
展示資料リスト【令和4年4月13日(水）～6月26日(日)まで】

矢沢家伝来の刀　「無銘　六連銭金象嵌」

※展示の日程・内容は変更する場合があります。

資料名 年代 指定 数量
所蔵及び展示期間

(記述がないものは当館所蔵）

1 松代城大御門　鬼瓦 1点

2 文武学校　瓦 2点

3 佐久間象山肖像画 明治12年（1879） 1点 坂本五郎寄贈

4 書状等貼交幅 江戸時代末期 1幅 坂本五郎寄贈

5 象山先生遺墨 1巻 坂本五郎寄贈

6 松代焼　徳利ほか 長野市指定文化財 6点

1
資料名 年代 指定 数量 所蔵及び展示期間

(記述がないものは当館所蔵）

7 真田家系図 江戸時代 １点

8
青江の大太刀
銘 備中国住人□□延文六年二月日

延文6年（1361） 重要文化財 1口

9 真田昌幸書状 〔天正16年（1588）〕5月5日 1点

10 豊臣氏奉行連署状 〔慶長３年（1598）〕8月17日 長野県宝 1点

11 日月の軍配 1点

12 真田信吉書状案 〔元和元年（1615）〕10月24日 1点

13 大坂城図 〔慶長19年（1614）〕 1点

14 本多忠義書状 江戸時代 1点

15 拝領の盃 安政4年（1857） 3点

16 信州名城之図 江戸時代 １巻

17 従信州松代江戸麻布溜池迄道法 江戸時代 1点

18 宿札 江戸時代 １点

19 浩然館三亭之図巻 慶応3年（1867） １巻

20 偸閑亭　額 江戸時代後期 1点

21 花の丸御殿　襖 江戸時代後期 1点

22 御庭焼　香合 江戸時代後期 １括

23 真田幸貫　掛軸　３点 江戸時代後期 3点

24 品川台場建設計画図 江戸時代後期 1点

25 第六台場鳥瞰図 江戸時代後期 1点

26 マンソー銃 １点

27 東山道御先鋒御総督同副御総督御連名之御感状 慶応4年（1868）4月 １点

28 飯山焼亡之図 慶応4年（1868）4月 2点

29 卒具足 江戸時代末期 1領

2
資料名 年代 指定 数量

所蔵及び展示期間
(記述がないものは当館所蔵）

30 御刀拝領之御書付 9月22日付 1点 真田宝物館蔵　矢沢家資料

31 家君六十五歳寿像 天保3年（1832） 1幅 真田宝物館蔵　伏島家資料

32 白井初平画像 嘉永7年（1854） 1幅 真田宝物館蔵　白井家資料

33 成沢勘左衛門の写真 江戸時代末期 1点 真田宝物館蔵　田中家資料

34 矢沢家古今名刀鑑　全 明治21年(1888）4月5日 1点 真田宝物館蔵　矢沢家資料

35 刀　銘 武蔵守藤原盛道 江戸時代初期 1口 真田宝物館蔵　矢沢家資料

36 刀　銘 実阿/黒蝋色塗鞘柄黒糸巻打刀拵 鎌倉時代末期 1式 真田宝物館蔵　矢沢家資料

37
刀　銘 近江守藤原清宣　元和九年二月日／黒立刷毛
目塗鞘柄黒糸巻打刀拵

元和9年（1623） 1式 真田宝物館蔵　矢沢家資料

38 短刀　無銘／銀装黒漆塗刻鞘柄鉄納戸糸巻合口拵 江戸時代末期 1口 真田宝物館蔵　矢沢家資料

真田家の歴史

企画展「松代藩士の刀剣」

[スロープ]

