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１．高知県立高知城歴史博物館について 

 

 

高知城の麓― 

新たな文化と交流が 

この博物館から始まります。 

 

  土佐と日本の歴史と文化を未来につなぐ 

土佐藩主山内家伝来の貴重な資料を守り伝えながら、日本文化の魅力を発信します。 

本物に出会う感動、知る喜び 

こどもから大人まで楽しめる、歴史と文化との出会いの場をつくります。 

地域とともに・・・ 

地域の博物館として、歴史と文化を活かした地域づくりに参加します。 

 

高知城歴史博物館は、新しい博物館活動を展開します。 

 

【高知城歴史博物館の使命】 

①  山内家資料の保存・継承 

  山内家資料の分野は「古文書」「美術工芸」「和書漢籍」「古写真」などに及び、

いずれも日本有数の質と量を誇り、学術的、文化的に高い価値を有しています。

このような貴重な山内家資料を、国民・県民共有の文化遺産として、確実に後世

に継承していきます。 

②  近世史研究の拠点としての学術研究の推進 

  山内家資料は一括した形で収集・保管されている全国的にも稀な事例であり、

今後の調査によって新たな歴史的発見につながることが期待されています。山内

家資料や高知の歴史・文化資料の調査研究を積極的に推進し、大学などの研究機

関との連携によって、全国的な学術誌研究の拠点の一つとしての役割を果たしま

す。 

③  展示公開などによる全国発信 

  山内家資料の魅力を伝える常設展示や企画展示・全国巡回展の開催などによっ

て、高知の歴史や文化への理解を深めます。また、学術研究の成果を、研究紀要

や資料目録、展覧会図録の発刊、学術会議の開催などをとおして広く県内外に向

け発信します。 

④  生涯学習や学校教育の活性化 

  講座や講演会などの開催によって調査研究の成果を生涯学習に活かし、山内家

資料を学習教材に活用することなどにより学校教育とも連携を深めます。 

⑤  歴史や文化による地域振興や観光振興への寄与 

  学術研究や文化活動の活性化に努め、県内の文化施設や地域と柔軟に連携し、

地域独自の歴史や文化を活かしたイベントなどの企画に協力することで、まちづ

くりなど地域振興や観光振興に寄与します。 
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【開館時間】 

月曜～土曜 9：00～18：00 

日曜    8：00～18：00 

（ただし、繁忙期に 21時まで開館延長あり。） 

 

②休館日：12月 26日～12月 31日 

 上記の他、「高知城歴史博物館」（以下「博物館」という。）の燻蒸作業のため 

臨時休館があります。 

 

【観覧料】 

企画展 一般 700円  団体（20名以上） 560円 

常設展 一般 500円  団体（20名以上） 400円 

  ※次の観覧者は、観覧料を無料とします。 

①高校生以下 

②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳及び被爆

者健康手帳の所持者及びその介護または介助するために必要な方（１名） 

③高知県及び高知市長寿手帳の所持者 

※企画展は料金が変わる場合があります 

 

【観覧者数】 

  令和２年度は年間１０万６千人を目標としています（３階の展覧会を観覧する人数で

す。目標人数であり、来館者数を保証するものではありません。過去の観覧者数は参考

資料をご覧下さい。） 

 

【その他】 

  博物館に一般向け駐車場はありません。 

  事業者が物品の搬入、搬出に一時的に利用できる駐車場はありますが、事業者及び本

ショップ業務に携わる社員等の駐車はできません。 

 

２．１階ミュージアムショップについて 

 

【概要】 

  店舗：３９．４８㎡程度 

 

【位置づけと機能】 

●ミュージアムショップは、博物館における学術・文化活動をグッズという形で深化

させ、広めることを主な目的とする。 

●来館者が展示内容への理解を深め、観覧後も展示の楽しみを持ち帰ることができる

よう、所蔵資料や企画展に関連する図録・パンフレット・グッズ等を提供するほか、

県産品を活用した商品も取り入れ、高知の歴史・文化、あるいは産業等に親しむこ

とのできる商品等を販売する。 

●博物館の使命や事業内容を理解し、博物館と連携した商品の展開、サービスの提供

を行う。 

 

