
資料
番号 指定 資料名 員数 所蔵 展示期間

1 織田信長画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 特別期間、後期
2 織田信長画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 前期
3 徳川家康画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 前期
4 徳川家康画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 後期
5 朝倉義景画像（複製） 1幅 当館 前期

6 重要文化財 朝倉義景画像 1幅
心月寺
（福井市立郷土歴史博物館寄託）

後期

7 浅井長政画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 前期
8 浅井長政画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 後期
9 姉川合戦図屏風 1隻 当館 通期
10 江州姉川合戦図 1舗 当館 通期

11 石川県指定
太刀 銘 行光 附後藤才次郎吉定作総銀金具太
刀拵及び前田利常奉納由来記載黒漆塗箱

1口 白山比咩神社 通期

12 『太平記英勇伝』（真柄直澄） 1通 当館 通期

13
『絵本拾遺信長記』（「刀祢坂合戦山崎長門守
討死」）

1冊 当館 通期

14
『絵本拾遺信長記』（「朝倉義景東雲寺にて生
害」）（写真パネル）

1冊 当館 通期

15
『絵本拾遺信長記』（「朝倉景鏡恐れて平泉寺
に走る」）

1冊 当館 通期

16 あわら市指定 朱銀振分塗伊予札二枚胴具足　伝溝江長氏所用 1領 あわら市教育委員会 通期
17 あわら市指定 溝江家家紋入旗幟 1枚 あわら市教育委員会 通期
18 福井県指定 織田信長朱印状（橘家文書） 1通 当館 通期

19 福井県指定
滝川一益・羽柴秀吉・明智光秀連署状（橘家文
書）

1通 当館 通期

20 福井県指定 滝川一益・明智光秀連署状（橘家文書） 1通 当館 通期
21 明智光秀画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 前期
22 明智光秀画像（複製） 1幅 亀岡市文化資料館　原本：本徳寺 後期

23
『絵本豊臣勲功記』（「明智が妻緑髪を夫が客
中の窮苦を帮助」）

1冊 当館 通期

24 『古今類聚越前国誌』巻之六（写本） 1冊 当館 通期
25 福井県指定 織田信長朱印状（橘家文書） 1通 当館 通期
26 福井県指定 武井夕庵副状（橘家文書） 1通 当館 通期

27 重要文化財 織田信長黒印状（細川家文書）（写真パネル） 1枚
原本：永青文庫
（熊本大学附属図書館寄託）

通期

28 越前国相越記 1冊 個人（福井市立郷土歴史博物館寄託） 通期
29 小丸城跡出土文字瓦（複製） 1点 原資料：越前市味真野史跡保存会 通期

30
絵本拾遺信長記（「小田信長加越の城々を責
る」）（写真パネル）

1枚 原本：当館 通期

31
絵本拾遺信長記（「越前の人民山林に隠る」）
（写真パネル）

1枚 原本：当館 通期

32 福井県指定 柴田勝家安堵状（橘家文書） 1通 当館 通期
33 イエズス会日本年報（1579～1581） 1冊 当館 通期
34 福井県指定 藤原信昌・将広置文（劔神社文書） 1通 劔神社（越前町織田歴史文化館寄託） 通期

35 福井県指定
劔大明神境内古絵図（劔神社文書）（写真パネ
ル）

1枚
原本：劔神社
（越前町織田歴史文化館寄託）

通期

36 針薬方（米田家文書） 2通 個人(熊本県立美術館寄託）
特別期間、後期
前期は写真パネル

37 『金瘡秘伝集』（写真パネル） 1枚 原本:国立公文書館 通期

38
『絵本豊臣勲功記』（「明智勢本能寺を囲で寺
中おほひに驚動す」）

1冊 当館 通期

39 柴田勝家書状（溝口半左衛門家文書） 1通 個人 通期
40 木戸金左衛門尉書状（溝口半左衛門家文書） 1通 個人 通期
41 柴田勝家書状（写真パネル） 1枚 原本：泰巖歴史美術館 通期
42 柴田勝家書状（写真パネル） 1枚 原本：泰巖歴史美術館 通期
43 柴田勝家書状 1通 大阪城天守閣 通期

44
『絵本豊臣勲功記』（「帰途諸勢を火脚せて秀
吉本城姫路の寨中に投ず」）

1冊 当館 通期

45
『絵本豊臣勲功記』（「小栗栖村に光秀中村の
ために竹殺を被ふる」）

1冊 当館 通期

46 柴田勝家画像 1額
柴田勝次郎氏
（福井市立郷土歴史博物館寄託）

後期

47 柴田勝家画像復元模写 1幅
滋賀県立安土城考古博物館
原本：柴田勝次郎氏

前期

48 浅井長政室織田氏画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 前期

49 浅井長政夫人画像（タペストリー） 1枚
滋賀県立安土城考古博物館
原本：同館

後期

50 豊臣秀吉画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 前期

特別展「天下人の時代　－信長・秀吉・家康と越前－」
展示資料一覧

※展示期間について／特別期間：７月１８日～１９日、前期：７月１８日～８月７日、後期：８月８日～３１日
※資料番号について／展示図録の掲載順と一致しますが、陳列の順番とは一致しない場合があります。



