ミュージアムショップ
販売物のご案内

図
『将軍と大名－徳川幕府と山内家』

録
『近世大名の誕生－山内一豊その時代と生涯－』
平成 13 年開催の企画展図録

平成 12 年開催の企画展図録

〈内容〉
序章
第一章
第二章
第三章

〈内容〉
序章

武家の歴史と将軍・大名

第一章 江戸時代初期の将軍と大名
第二章 大名の序列 御恩と奉公

十六世紀の日本
一豊の誕生
秀吉と一豊
家康と一豊

付章 「一豊の妻」見性院
2,200 円（税込）｜A4 版 全 100 頁

大河ドラマ功名が辻特別展『山内一豊とその妻』

1,650 円（税込）｜A4 版 全 95 頁

『土佐藩主 山内家の至宝 国宝と重要文化財
－古今和歌集高野切本・太刀兼光・長宗我部地検帳－』

平成 18 年開催の大河ドラマ
功名が辻特別展図録
〈内容〉
第一部 山内一豊とその時代たち
第二部 戦国時代の女性たち
第三部 山内家に伝えられた美と
歴史作品解説・釈文付き

平成 17 年開催の企画展図録
〈内容〉国宝と重要文化財
山内家の国宝と重要文化財
古今和歌集第廿（高野切本）
太刀 備前国長船兼光
長宗我部地検帳

付録：山内一豊出征双六
2,420 円（税込）｜A4 版 全 209 頁

『箱根旅行絵巻 鯨海酔候最後の旅』

1,100 円（税込）｜A4 版 全 60 頁

『山内容堂』
平成 22 年開催の企画展図録幕末四賢候

容堂と絵師荒木寛畝らの
箱根旅行を描いた絵巻図録。
〈内容〉
全 4 巻 57 場面の図版・解説
容堂著「函嶺遊記」
翻刻解題

1,100 円（税込）｜A4 版 全 135 頁

の一人で大政奉還を建白した 15 代藩主
容堂。山内家資料を通じてその事跡と
人となりを紹介。
〈内容〉

総説 図版編

第一章 容堂の軌跡
第二章 鯨海酔候

容堂のひととなり

1,100 円（税込）｜A4 版 全 62 頁

『土佐藩主 山内家資料の世界』

『山内家伝来の大名道具』

（総合図録）
山内家に伝わった 67000 点の資料
概要を紹介。古文書・典籍・写真・
美術工芸品それぞれの特色ある資料
をとりあげ、内容や意義、伝来に
ついて解説しています。

（名品図録）
山内家伝来資料の中から主立った
美術工芸品 54 件、併せて藩祖の
遺品、指定品を美麗な図版で紹介。
資料名には英訳が付いています。

2,200 円（税込）｜A4 版 全 64 頁

『山内家のひな人形とひな道具』

1,100 円（税込）｜B5 判変型 全 56 頁

『容堂印譜』

山内家に伝わった有職雛１対と
ひな道具 50 件をカラーで紹介。
道具の種類やおひなさまの装束
についても詳しく紹介していま
す。資料名英訳付き。

平成 28 年に寄贈された山内容堂
の印 124 顆のコレクション全点
を収録。1 点ごとに印影、印面、
外観の画像、印文とその解説が付
いています。

880 円（税込）｜B5 判変型 全 40 頁

『明治元年の日本と土佐』

1,430 円（税込）｜B5 判変型 全 80 頁

『星を見る人』
同題の企画展
（2019 年 6 月 28 日～9 月 2 日）
の図録。見出しやコラムを加筆し、
読みやすく再構成しています。没後
300 年を迎える土佐の天文学者
谷秦山とその師渋川春海の交流を
中心に江戸時代の天文暦学史を紹介、
「谷氏族譜」などの翻刻資料も収録。

