
　　　　　　　　　　　特別展「戦乱の世から泰平の世へ - 16～17世紀の紀北･泉南地域 -」　出陳資料目録

Ⅰ　織田信長との戦い

（１）浄土真宗の広がり

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

1 貝塚市 方便法身尊像 １幅 室町時代　天文19年（1550） 願泉寺(大阪府貝塚市)

2 貝塚市 親鸞聖人像 １幅 室町時代(16世紀) 願泉寺(大阪府貝塚市)

3 貝塚市 証如上人像 １幅 室町時代(16世紀) 願泉寺(大阪府貝塚市)

4 二尊(親鸞・蓮如)像及び裏書 ２幅 室町時代　文明8年（1476） 本願寺鷺森別院（和歌山市）

5 顕如上人像 １幅 桃山時代　文禄4年（1595） 本願寺鷺森別院（和歌山市）

6 鷺森旧事記 １冊 江戸時代　元禄6年（1693） 本願寺鷺森別院（和歌山市）

7 紀伊国名所図会　初編　巻之一 １冊 江戸時代　文化8年（1811） 和歌山県立博物館（和歌山市）

（２）信長の雑賀攻め

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

8 織田信長像 １幅 江戸時代（17世紀） 浄厳院(滋賀県近江八幡市）

9 信長記　小瀬甫庵著 ８冊 江戸時代　寛文12年（1672）刊 和歌山市立博物館（和歌山市）

10 「石山合戦」配陣図 １枚 江戸時代(18世紀) 大阪城天守閣（大阪市）

11 日根野弘就書状 １通 安土時代　天正4年(1576) 歴史館いずみさの（大阪府泉佐野市）

12 顕如書状 １巻 安土時代　天正5年(1577) 蓮乗寺（紀の川市）

13 織田信長禁制 １通 安土時代　天正4年(1576) 個人

14 織田信長朱印状 １通 安土時代　天正5年(1577) 個人

15 織田信長朱印状 １通 安土時代　天正5年(1577) 個人

16 織田信長朱印状 １通 安土時代　天正5年(1577) 個人

17 根来寺泉識坊書状 1幅(2通) 　 大阪歴史博物館（大阪市）

　 　①三月六日付 　１通 　安土時代　天正5年(1577)

　 　②三月十八日付 　１通 　安土時代　天正5年(1577)

18 顕如書状 １巻 安土時代　天正5年(1577) 滋賀県立安土城考古博物館（滋賀県近江八幡市）

19 顕如書状 １巻 安土時代　天正6年(1578) 滋賀県立安土城考古博物館（滋賀県近江八幡市）

20 慈敬寺証智等連署状 １巻 安土時代　天正7年(1579) 蓮乗寺(紀の川市)

21 卜半斎了珍像 １幅 江戸時代（18～19世紀） 願泉寺(大阪府貝塚市)

22 顕如書状 １巻 安土時代　天正8年(1580) 願泉寺(大阪府貝塚市)

