
展示資料リスト

※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 白馬歌 文政11年（1828） 1幅 坂本五郎寄贈

4 七絶四首（望不崩隄追慕先孝詩） 天保4年（1833） 1幅 坂本五郎寄贈

5 群鶴応瑞賦 天保10年（1839） 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

7 真田信之人形（辻村ジュサブロー作） 1点
8 切り絵［真田信繁（幸村）・猿飛佐助］ 1点
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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）

10 大塔物語 江戸時代 １点

11 真田幸綱（幸隆）画像 嘉永元年（1848）12月 1幅

12 陣鐘 元亀2年（1571） 1点

13 北条家朱印状 天正10年（1582）7月26日 1点 矢沢家資料

14 徳川家康判物 〔天正10年（1582）〕9月28日 1点 矢沢誠敏家資料

15 上田古戦図 江戸時代末期 1点

16 石田三成書状 年未詳　9月28日 長野県宝 1点

17 石田三成書状 長野県宝 1点

18 石田三成書状 年未詳 6月9日 長野県宝 1点

19 毛利輝元書状 慶長5年（1600）7月29日 長野県宝 1点

20 刀　無銘 南北朝時代 1口

21 大坂冬の陣図 江戸時代末期 1点

22 大坂夏の陣図 江戸時代末期 1点

23 真田信之画像 江戸時代後期 1幅

24 頭巾　伝徳川家康より真田信尹拝領 戦国時代～江戸時代 1点

25 袍 江戸時代 1点

26 深沓 江戸時代 1点

27 人物花鳥図巻 江戸時代中期 1巻

28 米利堅人船中燕席歌舞図 嘉永7年（1854） 1巻

29 背負箪笥 江戸時代末期～明治時代初期 1点

30 白熊のかぶりもの 江戸時代末期～明治時代初期 1点

31 卒具足 江戸時代末期 1領
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前期：10月13日（水） ▷11月29日（月）　　後期：12月 1日（水） ▷1月17日（月）

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）

前期 後期

32 神輿
慶長8年（1603）～
15年（1610）

1点 玉依比売命神社

33 社寺旧縁古書等御書上之写抜書 文政5年（1822） 1点 玉依比売命神社

34 真田信重御霊屋　釣燈籠 慶安2年（1649）2月23日 一対 西楽寺

35 真田信重所用仕込み杖 江戸時代前期 1点 西楽寺

36 中村神社　棟札 永禄12年（1569）11月21日 1点 中村神社

37 松代絵圖 18世紀中頃 1点 個人蔵

38 海津城地明細射図 19世紀初頭 1点 個人蔵

39 松代町全圖 大正元年（1912）8月 1点

40 真田信重御霊屋　前机 慶安元年（1648）10月23日 1台 西楽寺

41 真田信重御霊屋　前机 1台 西楽寺

42 狛犬 16世紀頃 一対 玉依比売命神社

43 涅槃図（伊木信西筆） 貞享3年（1686）8月 1幅 法泉寺

真田家の歴史

むかしの松代をのぞいてみよう

[スロープ]

企画展「むかしの松代をのぞいてみよう」
会期 令和3年10月13日（水）～令和4年1月17日（月）
前期：10月13日（水） ▷11月29日（月） 後期：12月 1日（水） ▷1月17日（月）



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）
前期 後期

44 武田勝頼朱印状 天正8年（1580）3月7日 長野市指定文化財 1点 東光寺 ○

45 村上景国書状 天正10年（1582）8月23日 長野市指定文化財 1点 東光寺 ○

46 松平忠輝寄進状 慶長13年（1608）6月28日 長野市指定文化財 1点 東光寺 ○

47 松平忠輝家臣連署状 正月29日 長野市指定文化財 1点 東光寺 ○

48 松平忠輝家臣連署状 元和2年（1616）3月7日 長野市指定文化財 1点 東光寺 ○
49 酒井忠勝寄進状 元和5年（1619）8月15日 長野市指定文化財 1点 東光寺 ○
50 田丸直昌寄進状 慶長4年（1599）正月21日 長野市指定文化財 1点 明徳寺 ○

51 松平忠輝家臣連署禁制 慶長15年（1610）9月21日 長野市指定文化財 1点 明徳寺 ○

52 松平忠輝家臣連署状 慶長16年（1611）9月22日 長野市指定文化財 1点 明徳寺 ○

53 大久保長安寄進状 慶長16年（1611）9月23日 長野市指定文化財 1点 明徳寺 ○

54 大久保長安書状 極月4日 長野市指定文化財 1点 明徳寺 ○

55 信州松城龍花山密蔵院練光寺縁起 江戸時代前期 1点 東光寺

56 池田宮御縁起 寛永12年（1635）12月 1点 玉依比売命神社

57 紺屋町御柱奉納記念写真
大正9年（1920）～
昭和49年（1974）

8点 紺屋町

58 松代町内古写真 明治～昭和40年代 20点 10点 10点

59 藩士肖像写真（横浜撮影） 文久3年（1863）夏 1点 個人蔵

60 真田邸遠景 明治32年（1899）12月 1点 個人蔵

61 旧武家屋敷庭園 大正14年（1925）5月5日 2点 個人蔵

62 旧武家屋敷写真 明治33年（1900）5月1日 1点 個人蔵

63 ガラス乾板 1点 個人蔵
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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）

64 鎧直垂 江戸時代 1領

65 紫絲毛引威二枚胴具足 江戸時代 1領

66 陣羽織　鼠色麻地定紋浅黄縫 江戸時代 1点

67 黒漆塗啄木絲素懸威二枚胴具足 江戸時代 1領

68 真田幸教調練服 江戸時代末期 1点

69 弾薬箱 江戸時代 1点

70 胴乱 江戸時代 3点

71 銃の小道具 江戸時代 一括

72 ゲベール銃 江戸時代 1丁

73 スペンサー銃 江戸時代 1丁

74 赤地胴定紋付旗　白地胴赤定紋付旗 江戸時代 2点

75 単眼鏡 江戸時代 2点

76 短刀　銘　来国俊 鎌倉時代末期 1口

77 短刀　無銘高木貞宗 南北朝時代初期 1口

78 小柄　俵藤太彫　銘作程乗作（光侶極） 江戸時代前期 1点

79 短刀　無銘高木貞宗折紙 寛永16年（1639）11月3日 1点

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）

80 金地花草図 江戸時代 ６曲１双

81 双六盤 江戸時代 １点

82 将棋盤 江戸時代 1点

83 役人双六 江戸時代 １点

84 源氏かるた 江戸時代 １点

85 自讃歌かるた 江戸時代 １点

86 天体中星儀 文政７年（1824） １点

87 彗星之図 江戸時代後期 １括

88 笙 江戸時代 １点

89 琵琶 江戸時代 １点

90 篳篥 江戸時代 １点

91 釣太鼓 江戸時代 １点
92 龍笛 江戸時代 １点
93 楽箏 江戸時代 １点
94 鞨鼓 江戸時代 １点

真田家の大名道具１