南は鹿児島県から北は山形県まで、
全国各地の戊辰戦争ゆかりの資料の
数々をカラーで紹介。資料を翻刻し
た釈文一覧と、全国各地に点在する
土佐藩戦没者の墓碑も紹介。
土佐はもちろん、薩摩や長州、徳川
慶喜、大鳥圭介や榎本武揚、会津や
庄内、東北諸藩など、それぞれの立
場や想いを紹介し、明治元年の日本
と土佐を戊辰戦争を通じて振り返り
ます。
2,200 円（税込）｜A4 版 全 212 頁

『高野切本 原文・現代語訳』

国宝「古今和歌集巻第二十（高野
切本）
」の全文を書き起こし、現代
語訳と解説を付けました。写真と
対照できるようになっていますの
で、古文学習だけではなく、臨書
にもご活用いただけます。

1,320 円（税込）｜A4 版 全 64 頁

2,200 円（税込）｜A4 版 全 100 頁

『藩が消えた日』
同題の企画展
（2021 年 9 月 17 日～11 月 29 日）
「藩が消えた日」をどのように迎えたの
か、そして その後の統廃合によって、現
在の四国 4 県がどのように成立したかを
振り返ります。また、この時代の四国の
あゆみを事例として、全国における廃藩
置県の動向を俯瞰的に捉え、紹介します。
1,980 円（税込）｜A4 版 全 134 頁

『開館５周年記念企画展
土佐のやきもの

尾戸焼』

目次
ごあいさつ
凡例
1 図説 尾戸焼の歴史
2 伝世品にみる尾戸焼の姿
3 論考 近世尾戸窯の経営と製品 浜田恵子
4 参考文献
5 尾戸焼年表
6 掲載資料一覧
7 資料集
2,970 円（税込）｜A4 版 全 256 頁

『没後 150 年

山内容堂』
［資料編］

例言
ごあいさつ

資料解説

謝辞

土佐山内家分家

目次

慶応三年の土佐藩

山内容堂を知るための基本資料

翻刻

［図版編］
1章

「鯨海酔侯」山内容堂の肖像

2章

「公武合体」実現に駆けた日々

3章

報恩と勤王の狭間で

南邸山内家系図

山内容堂年譜
出品目録

3,410 円（税込）｜A4 版 全 190 頁

資料集

広報誌
海南千里

資料集「諸式覚」を読む 1 増上寺火の番関係資料
土佐藩の儀礼関係資料「諸式覚」を
輪読る古文書解読講座「「諸式覚」を
読む会」による資料集。同会でこれ
まで講読した資料の寺火の番関係の
文書を収録、資料写真と対応するよ
うに古文書の翻刻・注記を掲載して
います。資料集としはもちろん、古
文書解読の自宅学習にも活用でき
る一冊です。

合冊版 （第１～３０号）

土佐山内家宝物資料館広報誌の
第 1 号（平成 12 年・2000 年 4
月）から第 30 号（平成 22 年・
2010 年 1 月）までをまとめた合
冊版です。

1,430 円（税込）｜A４版 全 122 頁

4,400 円（税込）｜A4 版

小冊子
『山内家資料

生菓子図案集』
江戸時代後期の和菓子
デザイン集（山内家伝来）
をカラーで復刻。菓子の名
前や材料も活字化し、注釈
をつけています。

550 円（税込）｜B5 判変型 全 32 頁

『ぼくらの明治維新 ～庶民が見た新時代～ 』
平成 30 年開催の小中学
生向け特集展の解説パネ
ル集。明治維新によって
生じた身近な制度や生活
の変化を、高知県内の地
域資料を通じて紹介。