資料
番号 指定 資料名 員数 所蔵 展示期間

51 豊臣秀吉画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 後期
52 豊臣秀吉木像 1軀 個人（大阪城天守閣寄託） 通期
53 賤ケ岳合戦図屏風 2隻 勝山城博物館 通期
54 賤ケ岳之図 1舗 福井県立図書館 通期

55
『絵本豊臣勲功記』（「小谷賢三女に教へて最
期の別離を潔白なす」）

1冊 当館 通期

56
『絵本豊臣勲功記』（「勝家小谷賢と偕に自害
するに臨で吟詠する」）

1冊 当館 通期

57 福井県指定 羽柴秀吉禁制（橘家文書） 1通 当館 通期
58 福井県指定 丹羽長秀諸役免許状（橘家文書） 1通 当館 通期
59 『太平記英勇伝』（丹羽長秀） 1通 当館 通期
60 福井県指定 堀秀政諸役免許状（橘家文書） 1通 当館 通期
61 福井県指定 青木一矩諸役免許状（橘家文書） 1通 当館 通期
62 越志北袋ノ内いの村御検地之帳 1冊 当館 前期
63 河野村御検地帳写（中村家文書） 1冊 個人 後期
64 『太平記英勇伝』（大谷吉継） 1通 当館 通期
65 笏谷石製鬼瓦　伝大谷吉継寄進 1点 当館 通期
66 小浜市指定 山中橘内書状（組屋家文書） 1通 小浜市教育委員会 通期
67 徳川家康画像 1幅 当館 通期
68 関ヶ原合戦図屏風 2隻 敦賀市立博物館 各隻半期
69 関ケ原合戦図屏風(タペストリー） 8枚 敦賀市立博物館　原本：同館 各隻半期
70 関ケ原御陣之図（写真パネル） １枚 原本：松平文庫（福井県文書館保管） 通期

71 小浜市指定
本多忠勝公冑刀鍔蜻蛉切槍図写（蜻蛉切部分）
（酒井家文庫）

1通 小浜市教育委員会 通期

72
本多忠勝公冑刀鍔蜻蛉切槍図写（冑部分）
（酒井家文庫）

1枚 小浜市教育委員会 通期

73 伊達政宗書状 1通
越葵文庫
（福井市立郷土歴史博物館保管）

通期

74 結城秀康画像（模写） 1幅 東京大学史料編纂所 前期
75 福井県指定 結城秀康画像 1幅 大寳寺 後期
76 福井県指定 結城秀康黒印状（橘家文書） 1通 当館 通期

77 太刀 銘 江州住百国 秀康所持之 1口
越葵文庫
（福井市立郷土歴史博物館保管）

通期

78 福井県指定 刀　銘　越前国康継 1口 当館 通期
79 大坂冬御陣之図（写真パネル） 1枚 原本：福井市立郷土歴史博物館 通期
80 大坂御陣備次第（菅沼家文書） 1通 個人（福井県文書館保管） 通期

81
大坂御陣之節山本内蔵頭相用候馬験・指物・旗
ノ図（菅沼家文書）

1通 個人（福井県文書館保管） 通期

82 大坂両陣備覚（菅沼家文書） 1通 個人（福井県文書館保管） 通期
83 大坂夏の陣図屏風（複製） 1隻 大阪城天守閣　原本:大阪城天守閣 通期
84 大坂夏御陣之図（写真パネル） 1枚 原本：松平文庫（福井県文書館保管） 通期

85 十文字槍 銘 広正 松平忠昌所用 1口
越葵文庫
（福井市立郷土歴史博物館保管）

通期

86 白熊毛采配　伝松平忠昌拝領 1握 大阪城天守閣 通期
87 日月図大軍扇　伝松平忠昌所用 1握 大阪城天守閣 通期
88 大阪市指定 大坂夏の陣越前兵首取状（西尾三四郎部分） 1通 大阪城天守閣 通期

89 薙刀 無銘 伝真田幸村所用 1口
越葵文庫
（福井市立郷土歴史博物館保管）

通期

90 采配 伝真田幸村所用 1握
越葵文庫
（福井市立郷土歴史博物館保管）

通期

91 石造地蔵菩薩立像 1軀 福井市立郷土歴史博物館 通期

92 豊臣秀頼古歌色紙 1幅 福井県立美術館
前期
後期は写真パネル

特別展「天下人の時代　－信長・秀吉・家康と越前－」（令和２年７月１８日（土）～８月３１日（月））　福井県立歴史博物館


