
岐阜県博物館「剣精霊貫白虹　幕末美濃の剣豪と名刀」2019/7/12-9/8 出品目録

テーマ 展示 資料 所蔵・所在地 年 作者 備考

1 横倉喜三次と近藤勇

1 美濃の剣豪・横倉喜三次

1 剣豪・喜三次 横倉喜三次肖像画 揖斐川歴史民俗資料館

兵法修業内剣士文通集 天保13・1842 梅田梅太郎 横倉喜三次師匠

横倉喜三次日記 揖斐川歴史民俗資料館 明治23・1890以降 横倉喜三次 自筆由緒書き

剣賛詩 揖斐川歴史民俗資料館 棚橋天籟

神道無念流初巻 岐阜県博物館 横倉喜三次宛

佐分利流鍵鑓之次第 岐阜県博物館 横倉喜三次宛

（小野派）一刀流惣目録 岐阜県博物館 元治1・1864 酒井要人 横倉喜三次宛

天神楊心流死活伝 個人蔵・岐阜県歴史資料館寄託 明治14･1881・2 横倉喜三次政忠 後藤勘兵衛宛

2 近藤勇処刑 脇指　銘　二王 岐阜県博物館 室町時代 二王清綱
横倉喜三次所用、刃長1尺8寸4分1厘（55.8cm）

反り1.1cm

暦由（防州住二王清綱作　刀） 揖斐川歴史民俗資料館 横倉喜太郎 横倉家文書

甲州勝沼駅ニ於て近藤勇驍勇之図 京都市・三ノ宮神社 明治7・1874 月岡芳年

天然理心流　木剣 京都市・三ノ宮神社

近藤勇肖像画 京都市・三ノ宮神社 大正時代 安江不空

官軍瓦版（近藤勇晒首） 小島資料館 慶応4・1868・4

近藤勇墓の図（板橋新選組隊士供養塔） 小島資料館 明治2・1869

伝岡本健三郎筆　近藤勇首級図 霊山歴史館 岡本健三郎 岡本は土佐藩士

写 近藤勇晒し首図 佐藤彦五郎新選組資料館 慶応4・1868・4 佐藤俊宣 俊宣は彦五郎長男、官軍瓦版を模写

両雄士伝 小島資料館 明治6・1873 小島守政 小島鹿之助

韶斎遺稿 小島資料館 大正2・1913 小島家日記　私家版

殉節両雄之碑　拓本 小島資料館 明治21・1888建立 大槻磐渓撰文、松本順筆 原資料は東京都日野市・高幡不動尊金剛寺蔵

王政復古東征従軍徽章 岐阜県博物館 慶応4・1868 東征軍 横倉喜三次所用

近藤勇首実検唱文 岐阜県博物館 横倉喜三次

大和守法会入用覚帳 揖斐川歴史民俗資料館 慶応4・1868 横倉喜三次 横倉家文書

近藤勇施餓鬼書類入 揖斐川歴史民俗資料館 横倉喜三次 横倉家文書

近藤勇処刑・警護諸藩人数 揖斐川歴史民俗資料館 横倉喜三次 横倉家文書

写 近藤勇首塚 愛知県岡崎市・法蔵寺

相楽総三処刑（赤報隊一件）

赤報隊名簿（官軍御用人馬帳） 下諏訪町教育委員会 慶応4・1868 郷導隊（赤報隊）

嘆願口上覚 下諏訪町教育委員会 明治3・1870

嘆願口上覚 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 明治3・1870 赤報隊墓表建築費出資者名簿所載

魁塚図 下諏訪町教育委員会 明治時代 探斎武一 賛：落合直亮

（相楽総三霊祭執行通知状） 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 明治3・1870 巌谷朝明他 間半平宛

霊祭祝詞 下諏訪町教育委員会 明治時代
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木村亀太郎と相楽塚（古写真） 下諏訪町教育委員会 明治時代