770 円（税込）｜B5 判変型 全 51 貢

パンフレット
『築城４００年

高知城』

『山内一豊と見性院』
山内一豊没後 400 年記念企画展示パネル集パンフレット

<内容>
① 高知城前史
② 築城
③ 高知城のつくり
④ 廃城
⑤ 改修

330 円（税込）｜A5 版

全 37 頁

全 53 頁

特設展「藩主の一生」パネル集パンフレット

<内容>
①

土佐藩主山内家について

②

山内家墓所について

③

山内家ゆかりの宗派と寺

全 60 頁

『仁淀川流域の歴史と文化』
高知城歴史博物館の企画展
「地域展 仁淀川～流域の
歴史と文化～」
（令和３年
〔2021〕６月１９日～９月
５日）の展示図録です。

440 円（税込）｜A5 判

330 円（税込）｜A5 版

『藩主の一生』

『土佐藩主山内家墓所』

330 円（税込）｜A5 版

<内容>
① 山内一豊と見性院
② 立身出世と内助の功
③ 没後の 一豊と見性院

全 58 頁

<内容>
① 藩主家に生まれて
② 成人
③ 藩主の生活
④ 結婚
⑤ 養子縁組
⑥ 晩年の藩主
⑦ 藩主の死
330 円（税込）｜A5 版

全 32 頁

紀

要

土佐山内家宝物資料館 研究紀要
研究紀要

研究紀要

第１号

第２号

〈内容〉 山下堅太郎

「近世前期における公儀浦触について－寛文十一年幕府唐船廻漕令を中心に－」

行藤たけし

「土佐藩の道番所制度に関する一考案」

資料紹介

『御道具根居』
（上）

〈内容〉 渡部淳

「土佐中村支藩改易の諸相」

資料紹介

研究紀要

研究紀要

第３号

第４号

〈内容〉 藤田雅子

第５号

「土佐山内家宝物資料館における展示室・収蔵庫の温湿度環境について」

渡部淳

「寛永 15 年「国絵図徴収」に関する史料をめぐって」

資料紹介

『御道具根居』
（下）解題

〈内容〉藤尾隆志

｢土佐藩山内家における高知新田藩の創設意義について｣

山下寿弥
尾本師子

研究紀要

『御道具根居』

｢土佐藩における幕末維新期の海防｣
｢（影印・翻刻）土佐藩新作能｣

〈内容〉 田井東浩平

｢地域史料の保存をめぐって｣

片岡剛・岡本健一郎・藤田雅子

研究紀要

第６号

〈内容〉 岡本健一郎

資料紹介

｢高知城築城記録『築城記』｣

｢土佐藩における異国船対策について－幕府法令の受容と体制整備－｣

田井東浩平 報告 ｢平成一九年度山内家資料に係る資料修復事業｣
尾本師子 資料紹介 ｢板谷桂舟広当筆『源氏物語三幅対』
・板谷桂意広長筆『源氏物語画帖』｣

研究紀要

第７号

〈内容〉 藤田雅子

｢『御証文蔵入記』に見る土佐藩の文書管理｣

田井東浩平

研究紀要

第８号

〈内容〉 渡部淳

第９号

報告

「平成二〇年度山内家資料に係る資料修復事業」

〈内容〉 シンポジウム「四国大名の文化と交流」報告（根津寿夫、胡光、藤田正、山崎竜洋、渡部淳）
田井東浩平
渡部淳

研究紀要

「平成二〇年度山内家資料に係る資料修復事業」

「土佐藩京都藩邸資料の概要－探索方文書を中心に－」

田井東浩平

研究紀要

報告

第１０号〈内容〉 種村威史

報告 「平成二一年度山内家資料に係る資料修復事業」
「村島家文書－長宗我部氏関連文書－」

「慶長期の禁裏普請をめぐる幕府と大名～特に土佐山内家を事例として～」

資料紹介 『海瀕舟行図』 『海瀕牒』
田井東浩平 報告 「平成二三年度山内家資料に係る資料修復事業」

研究紀要

第１１号〈内容〉 千葉拓真

「江戸時代における公家の流罪と土佐藩－滋野井実光の配流をめぐって－」

種村威史 「当館所蔵徳川将軍家領知宛行状の史料学的考察」
藤田雅子・尾本師子 資料紹介「海瀕舟行図」
「海瀕牒」（伊予分）
田井東浩平

研究紀要

第１２号〈内容〉 古賀康士

報告

「平成二三・二四年度

山内家資料に係る資料修復事業」

「幕末維新期土佐藩における藩営捕鯨業－開成館捕鯨局の経営と労働組織－」

渡部淳
「雪蹊寺所蔵 長宗我部元親の遠忌関係史料」
古賀康士 「森家本高知城下絵図の史料論的検討」
藤田雅子・尾本師子 「海瀕舟行図」「海瀕牒」
（土佐分）
田井東浩平 報告 「平成二五年度山内家資料に係る資料修復事業」
松島朝秀 報告 「竹林寺所蔵 阿弥陀如来立像の科学調査」