23
和歌山市
重要美術品

鉄錆地雑賀鉢兜　銘紀州宇治住雑賀吉久作 １頭 桃山～江戸時代(16～17世紀) 和歌山市立博物館（和歌山市）

24 鉄錆地銀象嵌六枚張雑賀鉢兜 １頭 江戸時代(17世紀) 和歌山市立博物館（和歌山市）

25 重要文化財 過所船旗 １幅 安土時代　天正9年(1581) 個人

Ⅱ　豊臣秀吉との戦い

（１）根来寺の和泉進出

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

26 メルカトル世界図 １面 1587年刊 和歌山市立博物館（和歌山市）

27 根来寺伽藍古絵図（複製） １幅 （原本は江戸時代 17～18世紀　根来寺蔵） 和歌山県立博物館（和歌山市）

28 興教大師像 １幅 室町時代(16世紀) 根来寺（岩出市）

29 弁才天十五童子像 １幅 室町時代　大永2年（1522） 根来寺（岩出市）

30 釈迦十六善神像 １幅 南北朝時代（14世紀） 個人

31 小牧長久手合戦図屛風 6曲1隻 江戸時代（19世紀） 三河武士のやかた家康館（愛知県岡崎市）

32 小牧御陣御発之図写 １舗 江戸時代　享保18年(1733) 和歌山城整備企画課(和歌山市）

33 織田信雄書状 １幅 桃山時代　天正12年（1584） 滋賀県立安土城考古博物館（滋賀県近江八幡市）

34 根来寺寺僧連署状 １幅 桃山時代　天正12年（1584） 大阪歴史博物館（大阪市）

35 安藤直次像 １幅 江戸時代(18～19世紀) 和歌山県立博物館（和歌山市）

36 小牧御陣記写 １冊 江戸時代　元禄16年(1703) 和歌山城整備企画課(和歌山市）

37 根来左衛門佐由緒書 １巻 江戸時代（17世紀） 和歌山県立博物館（和歌山市）

38 根来合戦記・舩上録 １冊 江戸時代　天保12年（1841） 和歌山県立博物館（和歌山市）

39 根来出城図 １幅 江戸時代(19世紀) 岸和田市教育委員会（大阪府岸和田市）

40 根福寺城図 １枚 江戸時代(19世紀) 岸和田市教育委員会（大阪府岸和田市）

41 落合城址図 １幅 江戸時代(19世紀) 大阪歴史博物館（大阪市）

42 和泉国南・日根郡城跡図 １帖 　 大阪歴史博物館（大阪市）

　 　①岸和田古城図 　１枚 　江戸時代(19世紀)

　 　②今城古跡図 　１枚 　江戸時代(19世紀)

　 　③鎗谷塁址図 　１枚 　江戸時代(19世紀)

43 貝塚御座所日記写 １冊 江戸時代（19世紀） 願泉寺(大阪府貝塚市)

44 貝塚御座所雑記写 １冊 江戸時代（19世紀） 願泉寺(大阪府貝塚市)

（２）和泉国中庄の新川氏

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

45 中庄村荒所麁絵図 １舗 江戸時代　寛政3年(1791) 個人

46 三善家系譜 １巻 江戸時代（19世紀） 個人

47 新川宮内少輔盛政伝　新川盛明筆 １冊 江戸時代(17世紀) 個人

48 新川盛政像　沢庵宗彭賛 １幅 江戸時代　元和4年（1618） 個人

49 新川盛政像　沢庵宗彭賛 １幅 江戸時代　元和8年(1622) 個人

50 土地売券 ４通 　 個人

　 　①前田太郎兵衛田地売券 　１通 　室町時代　永禄10年(1567)

　 　②殿村上田衛門大夫田地売券 　１通 　安土時代　天正4年(1576)

　 　③上郷下村拾郎太郎山下地売券 　１通 　桃山時代　天正15年(1587)

　 　④五郎大夫田地売券 　１通 　桃山時代　天正16年(1588)

51 根来寺修生院知行宛行状 １通 桃山時代　天正12年（1584） 個人

52 根来寺大金剛院勢算名跡譲状 １通 桃山時代　天正17年（1589） 個人

53 浅野長政判物 １通 桃山時代　文禄3年(1594) 個人

54 後陽成天皇口宣案 １通 桃山時代　慶長2年(1597) 個人

55 小堀正次判物 １通 桃山時代　慶長5年（1600） 個人



56 浅野長晟禁制 １通 江戸時代　慶長19年（1614） 個人

参考１ 阿弥陀如来立像 １軀 鎌倉時代（13世紀） 個人

参考２ 観音菩薩立像 １軀 南北朝時代（14世紀） 個人

（３）秀吉の紀州攻め

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

57 豊臣秀吉像 １幅 桃山時代（16世紀） 永観堂禅林寺（京都市）

58 絵入太閤記　小瀬甫庵著 11冊 江戸時代　宝永7年（1710）刊 和歌山県立博物館（和歌山市）

59 羽柴秀吉禁制 １通 桃山時代　天正12～13年（1584～85） 大阪歴史博物館（大阪市）

60 羽柴秀吉朱印状　 １幅 桃山時代　天正13年（1585） 和歌山県立博物館（和歌山市）

61 和歌山市(附) 総光寺中古縁起 １巻 江戸時代（17世紀） 惣光寺(和歌山市)

