
高知県立高知城歴史博物館 令和3年度企画展
「地域展 仁淀川 〜流域の歴史と⽂化〜」展⽰資料目録
会期：令和3年６⽉19⽇〜令和3年9⽉5⽇

第1章 仁淀川と流域社会

第2章 前近代の仁淀川流域社会
指定 資料名 時代 所蔵

高知県指定 波介出土の銅矛 弥生時代 高知県立歴史⺠俗資料館

続⽇本後紀
江⼾時代写本より
平安時代 承和8年8⽉庚申条

高知県立高知城歴史博物館

湖州方鏡 土佐市光永・岡ノ下遺跡出土、12世紀 高知県立埋蔵文化財センター
⻘磁碗・⻘磁皿 土佐市上ノ村遺跡出土、中世集落遺跡より出土 高知県立埋蔵文化財センター
蝙蝠扇 土佐市林⼝遺跡出土、12〜13世紀 高知県立埋蔵文化財センター
佐伯経貞軍忠状
（土佐国蠧簡集拾遺1より）

江⼾時代写本より
南北朝時代 暦応3年（1340）正⽉28⽇

高知県立高知城歴史博物館

重要文化財
高岡郡⿊岩村地検帳
（⻑宗我部地検帳の内）

安土桃山時代 天正18年（1590）5⽉20⽇ 高知県立高知城歴史博物館

二淀川 江⼾時代 年未詳8⽉8⽇ 高知県立図書館
名野川郷百姓等逃散の図 江⼾時代 19世紀 高知県立歴史⺠俗資料館

第3章 仁淀川上流域の世界
指定 資料名 時代 所蔵

重要文化財
高岡郡別府山⻄森名地検帳
（⻑宗我部地検帳の内）

安土桃山時代 天正17年（1589）12⽉3⽇ 高知県立高知城歴史博物館

重要文化財
吾川郡太川五名之内池川地検帳
（⻑宗我部地検帳の内）

安土桃山時代 天正18年（1590）12⽉13⽇ 高知県立高知城歴史博物館

仁淀川町指定 十王堂の木造十王像 江⼾時代 仁淀川町⻑者 十王堂
⽇吉神社の猿面 明治12年（1879） 仁淀川町⻑者 ⽇吉神社

仁淀川町指定 清水寺観音堂の鰐⼝ 室町時代 応永17年（1410）12⽉8⽇ 仁淀川町下名野川 清水寺観音堂
仁淀川町指定 馬頭観音堂の鰐⼝ 室町時代 応仁元年（1467） 仁淀川町岩丸 馬頭観音堂

