
Ｎｏ 指定 資料名 所蔵 年代 員数 展示期間 上田会場のみ

1 真田信繁（幸村）画像 高野山 蓮華定院 江戸時代 １幅 通期

2 革製六連銭紋旗指物 個人蔵 桃山時代 １旈 通期

3 鹿角・六連銭紋旗指物 個人蔵 江戸時代 １旈 通期

4 鉄二枚胴具足 大阪城天守閣 江戸時代 １領 通期 ★

5 頭形兜 高野山 蓮華定院 江戸時代 １頭 通期

6 薙刀 越葵文庫 室町時代 １口 通期

10 六連銭紋黒塗水筒 大阪城天守閣 江戸時代 １点 通期 ★

Ｎｏ 指定 資料名 所蔵 年代 員数 展示期間 上田会場のみ

11 大塔物語 上田市立博物館
室町時代中期成立
（嘉永4年＜1851＞影印）

１冊 通期 ★

12 小県郡松尾古城之図（真田家御事蹟稿　付図） 長野県立歴史館 天保14年（1843） １鋪 通期 ★

13 　 四阿山奥宮社殿扉残闕 長野県・山家神社 永禄5年（1562） １点 通期

14 上田市 金銅製御正体 長野県・三島神社 平安時代後期 １面 通期

15 銅製御正体 長野県・山家神社 永享12年（1440）11月12日 １面 通期

16 銅製鰐口 長野県・山家神社 文安3年（1446）6月27日 １口 通期

17 武田信玄画像 長野市立博物館 江戸時代 １幅 通期

18 武田晴信画像 高野山 持明院 桃山時代 １幅 通期

19 銅製陣鐘 長野県・真田宝物館 元亀2辛未年（1571）8月吉日 １口 通期

20 陣貝 長野県・真田宝物館 桃山時代 １口 通期

22 岩国市 川中島合戦図屛風 岩国美術館 江戸時代（寛文年間） ８曲１双
右隻 通期
左隻7/20-8/21

23 長野県 武田勝頼書状　真田幸綱宛 長野県・真田宝物館 （天正2年＜1574＞）5月28日付 １通 通期

24 武田勝頼・同夫人・信勝画像 高野山 持明院 桃山時代 １幅 通期

25 武田二十六将図 長野市立博物館 江戸時代 １幅 通期

26 上田市 真田信綱安堵状　蓮華童子院宛 長野県・山家神社 天正2年（1574）（閏）11月11日付 １通 通期 ★

28 　 長篠合戦図屛風[正本] 愛知県・犬山城白帝文庫 江戸時代 ６曲１隻 7/2-7/18

29 武田軍使用長槍 上田市立博物館 戦国時代 １本 通期

30 黒漆塗仏二枚胴残闕 長野県・信綱寺 戦国時代 １領 通期 ★

31 血染めの陣羽織 長野県・信綱寺 戦国時代 １領 通期 ★

32 千曲市 長篠合戦戦装束経帷子 千曲市教育委員会 戦国時代 １領 通期 ★

33 武田勝頼書状　真田喜兵衛尉宛 長野市立博物館 （天正6年＜1578＞）6月29日付 １通 通期
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34 上田市 真田昌幸安堵状　頼甚宛 長野県・山家神社 天正3年（1575）11月17日付 １通 通期

