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注記のない展示資料は高知県立高知城歴史博物館の所蔵品です。 ♪：音声ガイド番号 

資料名   制作者   年代      員数      備考 

見る知るたのしむ 特集 陣笠               ♪100 

白一黒一紋蒔絵陣笠    江戸時代後期（19世紀）  1笠    ♪101 

丸三柏紋蒔絵陣笠     江戸時代（17-19世紀）  1笠 

黒漆網代陣笠     江戸時代後期（19世紀）  1笠 

青貝螺鈿平陣笠     江戸時代後期（19世紀）  1笠 

丸三柏白一黒一紋蒔絵珊瑚入平陣笠   江戸時代後期（19世紀）  1笠 

桐紋蒔絵平陣笠     江戸時代（17-19世紀）  1笠 

銀杏蒔絵韮山笠     江戸時代後期（19世紀）  1笠 

 

大名道具の世界               

唐人笠形兜     江戸時代（17-19世紀）  1頭 

束髪形兜      江戸時代（17-19世紀）  1頭 

板屋貝形兜     江戸時代前期（17-18世紀） 1頭  

兎耳形兜（複製）     江戸時代前期（17世紀）  1頭    ♪102 

浅葱糸素懸威二枚胴具足    江戸時代前-中期（17-18世紀） 1領    ♪103 

羅紗地白黒段文様切継陣羽織   江戸時代（17-19世紀）  1領    ♪104 

紅地龍花蜀江文様錦白一黒一紋付鎧直垂  江戸時代後期（19世紀）  1領 

 

◆ ◆ ◆ ジョーハク 刀剣 強化月間 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ♪105-108  112 

玉鋼      現代    2点  明神和夫氏寄贈 

大太刀 銘 南海太郎錬之 弘化三年丙午二月日 弘化３年（1846）  1振      ♪109 

刀 銘 土佐国高岡郡春木城主従五位下武蔵守藤原朝臣家重君十一代後胤谷脇勘解由藤原重之君應需 

 同国同郡黒岩郷二ツ野村産森岡南海太郎朝尊於鳳城堀川一條作之干時嘉永六年癸巳十二月中浣     ♪110 
      嘉永6年（1853）  1振 

刀 銘 南海太郎朝尊 天保五 八月日  天保５年(1834)   1振   尾﨑元晴氏寄託 

新刀銘集録（復刻版） 森岡朝尊 著  安政3年（1856）跋  5冊 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

 

小面   出目満真   江戸時代中-後期（18-19世紀） 1面    ♪114 

童子   出目是閑   江戸時代前期（17世紀）  1面 

弱法師   出目満茂   江戸時代中期（18世紀）  1面 

三日月     江戸前期（17世紀）制作 江戸中期（18世紀）補彩 1面 

丸釜   名越淨味   江戸時代中期（18世紀）  1口     ♪115 

唐銅眉風炉     江戸時代後期（19世紀）  1口 

尾戸焼桐紋茶碗     江戸時代（17-19世紀）  1口    個人寄贈 



 

染付寸筒水指     江戸時代後期（19世紀）  1口 

能茶山焼建水     江戸時代後期（19世紀）  1口 

茶杓   織田貞置   江戸時代前期（17世紀）  1本 

瀬戸大海茶入     江戸時代前期（17世紀）  1口 

蓋置      江戸時代（17-19世紀）  10点 

一行書 寛胃以養気 山内豊凞   江戸時代後期（19世紀）  1幅 

蓮池白鷺図  山内豊敷   江戸時代中期（18世紀）  1幅 

蓮池白鷺図 三幅対のうち 狩野尚信   江戸時代前期（17世紀）  1幅 

蓮池白鷺図  増山雪園   江戸時代後期（19世紀）  1幅 

粉本      江戸時代中期（18世紀）  1巻    ♪116 

 

近世土佐の文化                 

苗字唱諸職人根居牒より 森田久右衛門項  江戸時代後期-明治時代（19世紀） 1冊     ♪117 

尾戸焼波涛文唐人笠花生    江戸時代前-中期（17-18世紀） 1口    個人寄贈 

尾戸焼鉄絵帰牧図耳付水指    江戸時代中-後期（18-19世紀） 1口    個人寄贈 

七言絶句 臨学即事 山内豊凞   天保14年（1843）  1幅    ♪118 

保建大記   栗山潜鋒 著 元禄元年（1688）成立、享保元年（1716）刊 2冊  

保建大記打聞  谷秦山 文政７年（1824）成立、嘉永５年（1852）再写 3冊  

訂正万葉集 鹿持雅澄 撰 別府安宣 葛目朝風 編 文政７年（1824）成立、嘉永５年（1852）再写  
          20冊 

万葉集      江戸時代後期（19世紀）写  19冊 

仙山伴鶴 山水図対幅のうち 春木南溟   明治2年（1869）  1幅    ♪119 

福禄寿三星図  橋本小霞   文久３年（1863）  1巻 

山内容堂所用印 中村水竹 呉北渚 安部井櫟堂  江戸時代後期-明治時代（19世紀） 6顆    ♪120 

絵幟 養老滝図（複製） 弘瀬金蔵   慶応2年（1866）頃  1旒    ♪121 

原本所蔵 西川屋老舗 

近代の訪れ               

箱根旅行絵巻 第４巻 荒木寛一 荒木寛畝 明治4年（1871）頃  1巻 

巌に鷲   荒木寛畝   明治43年（1910）  1幅  

孕の朝   楠永直枝   大正2年（1913）  1枚 山内神社寄託 

無題 土陽美術会員高知支部画帖のうち 加賀野井久寿彦 大正10年（1921）  1枚 

土陽美術 第８巻     昭和5年（1930）  1枚 

山内豊尹（コロジオン湿板）   明治時代（19世紀）  1枚     ♪122 

山内豊尹（鶏卵紙印画）    明治時代（19世紀）  1枚 

松浦厚（鶏卵紙印画） Elliott & Fry 撮影  明治19年（1886）  1枚 

稲垣満次郎（鶏卵紙印画） SCOTT & WILKINSON 撮影 明治19年（1886）  1枚 

三条公恭（鶏卵紙印画）    明治34年（1901）以前  1枚 


