
No. 資料名 員数 材質 所蔵者 展示期間

1 □　大太刀　銘　行光 一口 白山比咩神社蔵 全期

2 大太刀　無銘  附 由緒書 一口・一巻 個人蔵 全期

3
大太刀　朱銘　　千代鶴国安　木屋研亦長船研
之

一口 熱田神宮蔵 全期

4 熱田皇大神宮真柄大刀等覚書 一巻 紙本墨書 熱田神宮蔵 全期

5 朝倉始末記 一冊 紙本墨書 松平文庫(福井県立図書館保管) 全期

6 島(角鹿)教實墓碑(五輪塔)部分 一基 笏谷石製 角鹿(島)家同族会蔵 全期

7 朝倉始末記 七冊 紙本墨書 小出正彦氏蔵 全期

8 紅糸威本小札二枚胴具足 一領 井伊美術館蔵 全期

9 明智光秀像 一幅 絹本著色 本徳寺蔵 前期

9附 明智光秀像（複製) 一幅 本徳寺蔵 後期

10 明智光秀復元模写像 一幅 絹本著色 滋賀県立安土城考古博物館蔵(原本・本徳寺) 前期

11 浅井長政復元模写像 一幅 絹本著色 滋賀県立安土城考古博物館蔵(原本・小谷城址保勝会) 後期

12 ◎　朝倉義景像 一幅 絹本著色 心月寺蔵(当館保管) 全期

13 黒漆塗総覆輪二十四間阿古陀形筋兜鉢 一頭 井伊美術館寄託 全期

14 黒韋威胴丸 一領 井伊美術館寄託 全期

15 ◎　姉川合戦図 一枚 紙本著色 彦根城博物館蔵 前期

16 ◎　姉川合戦図 一枚 紙本著色 彦根城博物館蔵 後期

17 信長記　巻三 一冊 紙本木版 名古屋市博物館蔵 全期

18 四戦紀聞　巻一 一冊 紙本墨書 京都大学附属図書館蔵 全期

19 姉川合戦図屏風 六曲一隻 紙本著色 福井県立歴史博物館蔵 後期

19附 姉川合戦図屏風（複製） 六曲一隻 福井県立歴史博物館蔵 前期

20 京都五条橋擬宝珠　天正三年銘 一対 銅造 個人蔵 全期

21 四戦紀聞　巻三 一冊 紙本墨書 京都大学附属図書館 全期

22 信長記　巻八 一冊 紙本木版 名古屋市博物館蔵 全期

23 武田二十四将図 一幅 絹本著色 個人蔵 全期

24 武田三将図 一幅 絹本著色 山縣昭一(山県昭彦)氏蔵(当館保管) 全期

25 長篠合戦図屏風（複製） 六曲一隻 紙本著色 犬山城白帝文庫蔵 全期

26 山縣家系 一巻 紙本墨書 山縣昭一(山県昭彦)氏蔵(当館保管) 全期

27 山縣昌景所用猩々緋指物 一本 羅紗 山縣昭一(山県昭彦)氏蔵(当館保管) 全期

28 むかで衆旗型紙残欠 一枚 紙本墨書 山縣昭一(山県昭彦)氏蔵(当館保管) 全期

29 本朝名将百図　柴田勝家・羽柴秀吉 一巻 紙本墨書 長浜市長浜城歴史博物館蔵 全期

30 ◎　賤箇岳古戦場陣備全図 一枚 紙本著色 彦根城博物館蔵 後期

31 柴田勝家像 一額 紙本著色 柴田勝次郎氏蔵(当館保管) 前期

32 柴田勝家復元模写像 一幅 紙本著色 滋賀県立安土城考古博物館蔵(原本・柴田勝次郎氏) 後期

33 太刀　無銘　号 袖切丸 一口 西光寺蔵 全期

34 柴田勝家位記（贈従三位） 一額 紙本墨書 西光寺蔵 全期

35 贈従三位柴田勝家 墓前策命 一枚 紙本墨書 西光寺蔵 全期