35 上田市 真田昌幸室黒印状　打越（信綱寺）宛 長野県・信綱寺 辰（文禄元年＜1592＞）正月10日付 １巻のうち 通期 ★

36 啄木糸素懸威伊予札胴具足〔複製〕 上田市立博物館 戦国時代（原資料） １領 通期 ★

37 真田昌幸画像 高野山 蓮華定院 江戸時代 １幅 通期

39 真田昌幸書状 個人蔵 （天正9年＜1581＞）正月22日付 １通 通期 ★

40 北条氏邦書状　真田（昌幸）宛 上田市立博物館 （天正10年＜1582＞）3月12日付 １通 通期

Ｎｏ 指定 資料名 所蔵 年代 員数 展示期間 上田会場のみ

43 刺繍種子阿弥陀三尊 長野県・大輪寺 桃山時代 １幅 通期

44 真田昌幸感状　宮下善七郎宛 上田市立博物館 天正１１年（1583）（閏）正月29日付 １通 通期

45 真田昌幸判物　蓮華定院宛 高野山 蓮華定院 庚辰(天正8年＜1580＞）3月9日付 １通 通期

46 鉄黒漆塗紺糸威異製最上胴具足 新潟県立歴史博物館 永禄6年（1563）8月吉日 １領 通期

48 徳川家康判物　依田右衛門佐宛 個人蔵 天正10年（1582）7月26日付 １通 通期 ★

49 金銀象嵌雷神短筒 個人蔵 年代不詳 １挺 通期

50 千曲市 徳川家康書状　屋代左衛門尉宛 千曲市教育委員会 （天正10年＜1582＞）9月19日付 １通 通期

51 千曲市 徳川家康自筆判物　屋代左衛門尉宛 千曲市教育委員会 天正１１年（1583）3月14日付 １通 通期

52 千曲市 徳川家康書状　屋代左衛門佐宛 千曲市教育委員会 （天正１１年＜1583＞）4月12日付 １通 通期

53 千曲市 上杉景勝感状　屋代左衛門尉宛 千曲市教育委員会 （天正１１年＜1583＞）4月22日付 １通 通期

54 弁（信繁）知行宛行状　諏方久三宛 個人蔵 天正13年（1585）6月28日付 １通 通期

55 武田勝頼感状　矢沢薩摩守宛 長野県・真田宝物館 （天正9年＜1581＞）2月11日付 １通 通期

56 真田昌幸宛行状　矢沢薩摩守・同三十郎宛 長野県・真田宝物館 （天正13年＜1585＞）3月14日付 １通 通期

57 唐冠の兜 長野県・真田宝物館 桃山時代 １点 通期

58 脇差　無銘 伝為継 長野県・真田宝物館 南北朝時代 １口 通期

59 鳥居紋 旗指物 上田市矢沢自治会 戦国時代 １旈 通期

60 須田満親書状　矢沢三十郎宛 長野県・真田宝物館 （天正13年＜1585＞）8月29日付 １通 通期

61 室賀源七郎覚書 長野県立歴史館 寅（慶長7年＜1602＞）2月16日付 １枚 通期 ★

62 真田昌幸書状　直江山城守宛 長野市立博物館 （天正13年＜1585＞）１１月17日付 １通 通期

63 豊臣秀吉書状　真田安房守宛 長野県・真田氏歴史館 （天正13年＜1585＞）１１月１９日付 １通 通期

64 上田市 真田昌幸判物　信綱寺宛 長野県・信綱寺 天正13年（1585）12月12日付 １巻のうち 7/2-7/25 ★

67 天正年間上田古図 上田市立博物館 江戸時代後期写 １鋪 通期

68 城下囲村図 上田市立博物館 天保14年（1843） １鋪 通期

70 上田市 紺糸威二枚胴具足 上田市立博物館 戦国時代 １領 通期 ★

71 豊臣秀吉朱印状　真田安房守宛[複製] 上田市立博物館 （天正17年＜1589＞）１１月21日付 １通 通期

73 長野県 豊臣秀次書状　真田源三郎宛 長野県・真田宝物館 （天正18年＜1590＞）3月8日付 １通 通期

75 長野県 豊臣秀吉書状　真田安房守・同源三郎宛 長野県・真田宝物館 （天正18年＜1590＞）4月14日付 １通 通期 ★

76 豊臣秀吉朱印状　松平修理大夫宛 個人蔵 （天正18年＜1590＞）4月29日付 １通 通期 ★

77 小田原陣陣立 仙台市博物館 天正17年（1589）11月 １幅 7/2-7/25

80 肥前名護屋城図 篠山市教育委員会 江戸時代 １鋪 通期 ★

Ｎｏ 指定 資料名 所蔵 年代 員数 展示期間 上田会場のみ

81 伏見城郭並屋敷取之図 東京都江戸東京博物館 江戸時代末期写 １鋪 通期 ★

82 伏見城松ノ丸出土瓦 東京都江戸東京博物館 桃山時代 ４点 通期 ★

83 上田城出土瓦 上田市立博物館 桃山時代（慶長5年＜1600＞以前） ５点 通期

86 重要美術品 豊臣秀吉画像 高野山 蓮華定院 江戸時代 １幅 通期 ★

88 徳川家康画像 大阪城天守閣 江戸時代 １幅 通期 ★

第２章「第一次上田合戦から小田原合戦」
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91 徳川家康画像 大阪城天守閣 江戸時代中期 １幅 通期 ★

