
No. 名称 員数 時代 所蔵先・提供先 備考

1 堀尾吉晴木像 1 江戸時代初期 京都府・春光院

2 堀尾吉晴画像 1 慶長16年(1611)6月 京都府・春光院 賛：春龍玄済

3 豊臣秀吉画像 1 明治40年（1907）5月写 大阪府・大阪城天守閣 富岡鉄斎画

4 徳川家康画像 1 江戸時代 大阪府・大阪城天守閣

5 堀尾茂助行状（「京極若州侯給帳」より）【松江市指定文化財】 1 文化12年(1815)写 個人（松江歴史館寄託）

6 明王贈豊太閤冊封文【重要文化財】 1 万暦23年(1595)正月21日 大阪府・大阪歴史博物館

7 絵本日本外史　第八冊 1 大正8年（1919） 松江歴史館

8 極秘諸国城図　江戸始図 1 江戸時代前期 松江歴史館

［パネル］織田信長像 天正11年（1583） 兵庫県・神戸市立博物館 原本：重要文化財

［パネル］諸国古城之図　山城聚楽 宝暦3年（1753）成立 広島県・広島市中央図書館

9 堀尾氏邸宅跡出土遺物 4 戦国時代 愛知県・大口町歴史民俗資料館

10 堀尾近代系図並外孫縁者之略覚 1 江戸時代中期 三重県・亀山市歴史博物館

11 堀尾系図 1 寛文9年（1669）～正徳元年（1711） 三重県・亀山市歴史博物館

12 絵本豊臣勲功記　初編六 1 江戸時代後期～明治時代 松江歴史館

13 浮世絵「童子吉晴 猪を狩る」 1 江戸時代後期 松江歴史館 歌川国芳画(前期：9/17～10/17)

14 浮世絵「堀尾茂助吉晴」 1 江戸時代末期 松江歴史館 落合芳幾画(後期：10/19～11/23)

15 絵本豊臣勲功記　二編五 1 江戸時代後期～明治時代 松江歴史館

16 絵本豊臣勲功記　二編十 1 江戸時代後期～明治時代 松江歴史館

17 絵本豊臣勲功記　四編八 1 江戸時代後期～明治時代 松江歴史館

18 ［パネル］堀尾家譜系 1 江戸時代前期 京都府・春光院

19 豊臣秀吉鳥取城攻陣所図 1 江戸時代後期 鳥取県・鳥取市歴史博物館 岡島正義筆(前期：9/17～10/17)

20 堀尾茂助（吉晴）陣所図(「旧塁鑿覧写」より) 1 江戸時代後期 鳥取県・鳥取市歴史博物館 (後期：10/19～11/23)

21 太閤記　巻二 1 寛永3年(1626)初版、寛文元年(1661)本 松江歴史館 小瀬甫庵著

22 絵本豊臣勲功記　五編十 1 江戸時代後期～明治時代 松江歴史館

23 太閤記　巻三 1 寛永3年(1626)初版、寛文元年(1661)本 松江歴史館 小瀬甫庵著

24 山崎合戦図屏風（左隻） 1 江戸時代後期 大阪府・大阪城天守閣

25 絵本豊臣勲功記　六編三 1 江戸時代後期～明治時代 松江歴史館

26 羽柴秀吉知行判物（堀尾毛介宛） 1 天正10年(1582)9月9日 島根県・円成寺

27 堀尾吉定田地寄進状（八幡山西坊宛） 1 天正10年(1582)11月12日 兵庫県・柏原八幡宮 (前期：9/17～10/17)

28 堀尾吉定田地寄進状（八幡山西坊宛） 1 天正10年(1582)11月吉日 兵庫県・柏原八幡宮 (後期：10/19～11/23)

29 大身鑓　銘：出雲守貞重 1 江戸時代 島根県・円成寺 堀尾吉晴所用

30 大身鑓　銘：延次 1 安土桃山時代 大阪・大阪城天守閣 堀尾吉晴所用

31 扇子 1 安土桃山時代 大阪・大阪城天守閣 伝豊臣秀吉より堀尾吉晴拝領

32 羽柴秀吉陣立朱印状 1 天正13年(1585)7月17日 滋賀県・長浜市長浜城歴史博物館

33 堀尾吉晴書状（京極侍従宛）【長浜市指定文化財】 1 天正年間7月26日 滋賀県・加藤嘉昭

34 ［レプリカ］堀尾吉晴書状（岩女宛） 1 ［現代］天正17年（1589)8月15日 松江歴史館 原本：個人所蔵

35 松田左近右衛門尉書状（上坂伊賀入道・信濃入道宛） 1 天正15年(1587)正月26日 滋賀県・西上坂自治会(長浜市長浜城歴史資料館寄託)

36 太閤記　巻十二 1 寛永3年(1626)初版、寛文元(1661)年本 松江歴史館 小瀬甫庵著

37 堀尾金助画像 1 現代 愛知県・大口町堀尾史蹟顕彰会 赤堀豊禅画

38 [レプリカ]裁断橋擬宝珠 1 ［現代］元和8年（1622） 愛知県・大口町歴史民俗資料館 原本：名古屋市博物館所蔵

39 ［パネル］春光古今院事記 1 享保7年（1722) 京都府・春光院

40 堀尾吉晴禁制（方広寺宛） 1 天正19年(1591)7月1日 静岡県・方広寺

41 下すがり村御縄打水帳 1 慶長4年（1599）8月吉日 静岡県・浜松市博物館

42 堀尾次郎介書状（源大郎宛）【浜松市指定文化財】 1 天正19年（1591)2月10日 個人（浜松市博物館保管） 中村家文書

43 堀尾六左衛門尉書状（方広寺宛） 1 (16世紀末)3月8日 静岡県・方広寺

44 堀尾家略系図 1 江戸時代 三重県・亀山市歴史博物館
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45 豊臣秀吉朱印状（堀尾帯刀宛）【亀山市指定文化財】 1 天正20年(1592)正月11日 三重県・亀山市歴史博物館 (前期：9/17～10/17)