2 美濃の歴史群像：無名の先覚者たち

1 導入：幕末の美濃飛騨

1 梁川星巌 前期 梁川星巌肖像画 大垣市立図書館 中村勝龍 星巌64歳像、没後紅蘭旧蔵

吉野懐古 梁川星巌記念館 梁川星巌 大垣市重要文化財

梁川星巌旧蔵　金生山硯 梁川星巌記念館

梁川星巌作志野花瓶 霊山歴史館 梁川星巌
箱書：徳富蘇峰、星巌作漢詩（常盤雪行）陰

刻、付属：紅蘭刺繍袱紗

番付表近世報国赤心士鑑 霊山歴史館 明治9・1876 西村兼文

刀　銘　丹波守藤（原照門）／東湖先生詩禄

老龍庵帯/関於以南蛮（鉄作之）」
関市 17世紀 照門

梁川星巌（老龍庵）所持刀、刃長2尺3寸8分9厘

（72.4cm）反り0.9cm

後期 星巌集 大垣市奥の細道むすびの地記念館  [天保12・1841] 梁川星巌 千鍾房

2 島崎藤村「夜明け前」

夜明け前　第1部（上） 岐阜大学図書館 昭和21・1946・9 島崎藤村、新潮社 28刷

夜明け前　第1部（下） 岐阜大学図書館 昭和21・1946・9 島崎藤村、新潮社 28刷

写 郷里の先覚 東京国立近代美術館 昭和22・1947 前田青邨 右幅：市岡殷政、左幅：間秀則

写 鎧の片袖 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 元治1・1864・11/27 田丸稲之衛門より間秀矩

甲冑の片袖授与以後昆之験云 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 元治1・1864

前田青邨書状 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 昭和22・1947 前田青邨 市岡正亮宛

市岡殷政 市岡殷政肖像写真 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 紋付羽織袴

元津石綱若子命諡号木碑 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託

宣命　横田元綱霊前 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 慶応1・1865

（横田元綱霊前祝詞） 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託

写真（横田元綱墓） 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託

間秀矩 間秀矩翁肖像画 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 明治3・1870 烏帽子姿

江馬修「山の民」

写 江馬修肖像写真 高山市近代文学館 明治20年代 20代か

写 演劇「山の民」舞台写真 高山市近代文学館 昭和時代

山の民（原稿） 高山市近代文学館 昭和時代 江馬修

長編小説山の民　第1部　なだれする国 高山市近代文学館 昭和24・1949 江馬修

長編小説山の民　第2部　梅村速水 高山市近代文学館 昭和24・1949 江馬修

長編小説山の民　第3部　蜂起 高山市近代文学館 昭和25・1950 江馬修

江馬修作品集1　山の民　上巻 高山市近代文学館 昭和48・1973 江馬修

江馬修作品集2　山の民　下巻 高山市近代文学館 昭和48・1973 江馬修

山の民　上 高山市近代文学館 昭和60・1985 江馬修

山の民　下 高山市近代文学館 昭和60・1985 江馬修
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3 諷刺錦絵で見る幕末史