第4章 仁淀川中流域の世界
指定 資料名 時代 所蔵

高知県指定
〔複製〕木造蔵王権現立像
（横倉山修験関係遺品の内）

平安時代
原品：越知町 楠神地区
複製：高知県立歴史⺠俗資料館

高知県指定
〔複製〕銅板線刻如来鏡像
（横倉山修験関係遺品の内）

平安時代
原品：越知町 楠神地区
複製：高知県立歴史⺠俗資料館

高幡奇覧 江⼾時代 弘化2年（1845） 古屋⽵原筆 高知県立高知城歴史博物館

越知町指定
和鏡 蓬莱双雀鏡
＊展⽰期間：8⽉1⽇〜9⽉5⽇

鎌倉時代 越知町 大平地区

越知町指定
和鏡 楓葉双雀鏡
＊展⽰期間：8⽉1⽇〜9⽉5⽇

南北朝時代 越知町 大平地区

越知町指定
和鏡 蓬莱双雀鏡
＊展⽰期間：8⽉1⽇〜9⽉5⽇

室町時代 越知町 大平地区

越知町指定 野老山熊秋観音堂の鰐⼝ 室町時代 越知町 熊秋地区

高知県指定
木造阿弥陀如来坐像
＊展⽰期間：6⽉19⽇〜7⽉28⽇

鎌倉時代 佐川町教育委員会

高知県指定
木造薬師如来坐像
＊展⽰期間：7⽉29⽇〜9⽉5⽇

南北朝時代 康応2年（1390）3⽉彩色 佐川町教育委員会

国宝 〔複製〕金銅荘環頭大刀拵・大刀身 古墳時代 7世紀
原品：⽇高村 小村神社
複製：高知県立歴史⺠俗資料館



重要文化財 〔複製〕小村神社の木造菩薩面 平安時代 11〜12世紀
原品：⽇高村 小村神社
複製：高知県立歴史⺠俗資料館

高知県指定 小村神社の蓬莱鏡（円鏡・方鏡） 南北朝時代 康安2年（1362）8⽉17⽇ ⽇高村 小村神社

高知県指定
小村神社の棟札（仁治の棟札）
＊展⽰期間：7⽉29⽇〜9⽉5⽇

鎌倉時代 仁治元年（1240）10⽉19⽇ ⽇高村 小村神社

高知県指定
小村神社の棟札（貞和の棟札）
＊展⽰期間：6⽉19⽇〜7⽉28⽇

南北朝時代 貞和3年（1347）11⽉15⽇ ⽇高村 小村神社

高知県指定
鋳銅線刻十一面観音鏡像
（葛原神社の御正体類の内）

平安時代後期 ⽇高村 葛原神社

高知県指定
鍛銅線刻十一面観音鏡像
（葛原神社の御正体類の内）

平安時代後期 ⽇高村 葛原神社

高知県指定
桜枝双鳥鏡
（葛原神社の御正体類の内）

平安時代後期 ⽇高村 葛原神社

高知県指定
四葉柏双雀方鏡
（葛原神社の御正体類の内）

鎌倉時代 永仁3年（1295） ⽇高村 葛原神社

高知県指定
銅造懸仏
（葛原神社の御正体類の内）

鎌倉時代 ⽇高村 葛原神社

高知県指定
三仏双鶴鏡
（葛原神社の御正体類の内）

室町時代 ⽇高村 葛原神社

高知市指定
三浦道祐寄進状案
（吸江寺文書の内）

南北朝時代 文和3年（1354）2⽉晦⽇ 高知市 吸江寺

高知市指定 都寺桂珍渡状（吸江寺文書の内） 室町時代 応永4年（1397）5⽉14⽇ 高知市 吸江寺
八坂神社の棟札（明徳の棟札） 南北朝時代 明徳3年（1392） いの町清水 八坂神社
八坂神社の棟札（天文の棟札） 戦国時代 天文13年（1544） いの町清水 八坂神社
八坂神社の鰐⼝（応永の鰐⼝） 室町時代 応永7年（1400） いの町清水 八坂神社
八坂神社の鰐⼝（元禄の鰐⼝） 江⼾時代 元禄7年（1694） いの町清水 八坂神社
御蔵紙御仕法書写 江⼾時代 天保8年（1837）12⽉16⽇ 個人

第5章 仁淀川下流域の世界
指定 資料名 時代 所蔵

重要文化財 〔複製〕八角形漆塗神輿 鎌倉時代 弘⻑3年（1263）11⽉2⽇ いの町大国町 椙本神社
高知県指定 三上八幡宮の鉄釣燈籠 室町時代 寛正6年（1465）9⽉吉⽇ いの町鹿敷 三上八幡宮

初代安芸三郎左衛門の経歴
（白札勤役年譜一より）

明治時代 高知県立高知城歴史博物館

土佐藩仕置役連署状
（山内家文書 ⻑帳より）

江⼾時代 寛永元年（1624）霜⽉28⽇ 高知県立高知城歴史博物館

新川井筋絵図 江⼾時代 高知市立市⺠図書館（平尾文庫）

高知市指定
野中兼山自筆の裏書
＊展⽰期間：6⽉19⽇〜8⽉17⽇

江⼾時代 17世紀半ば 高知市春野郷土資料館

高知県指定 鏡像文殊菩薩 平安時代末期 土佐市高岡町 清瀧寺
高知県指定 銅造阿弥陀如来懸仏 平安時代末期〜鎌倉時代初期 土佐市高岡町 清瀧寺
高知県指定 銅造阿弥陀如来懸仏 鎌倉時代前期 土佐市高岡町 清瀧寺
高知県指定 銅造薬師如来懸仏 室町時代 土佐市高岡町 清瀧寺
⽇高村指定 小村神社の板絵三十六歌仙 戦国時代 文⻲3年（1503）12⽉28⽇ ⽇高村 小村神社

第6章 仁淀川流域の暮らしと祭り
指定 資料名 時代 所蔵

いの町指定
七色紙桁
（御用紙漉用具類の内）

江⼾時代 個人

いの町指定
御用紙漉鑑札
（御用紙漉用具類の内）

江⼾時代 個人

いの町指定
御用紙切本板
（御用紙漉用具類の内）

江⼾時代 個人

吉井家伝来の紙漉き道具 簀桁 明治時代 いの町紙の博物館



池川神楽の道具類
仁淀川町土居 池川神社
池川神楽保存会

津賀谷の獅子舞の道具類
いの町上八川 八所川内神社
津賀谷獅子舞保存会

蓮池の太刀踊の道具類
土佐市蓮池 ⻄ノ宮八幡宮
蓮池太刀踊保存会

第7章 仁淀川流域社会の近代化と現代
指定 資料名 時代 所蔵

仁淀川町指定
池川村誌
（池川町古文書より）

明治13年（1880） 仁淀川町教育委員会

仁淀川町指定
郡役所達留他
（池川町古文書より）

明治22年（1889） 仁淀川町教育委員会

仁淀川町指定
諸届控
（池川町古文書より）

明治27年（1894） 仁淀川町教育委員会

仁淀川町指定
永久保存
（池川町古文書より）

明治34年（1901） 仁淀川町教育委員会

仁淀川町指定
吾川郡池川村ノ全況諸届控
（池川町古文書より）

大正2年（1913） 仁淀川町教育委員会

土佐市指定 〔複製〕明治初期小学校授業風景図絵馬 明治11年（1878）
原品：土佐市高岡町 松尾八幡宮
複製：高知県立歴史⺠俗資料館

※資料の状態保護の観点から、展⽰予定に変更が生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。


