
№ 名　　称 年　　代 西　暦 所　　蔵 備　考

1 羽柴秀吉判物 天正10年3月21日 1582 館蔵 たつの市指定

2 羽柴秀吉判物 天正10年6月7日 1582 個人蔵 たつの市指定

3 十文字槍 室町時代後期 龍野神社奉賛会蔵

4 江北賤ヶ嶽戦場之地理 館蔵 たつの市指定

5 羽柴秀吉判物(柳ヶ瀬感状） 天正11年6月5日 1583 個人蔵

6 七本槍図 個人蔵

7 脇坂安治画像 複製 寛永4年仲冬 1627 個人蔵 原本：たつの市指定

8 羽柴秀吉朱印状 (天正12年)6月6日 (1584) 館蔵 たつの市指定

9 淡路国指出寄帳 天正13年9月10日 1585 館蔵 兵庫県指定

10 羽柴秀吉判物 天正14年11月3日 1586 個人蔵 たつの市指定

11 陣羽織 龍野神社奉賛会蔵

12 垣屋系図　元祖平経遠ヨリ八代目豊直 午2月 館蔵

13 垣屋家系図　駿河守宗時から平馬豊文まで 館蔵

14 沙弥宗全(山名持豊)感状 応仁元年7月20日 1467 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

15 沙弥宗全(山名持豊)書状 4月21日 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

16 山名政豊感状 文明13年6月23日 1481 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

17 山名政豊感状 明応2年閏4月28日 1493 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

18 羽柴秀吉知行宛行状 (天正8年)6月8日 (1580) 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

19 宮部継潤知行宛行状 天正8年6月23日 1580 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

20 垣屋豊続書状 天正午(10年)11月11日 (1582) 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

21 袋　豫州大洲ヨリ垣屋 館蔵

22 垣屋孫一宛領知宛行状 天正11年8月1日 1583 館蔵

23 豊臣秀吉朱印状 文禄3年10月17日 1594 館蔵

24 御知行分目録 文禄3年10月20日 1594 館蔵

25 浅野弾正長吉書状 (文禄3年)10月20日 (1594) 館蔵

26 垣屋氏戦記 館蔵

27 小出吉政知行宛行状 慶長8年1月23日 1603 個人蔵(神戸市立博物館寄託)

28 志んるいちかつきの衆ノかきたて 館蔵

29 後陽成天皇口宣案　従五位下・淡路守 慶長5年1月17日 1600 館蔵 たつの市指定

30 脇坂藤亨(安元)画像(鎧姿) 個人蔵 たつの市指定

31 脇坂安元画像(衣冠束帯姿） 個人蔵 たつの市指定

32 徳川家康書状 写真 (慶長5年)8月1日 (1600) 個人蔵

33 関ヶ原合戦絵巻　下巻 江戸時代 龍野神社奉賛会蔵

第１章　戦場を駆けぬけた武士

秀吉と脇坂安治

秀吉と垣屋氏

第２章　天下分け目を勝ち抜いた武士

家康と脇坂家

○本リストは、展示構成に沿っているが展示順 とは一致しない。
○特別展にかかわる図録に載録したが出展のない資料もある。また、載録していない資料もある。
○資料の所蔵者については、公的機関は名称を表記、個人所蔵品は個人蔵と表記している。

【会期】令和３年１０月２３日(土)～１２月５日(日)

【会場】たつの市立龍野歴史文化資料館

特別展「武士の心得－脇坂家家中に伝わった宝物－」出品リスト
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34 徳川家康黒印状 9月9日 館蔵 たつの市指定

