
徳島県立博物館　平成29年度企画展「江戸幕府と徳島藩―幕藩制改革からみる江戸時代―」出品一覧
（会期：2017年10月14日～11月19日）

資料名 員数 所蔵・収蔵 資料名 員数 所蔵・収蔵

1 東照宮御影　九月十七日拝礼（徳川家康像） 一幅 公益財団法人德川記念財団 53 伊豆七島絵図（八丈島） 一枚 首都大学東京図書館

2 徳川家康書状 一幅 関西大学図書館 54 伊豆七島絵図（青ヶ島） 一枚 首都大学東京図書館

3 徳川秀忠書状 一通 徳島県立博物館 55 上疏覚書 一冊 首都大学東京図書館

4 徳川吉宗像 一幅 公益財団法人德川記念財団 56 辛丑日簿（水野忠邦日記） 一五冊 首都大学東京図書館

5 徳川吉宗書状 一通 関西大学図書館 57 壬寅日簿（水野忠邦日記） 一二冊 首都大学東京図書館

6 享保御事跡録 二冊 首都大学東京図書館 58 癸卯日簿（水野忠邦日記） 一二冊 首都大学東京図書館

7 摂津名所図会 一二冊 徳島県立博物館 59 地方測量之図 一枚 徳島県立博物館

8 御撰大坂記 五冊 関西大学図書館 60 源頼光公館土蜘作妖怪図（パネル展示） 三枚続 早稲田大学図書館

9 大岡忠相政要実録 一冊 関西大学図書館 61 上知一件御用控日記帳 二冊 関西大学博物館

10 政談 四冊 関西大学図書館 62 武家官位略記御昇進之次第 一枚 関西大学図書館

11 荻生徂徠墓碑銘拓本 双幅 関西大学博物館 63 万代鑑 一枚 関西大学図書館

12 象之絵巻物 一巻 関西大学図書館 64 列藩現石録 一冊 徳島県立博物館

13 享保十四己酉年四月交趾国象上京之次第記 一冊 関西大学図書館 65 蜂須賀重喜像（パネル展示） 一枚 徳島市立徳島城博物館

14 象のかわら版 一枚 関西大学図書館 66 松平阿波守重喜治昭略伝 一綴 徳島県立博物館

15 大象大津ゑぶし 一枚 徳島県立博物館 67 重喜様御代御日記 一〇冊 国文学研究資料館

16 舶来大象之図 一枚 徳島県立博物館 68 御用控・山田織部滅亡一巻 五冊二綴 国文学研究資料館

17 田沼意次像 一幅 牧之原市史料館 69 高原村五社一巻 一冊 徳島県立文書館

18 明和五匁銀 一枚 牧之原市史料館 70 藍方御取行之大綱 一冊 徳島県立博物館

19 南鐐二朱銀 一枚 牧之原市史料館 71 藍方御代官名面 一冊 徳島県立博物館

20 田沼意次へ鰤進覧につき松平治郷書状 一通 個人蔵・牧之原市史料館 72 藍玉取行雑録 一冊 徳島県立博物館

21 田沼意次領内遠望図 一幅 個人蔵・牧之原市史料館 73 伊勢音頭恋寝刃 三枚続 関西大学図書館

22 田沼意次の上奏文（降魔願文）（複製） 一通 個人蔵・牧之原市史料館 74 安永以降諸御役場新ニ被仰出候分調帳并書抜 一冊 国文学研究資料館

23 田沼意次の遺訓案（パネル展示） 一通 個人蔵 75 柴野栗山像 一枚 徳島県立博物館

24 関羽像（田沼意知筆） 一幅 牧之原市史料館 76 独楽園賀詞帖 三七枚 関西大学なにわ大阪研究センター

25 一行書　八幡宮（田沼意知筆） 一幅 大江八幡宮・牧之原市史料館 77 蜂須賀重喜隠居につき幕府申渡書写 一通 徳島県立文書館

26 松平定信像（三重県指定文化財） 一幅 鎭國守國神社 78 蜂須賀治昭像 一幅 徳島市立徳島城博物館