62 和歌山市 総光寺由来幷太田城水責図 １幅 江戸時代（17世紀） 惣光寺(和歌山市)

63 羽柴秀吉朱印状 １通 桃山時代　天正13年（1585） 個人

64 豊臣秀吉朱印状 １通 桃山時代　天正16年（1588） 金剛峯寺(高野町)

65 粉河寺参詣曼荼羅 １幅 桃山時代（16世紀） 粉河寺（紀の川市）

66 短刀  銘 記刕粉河寺國次　明應五年六月吉日 １口 室町時代　明応5年（1496） 和歌山県立博物館（和歌山市）

67 粉河寺旧記扣 １冊 江戸時代　文化7年（1810） 粉河寺（紀の川市）

Ⅲ　近世の幕開け

（１）和歌山城の築城と紀伊国主

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

68 和歌山城下町絵図 １舗 江戸時代　正徳2～3年（1712～13） 個人

69 豊臣秀長像 １幅 江戸時代(17世紀) 永観堂禅林寺（京都市）

70 豊臣秀長書状 １幅 桃山時代　天正18年（1590） 大阪城天守閣（大阪市）

71 豊臣秀保書状 １幅 桃山時代　文禄3年(1594)ヵ 大阪城天守閣（大阪市）

72 豊臣秀吉坐像 １軀 桃山時代（16～17世紀） 理智院（大阪府岬町）

73 桑山重晴坐像 １軀 桃山～江戸時代（16～17世紀） 理智院（大阪府岬町）

74 桔梗紋軒丸瓦 １点 桃山時代　天正13～慶長5年（1585～1600） 和歌山市教育委員会(和歌山市）

75 桑山家旧蔵資料 2幅1通 　 個人

 　①准如書状 　１幅 　江戸時代（17世紀）

 　②加藤忠広書状 　１幅 　江戸時代（17世紀）

 　③後陽成天皇口宣案 　１通 　桃山時代　文禄5年（1596）

76 紀伊国那賀郡金池村田村家文書 ４通  和歌山県立博物館（和歌山市）

 　①田村六兵衛申状 　１通 　江戸時代　寛永17年（1640） 　

 　②増田長盛書状 　１通 　桃山時代　慶長2～3年(1597～98）

 　③増田長盛書状 　１通 　桃山時代　慶長2～3年(1597～98）

 　④増田長盛書状 　１通 　桃山時代　慶長2～3年(1597～98）

77 増田長盛書状 １幅 　桃山時代　慶長3年（1598） 大阪城天守閣（大阪市）

78 二位覚栄書状 １通 　桃山時代　天正末年～慶長3年（1598） 興山寺（紀の川市）

79 浅野幸長書状 １幅 桃山時代　慶長4年（1599） 和歌山県立博物館（和歌山市）

80 違鷹羽紋滴水瓦 １点 桃山～江戸時代　慶長5年～元和5年(1600～19) 和歌山市教育委員会(和歌山市）

81 和歌浦図屛風 6曲1隻 江戸時代（17世紀） 和歌山県立博物館（和歌山市）

82 和歌浦菅神廟碑文草稿  藤原惺窩筆 １巻 江戸時代　慶長11年(1606) 和歌山県立図書館（和歌山市）

（２）木食応其・覚栄の登場

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

参考３ 紀の川市 木食応其坐像 １軀 桃山時代　天正18年（1590） 興山寺（紀の川市）

83 橋本市 木食応其像 １幅 江戸時代（17世紀） 応其寺（橋本市）

84 無言抄 ２冊 桃山時代　慶長4年(1599) 応其寺（橋本市）

85 国宝 続宝簡集 巻三十七 １巻 　 金剛峯寺(高野町)

