
2021年7月16～8月29日

№ 文化財指定 史料・作品名 点数 時代 作者など

1 堀尾吉晴肖像画 一点 昭和36年（1961） 木村義男筆、油彩、F100号

2 松江市指定
文化財

太刀　銘　包平 一振 平安時代中期 包平

3 島根県指定
文化財

小太刀　額銘　長光
附　銀装葵紋毛抜太刀拵

一振 小太刀　鎌倉時代中期
拵　江戸時代後期

小太刀　長光

4 灰火山社記 一巻 文亀2年（1502）秋

5 堀尾忠氏知行方之目録 一通 慶長6年（1601）3月27日 堀尾忠氏

6 金地院崇伝書状（堀尾忠晴宛） 一軸 （寛永3～10〔1626-33〕）12月
20日

金地院崇伝

7 極秘諸国城図　江戸始図 一枚 江戸時代前期

8 極秘諸国城図　今江戸図 一枚 江戸時代前期

9 国宝附 松江城天守鎮物（祈祷札、槍、玉石） 三件 江戸時代初期

10 国宝附 松江城天守鎮宅祈祷札 四枚 江戸時代初期

11 国宝附 松江城天守祈祷札 二枚 江戸時代初期

基1 松江市指定
文化財

松江城天守雛形 一基 江戸時代前～中期

12 松江市指定
文化財

竹内右兵衛書つけ 一冊 江戸時代前～中期

13 松江城天守墨書古材（四重東南隅の部
材）

一点 元文4年（1739）4月9日

14 松江市指定
文化財

塩札（松江城天守地階出土） 三点 江戸時代後期～末期

15 松江城天守懸魚（四重西側・鰭部分） 二点 明治20年代か

16 旧松江城図面 一鋪 明治42年（1909）12月

17 松江城天守実測図（城戸久氏調査図
面）

九二枚の
うち二枚

昭和12年（1937） 城戸久ほか、方眼紙、鉛筆

18 松江城天守破風復元図 一枚 昭和25～30年（1950―55） トレーシングペーパー、鉛筆

19 松平直政書状（惣家中宛） 一軸 （寛永15年〔1638〕）2月3日 松平直政

20 故開運千体不動尊（徳川家康より拝領） 一点 桃山～江戸時代 松平家旧蔵

21 松平家代々印章と印譜 印二九顆
のうち。
印譜二〇
冊のうち

江戸時代 松平家旧蔵

22 紫裾濃威大鎧 一領 江戸時代

23 二枚胴具足（大橋茂右衛門家伝来） 一領 江戸時代

24 驪黄物色図巻 二巻 正保４年（1647） 林羅山序、同年林鵞峰跋文
写、紙本著色

25 本朝列女伝 一〇冊 明暦元年（1655）11月成立
版本　寛永8年（1668）刊

村上平楽寺版

26 神幸之図概略 一巻 明治3年（1870）

27 ホーランエンヤ8ミリフィルム 一巻 昭和33年（1958）5月 カラー

28 雨森文書のうち忍術伝書袋、忍術秘書 二点 ①天保（1830―44）頃
②天保13年（1842）

写本

国際観光文化都市70周年記念・松江歴史館開館10周年記念

館蔵名品展
「これまで、これから」

出品一覧

はじめに

第一章　中世

第二章　近世前期　1600～1700年代



29 土工記 三冊 宝暦9年（1759）成立 冨永顕頭著、冨谷致知写

30 楼閣山水図屏風 六曲一
双

江戸時代 雲谷等益筆、紙本著色

31 一の谷・屋島合戦図屏風 六曲一
双

江戸時代 紙本著色

32 大崎御屋敷分間惣御絵図面 一舗 江戸時代後期　 19世紀 紙本著色

33 雲州侯大崎別業真景図巻 一巻 江戸時代後期 　19世紀 伝谷文晁筆

34 書「雪」 一幅 江戸時代後期 　19世紀 松平不昧筆

35 島根県指定
文化財

額字「明々庵」 一幅 安永8年（１７７９） 松平不昧筆

36 島根県指定
文化財

明々庵釜 一口 江戸時代後期　 18世紀 下間庄兵衛作

37 帖佐鶴首茶入 一口 江戸時代後期　 18世紀

38 菊蒔絵棗（お好み） 一口 江戸時代　 18世紀 初代小島漆壺斎作

39 楽山焼　俵茶碗 一口 江戸時代前期　 17世紀 倉崎権兵衛作

40 桑透かし彫刀掛 一基 江戸時代後期　 18世紀 小林如泥作

41 刀装具　赤銅地金象嵌雲龍揃い金具 一揃 江戸時代後期 谷豊重作

42 松江四季眺望図（摸本） 一幅 大正3年（１９１４）5月 写、文英筆、紙本著色

基2 松江町人町絵図　天神町 一舗 江戸時代後期

43 長方形祈祷具（松江歴史館敷地内出
土）

六点 江戸時代後期 橘明喬

44 八角形祈祷具（松江歴史館敷地内出
土）

二点 江戸時代後期

45 松江市指定
文化財

大垣の影人形（錦影絵）道具 一三五
点の内

江戸時代後期

46 紫縮緬地秋草流水模様振袖 一振 江戸時代後期

47 黒漆塗打刀拵　鷹狩揃金具付 一振 江戸時代後期

48 松平斉貴上洛絵巻　第三巻 五帖の
内一帖

江戸時代後期

49 道程記 一帖 文政10年（1827）

50 梨子地籬菊文蒔絵鞍・鐙 一揃 江戸時代後期

51 刀 一振 安政6年(1859)正月 高橋長信作

52 松江亀田山招魂祭之図 一枚 明治21年（1888） 堀櫟山（宗太郎）作、銅版画

53 三つ組風呂敷（荒布屋コレクション） 三枚 大正時代初期頃

54 楽山焼　色絵蘭亭曲水図大壺 一基 江戸時代  19世紀 「雲州月章」銘、「楽山」印

55 布志名焼　龍図花瓶 一口 江戸時代  19世紀 「若山」印

56 八雲塗桐鳳凰文会席膳 一膳 明治時代 坂田平一作

57 八雲塗草花図膳 四膳 明治30～40年代（1897―
1912）

坂田平一作

58 八雲塗花鳥図重箱 一合 大正～昭和時代 山本喜三郎商店

59 明治九年文部省留学生写真 一枚 明治9年(1876)6月 山口半六、穂積陳重ら10名、
山口家旧蔵

60 タゴール肖像写真 一枚 大正10か１１年（1921か22） 堀市郎撮影、於ニューヨーク、
付タゴール及び市郎サイン、
ビンテージプリント、ゼラチン・
シルバー・プリント

61 松江市風景 一巻 昭和時代 堀芙峯筆

62 若槻禮次郎肖像画 一点 大正15年（1926） 石橋和訓筆、油彩、若槻家旧
蔵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　※  31　一の谷・屋島合戦図屏風は　８月９日（月・振替休日）まで展示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              30　楼閣山水図屏風は　　　　 　　８月11日（水）から展示

第三章　近世後期　1800年代

第四章　近代　1900年代

これから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　※  基本展示室内での展示品は、「基１」「基２」の展示番号で示した