研究紀要

第１３号〈内容〉 古賀康士

「土佐藩和流砲術家の役務記録とその史料論的考察」

藤田雅子・尾本師子
田井東浩平

報告

「海瀕舟行図」「海瀕牒」
（阿波分）

「平成二六年度

山内家資料に係る資料修復事業」

各 550 円（税込）｜A4 サイズ

高知城歴史博物館 研究紀要
研究紀要

城博 第１号

〈内容〉日高真吾・雨森久晃・北村繁・佐藤麻衣子
「山内家資料修理説明会「女乗物を解き明かす－修理とその成果－」
」報告記録
片岡剛「「土佐藩年譜類」の概要と藩士格式の基礎的考察」
報告
田井東浩平「山内家史料における保存修理の成果について－黒漆塗金蒔絵女乗物の修理－」
報告

990 円（税込）｜A4 サイズ

研究紀要
➢
➢

城博 第 2 号

〈内容〉横山和弘 「寛文六年土佐国の洪水被害をめぐって－近世前期大規模自然災害の紹介として－」
髙木翔太 「西南戦争における山内家の動向－高知県内の情報収集と鎮静への対応－」
報告
田井東浩平「山内家資料における保存修理の成果について－染織品の修理（1）」

660 円（税込）｜A4 サイズ

研究紀要

城博 第 3 号

〈内容〉横山和弘
髙木翔太

「家綱政権期の幕府・土佐藩関係と「取次」－洪水被害をめぐる幕藩交渉から－」
「山一商会事件の概要と影響－旧藩主家における意思決定の変容－」

440 円（税込）｜A4 サイズ

研究紀要

城博 第４号

〈内容〉論文
横山和弘 「寛文元年山内家一門の参勤交代等の移動とその背景ー家綱政権前半期における一門の動向と関連してー」
水松啓太 「土佐藩における孝子良民褒賞と孝子伝編纂」
資料紹介
髙木翔太 「大名華族山内豊範の日記」
報告
田井東浩平「山内家資料における保存修理の成果について」

550 円（税込）｜A4 サイズ

目

録

山内家資料目録
山内家資料目録４

古文書の部

江戸幕府発給文書（１）

〈内容〉江戸幕府発給文書（大老奉書・老中奉書）、将軍一覧、土佐藩主一覧、山内家系図

山内家資料目録５

古文書の部

江戸幕府発給文書（２）

〈内容〉江戸幕府発給文書（老中奉書）
、将軍一覧、土佐藩主一覧、山内家系図

山内家資料目録６

古文書の部

江戸幕府発給文書（３）

〈内容〉江戸幕府発給文書（老中奉書）
、将軍一覧、土佐藩主一覧、山内家系図
各 1,650 円（税込）｜A４サイズ

山内家資料目録７

写真の部（１)

ガラス板写真

〈内容〉ガラス板写真（各資料図版入り）、口絵、解題
880 円（税込）｜A4 サイズ

高知に関する研究・文献目録
高知に関する研究・文献目録（歴史・考古・民俗）―令和元年度―（2019.4～2020.3）
〈内容〉歴史分野、考古分野、民俗分野、郷土分野
440 円（税込）｜A4 サイズ

高知に関する研究・文献目録（歴史・考古・民俗）―令和二年度―（2020.4～2021.3）
〈内容〉歴史分野、考古分野、民俗分野、郷土分野
550 円（税込）｜A4 サイズ

絵はがき

有職雛

全１８種類 * １枚５５円（税込） ※南海太郎は１6５円（税込）

兎耳形兜

藤並神社御神幸
絵巻第四巻(部分)

