11月15日付け賀茂一社中宛て）

１通 賀茂別雷神社 全期

29 柴田勝家画像復元模写 １面 当館 全期

県
30

柴田勝家書下－長命寺文書－
（(元亀３年）３月18日付け長命寺宛て）

１通 近江八幡市長命寺 全期

県
31

明智光秀書状－芦浦観音寺文書－
（(元亀2年)８月２日付け観音寺宛て）

１通 草津市観音寺 全期

県
32

佐久間信盛書状－芦浦観音寺文書－
（(元亀３年)３月12日付け観音寺宛て）

１通 草津市観音寺 4/29～5/17

県
33

佐久間信盛書状－芦浦観音寺文書－
（(元亀２年)９月４日付け観音寺宛て）

１通 草津市観音寺 5/18～6/5

　　　　　　　　　　　　　　指定項の「◎」は重要文化財、「県」は府県指定文化財、「市」は市指定文化財を指す



◎ 34 蒲生氏郷画像 １幅 西会津町西光寺 4/29～5/28

35 蒲生氏郷画像復元模写 １幅 当館 5/29～6/5

36 織田信長黒印状（４月22日付け蒲生氏郷宛） １幅 大阪青山歴史文学博物館 全期

37
織田信長朱印状
（元亀元年５月15日付け蒲生賢秀・氏郷宛て）

１幅 美濃加茂市民ミュージアム 全期

38 蒲生軍記 ６冊 当館 全期

39 山岡景隆画像 １幅 大津市園城寺 全期

40 山岡道阿弥画像 １幅 大津市園城寺 全期
41 姉川合戦絵図 １鋪 福井県立歴史博物館 全期
42 木下秀吉書状（２月17日付け塙直政等宛て） １巻 名古屋市博物館 全期
43 長篠合戦図 １鋪 当館 全期
44 織田信忠画像 １幅 京都市大雲院 全期

県
45

織田信忠書状案－長命寺文書－
（11月29日付け丹羽長秀宛て）

１通 近江八幡市長命寺 4/29～5/17

県
46

織田信長朱印状－芦浦観音寺文書－
（正月晦日付け観音寺宛て）

県
47

武井夕庵自筆書状－芦浦観音寺文書－
（２月18日付け観音寺宛て）

48 甫庵信長記 10冊 当館 全期

49
織田信長禁制－芦浦観音寺文書－
（永禄11年９月日付け観音寺宛て）

１枚 草津市観音寺 全期

50 楠長諳書状（閏正月9日付け某宛て） １幅 当館 全期
51 太田和泉守記 １冊 名古屋市蓬左文庫 全期

◎
52

丹羽長秀書状－賀茂別雷神社文書－
（天正３年４月３日付け賀茂惣宛て）

１通 賀茂別雷神社 全期

◎
53

太田牛一書状－賀茂別雷神社文書－
（(天正３年)４月３日付け西地治部少輔他宛て）

１通 賀茂別雷神社 全期

市 54 近江国蒲生郡安土古城図 １幅 近江八幡市摠見寺 全期
55 丹羽長秀画像 １幅 東京大学史料編纂所 4/29～5/26

◎
56

丹羽長秀書状－賀茂別雷神社文書－
（正月３日付け賀茂惣中御宿所宛て）

１通 賀茂別雷神社 全期

57
柴田勝家判物－橘家文書－
（天正３年９月29日付け橘屋三郎左衛門尉宛

１通 福井県立歴史博物館 全期

58
柴田勝家黒印状－橘家文書－
（天正４年11月16日付け三国湊商人等宛て）

１通 福井県立歴史博物館 全期

59
前田利家判物－富田文書－
(天正10年正月10日付け）

１通 東京大学史料編纂所
4/29～5/8、
5/29～6/5

60
前田利家書状－富田文書－
（（天正10年)５月17日付け）

１通 東京大学史料編纂所 4/29～5/28

61
前田利家書状－富田文書－
（(天正11年)３月16日付け）

１通 東京大学史料編纂所 5/10～6/5

62 佐々成政画像 １幅 尼崎市法園寺 全期
63 豊臣秀吉画像 １幅 大阪城天守閣 全期

市 64 伝豊臣秀吉所用陣羽織 １領 近江八幡市摠見寺 全期
65 羽柴秀吉飯米算用書 １幅 大阪城天守閣 全期

市 66 蜂屋頼隆画像 １幅 彦根市崇徳寺 5/10～6/5

67
織田信長朱印状－東家文書－
（10月12日付け丹羽長秀・蜂屋頼隆宛て）

１通 個人 全期

市 68 長谷川秀一画像 １幅 彦根市崇徳寺 4/29～5/28

県
69

野々村正成・長谷川秀一連署書状－芦浦観音
寺文書－（11月18日付け観音寺宛て）

１通 草津市観音寺 全期

70
羽柴秀吉書状
（(天正9年)３月５日付け長谷川秀一宛て）

１通 名古屋市秀吉清正記念館 全期

71 堀秀政画像 １幅 福井市西本願寺福井別院 全期
72 安土問答 １巻 近江八幡市浄厳院 全期
73 石山本願寺合戦図 １鋪 当館 全期
74 織田信長黒印状（４月19日付け丹羽長秀他宛て） １幅 個人 全期

75 織田信長朱印状（７月19日付け原田直政宛て） １幅 大阪城天守閣 全期

１幅 草津市観音寺 全期



76

織田氏諸将連署状
（天正2年10月29日付け誉田八幡社家宛て）

１幅 大阪城天守閣 全期

77
滝川一益・明智光秀等連署状－橘家文書－
（９月５日付け橘屋宛て）

１通 福井県立歴史博物館 全期

県
78

丹羽長秀・中川重政連署書状案－橋本左右神
社文書－（永禄12年12月18日付け）

１通 竜王町左右神社 4/29～5/17

県
79

柴田勝家書状案－橋本左右神社文書－
（6月17日付け日比野三郎右衛門尉宛て）

１通 竜王町左右神社 5/18～6/5

市
80

佐久間定栄書状－安治区有文書－
（天正６年8月24日付け安治村惣中宛て）

１通 野洲市安治自治会 全期

市
81

佐久間氏奉行人連署状－安治区有文書－
（７月27日付け安治名主百姓宛て）

１通 野洲市安治自治会 全期

市
82

安治村小指高頭指出案－安治区有文書－
（天正９年５15日付け）

１通 野洲市安治自治会 全期

市
83

安治領出作分指出案－安治区有文書－
（天正８年９月10日付け）

１通 野洲市安治自治会 全期

県
84

中川重政書状－長命寺文書－
（２月５日付け長命寺宛て）

１通 近江八幡市長命寺 4/29～5/17

85
六角承禎書状－市川家文書－
（(元亀元年)９月21日付け市川吉澄宛て）

１通 個人 4/29～5/17

県
86

坂井政尚・柴田勝家連署書状－長命寺文書－
(12月１日付け長命寺宛て）

１通 近江八幡市長命寺 5/18～6/5

県
87

林員清書状－長命寺文書－
（９月23日付け伊藤季吉宛て）

１通 近江八幡市長命寺 5/18～6/5

88 顕如誓詞（天正６年10月17日付け荒木村重他宛て） １通 京都大学総合博物館 5/10～6/5
89 羽柴秀吉起請文（６月５日付け中川清秀宛て） １通 大阪城天守閣 全期
90 左京亮宗継入道隆佐記－立入家文書－ １巻 京都市歴史資料館 全期
91 明智光秀画像復元模写 １幅 当館 全期
92 羽柴秀吉書状写 １巻 当館 全期