　 　①羽柴秀吉事書 　１通 　桃山時代　天正13年（1585）

　 　②豊臣秀吉条目 　１通 　桃山時代　天正19年（1591）

　 　③豊臣秀吉朱印状 　１通 　桃山時代　天正20年(1592)ヵ

86 国宝 続宝簡集 巻五十一上 １巻 　 金剛峯寺(高野町)

86   木食応其覚書 　１通 　桃山時代　天正14年（1586）

87 弘法大師御手印縁起 １巻 桃山時代　天正17年（1589）修復銘 金剛峯寺(高野町)

88 御遺告真然大徳等 １巻 桃山時代　天正17年（1589）修復銘 金剛峯寺(高野町)

89 橋本市 興山上人橋本開基縁起 １巻 江戸時代（17世紀） 応其寺（橋本市）

90 　 橋本町必要之古書 １巻 　 応其寺（橋本市）

　 　橋本市 　①豊臣秀長奉行衆連署状　 　１通 　桃山時代（16～17世紀）

　 　橋本市 　②浅野左衛門佐書状 　１通 　江戸時代　慶長6年(1601)

91 　 橋本町必要之古書 １巻 応其寺（橋本市）

　 　橋本市 　①浅野幸長免許状 　１通 　江戸時代　慶長6年(1601)

　 　橋本市 　②浅野長晟黒印状 　１通 　江戸時代　元和元年(1615)

92 重要文化財(附) 三船神社本殿摂社棟札 ７枚 　 三船神社（紀の川市）

　 　①本殿棟札（天正十八年九月二十一日） 　１枚 　桃山時代　天正18年(1590)

　 　②本殿棟札（天正十九年閏正月十七日） 　１枚 　桃山時代　天正19年(1591)

　 　③本殿棟札（天正十九年閏正月十七日） 　１枚 　桃山時代　天正19年(1591)

　 　④本殿棟札（天正十九年閏正月十七日） 　１枚 　桃山時代　天正19年(1591)

　 　⑤摂社棟札（慶長四年極月廿八日） 　１枚 　桃山時代　慶長4年(1599)

　 　⑥摂社棟札（慶長四年極月廿八日） 　１枚 　桃山時代　慶長4年(1599)

　 　⑦本殿棟札（慶長八年卯月十六日） 　１枚 　江戸時代　慶長8年（1603）

93 獅子 １軀 桃山時代（16～17世紀） 三船神社（紀の川市）

94 御船明神社造営料覚書 １通 江戸時代　慶長10年（1605） 個人

95 遍照院覚栄書状 １通 江戸時代　慶長10年（1605）ヵ 三船神社（紀の川市）

96 興山寺由緒書 １冊 江戸時代　享保10年（1725） 興山寺（紀の川市）

97 紀の川市 鬼瓦 １点 桃山時代　天正18年（1590） 興山寺（紀の川市）

98 国宝 続宝簡集 巻五十四（諸寺諸社造営目録） １巻 江戸時代　慶長7年（1602） 金剛峯寺(高野町)

