
番号 資料名 年代 員数 所蔵先 展示会期

1 錦旗 慶応4年(1868)1月 1旈 高知県立高知城歴史博物館 全期

2 太刀　銘　広利 江戸時代(17世紀) 1振 高知県立高知城歴史博物館 全期

3 短刀　銘　肥後大掾貞国 江戸時代(17世紀) 1振 高知県立高知城歴史博物館 全期

4 五箇条の誓文　由利公正筆 明治41年(1908) 1幅 高知県立坂本龍馬記念館 全期

5 版籍奉還に関する木戸孝允建言書草案 （慶応4年(1868)）2月 2枚 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

6 版籍奉還後諸侯の世襲知事任命に反対せる木戸孝允事蹟 （明治2年(1869)6月） 1枚 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

7 版籍奉還上表文（太政官日誌より） 明治2年(1869)1月 1冊 高知県立高知城歴史博物館 全期

8 【国指定重要文化財】小松帯刀の領知・家格返上願 （明治2年(1869)）2月4日 1巻 千葉・国立歴史民俗博物館 後期

9 大久保利通書簡　岩倉具視宛 （明治2年(1869)）9月19日 1通 高知県立高知城歴史博物館 全期

10 金の懐中時計（大久保利通所用） 幕末・明治初期(19世紀) 1点 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

11 【国指定重要文化財】煙管（大久保利通所用） 幕末・明治初期(19世紀) 1点 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

12 灰皿（大久保利通所用） 幕末・明治初期(19世紀) 1点 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

13 【国指定重要文化財】歯ブラシ入れ（大久保利通所用） 幕末・明治初期(19世紀) 1点 千葉・国立歴史民俗博物館 後期

14 【国指定重要文化財】石鹸入れ（大久保利通所用） 幕末・明治初期(19世紀) 1点 千葉・国立歴史民俗博物館 後期

15 小野淳輔宛書簡（薩長土会談部分） （明治4年(1871)）1月19日 1通 高知県立坂本龍馬記念館 全期

16 伝西郷隆盛所用下駄 幕末・明治初期(19世紀) 1足 個人蔵／高知県立歴史民俗資料館保管 全期

17 五言古詩　一貫唯々諾　西郷隆盛筆 （明治4年(1871)1月20日） 1幅 個人蔵／高知県立歴史民俗資料館保管 前期

18 七言絶句　幾歴辛酸志始堅　西郷隆盛筆 （明治4年(1871)1月20日） 1幅 個人蔵／高知県立歴史民俗資料館保管 後期

19 【国指定重要文化財】岩倉具視書簡　大久保利通宛 （明治4年(1871)）7月12日 1巻 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

20 廃藩置県（聖徳記念絵画館壁画集より） 昭和時代(20世紀) 1枚 高知県立高知城歴史博物館 前期

21 板垣退助への参朝命令達写 （明治4年(1871)）7月 1通 高知・四万十町教育委員会 全期

22 廃藩置県の詔書写 明治4年(1871)7月14日付 1冊 個人蔵／徳島県立文書館保管 全期

23 【国指定重要文化財】新納立夫書簡　大久保利通宛 （明治4年(1871)）7月23日 1通 千葉・国立歴史民俗博物館 後期

24 改置府県概表 明治4年(1871)12月出版 1冊 高知県立高知城歴史博物館 後期

25 徳川家茂領知判物 安政7年(1860)3月5日 1通 高知県立高知城歴史博物館 全期

26 高知県概表 明治12年(1879)9月20日出版 1冊 高知市立自由民権記念館 全期

27 山内豊範肖像画 大正5年(1916) 1点 高知県立高知城歴史博物館 全期

28 山内豊範高知藩知事任命書 明治2年(1869)6月 1通 高知県立高知城歴史博物館 全期

29 高知藩知事印 明治初年(19世紀) 1点 高知県立高知城歴史博物館 全期

30 山内豊範所用大礼服 明治時代(19世紀) 1着 高知県立高知城歴史博物館 全期

31 高知藩建白　人民平均之議 （明治3年(1870)）閏10月 3枚 高知市立自由民権記念館 全期

32 人民平均の理　諭告（触控より） （明治3年(1870)12月） 1冊 高知県立高知城歴史博物館 全期

33 高知県庁看板 近代(20世紀) 1枚 高知県立歴史民俗資料館 全期

34 山内豊範日記 明治4年(1871) 1冊 高知県立高知城歴史博物館 全期

35 【国指定重要文化財】寺島宗則書簡　大久保利通宛 （明治6年(1873)）4月2日 1巻 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

