
 

出品目録    企画展 知られざる城博コレクション     2021.1.1-3.8 

 

資料名     年代    員数 備考 

知られざる城博コレクション                                       

坪付状     文禄３年(1594)10月 23日 １通 岡村(金地)家寄贈 

元親公二百年忌記録   江戸後期～明治時代(18-19世紀) 1冊 雪蹊寺寄託 

松月自画賛     山内豊凞筆 江戸時代後期(19世紀)  1幅 酒井家寄贈 

和歌・書状貼交 三条実美・山内容堂 幕末維新期(19世紀)  1幅 松村家寄贈 

寿字蒔絵盃    嘉永７年(安政元年 1854)  1個 松本家寄贈 

和歌短冊     江戸時代後期(19世紀)  ４枚 楠瀬家寄贈 

大男手形     文政 10年(1827)   1枚 篠原家寄贈 

領知永代売渡書物之事   元禄 16年(1703)   １通 田村家寄贈 

土州土佐藩龍串乃浦画図賛 小野繁植賛 江戸時代後期(19世紀)  1冊 尾崎家寄贈 

谷脇清馬所用具足    幕末維新期(19世紀)  1領 谷脇家寄託 

戊辰戦記     明治時代初期(19世紀)  １冊 山崎家寄贈 

土佐藩兵旗印    幕末維新期(19世紀)  １枚 田村家寄贈 

由田家年譜書控    明治３年(1870)10月  １冊 三井家寄託 

谷脇家系図    明治時代初期(19世紀)  １冊 谷脇家寄託 

小栗流和兵法事目録   文化元年(1804)11月  1巻 藤田家寄贈  

坂本龍馬役者絵    明治 20年(1887)６月  １枚 中城正堯氏寄贈  

坂本龍馬書籍    明治 30年９月   １冊 中城正堯氏寄贈  

谷干城書状    明治 33年(1900)10月 19日 １通 吉岡郷継氏寄贈  

大地震ニ付筆記并御触写   嘉永７年(1854)11月５日  １冊 吉岡郷継氏寄贈  

静倹社関連資料    明治時代(19世紀)  ３冊 高崎家寄贈  

四国新道開通感謝状   明治 27年(1894)４月 20日 １通 野﨑家寄託  

陸軍少尉山﨑邦夫従軍記帖   昭和 20年(1945)前後  １冊 山﨑家寄贈  

「城博コレクション」への道                                       

伊浦家資料（地区総代文書）  近代（19-20世紀）  １箱 

篠原家資料     江戸時代～近代（18-20世紀） １箱 

松岡時敏書状    （明治 10年(1877)）4月 3日 １通 長澤家寄贈 

芙蓉図扇面  河田小龍筆 幕末～明治時代（19世紀） １面 谷脇家寄贈 

人に歴史あり、家に歴史あり                                     

吉田正春書状父上様宛   幕末期（19世紀）  １通 長澤家寄贈 

吉田琴書状吉田東洋宛   幕末期（19世紀）  １通 長澤家寄贈 

後藤象二郎書状吉田正春宛   （明治時代初期）２月２日付 １巻 長澤家寄贈  

オスマン＝トルコ帝国スルタン勅許状 ヒジュラ暦 1298年第 2ラビー月 25日（西暦 1881年 3月 27日） 

         1枚 長澤家寄贈 

土帝謁見之始末    明治 14年(1881)   １冊 長澤家寄贈 



 

在魯日本国公使機密文書草稿（国交意見書） 明治 14年(1881)11月 6日付 １綴 長澤家寄贈 

一行書「進不求名」 吉田東洋  幕末期(19世紀)   1幅 長澤家寄贈 

江戸幕府巡見使宿泊記録   天保 7～9年(1836-38)  ５冊 黒金屋寄贈 

商標看板「笹の露」   近代(19-20世紀)   1枚 黒金屋寄贈 

通い徳利     明治時代(19-20世紀)  5個 黒金屋寄贈 

のれん「くろがねや」   近代(19-20世紀)   1流 黒金屋寄贈  

大福帳     江戸時代～近代（18-19世紀） 1冊 黒金屋寄贈 

銭升     幕末期（19世紀）  2点 黒金屋寄贈 

猛禽図    種田豊水  明治時代（19世紀）  1幅  山脇家寄贈 

古代塗篆書盆      明治-昭和時代（19-20世紀）  1枚  山脇家寄贈 

古代塗俳画賛碁笥     明治-昭和時代（19-20世紀）  2合  山脇家寄贈 

古代塗龍文鎌鞘     明治-昭和時代（19-20世紀）  1本  山脇家寄贈 

古代塗色絵盆      明治-昭和時代（19-20世紀）  3枚  山脇家寄贈 

古代塗鐔図花台     明治-昭和時代（19-20世紀）  1台  山脇家寄贈 

古代塗鶴字額      明治-昭和時代（19-20世紀）  1扁  山脇家寄贈 

後藤家彫物彩金抄     明和７年（1770）刊   1冊  山脇家寄贈 

後藤家彫物彩金抄写し    明治-昭和時代（19-20世紀）  4枚  山脇家寄贈 

俳諧三十六歌仙より広瀬惟然・各務支考 与謝蕪村  寛政 11年（1799）  各 1枚 山脇家寄贈 

篆字帳    山脇信三  大正 5年（1916）   2冊  山脇家寄贈 

山水図    壬生水石  江戸後期-明治時代（19世紀）  1幅  山脇家寄贈 

花見図屏風（裏面に賞状貼付）  江戸後期-明治時代（19世紀）  1隻  山脇家寄贈 

粉本       明治時代（19-20世紀）   5枚  山脇家寄贈 

そして研究は続く                                       

蝦蟇鉄拐図   徳弘董斎  江戸後期-明治時代（19世紀）  1幅  山脇家寄贈 

神仙図    徳弘董斎  江戸後期-明治時代（19世紀）  1幅  岡本家寄贈 

俳画賛 猫も杓子も  徳弘董斎  江戸時代後期（19世紀）  1枚  檜垣家寄贈 

絵手本    徳弘董斎  江戸-明治時代（19世紀）  1帖  山脇家寄贈 

渓山覓句図   徳弘董斎  安政３年（1856）   1幅  楠瀬家寄託 

能茶山焼兎香炉   市原峴山  明治時代（19-20世紀）   1点  市原家寄贈 

能茶山焼兎置物     明治時代（19-20世紀）   1点  市原家寄贈 

能茶山焼諌鼓鶏置物  市原峴山  明治 40年（1907）   1点  市原家寄贈 

七言絶句木賀   山内容堂  明治時代（19世紀）   1幅  渡邉家寄贈 

七言絶句過金川駅  山内容堂  明治時代（19世紀）   1幅  楠家寄託 

山内容堂所用印  細川林斎ほか  江戸時代後期-明治時代（19世紀） 5顆  仙石家寄贈 

白綸子地花車模様打掛   近代（19-20世紀）   1領  清岡家寄贈 

 