99 豊臣秀吉朱印状 １幅 桃山時代　天正19～文禄2年（1591～93） 安楽寿院（京都市）



100 木食応其書状 １幅 桃山時代　天正19年(1591)ヵ 和歌山県立博物館（和歌山市）

101 木食応其書状 １幅 桃山～江戸時代（17世紀） 安楽寿院（京都市）

102 安楽寿院総絵図　岡本桃里筆 １幅 江戸時代　安政2年(1855) 安楽寿院（京都市）

103 過去荘厳刧千仏名経巻上（三千仏名経のうち） １巻 南北朝時代　正平14年（1359） 安楽寿院（京都市）

104 過去荘厳刧千仏図（三千仏図のうち） １幅 桃山時代（16世紀） 安楽寿院（京都市）

105 摧薪録 １冊 江戸時代　文化6年（1809） 安楽寿院（京都市）

106 安楽寿院寄進幷過去帳 １帖 江戸時代（17世紀） 安楽寿院（京都市）

107 弘法大師坐像 １軀 江戸時代（17世紀） 安楽寿院（京都市）

（３）根来寺と願泉寺の復興

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

108 根来寺一山絵図 １幅 江戸時代(18世紀) 根来寺（岩出市）

109 浅野幸長制札 １枚 江戸時代　慶長8年（1603） 根来寺（岩出市）

110 両界曼荼羅図箱蓋 １点 江戸時代　慶長12年(1607) 根来寺（岩出市）

参考４ 　 根来寺寺院血脈（謄写本） １冊 明治時代　明治41年（1908） 東京大学史料編纂所（東京都文京区）

111 種子両界曼荼羅図 １幅 室町～江戸時代（16～17世紀） 根来寺（岩出市）

112 阿弥陀如来立像 １軀 鎌倉時代(14世紀) 根来寺（岩出市）

113 地鎮法 １帖 江戸時代　慶長17年(1612)写 興山寺（紀の川市）

114 地鎮祭文幷表白神分 私記 １帖 江戸時代　慶長17年(1612)写 興山寺（紀の川市）

115 貝塚寺内絵図 １幅 江戸時代　慶安元年（1684） 願泉寺(大阪府貝塚市)

116 貝塚市 顕如上人像 １幅 江戸時代　文禄2年（1593） 願泉寺(大阪府貝塚市)

117 貝塚市 教如上人像 １幅 江戸時代　元和9年（1623） 願泉寺(大阪府貝塚市)

118 貝塚市 親鸞聖人像 １幅 室町時代（15～16世紀） 願泉寺(大阪府貝塚市)

Ⅳ　豊臣の世から徳川の世へ

（１）関ヶ原の戦いと大坂の陣

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

119 彦根市 関ヶ原合戦図屛風〈木俣家本〉 6曲1隻 江戸時代（19世紀） 彦根城博物館（滋賀県彦根市）

120 徳川家康像 １幅 江戸時代（17世紀） 紀州東照宮(和歌山市)

121 和歌山県 金唐革陣羽織 伝徳川家康所用 １領 桃山～江戸時代(16～17世紀) 紀州東照宮(和歌山市)

122 　 渥美家系譜（紀州家中系譜並に親類書書上げのうち） １冊 江戸時代　天保11年（1840） 和歌山県立文書館（和歌山市）

123 木食応其覚書 １巻 桃山時代　慶長5年(1600) 応其寺（橋本市）

124 紀伊徳川藩士壱岐家文書 12通3冊 　 個人

　 　①小早川秀俊知行宛行状 　１通 　桃山時代　慶長2年（1597） 　

　 　②小早川秀秋知行方目録 　１通 　桃山時代　慶長4年(1599)

　 　③小早川秀秋鉄炮者知行方目録 　１通 　桃山時代　慶長4年(1599)

　 　④小早川秀秋知行宛行状 　１通 　桃山時代　慶長4年(1599)

　 　⑤伊岐又左衛門馬廻組帳 　１冊 　桃山時代　慶長4年(1599)

　 　⑥小早川秀秋知行方目録 　１通 　桃山時代　慶長5年(1600)

　 　⑦小早川秀秋知行方目録 　１通 　桃山時代　慶長5年(1600)

　 　⑧小早川秀秋蔵入目録 　１通 　江戸時代　慶長6年(1601)

　 　⑨小早川秀秋蔵入目録 　１通 　江戸時代　慶長6年(1601)