36 【国指定重要文化財】伊藤博文書簡　大久保利通宛 （明治8年(1875)）2月11日 1巻 千葉・国立歴史民俗博物館 後期

37 佐賀電信録　上・下 明治7年(1874)9月出版 1冊 高知市立自由民権記念館 前期

38 【国指定重要文化財】大久保利通書簡　岩倉具視宛 （明治7年(1874)）3月24日 1巻 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

39 【国指定重要文化財】三条実美書簡　大久保利通宛 （明治7年(1874)）3月28日 1巻 千葉・国立歴史民俗博物館 後期

40 江藤新平錦絵（東京日々新聞６５６号） 明治7年(1874) 1枚 高知市立自由民権記念館 後期

41 七言絶句　惜年　江藤新平筆 明治7年(1874) 1幅 高知市立自由民権記念館 全期

42 【国指定重要文化財】佐佐木高行書簡　大久保利通宛 （明治9年(1876)）12月5日 1通 千葉・国立歴史民俗博物館 前期

43 高知県実地探偵報告書 明治10年(1877)9月 1冊 高知県立歴史民俗資料館 全期

44 文武高名伝　陸軍少将谷干城 明治10年(1877)5月12日出版届 1枚 高知市立自由民権記念館 後期

45 片岡健吉禁獄百日申渡書 明治11年(1878)8月20日 1冊 個人蔵／高知市立自由民権記念館保管 後期

企画展「廃藩置県150年　藩が消えた日～四国の廃藩置県～」展示資料リスト

主催：高知県立高知城歴史博物館　　　　　会期：令和3年（2021）9月17日～11月29日

前期：令和3年9月17日～10月26日　／　後期：令和3年10月27日～11月29日

廃藩置県と府県統廃合

廃藩置県と高知



番号 資料名 年代 員数 所蔵先 展示会期

46 蜂須賀茂韶肖像画 明治中期(19世紀) 1点 徳島市立徳島城博物館 全期

47 蜂須賀茂韶直書写（時勢見聞録より） （明治2年(1869)）9月12日付 1冊 個人蔵／徳島県立文書館保管 全期

48 版籍奉還士族九等ニ御定旧禄御解放適宜御改革一巻相記帳 明治2年(1869)6月付 1冊 個人蔵／徳島県立文書館保管 全期

49 御高札之写 （明治3年(1870)） 1枚 徳島県立文書館 全期

50 太政官謹慎申付書 （明治3年(1870)）10月3日 1通 徳島市立徳島城博物館 全期

51 蜂須賀茂韶告諭写 （明治4年(1871)）7月 1冊 徳島県立文書館 全期

52 蜂須賀茂韶訓示写 （明治4年(1871)7月） 1通 徳島県立文書館 全期

53 蜂須賀茂韶免官願 （明治4年(1871)）10月14日 1通 個人蔵／徳島県立文書館保管 全期

54 外景一覧図 明治5年(1872)8月 1枚 徳島市立徳島城博物館 全期

55 弥十郎騒動鎮圧準備の件 明治6年(1873)7月19日 1冊 徳島県立文書館 全期

56 結社大意 明治7年(1874)9月 2枚 徳島県立文書館 全期

57 自助社通諭書 明治8年(1875)6月 1冊 徳島県立文書館 全期

58 繁栄見立鏡 明治16年(1883)9月出版 1枚 徳島市立徳島城博物館 全期

59 阿波踊之図 大正11年(1922)11月 1幅 徳島市立徳島城博物館 全期

60 土佐藩預り地高札（レプリカ） 原資料＝慶応4年(1868)1月 1点 愛媛・四国中央市歴史考古博物館 全期

61
【四国中央市指定文化財】

御預り替の件に付歎願（川之江村大庄屋役用記より）
明治4年(1871)1月付 1冊 愛媛・四国中央市歴史考古博物館 前期

62
【四国中央市指定文化財】

丸亀県より管轄替の件通達（川之江村大庄屋役用記より）
明治4年(1871)10月4日付 1冊 愛媛・四国中央市歴史考古博物館 後期

63 別子銅山図巻 （明治18年(1885)） 1巻 愛媛県歴史文化博物館 全期

64 久松定法今治藩知事任命書 明治2年(1869)6月 1通 愛媛・今治城 全期

65 廃藩置県の件（吉田藩日記より） 明治4年(1871)7月27日付 1冊 愛媛県立図書館 全期

66 県地沸騰御届（小松藩官省進達留より） 明治4年(1871)9月10日付 1冊 愛媛県立図書館 全期

67 旧藩主引留めの件（松山藩布告留より） 明治4年(1871)8月17日付 1冊 愛媛県立図書館 全期

68 大洲騒動の件（日記下より） 明治4年(1871)8月付 1冊 愛媛県立図書館 全期