36 賤ヶ岳合戦図屏風 六曲一双 紙本著色 岐阜市歴史博物館蔵 前期

37 賤ヶ岳合戦図屏風 六曲一双 紙本著色 大阪城天守閣蔵 後期

38 中川清秀像 一幅 絹本著色 井伊美術館蔵 全期

39 柴田退治記 一冊 紙本墨書 姫路文学館蔵 全期

40 太閤記 一冊 紙本木版 京都大学附属図書館蔵 全期

41 羽柴秀吉書置 羽柴秀長宛 一幅 紙本墨書 長浜市長浜城歴史博物館蔵 前期(～4/10)
42 柴田勝家書状 一通 紙本墨書 宮下玄覇氏蔵 全期

43 柴田勝家書状　粟屋五郎左衛門尉宛 一通(42と合装一幅) 紙本墨書 宮下玄覇氏蔵 全期

44 刀　無銘　伝景光 一口 個人蔵 全期

45 脇指　銘　兼春作 一口 個人蔵 全期

46 小牧・長久手合戦図屏風(複製) 六曲一隻 紙本著色 犬山城白帝文庫蔵 全期

47 四戦紀聞　巻四 一冊 紙本墨書 京都大学附属図書館蔵 全期

48 越前世譜 一 一冊 紙本墨書 越葵文庫(当館保管) 全期

49 結城秀康小像 一躯 銅造 越葵文庫(当館保管) 全期

50 豊臣秀吉画像　梅戸在貞筆 一幅 絹本著色 敦賀市立博物館蔵 全期

51 豊公娶婦図　都路華香筆 一幅 絹本著色 敦賀市立博物館蔵 全期

52 短刀　銘　来国俊 一口 個人蔵 全期

53 関ヶ原合戦図屏風　菊池容斎筆 六曲一双 絹本著色 敦賀市立博物館蔵 全期

54 関ヶ原合戦図絵巻　鳥文斎栄之筆 二巻 絹本著色 名古屋市博物館蔵 (上巻)前期(下巻)後期

55 関ヶ原御陣之図 一枚 紙本著色 岐阜市歴史博物館蔵 全期

56 結城秀康束帯画像 一幅 紙本著色 個人蔵 全期

57 徳川十六将図 一幅 紙本著色 運正寺蔵 全期

58 関ヶ原合戦時使用陣太鼓 一張 井伊美術館蔵 全期

59 十文字槍　銘　広正 一口 越葵文庫(当館保管) 全期

60 素懸威頬当 一点 越葵文庫(当館保管) 全期

61 井伊家用人石居元秀所用母衣 一点 布製 個人蔵 全期

62 茶壺　初花 一口 陶器(瀬戸美濃) 越葵文庫(当館保管) 全期

63 松平忠直像 一躯 木造 井伊美術館蔵 全期

64 伝松平忠直所用陣太鼓 一張 紙本墨書 簸川神社蔵 全期

65 忠直卿代中根孫右衛門宛行状幅 一幅 紙本墨書 福井市春嶽公記念文庫 当館蔵 全期

66 松平忠直筆古歌の幅 一幅 紙本墨書 当館蔵 全期

67 隆芳公御略伝 一冊 紙本墨書 福井市春嶽公記念文庫 当館蔵 全期

68 架鷹図　初代橋本長兵衛筆 一幅 紙本淡彩 敦賀市立博物館蔵 全期

69 大坂夏の陣図屏風 六曲一双 紙本著色 岐阜市歴史博物館蔵 前期

70 大坂夏の陣図屏風(最上屏風) 二曲一隻 紙本淡彩 大阪城天守閣蔵 後期

71 大坂夏の陣図屏風(若江合戦図) 六曲一隻 紙本著色 彦根城博物館蔵 後期

◎…重要文化財　　　□…県指定文化財 （前期：3月21日～4月13日、後期：4月15日～5月6日）
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