子供遊端午の気生 玉川大学教育博物館 慶応4・1868・閏4 歌川芳藤 江戸開城、大垣藩

子供遊び夏の栄 玉川大学教育博物館 慶応4・1868・5頃 大垣藩

子供あそびぼんでんまつり 玉川大学教育博物館
慶応4・1868・

5/15前頃
二本松藩

むつの花子供の戯 玉川大学教育博物館 慶応4・1868・10 二本松、大垣藩

写 照姫・鶴姫墓所 仏照寺 大垣藩支藩・野村藩主夫人、二本松藩より嫁す

照姫輿入れ駕籠 仏照寺 大野町重要文化財

2 往来する擾乱の兆し：幕末の中山道

1 和宮降嫁 和宮様御下向之節渡船場絵図 岐阜大学教育学部郷土博物館 文久1・1861

筥迫 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 文久2・1862 江戸城大奥老女

2 浪士組 御上洛御供立　御浪士別旅ご割渡帳 各務原市歴史民俗資料館 文久3・1863 鵜沼宿本陣 桜井家文書

御雇い人馬書上等綴り 各務原市歴史民俗資料館 文久3・1863 鵜沼宿本陣 桜井家文書

3 天狗党 スタールカービン銃 19世紀 天狗党より下賜

オオハソリ さくら資料館 天狗党根尾宿泊の昼食で使用

天狗党より下賜の鎧 さくら資料館

水戸浪人武田伊賀軍勢越前え押来諸候方御陣

所之図
個人蔵・岐阜県歴史資料館寄託

水戸浪士陣立行列覚書写 個人蔵・岐阜県歴史資料館寄託 大正 2･1913・11

報国行軍列 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 元治1・1864

浮浪士行軍之留 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 元治1・1864 水戸天狗党

水戸天狗党隊列写 揖斐川歴史民俗資料館 郷土史研究会 複製品

水戸浪士天狗党冥加金覚
個人蔵（高間新治旧蔵）・揖斐川歴史民俗

資料館寄託
元治1・1864・12 春日秀太郎、薗田七郎

棚橋天籟 棚橋天籟肖像画 揖斐川歴史民俗資料館 河野大助

武田耕雲斎贈・棚橋天籟所用　短刀 揖斐川歴史民俗資料館 黒漆蒔絵合口鞘は後補、3寸1分（9.4cm）

梅村速水 梅村速水肖像写真 飛騨高山まちの博物館 ガラス乾板、紙焼き

飛騨国出役辞令 飛騨高山まちの博物館 慶応4・1868

弘道館記述義　上下 飛騨高山まちの博物館 天保9・1838

4 赤報隊 徴兵隊記章、論功章、薬袋、陣羽織紐 岐阜県博物館 慶応4・1868 小谷増蔵遺品

赤報隊印鑑（いんかがみ） 各務原市歴史民俗資料館 慶応4・1868 赤報隊 桜井家文書

赤報隊布告 各務原市歴史民俗資料館 慶応4・1868 桜井家文書

赤報隊写真 徳法寺

赤報隊士墓　拓本 徳法寺

水野弥太郎 水野弥太郎肖像画
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新選組密書添触 慶応3・1867頃 新選組 矢島町役人宛・水野弥太郎取次