土佐藩主初代
山内一豊･見性院像

太刀 一国兼光

異怪図(部分)

国宝 古今和歌集巻
第廿(高野切本)

鳥毛横筋雲文様
陣羽織

鉄線唐草団扇短冊色
紙散文様縫箔

桜花に孔雀

ちくさ ももくさ
(右幅)

やまぴょん

やまぴょん
(兜)

やまぴょん

(のぞき見)

大太刀 南海太郎朝尊錬之
弘化三年丙午二月日

ちくさ ももくさ
(左幅)

A４サイズ

雛道具

土佐国絵図

萩筆洗形茶碗

童子)

(城博)

クリアファイル

兎耳形兜

面(山姥･深井･中将･

*

各３３０円（税込）

浦戸湾風景

陣羽織

高野切

没後 150 年 山内容堂

その他
藩主の一生すごろく
江戸時代のお殿様はどんなふうに成長したのか、
大人になってからはどんなくらしをしていたのか、
遊びながら学ぶすごろくです。
やまぴょんといっしょに、藩主の一生をのぞいてみ
よう！
※組み立て式のサイコロとコマが付いてきます。

（縦 42 ㎝・横 29.5 ㎝）
110 円（税込）

おひなさま立版古

高野切折本
古今和歌集高野切本巻第廿の写真・
釈文を裏表に印刷した折本
内容解説書付。
（ 縦 12 ㎝・横 93 ㎝ ）
［ 折りたたみ時：縦 12 ㎝・横８㎝ ］

山内家に伝わった有職雛一対と
貝桶をペーパークラフト化。

（ 完成サイズ 縦 12 ㎝・横 16 ㎝ ）

110 円（税込）
220 円（税込）

ひな道具一筆箋

陣羽織メモ帳

三柏葉紋御懐紙

（縦 8.3 ㎝・横 10 ㎝）

（縦 17 ㎝・横 14.5 ㎝）

＜26 枚＞

＜30 枚入り＞

330 円（税込）

275 円（税込）

（縦 19 ㎝・横 8 ㎝）
＜２６枚＞
385 円（税込）

付箋

ちくさももくさ

付箋

猿猴捉月図

（縦 9 ㎝・横 3.5 ㎝）

（縦 9 ㎝・横 3.5 ㎝）

各 30 枚 ２種

各３０枚 2 種

385 円（税込）

385 円（税込）

包装紙（ちくさももくさ）

／

包装紙（海鱗図）

（縦 51.5 ㎝・横 77 ㎝）
220 円（税込）

トートバッグ

元禄年間全国大名一覧

（縦 32.5 ㎝・横 26 ㎝）
（持ち手１５㎝・マチ無）
880 円（税込）
（縦７４㎝・横５９㎝）

※対象書籍と一緒に購入した場合
７７０円（税込）

550 円（税込）

やまぴょん

手ぬぐい

（縦 34.5 ㎝・横 87 ㎝）
６６０円（税込）

企画展『没後 150 年 山内容堂』グッズ
土佐材コースター
880 円
（直径 9.5 ㎝・厚さ 0.5 ㎜）
土佐材カードスタンド
770 円
（高さ 3.8 ㎝・幅 5 ㎝・奥行き 5 ㎝）
土佐材スマホスタンド 1,870 円
（高さ 13 ㎝・幅 7.2 ㎝・奥行き 9 ㎝）
※組み立てた場合のサイズです

購

入

方

法

高知城歴史博物館１階ミュージアムショップにて販売中です。
通信販売での購入をご希望の方は、電話にてお申し込み下さい。品名と数量をご連絡いただき
ましたら、商品代金・送料をお知らせいたします。郵便振替か現金書留でお支払い下さい。
入金確認後の商品発送となりますのでご了承下さい。

申し込み・問い合わせ先
高知県立高知城歴史博物館

https://www.kochi-johaku.jp/

〒780-0842 高知市追手筋二丁目７番５号

TEL：088-871-1600

FAX：088-871-1619