【現在の販売物】 別紙参照。 



高知城歴史博物館 商品一覧 令和元年 9月                             

分

類 
商品名 

単価 

(税込) 

図

録 

◎『土佐藩主 山内家資料の世界』 2,160 

◎『山内家伝来の大名道具』 1,080 

◎『山内家のひな人形とひな道具』 864 

◎『容堂印譜』 1,404 

◎『明治元年の日本と土佐』 2,160 

『ぼくらの明治維新』 756 

◎『星を見る人』 2,160 

◎『箱根旅行絵巻 鯨海酔候最後の旅』 1,080 

◎『山内容堂』 1,080 

◎大河ドラマ功名が辻特別展『山内一豊とその妻』 2,376 

◎『土佐藩主 山内家の至宝 国宝と重要文化財』 1,080 

◎『将軍と大名－徳川幕府と山内家』 2,160 

◎『近世大名の誕生－山内一豊その時代と生涯－』 1,620 

広

報

誌 

◎海南千里 合冊版 （第１～３０号） 4,320 

小

冊

子 

山内家資料 生菓子図案集 540 

パンフレット『藩主の一生』 324 

パンフレット『山内一豊と見性院』 324 

パンフレット『土佐藩主山内家墓所』 324 

パンフレット『築城４００年  高知城』 324 

クリ

アフ

ァイ

ル 

高野切 324 

浦戸湾 324 

緋羅紗地数珠文陣羽織 324 

兎耳形兜 324 

雛道具 324 

土佐国絵図 324 

分

類 
商品名 

単価 

(税込) 

目

録 

◎山内家資料目録４ 

古文書の部 江戸幕府発給文書（１） 
1,620 

◎山内家資料目録５ 

古文書の部 江戸幕府発給文書（２） 
1,620 

◎山内家資料目録６ 

古文書の部 江戸幕府発給文書（３） 
1,620 

◎山内家資料目録７ 

写真の部（１) ガラス板写真 
864 

 

研

究

紀

要 

 

資

料

集 

◎研究紀要 第１号 540 

◎研究紀要 第２号 540 

◎研究紀要 第３号 540 

◎研究紀要 第４号 540 

◎研究紀要 第５号 540 

◎研究紀要 第６号 540 

◎研究紀要 第７号 540 

◎研究紀要 第８号 540 

◎研究紀要 第９号 540 

◎研究紀要 第１０号 540 

◎研究紀要 第１１号 540 

◎研究紀要 第１２号 540 

◎研究紀要 第１３号 540 

◎高知城歴史博物館研究紀要 第１号 972 

◎「諸式覚」を読む 1,404 

   

 

 

 

分

類 
商品名 

単価

(税込) 

絵 

ハ

ガ

キ 

有職雛 54 

松皮菱蒔絵手鏡箱 54 

藤並神社御神幸絵巻第四巻（部分） 54 

土佐藩主初代山内一豊・見性院像 54 

面（山姥・深井・中将・童子） 54 

鉄線唐草団扇短冊色紙散文様縫箔（部分） 54 

異怪図（部分） 54 

国宝 古今和歌集巻第廿（高野切本） 54 

鳥毛横筋雲文様陣羽織 54 

韋包段替素懸威二枚胴具足 54 

萩筆洗形茶碗 54 

ちくさ ももくさ（右幅） 54 

ちくさ ももくさ（左幅） 54 

桜花に孔雀 54 

太刀 一国兼光 54 

やまぴょん（のぞき見） 54 

やまぴょん（兜） 54 

そ

の

他 

三柏葉紋御懐紙 270 

ひな道具一筆箋 378 

高野切折本 216 

藩主の一生すごろく 108 

トートバッグ 864 

トートバッグ（割引き）（◎印の書籍と同時購入） 756 

やまぴょん手ぬぐい（浦戸湾） 648 

おひなさま立版古 108 

陣羽織メモ帳 324 

 



（参考）高知城歴史博物館の観覧者数 

 

年度 ３階展示室観覧者数 
１階入館者数 

（３階展示室観覧者数を含む） 

平成２９年度 １８８，０４９人  ２９１，０５６人 

平成３０年度 １０６，２４７人  ２０９，２９１人 

令和元年度（目標） １０６，０００人  － 

令和２年度（目標） １０６，０００人  － 
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