46 豊臣秀吉朱印状（堀尾帯刀宛）【亀山市指定文化財】 1 文禄3年(1594)9月21日 三重県・亀山市歴史博物館 (後期：10/19～11/23)

47 堀尾吉晴書状（笑庵、五郎八宛） 1 (16世紀末)12月17日 島根県・円成寺

48 豊臣秀吉書状（堀尾茂助宛） 1 天正19年（1591）ヵ 島根県・円成寺

49 堀尾公由来書 1 江戸時代 島根県・円成寺

50 関ヶ原合戦図絵巻 1 江戸時代 大阪府・大阪城天守閣

51 森羅万象 1 江戸時代 松江歴史館

52 豊臣五奉行連署知行宛行状（乙部掃部宛） 1 慶長4年(1599)2月5日 個人（松江歴史館寄託）

53 堀尾帯刀吉晴公働之覚 1 江戸時代 個人

54 関原両軍陣之図 1 江戸時代 島根県・島根県大学附属図書館

55 堀尾一信書状（塩見忠介宛） 1 慶長5年(1600)10月15日 個人

56 堀尾家記録【松江市指定文化財】 1 慶応3年(1867)年 個人 堀尾弥悦書

57 堀尾古記【松江市指定文化財】 1 江戸時代前期 個人

58 堀尾忠氏知行判物（塩見忠介宛） 1 慶長6年（1601)年3月27日 個人

59 堀尾忠氏知行方目録（内貴太郎左衛門尉他5名宛） 1 慶長6（1601)年3月27日 松江歴史館

60 ［パネル］出雲隠岐堀尾山城守家中給知帳 1 寛永10年（1633)9月 京都府・春光院

61 太閤記 巻十八 1 寛永3年（1626)初版、寛文元年(1661)本 松江歴史館 小瀬甫庵著

62 沢山城古城之絵図【重要文化財】 1 江戸時代 滋賀県・彦根城博物館 井伊家文書、(前期：9/17～10/17)、後期は写真パネル

63 諸国極秘城図　遠州浜松 1 江戸時代前期 松江歴史館

64 軒丸瓦、軒平瓦、鬼瓦、鯱瓦（浜松城出土） 5 安土桃山時代 静岡県・浜松市文化財課、浜松市博物館

65 かわらけ、丸瓦（二俣城出土） 4 安土桃山時代 静岡県・浜松市文化財課

66 かわらけ、天目茶碗、硯、平瓦（鳥羽山城出土）4 安土桃山時代 静岡県・浜松市文化財課

67 雲陽富田月山古城絵図 1 昭和26年(1951)写 松江歴史館

68 軒丸瓦、軒平瓦、鯱瓦（富田城出土） 5 安土桃山時代～江戸時代初期 島根県・安来市教育委員会

69 ばんどこ（富田城出土） 1 16世紀 島根県・安来市教育委員会

70 堀尾期松江城下町絵図 1 寛永5年（1628)～寛永10年(1633) 島根県・島根県大学附属図書館

71 棟込瓦、軒平瓦（松江城出土） 2 江戸時代初期 島根県・松江市埋蔵文化財調査室

72 松江城天守墨書古材（一階床梁の添木、根太受） 1 安土桃山時代～江戸時代初期 松江歴史館

【パネル】諸国古城之図　遠州二俣 1 宝暦3年（1753）成立 広島県・広島市立中央図書館

73 意宇郡大草村御検地田畠之帳 1 慶長7年（1602)7月吉日 広島県・広島大学図書館

74 太閤記 3 寛永3年(1626)初版、寛文元年（1661)本 松江歴史館 小瀬甫庵著

75 常山紀談　巻五、巻六 2 元文4年(1739)自序 島根県・島根県立図書館 則武三太夫の条

76 大原郡牛尾之内北村御検地帳 1 慶長7年(1602)年8月10日 広島県・広島大学図書館 (前期：9/17～10/17)

77 本朝武芸小伝　巻五　刀術 1 正徳4年(1714）初版、享和元年(1801)本 松江歴史館 長谷川宗喜の条(前期：9/17～10/17)

78 本朝武芸小伝　巻七　槍術 1 正徳4年(1714）初版、享和元年(1801)本 松江歴史館 京僧安太夫の条(後期：10/19～11/23)

79 堀尾山城守給帳【松江市指定文化財】 1 江戸時代 島根県・円成寺

80 紺糸威二枚胴具足 1 江戸時代 松江歴史館 松江藩士瀧川家所用

81 松江藩列士録　太巻　坤上 1 江戸時代 島根県・島根県立図書館 瀧川杢之丞の条

82 木椀（伊藤宇右衛門尉寄進） 13 慶長13年（1608)11月14日 島根県・野原八幡宮

83 出雲隠岐両国主堀尾家給帳 1 江戸時代 松江歴史館

84 諸士家系　中 1 江戸時代 三重県・亀山市歴史博物館 牧志摩の条(前期：9/17～10/17)

85 諸士家系　下 1 江戸時代 三重県・亀山市歴史博物館 佐治刑部の条(後期：10/19～11/23)

86 出雲隠岐両国主堀尾家給帳【松江市指定文化財】 1 文化10年(1813)写 個人（松江歴史館寄託）
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