写 一心流鈴木長七郎奉納額 美濃市洲原神社 安政5・1858 鈴木長七郎 関に道場、天保10年奉納額もあり

写 水野弥太郎墓所 岐阜市上加納共同墓地

佐藤清臣 佐藤清臣肖像写真 古橋懐古館

佐藤清臣短冊 古橋懐古館 佐藤清臣 君がため　世の醜草を　魁て～

3 勤王の志士と草莽の微臣

1 西山謙之助 薩州屋敷焼撃之図 下諏訪町教育委員会 明治24・1891・4 豊州国輝 3枚続 　36×71cm

西山尚義遺書 個人蔵・中津川市中山道歴史資料館寄託 慶応3・1867 西山謙之助尚義

2 所郁太郎 所郁太郎肖像写真 個人蔵・大野町教育委員会寄託

所郁太郎従四位頌徳記念碑（古写真） 大野町教育委員会

書簡（所郁太郎危篤） 個人蔵・大野町教育委員会寄託 慶応1・1865 遊撃隊本陣 長屋丁輔宛

所郁太郎旧蔵　盆石 赤坂・矢橋家旧蔵

七卿落ち図
画：明治30・1897

賛：大正1・1912
画：淇水　賛：土方久元

井上馨漢詩 霊山歴史館 身被数創～

前期 山田伯、有吉熊次郎、所郁太郎三士寄書 京都大学附属図書館
山田顕義(顕孝)、有吉熊

次郎(良明)、所郁太郎(毅)
品川弥二郎旧蔵

錦絵　霞間渓図（井上馨和歌） 池田町・霞間ヶ渓

伝え合う言葉　中学国語３(年) 各務原市立中央図書館 平成27・2015 教育出版 司馬遼太郎「無名の人」所載

初等科国語８：国民学校国語教科書 各務原市立中央図書館 昭和18・1943 「母の力」所載

長屋丁輔 長屋丁輔肖像写真 個人蔵・大野町教育委員会寄託

航海日誌 個人蔵・大野町教育委員会寄託 長屋丁輔

田口俊平 写 田口俊平肖像写真
文久3・1863-慶応

2・1866
撮影者ホーマン 撮影地デン・ハーグ（オランダ）

写 オランダ留学生写真 慶応1・1865

阿蘭陀焼蓋丼

ペトゥルス・レグー窯

Petrus Regout（オラン

ダ・マーストリヒト）

グリーナーGleaner（落穂拾い）シリーズ

写 開陽丸引き上げ品 江差町教育委員会
ライオンドアノッカー、鍵、開陽丸海獣形、魚

形装飾品

写 開陽丸出土砲弾 江差町教育委員会 昭和50－63・1975－88　発掘調査

写 勝海舟自画賛　咸臨丸 霊山歴史館 勝海舟 画像：霊山歴史館

4 江戸城無血開城（山岡鉄舟）

1 人 山岡鉄舟肖像画 宗猷寺

勝海舟筆　鉄舟先生賛并画 三ノ宮神社

4 / 6 ページ
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聖徳記念絵画館壁画集　坤 岐阜県図書館 昭和11・1936 明治神宮奉賛会 結城素明「江戸開城談判」