27 撰要類集（棄捐令関係） 一冊 首都大学東京図書館 79 松平阿波守治昭逸事 一綴 徳島県立博物館

28 草茅危言 五冊 関西大学図書館 80 二大字　純嘏（蜂須賀治昭筆） 一幅 徳島県立博物館

29 異国船図（谷文晁画　松平定信賛） 一幅 桑名市博物館 81 覚（御銀主申付書） 一通 徳島県立文書館

30 酔李白図（松平定信筆） 一幅 桑名市博物館 82 覚（御用銀請取書） 一綴 徳島県立博物館

31 宋朝岳飛図（渡辺広輝画　松平定信賛） 一幅 徳島県立博物館 83 御直渡御書付仮控 一冊 国文学研究資料館

32 花月草紙 六冊 関西大学図書館 84 御郡代御用手掛申上 一〇冊 国文学研究資料館

33 集古十種 八五冊 関西大学図書館 85 御郡代御咎一巻（佐和瀧三郎一件） 二冊 国文学研究資料館

34 日本外史稿本　付別冊 二三冊 桑名市博物館 86 集堂勇左衛門言上扣 一冊 国文学研究資料館

35 松平定永書状 一幅 桑名市博物館 87 本店惣有物売場有物代金金銭為替金新貸古貸惣都メ 一冊 徳島県立文書館

36 大塩平八郎像（パネル展示） 一幅 東北大学附属図書館 88 藍売帳 一冊 徳島県立文書館

37 凶荒図録 一冊 関西大学図書館 89 藍売帳（甲信方） 一冊 徳島県立文書館

38 大塩平八郎漢詩　過桶狭間古戦場 一幅 桑名市博物館 90 阿波志（徳島県指定文化財） 一二冊 徳島市立徳島城博物館

39 大塩平八郎書状（大塩格之助代筆） 一通 桑名市博物館 91 阿波志御用麻植郡東川田・西川田両村相調子指上帳 一綴 徳島県立博物館

40 大塩平八郎書状 一通 桑名市博物館 92 蜂須賀斉昌・斉裕像 双幅 徳島市立徳島城博物館

41 大塩平八郎檄文（複製） 一巻 関西大学図書館 93 徳川家斉像 一幅 公益財団法人德川記念財団

42 大塩焼図 一枚 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 94 治昭様御隠居斉昌様御家督御一巻 一冊 徳島県立文書館

43 坂本剛毅（鉉之助）碑拓本 一幅 関西大学博物館 95 蜂須賀斉昌叙正四位上口宣案 一枚 国文学研究資料館

44 察麗編 二冊 首都大学東京図書館 96 松平阿波守斉裕略伝 一綴 徳島県立博物館

45 菊園風記 一三冊 首都大学東京図書館 97 松平阿波守斉裕藩政改革ニ付通達書写 一冊 徳島県立博物館

46 水野忠邦像 一幅 首都大学東京図書館 98 松平阿波守斉裕陸軍総裁海軍総裁兼務一件他写 一綴 徳島県立博物館

47 金吹方之図（金座絵巻） 一巻 造幣博物館 99 武器二百図 一冊 徳島県立博物館

48 金吹方之図（旧金座） 一巻 造幣博物館 100 金海奇観（ペリー肖像）（パネル展示） 一巻 早稲田大学図書館

49 監憲録・浜松告稟録 四冊 首都大学東京図書館 101 徳島藩大森羽田出陣絵巻 一巻 徳島県立博物館

50 御覚扣 一冊 首都大学東京図書館 102 ペリー艦隊渡来ニ付徳島藩大森羽田警衛日誌 一冊 徳島県立博物館

51 矢部駿河守桑名護送図 一巻 桑名市博物館 103 桜戸日記（上田美寿日記）　 五冊 個人蔵・美馬市教育委員会

52 矢部駿河様御着之次第并御預一件 一冊 桑名市博物館 104 （参考） 伝 相良城瓦 一枚 牧之原市史料館