35 茶糸威革包二枚胴具足 桃山時代 館蔵 たつの市指定

36 脇坂安治知行宛行状 天正20年7月23日 1592 個人蔵

37 脇坂安治知行宛行状 文禄3年7月28日 1594 個人蔵

38 脇坂安治知行宛行状 慶長15年8月18日 1610 館蔵

39 脇坂安治知行宛行状 慶長15年8月18日 1610 個人蔵

40 脇坂安治知行宛行状 慶長15年8月18日 1610 個人蔵

41 山岡家略譜 個人蔵

42 山岡家家伝 個人蔵

43 徳川秀忠黒印状 元和元年12月15日 1615 館蔵 たつの市指定

44 藤堂高虎書状 6月20日 館蔵 たつの市指定

45 口宣案　脇坂安政 慶安4年12月28日 1651 館蔵

46 信州飯田城図 館蔵

47 脇坂家分限帳 辰4月 館蔵

48 飯田より御先達龍野着人別帳 館蔵

49 播州龍野絵図 宝暦2年 1752 館蔵

50 赤穂城本丸指図 元禄14年 1701 館蔵

51 播州赤穂城請取在番御用覚 元禄14年 1701 館蔵

52 赤穂城御請取行列之内抜書 天明4年4月初旬 1784 館蔵

53 安照公赤穂城御受取節景貞様御伴立ノ行列図 個人蔵

54 二万五千石之格播州赤穂之城請取在番之行列 元禄14年4月 1701 個人蔵

55 輪違紋背負箱 館蔵

56 空穂・腰物筒 館蔵・龍野神社奉賛会蔵

57 脇坂安親宛行状(依田道転　新知100石) 安永8年5月11日 1779 館蔵

58 脇坂安董宛行状(依田道転　加増20石) 天明8年1月11日 1788 館蔵

59 脇坂安董宛行状(依田平四郎　家督) 寛政13年1月26日 1801 館蔵

60 脇坂安董宛行状(依田源十郎　加増20石) 文化10年12月22日 1813 館蔵

61 口宣案(従四位下） 文化元年10月6日 1804 館蔵

62 着服図会 館蔵

63 貂の皮 龍野神社奉賛会蔵

64 対州道中絵巻 文化8年 1811 館蔵

65 行館監録 館蔵

66 口宣案(従四位下・侍従) 嘉永4年12月21日 1851 館蔵

67 御上様亥歳京都御所司代其仰付引継諸事控 嘉永5年 1852 館蔵

68 網干浦新田開発に付代官羽倉権九郎検分帳 寛政2年 1790 個人蔵

69 広畑村新田開発に付一札 天保13年6月 1842 個人蔵

70 播磨国揖東郡勘兵衛新田検地帳 嘉永7年6月 1854 個人蔵

71 網干浦新田開発に付検分絵図 寛政5年3月 1793 個人蔵

72 天満村・長松村・吉美村  新田開発に伴う絵図 寛政5年3月 1793 個人蔵

太平を揺るがす大事件

老中脇坂家の家臣たち

近世大名への道

第３章　幕藩体制のもとで
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73 江戸詰之窺 館蔵

74 	御側御用人被心得事 宝永4年 1707 個人蔵

75 先触 5月2日 館蔵

76 脇坂淡路守から垣屋太郎左衛門宛書簡 5月11日 館蔵

77 包紙　用事 館蔵

78 覚 館蔵

79 御招請付及承候段についての書簡 館蔵

80 御老中御招請之儀 館蔵

81 御書　秘御書追而火中 延享元年3月 1744 館蔵

82 日下一旨流学秘伝 宝暦3年12月5日 1753 個人蔵

83 日下一旨流龍虎巻　上下 享保5年5月9日 1720 館蔵

84 當流弓道免状 享保6年3月15日 1721 館蔵

85 無三自現流之剣術目録極意につき添状 天保7年9月23日 1836 館蔵

86 心極流・佐々木流炮録之書 個人蔵

87 ゲベール銃 個人蔵

88 雷管砲 個人蔵

89 龍野藩町打図 館蔵

90 城築曲尺伝 嘉永4年11月 1851 個人蔵

91 戦法伝 嘉永4年11月 1851 個人蔵

92 白糸素懸威桶側胴具足 館蔵

93 四季花鳥図押絵貼屏風 江戸時代中～後期 館蔵

94 大黒天図 江戸時代後期 館蔵

95 鉢梅老人図 江戸時代後期 個人蔵

96 諸氏略系 寛政7年 1795 個人蔵

97 脇坂家無足諸士略系 寛政8年 1796 個人蔵

98 孝婦鳴盛編 明和7年 1770 館蔵

99 黌事日録 文化6～11年 1809～1814 館蔵

100 生間流目録 乾坤　免状 寛延2年2月11日 1749 館蔵

101 生間流秘伝膳之巻 館蔵

102 鯉切形之図　免状 宝暦8年3月吉日 1758 館蔵

103 膳盛付図　免状 宝暦11年 1761 館蔵

104 銚子・瓶子の事 館蔵

105 雄蝶雌蝶 個人蔵

106 異国船渡来諸事控 嘉永7年9月 1854 館蔵

107 京地七口御固場所略図 安政元年11月頃 1854 館蔵

108 山城伏見図 (文政6年)4月24日 1823 館蔵

109 白旗古城跡之図 弘化4年3月 1847 館蔵

第４章　武士の心得

武士のお勤め

武士の本業

家中の人々

第５章　幕末・維新の脇坂家家中

幕末の騒擾
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110 城州山崎古城図 嘉永6年3月22日登山 1853 館蔵

111 長征ニ付申達 慶応元年 1865 個人蔵

112 従片島駅至鶴亀地図 慶応3年仲冬 1867 館蔵

113 家禄帳 個人蔵

114 龍野藩印 個人蔵

115 藩政改革ニ付諸士一統ニ申達候書取写 明治2年11月8日 1869 館蔵

116 脇坂安宅歌　短冊 館蔵

117 脇坂安斐歌　短冊 館蔵

118 龍野藩庁権大属任命書 庚午(明治3年)閏10月21日 (1870) 館蔵

119 飾磨県庁庶務課任命書 壬申(明治5年)1月20日 (1872) 館蔵

120 兵庫県庁権中属任命書 明治10年1月11日 1877 館蔵

121 龍野出張任命書 明治10年5月1日 1877 館蔵

122 辞令　住ノ江丸雑掌 明治12年6月17日 1879 館蔵

123 大江戸図 明治2年 1869 館蔵

124 幟 個人蔵

125 陣笠 個人蔵

126 紙采配 個人蔵

127 紗綾形文様鞍 個人蔵

128 白糸菱綴黒革包桶側胴具足 個人蔵

129 脇差 館蔵

130 色々糸威胴丸具足 個人蔵

131 陣羽織 個人蔵

132 望遠鏡 個人蔵

133 「此君」細花入 個人蔵

134 伊達政宗書状 (慶長12年)10月25日 (1607) 館蔵

135 黒塗桶側胴具足 館蔵

136 紫糸威茶色革包桶側胴具足 館蔵

137 脇坂家家紋入黒漆塗重箱 宝積禅寺蔵

第６章　脇坂家家中に伝わった宝物－伝わったこと　伝えていくこと－

家中に伝わった宝物

武士の結末