企画展「真田家 松代に入る」・「松代藩士の刀剣」
会期 令和4年４月１３日（水）～6月26日（日）



資料名 年代 指定 数量 所蔵及び展示期間
(記述がないものは当館所蔵）

39 蔵刀記録 明治11年（1878）2月 1点 真田宝物館蔵　樋口家資料

40 笠原平六郎の写真 明治時代 1点 真田宝物館蔵　田中家資料

41 蔵刀記録 明治時代～昭和初期 3点 真田宝物館蔵　田中家資料

42 袋槍　銘 宗次　松代藩笠原平六郎忠正所持 江戸時代末期 1本 真田宝物館蔵　田中家資料

43
太刀　銘 信濃国宗次　文久四年二月／革包鞘
太刀拵

文久4年（1864） 1式
真田宝物館蔵　母袋大十氏寄
贈資料

44 槍　銘 大和守金蔵 天和年間頃〈1681～1683頃） 1本 真田宝物館蔵　前島家資料

45 槍　銘 兼口 1本 真田宝物館蔵　前島家資料

46 槍　銘 肥前住播磨大掾藤原忠国 （江戸時代初期） 1本 真田宝物館蔵　前島家資料

47 薙刀　銘 周重 （天文年間　<1532～1554>） 1振 真田宝物館蔵　前島家資料

48
長巻　銘 地五拾本内 大慶直胤（花押）／天保四巳年
仲秋

天保4年（1833） 1振 真田宝物館蔵　村田家資料

49 脇差　拵 江戸時代末期 1点 真田宝物館蔵　小林家資料

50 前島民部左衛門画像 江戸時代末期 1幅 真田宝物館蔵　前島家資料

51 刀　無銘　前島民部左衛門所用 1口 真田宝物館蔵　前島家資料

52 鞘覆 江戸時代末期 1点 真田宝物館蔵　前島家資料

53 古刀銘尽大全　抄 江戸時代後期 1点 真田宝物館蔵　伏島家資料

54 刀拭道具 江戸時代末期 1式 真田宝物館蔵　樋口家資料

55 柄　鮫皮 江戸時代末期 1式 真田宝物館蔵　前島家資料

56 打刀拵　雅楽器図の金工品 江戸時代中期～後期 1式 真田宝物館蔵　横田家資料

57 刀　無銘／金梨子地塗鞘柄金茶糸巻打刀拵 1式 真田宝物館蔵　矢沢（誠）家資料

58 短刀　無銘／黒石目地塗印籠刻鞘柄鮫黒漆塗合口拵 室町時代初期 1式 真田宝物館寄託　祢津家資料

59 軍刀拵 昭和初期 1点 真田宝物館寄託　祢津家資料

60 刀　無銘 南北朝時代～室町時代末期 1口 個人蔵

61 つなぎと白鞘 1式 真田宝物館蔵　矢沢家資料

3
資料名 年代 指定等 数量

所蔵及び展示期間
(記述がないものは当館所蔵）

62 松代封内図 元和8年（1622）頃 2枚1組

63 松代藩領地目録 安政2年（1855） 1点

64 真田信之肖像画 幕末写 1幅 個人蔵

65 伝真田昌幸肖像画 幕末写 1幅 個人蔵

66 伝真田信繁肖像画 幕末写 1幅 個人蔵

67 松代城再築一件書類 享保2年（1717） 4点

68 松代城下図 享保頃（1716～35） 1点 常田家旧蔵

69 松代支配地総絵図 慶応４年・明治元年（１８６８）頃 1点 五明家旧蔵

70 紺絲二枚胴具足　（真田信親所用） 文化4年（1807）修理 1領

71 紺絲素懸威五枚胴具足 幕末 1領

72 新曲　大門踊り（冊子） 大正10年（1921） １冊 松代開府三百年祭記念

73 松代開府三百年祭記念絵葉書 大正10年（1921）10月20日 1組

74 松代開府三百年祭記念ポスター下書き 大正10年（1921） 1点 松代小学校蔵

75 松代開府三百年祭記念ポスター 大正10年（1921） 1点 個人蔵

76 真田幸治筆「雲暖一山春」 1幅

77 海津大絵図 江戸時代後期 1点

78 善光寺本堂指図他 江戸時代後期写 2点

79 善光寺寺領覚 明治4年（1871）写 1点

80 真田豊後守支配所善光寺領預村仮名帳（写） 明治4年（1871）写 1点

81 善光寺領中野県支配へ移管 明治4年（1871）2月 1点

82 善光寺祭礼絵巻 江戸時代後期 1巻 5月30日まで展示

83 庚寅年諏訪宮御柱引之図（千登子12才） 文政13年（1830）4月14日・15日 1巻 6月1日から展示　個人蔵

４　真田家伝来の大名道具真田家の大名道具２
資料名 年代 指定等 数量 所蔵及び展示期間

(記述がないものは当館所蔵）

84 桜花流水図 江戸時代末期 2曲1双

85 平家物語 江戸時代初期 1点

86 観桜・観楓図のうち　観桜図 江戸時代中期 4曲1隻

真田家 松代に入る