　 　⑩小早川秀秋知行方目録 　１通 　江戸時代　慶長6年(1601)

　 　⑪伊岐遠江組帳 　１冊 　江戸時代　慶長7年(1602)

　 　⑫小早川秀詮知行方目録 　１通 　江戸時代　慶長7年(1602)

　 　⑬小早川家年寄衆連署備前美作知行方目録写 　１通 　江戸時代　慶長7年(1602)

　 　⑭紀伊徳川藩勘定奉行衆知行目録 　１通 　江戸時代　延宝9年(1681)

　 　⑮壱岐家系譜 　１冊 　江戸時代　嘉永4年（1851）

参考５ 　 小早川秀詮知行方目録（紀伊徳川藩士壱岐家文書のうち） １幅 　江戸時代　慶長7年(1602) 個人

125 浅野長晟書状 １巻 江戸時代　慶長19年(1614) 和歌山県立博物館（和歌山市）

126 大坂冬之陣図 １舗 江戸時代（18世紀） 和歌山県立博物館（和歌山市）

127 泉州樫井合戦絵図 １舗 江戸時代(18～19世紀) 歴史館いずみさの（大阪府泉佐野市）

128 大坂夏の陣図屛風　耕南筆 6曲1双 江戸時代（18～19世紀） 個人

（２）紀伊国の土豪の動向

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

129 小林村奥家領分絵図 １舗 江戸時代　元禄9年（1696） 三船神社（紀の川市）

130 奥家伝来覚書写 １通 江戸時代（18世紀） 個人

131 羽柴秀長誓詞前書写 １通 江戸時代（17～18世紀） 個人

132 遍照院覚栄書状 １通 江戸時代　慶長15年（1610） 個人

133 奥家系図抜書 １冊 江戸時代（18～19世紀） 個人

134 美福門院寿影像寄附状 １通 江戸時代（17～18世紀） 個人

135 伝美福門院像 １幅 江戸時代（17世紀） 個人

136 八条院像 １幅 桃山～江戸時代（16～17世紀） 安楽寿院（京都市）

137 後柏原天皇綸旨（福蔵院旧蔵文書） １巻 室町～江戸時代(16～17世紀) 宝来山神社（かつらぎ町）

138 重要文化財(附) 慶安三年賀勢田荘絵図 １幅 江戸時代　慶安3年(1650) 宝来山神社（かつらぎ町）

139 木村家代々肖像  山田龍山筆 １幅 明治時代　明治8年（1875） 個人

140 木村家系譜 １巻 明治時代　明治8年（1875）ごろ 個人

141 重要文化財(附) 宝来山神社本殿棟札 ４枚 江戸時代　慶長19年(1614) 宝来山神社（かつらぎ町）

142 賀勢田荘宝来山大明神番頭講譲券 １通 江戸時代　安政2年(1855) 個人

（３）徳川頼宣の紀伊入国

番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者（所在地）

143 徳川頼宣像　伝山本養和筆 １幅 明治時代(19～20世紀) 和歌山県立博物館（和歌山市）

144 南紀士姓旧事記 １冊 江戸時代(18世紀) 和歌山県立図書館（和歌山市）

145 紀伊国地士帳 １冊 江戸時代(18世紀) 個人

146 川中島合戦図屛風〈紀州本〉 6曲1双 江戸時代(17世紀) 和歌山県立博物館（和歌山市）

　＊資料目録に掲載した資料のうち、番号に参考と付いているものは出陳をしません。また、それ以外でも、文化財保護上の理由から出陳をしない場合があります。

　＊指定欄の略表記は下記のとおりです。
和歌山県（和歌山県指定文化財）、彦根市（彦根市指定文化財）、貝塚市（貝塚市指定文化財）、和歌山市（和歌山市指定文化財）、紀の川市（紀の川市指定文化財）、橋本市（橋本市指定文化財）
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