江戸開城和平交渉始末筆記稿 金沢市立玉川図書館近世史料館 春風館文庫

2 書 書法入門之式一札 嘉永3・1850 入木道51世岩佐一亭 小野鉄太郎宛

3 剣 前期 伝山岡鉄舟佩刀 金沢市立玉川図書館近世史料館 家吉（備前）
刃長2尺4寸1分（73.03cm）　太刀　銘　家吉

春風館文庫

前期 一刀流兵法目録 金沢市立玉川図書館近世史料館 明治14・1881 浅利義明 春風館文庫

前期 一刀流允可状 金沢市立玉川図書館近世史料館 明治18・1885 小野業雄忠政 春風館文庫

朱引太刀 金沢市立玉川図書館近世史料館 春風館文庫

山岡鉄太郎直筆剣道書 金沢市立玉川図書館近世史料館
明治16・1883-

21・1888
山岡鉄舟

神道無念流兵法伝書、葵正観世音菩薩縁起、新

陰流兵法之目録他5冊　春風館文庫

無刀流剣法遺稿 金沢市立玉川図書館近世史料館 山岡鉄舟 春風館文庫

剣法三角矩 金沢市立玉川図書館近世史料館 明治16・1883 山岡鉄舟 春風館文庫

後期 終日立切二百度試合序・跋 金沢市立玉川図書館近世史料館 明治16・1883 山岡鉄舟 春風館文庫

香川善次郎終日立切二百面試合相済札 金沢市立玉川図書館近世史料館 明治16・1883 香川善治郎 春風館文庫

杖（付属：扁額） 山岡鉄舟より田中弥兵衛

5 誠忠の行方：攘夷倒幕

1 小原鉄心 後期 小原鉄心肖像写真 大垣市立図書館

小原鉄心書簡　小原兵部忠迪宛 複製：大垣市奥の細道むすびの地記念館 慶応4・1868 小原鉄心 原資料は小原男爵家蔵

禁中において二首を賦す

戊辰正月五日禁中作二絶句（大義我兵～）
小原鉄心 大垣市重要文化財

早入禁闕口占七絶（臣節胸間～） 小原鉄心 大垣市重要文化財

後期 七絶（路到磨鍼～） 大垣市奥の細道むすびの地記念館 小原鉄心

後期 京城兵気～ 大垣市奥の細道むすびの地記念館 小原鉄心

菱田海鴎 屠腹の詩 菱田海鴎 大垣市重要文化財

前期 屠腹の詩 大垣市奥の細道むすびの地記念館 菱田海鴎

屠腹の詩 菱田海鴎 箱書き：大野百錬、赤坂・矢橋家旧蔵

杏村・鉄心・海鴎合作
高橋杏村・小原鉄心・菱

田海鴎

2 大垣藩 前期 大垣藩帰順許可状 大垣市立図書館 慶応3・1867

後期 東山道先鋒仰付沙汰書 大垣市立図書館 慶応4・1868

戊辰戦記絵巻　2巻 霊山歴史館 明治6・1873 鳥羽伏見の戦い

正木流万力鎖　鎖分銅

正木利充肖像画

3 尾張藩

正気隊 正気隊出陣日記 個人蔵・可児市郷土歴史館寄託 慶応4・1868・4 奥村清左衛門
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岐阜県博物館「剣精霊貫白虹　幕末美濃の剣豪と名刀」2019/7/12-9/8 出品目録

テーマ 展示 資料 所蔵・所在地 年 作者 備考

正気隊戦場絵図 個人蔵・可児市郷土歴史館寄託
慶応4・1868・4・

26
奥村清左衛門 （中越後魚洲郡国藤村中芋坂より雪峠合戦図）

千村隊（久々利隊）

久々利隊出陣日記 個人蔵・可児市郷土歴史館寄託
慶応4・1868・4・

2
官軍奥村清左衛門旧蔵

写 陣羽織・袖章など 千村隊隊長櫛田伝兵衛着用

鑓 未詳、櫛田伝兵衛所用か

6 誠忠の行方：佐幕開国

1 松平容保 写 高須四兄弟写真 徳川林政史研究所 明治11・1878
左より、8男松平定敬、7男松平容保、5男徳川茂

徳、2男徳川慶勝

2 幕臣

竹中重固 御進発供奉御名前附 徳法寺

竹中家定紋入り提灯 長州征伐で使用

3 新選組

島田魁 写 島田魁肖像写真（家族） 霊山歴史館 姉弟と3人

写 島田魁肖像画 霊山歴史館

島田魁所用　肩当て 霊山歴史館 種田流槍術用

島田魁伝来　朧銀盆

刀剣注文帳 刀剣博物館 慶応3・1867 大隅守広光

参 脇指　無銘　広光 岐阜県博物館 1尺6分9厘（32.4cm）反り0.2cm

文久四年甲子異聞録　巻之奈々 小島資料館 文久4・1864 岩木升屋事件

野村利三郎 大沼枕山書　近藤勇辞世 小島資料館 明治1・1868・4 大沼枕山 「孤軍援絶作囚俘～」

写 戦友姿絵　野村利三郎 市立函館博物館 中島登

河合鉄五郎 写 戦友姿絵　河合鉄五郎 市立函館博物館 中島登

4 凌霜隊 火縄銃（堺銃） 19世紀

弾薬筒・背嚢など

防弾チョッキ

坂田家手記 個人蔵・郡上市歴史資料館寄託 坂田林左衛門写真所載

青山藩 青山藩　軍旗 郡上市歴史資料館

7 剣術のその後：撃剣会

撃剣会 官許　撃剣揮槍会（番附表） 個人蔵・岐阜県歴史資料館寄託 明治6・1873

写 榊原撃剣会興行之図 東京都立中央図書館特別文庫室 明治6・1873・ 9 昇斎一景

写 〔撃剣仕合図〕 東京都立中央図書館特別文庫室 明治6・1873・9 歌川国輝（2世）

剣術 写 日本一飛騨国　大むかで 名古屋市蓬左文庫
千葉周作弟子・陽遊斎広光（飛騨で修行・道

場）

写 稚出世振分寿古六 東京都立中央図書館特別文庫室 文久2・1862・閏8 恵斎芳幾
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