93 長野県 石田三成書状　真田房州・同豆州・同左衛門介宛 長野県・真田宝物館 （慶長五年＜1600＞）8月5日付 １通 通期

95 石田三成画像 大阪城天守閣 昭和55年（1980） １幅 通期 ★

97 長野県 徳川家康書状　真田伊豆守宛 長野県・真田宝物館 （慶長5年＜1600＞）7月24日付 １通 通期

98 直江状 新潟県立歴史博物館 江戸時代写　17世紀 １通 通期

100 内府ちがいの条々 大阪歴史博物館 慶長5年（1600）7月17日付 １巻 通期

102 関ヶ原合戦絵巻 長野市立博物館 寛政3年（1791）写 ２巻 8/3-8/21

103 関ヶ原合戦図絵巻 長野県立歴史館 江戸時代末期 ２巻 7/20-8/1

104 関ヶ原合戦図絵巻 大阪城天守閣 江戸時代 １巻 7/2-7/18 ★

108 徳川秀忠書状　本多弥八郎・村越茂介宛 桑名市博物館 （慶長五年＜1600＞）8月26日付 １幅 通期

110 葵紋散団扇 長野県・海応院 桃山時代 １握 通期

111 高麗茶碗 長野県・海応院 １７世紀 １点 通期

Ｎｏ 指定 資料名 所蔵 年代 員数 展示期間 上田会場のみ

117 福岡県 鶴亀文懸鏡 太宰府天満宮 文禄2（1593）年 １面 通期

118 文琳の茶入 長野県・真田宝物館 江戸時代 １口 通期

119 朱漆塗彫漆屈輪香合 長野県・真田宝物館 江戸時代 １合 通期

123 梨子地立葵菊流水蒔絵膳部 長野県・大英寺 江戸時代 １式 7/27-8/21

125 大蓮院関係資料 長野県・芳泉寺 江戸時代 １式 通期 ★

127 網代朱塗六連銭紋付軍配団扇 長野県・真田宝物館 江戸時代前期 １握 通期

128 七宝繋紋象嵌鐙 長野県・真田宝物館 江戸時代 １双 通期

129 真田信之書状　西山左京宛 高野山 蓮華定院 （年不詳）7月28日付 １通 7/13-7/25

132 柳橋水車図屛風 大阪歴史博物館 桃山-江戸時代 ６曲１双 通期 ★

136 草花蒔絵螺鈿洋櫃 岐阜市歴史博物館 桃山時代 １合 通期 ★

137 花樹鳥獣蒔絵螺鈿洋櫃 岐阜市歴史博物館 桃山時代 １合 通期 ★

141
小袖屛風
薄浅葱練緯地扇面散模様辻ケ花染小袖

国立歴史民俗博物館 桃山時代 ２曲１隻 7/2-7/25 ★

142
小袖屛風
白練緯地石畳草花模様辻ケ花染（右）
紫練緯地草花模様辻ケ花染小袖（左）

国立歴史民俗博物館 桃山-江戸時代初期 ２曲１隻 7/27-8/21 ★

145 褐麻地立浪紋付具足下着 高知県立高知城歴史博物館 桃山時代 １領 7/13-7/25

146 白繻子地牡丹唐草文様具足下着 高知県立高知城歴史博物館 桃山-江戸時代初期 １領 7/2-7/11

147 上田市 黒糸威三葉葵紋柄具足 上田市立博物館 戦国時代 １領 通期 ★

148 刀　無銘 大垣正宗 個人蔵 鎌倉時代 １口 通期 ★

Ｎｏ 指定 資料名 所蔵 年代 員数 展示期間 上田会場のみ

149 真田昌幸書状　信綱寺宛 長野県・信綱寺 卯（慶長8年＜1603＞）3月15日付 １巻のうち 7/27-8/21

151 鉄製湯釜 長野県・山家神社 慶長7年（1602）5月吉日 １点 通期

152 和歌山県 真田信繁書状　蓮華定院宛 高野山 蓮華定院 （年不詳）6月17日付 １巻のうち 通期

153 和歌山県 真田信繁書状　左京宛 高野山 蓮華定院 （年不詳）6月23日付 １巻のうち 通期

154 真田信繁書状　むらまつ宛　[複製] 上田市立博物館 （慶長20年＜1615＞）正月24日付 １通 通期

155 長野県 城昌茂書状　真田信之宛 長野県・真田宝物館 （慶長16年＜1611＞）6月16日付 １通 通期

156 長野県 真田昌幸書状（信繁代筆）　真田信之宛 長野県・真田宝物館 （年不詳）4月27日付 １通 通期

157 長野県 豊臣秀頼黒印状　真田伊豆守宛 長野県・真田宝物館 （年不詳）極月27日付 １通 通期

159 大坂図屛風 大阪城天守閣 桃山時代 ２曲１隻 通期 ★

166 諸国古城之図　摂津大坂 広島市立中央図書館 江戸時代 １鋪 通期 ★

167 僊台武鑑 個人蔵 江戸時代 １冊 通期

第４章「真田家と桃山文化」
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168 大坂冬の陣配陣図 大阪歴史博物館 江戸時代 １鋪 通期