69 松山県・宇和島県の設置の件（新谷藩日記より） 明治4年(1871)12月5日付 1冊 愛媛県立図書館 全期

70 石鐵県の由来の件（石鐵県記より） 明治5年(1872)1月付 1冊 愛媛県立図書館 全期

71 神山県の由来の件（神山県記より） 明治5年(1872)5月付 1冊 愛媛県立図書館 全期

72 愛媛県設置の件（各省書取達より） 明治6年(1873)2月20日付 1冊 愛媛県立図書館 全期

73 香川県統合の件（各省書取達より） 明治9年(1876)8月23日付 1冊 愛媛県立図書館 全期

74 【愛媛県指定文化財】篠山山形模型 江戸時代(17世紀中頃) 1点 愛媛県立図書館 全期

75 篠山改革の件（宇和島藩日記より） 明治4年(1871)6月7日付 1冊 愛媛県立図書館 全期

76 沖之島・鵜来島・姫島　三島全形絵図 明治7年(1874)8月 1枚 愛媛県立図書館 全期

77 沖之島・鵜来島・姫嶋請取目録 明治7年(1874)8月14日 1冊 愛媛県立図書館 全期

78 沖之島・鵜来島・姫島書類受取証 明治7年(1874)8月14日 1冊 愛媛県立図書館 全期

79 伊予道後温泉鳥瞰図 明治14年(1881) 1枚 愛媛県立図書館 全期

80 丸亀県廃藩置県願 （明治4年(1871)）3月27日 1通 香川・丸亀市立資料館 全期

81 廃藩置県沙汰書 （明治4年(1871)）4月 1通 香川・丸亀市立資料館 全期

82 京極朗徹丸亀県知事任命書 明治4年(1871)4月12日 1通 香川・丸亀市立資料館 全期

83 丸亀県史写本 原資料＝明治時代 1冊 個人蔵／香川県立文書館保管 全期

84 【丸亀市指定文化財】亀山城旧藩図 （明治9年(1876)）1月22日 1点 香川・丸亀市立資料館 前期

85 讃州円亀蓬莱城図 大正3年(1914)12月写 1幅 香川・丸亀市立資料館 後期

86 土肥大作郡県論草稿 明治2年(1869) 1冊 香川・丸亀市立資料館 全期

87 土肥大作丸亀帰県願 （明治4年(1871))4月25日 1通 香川・丸亀市立資料館 全期

88 土肥大作進退伺 （明治4年(1871))7月12日 1通 香川・丸亀市立資料館 全期

89 印籠（土肥大作所用） 江戸時代(17世紀~19世紀) 1点 香川・丸亀市立資料館 全期

90 短刀　銘　相州住綱広（土肥大作所用） 制作年代不詳 1振 香川・丸亀市立資料館 全期

91 五言絶句　辞世作　土肥大作筆 明治5年(1872)5月24日 1幅 香川・丸亀市立資料館 全期

92 徳川家茂領知判物写 安政7年(1860)3月5日 1通
高松松平家歴史資料

香川県立ミュージアム
全期

93 松平頼聡御直書之写 （明治4年(1871))9月 1冊 香川県立文書館 全期

廃藩置県と香川

廃藩置県と徳島

廃藩置県と愛媛



番号 資料名 年代 員数 所蔵先 展示会期

94 乍恐御内々奉歎願口上 明治初期(19世紀) 1冊 香川県立文書館 全期

95 旧高松県引継目録 明治5年(1872) 1冊 香川県立文書館 全期

96 県庁新築之儀ニ付再申（県庁建築諸伺より） 明治9年(1876)4月10日付 1冊 香川県立文書館 全期

97 讃予分離ノ檄文（レプリカ） 原資料＝明治15年(1882)5月29日 1冊 香川県立ミュージアム 全期

98 独立置県旨趣要領 明治18年(1885)11月 1枚
高松松平家歴史資料

香川県立ミュージアム保管
全期

99 主意書附録 明治18年(1885)11月 1枚
高松松平家歴史資料

香川県立ミュージアム保管
全期

100 同盟加入署名書 明治18年(1885) 1枚 香川県立ミュージアム 全期

101 山田政平等書簡　竹内熊太郎宛 明治18年(1885)11月 1通 香川県立ミュージアム 全期

102 讃岐分県事件ニ付具申 明治21年(1888)11月 1冊 香川県立文書館 全期

103 奥村棟高松江持帰之書類 明治22年(1889)6月 1通
高松松平家歴史資料

香川県立ミュージアム保管
全期

104 高松城払下願（高松城址払下一件綴より） 明治22年(1889)9月付 1冊
高松松平家歴史資料

香川県立ミュージアム保管
全期

105 獅子（台座付） 明治37年(1904) 1基
高松松平家歴史資料

香川県立ミュージアム保管
全期

106 大本営掛札 大正11年(1922) 1枚
高松松平家歴史資料

香川県立ミュージアム保管
全期