173 真田信之書状　矢沢但馬宛 長野県・真田宝物館 (慶長19年＜1614＞)霜月4日付 １通 通期

174 片桐且元書状　今井宗薫・宗呑宛 大阪歴史博物館 (慶長19年＜1614＞)１１月5日付 １幅 通期

175 小出吉英条々 個人蔵 慶長19年（1614）１１月8日付 １通 通期

184 諸国古城之図　摂津真田丸 広島市立中央図書館 江戸時代 １鋪
7/2-7/11
※以降パネル展示

191 フランキ砲 津和野町郷土館 桃山時代 １門 通期

192 津山市 鉄盾 岡山県・徳守神社 桃山-江戸時代 ２張 通期

196 大坂城大手口馬出曲輪堀出土瓦 大阪府文化財センター 桃山時代 ６点 通期

197 大坂城大手口馬出曲輪堀出土陶磁器 大阪府文化財センター 江戸時代 ５点 通期

198 大坂城大手口馬出曲輪堀出土人骨 大阪府文化財センター 江戸時代 １点 通期

199 真田信繁書状　小壱岐・同主膳宛　[複製] 上田市立博物館 （慶長20年＜1615＞）3月19日付 １巻 通期

201 大坂夏の陣配陣図（河内・天王寺） 個人蔵 江戸時代 １鋪 通期

203 本多富正隊陣立図 大阪城天守閣 江戸時代 １幅 通期 ★

204 大坂夏の陣図屛風 [複製] 大阪城天守閣 江戸時代（原本） ６曲１双 7/27-8/21

205 大坂夏の陣図屛風 東京都・出光美術館 江戸時代中期 ６曲１隻 7/2-7/25 ★

207 大坂之陣図屛風 石川県立歴史博物館 江戸時代 ６曲１隻 7/2-7/25

209 朱伊予札紺糸素懸威二枚胴具足 大阪城天守閣 桃山-江戸時代 １領 通期 ★

210 北九州市 毛抜威胴丸具足 福岡県・福聚寺 桃山-江戸時代 １領 通期

222 鉄銹地鐙 京都府・蓮光寺 江戸時代 １点 通期

223 白糸威水牛形兜 高知県立高知城歴史博物館 江戸時代 １頭 通期

225 大野主馬書状 個人蔵 （慶長20年＜1615＞)5月7日付 １通 通期

226 岡本半介書状　中助太他宛 大阪歴史博物館 （慶長20年＜1615＞)5月8日付 １通 通期

233 河村従高軍功書 大阪歴史博物館 （慶長20年＜1615＞) １通 通期

235 牧図書他書状　新庄次之助宛 国立歴史民俗博物館 （慶長20年＜1615＞)6月23日付 １通 通期 ★

236 末吉吉康他連署状写　末太郎兵衛宛 （慶長20年＜1615＞)5月22日付 １通 通期

238 大坂安倍之合戦之図 大阪歴史博物館 江戸時代 １幅 通期

239 大坂物語 大阪歴史博物館 江戸時代 ２冊 通期

242
脇指　なんばんがね　しし貞宗のうつし／
本多飛騨守所持内越前国康継

個人蔵 江戸時代初期 １口 通期

Ｎｏ 指定 資料名 所蔵 年代 員数 展示期間 上田会場のみ

247 重修 黒本尊縁起 東京都江戸東京博物館 万延元年（1860）版 １冊 通期

250 難波戦記
大阪府立中之島図書館
（中西文庫）

江戸時代 ２冊 通期

252 真田三代記 長野県・真田氏歴史館 江戸時代中期 ７１冊 通期

253
錦絵
真田幸村、巡見中の徳川家康を追い詰める

上田市立博物館 明治6年（1873） ３枚続 通期

254 錦絵 真田左衛門幸村（日本略史図のうち） 大阪城天守閣 明治１１年（1878） １枚 通期 ★

　　　【会場案内図】

エピローグ「信繁から幸村へ」


