
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

No. 種別 銘 和暦 西暦 刃長　反り 所蔵

1 刀 山浦環 2尺2寸（66.6cm）反り2.2cm 天保7・1837頃か

2 脇指 正行／天保十一子年十月十三日　太々土壇拂 天保11 1840 1尺6寸5分（50.0cm）反り1.4cm

参1 書籍 山本兼一『おれは清麿』 各務原市立中央図書館 祥伝社　2012年

3 刀 正行／天保十二年八月日 天保12 1841 2尺2寸3分7厘（67.8cm）反り1.8cm

4 刀 於萩城山浦正行造之／天保十三年八月日 天保13 1842 2尺6寸9分6厘（81.7cm）反り2.3cm 岩国美術館

5 刀 山浦正行／天保十五年二（切） 天保11 1840 2尺4寸9分2厘（75.5cm）反り1.9cm

6 太刀 源正行／天保十五年八月日 天保15 1844 2尺7寸8分（84.2cm）反り2.4cm

7 刀 源正行／弘化二年八月日 弘化2 1845 2尺5寸（75.8cm）反り1.7cm

8 十文字槍 源正行／弘化二年八月日 弘化2 1845 6寸4分4厘（19.5cm）

9 笹穂槍 嘉永元年三月日　源清麿／西丸御書院二番組岡田善伯 嘉永1 1848 6寸2分（18.7cm）

10 刀 源清麿／嘉永元年八月日 嘉永1 1848 2尺2寸6分（68.4cm）反り1.0cm 号　一期一腰の大

11 脇指 源清麿／嘉永元年八月日 嘉永1 1848 1尺5寸9分（48.2cm）反り0.9cm 号　一期一腰の小

12 短刀 清磨 9寸9分（30cm）反りなし 岩国美術館

13 脇指 造信陽士真雄時年六十四／慶応三年二月日 慶応3 1867 1尺5寸5分（47.2cm）反り0.9cm

14 短刀 源正雄／文久三年八月日 文久3 1863 9寸1分7厘 （27.8cm）反り0.4cm 彫刻「於曽羅久」

15 刀 源正雄 2尺3寸5分3厘（71.3cm）反り1.6cm

16 刀 和泉守藤原朝臣兼定／慶応元丑年八月日 慶応1 1865 2尺4寸5分（74.1cm）反り1.5cm

17 刀 栗原謙司信秀彫同作／文久元年十二月日 文久1 1861 2尺7寸8分（84.2cm）反り2.1cm

18 刀 栗原謙司信秀／文久二年十二月日/応需土方新太郎政明 文久2 1862 2尺8寸（84.9cm）反り1.6cm

19 刀 栗原筑前守信秀彫同作／明治三年二月日 明治3 1870 2尺2分3厘（61.3cm）反り1.4cm

20 刀 栗原筑前守平朝臣信秀／明治九年八月日 明治9 1876 2尺7寸（81.8cm）反り2.0cm

参2 鉄鏡 明治九年八月吉日／栗原平朝臣信秀 明治9 1876 径　3寸7厘（11.2cm） 田巻家・田上村大地主

21 刀
水心子正秀（花押）（刻印）／文化十五年春二月　応徳

山侯需造之
文化15 1818 2尺2寸1分（67.0cm）反り7分　2.1cm 岩国美術館 大

22 脇指
水心子正秀（花押）（刻印）／文化十五年春二月応　徳

山侯需造之
文化15 1818 1尺6寸2分（49.1cm）反り1.4cm 岩国美術館 小

23 刀
固山宗兵衛宗次／天保八酉年十二月十九日於千住両車土

壇拂
天保8 1837 2尺3寸5分（71.2cm）反り1.7cm 個人蔵・佐野美術館寄託

24 刀
於江都阿武隈川宗寛精錬　嘉永六年十一月日／赤心報国

朝倉景光佩刀
嘉永6 1853 2尺3寸8分（72.1cm）

25 刀 泰龍斎宗寛造之／慶応元年五月 慶応1 1865 2尺1寸6分（65.3cm）反り1.4cm

26 脇指
濃州御勝山麓藤原永貞／於伊勢田丸作之　万延元年九月

日
万延1 1860 1尺4分（31.52cm）反り1.5cm

27 脇指 藤原永貞／安政七年二月吉日 安政7 1860 1尺7分（32.5cm）反り0.2cm

28 刀
美濃御勝山麓住藤原永貞／於江戸青山作之 文久元年十一

月
文久1 1861 2尺2寸6分（68.5cm）反り1.8cm

29 槍 美濃御勝山麓藤原永貞／文久元年五月作之 文久1 1861 4寸1分（12.4cm）

30 刀 濃州住永貞同義重作／文久四年二月日 文久4 1864 2尺4寸2分（73.03cm）反り4分
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No. 種別 銘 和暦 西暦 刃長　反り 所蔵

31 刀
藤原永貞／同年二月於千住両車截断切手後藤平作/慶応二

年正月吉辰
慶応2 1866 2尺4寸1分（72.9cm）反り1.4cm

32 短刀 永貞／慶応四年二月吉辰 慶応4 1868 6寸7分（20.8cm）反りなし

参3 鐔 永貞作 木瓜形・大小

33 刀 濃州関兼次／嘉永二年霜月吉日 嘉永2 1849 2尺2寸4分（68cm）

34 刀 善定藤原兼次作／文久四年二月日 文久4 1864 2尺4寸5分（74.24cm）

35 刀 濃州関善定藤原兼次／慶応二年八月日/二代目 慶応2 1866 2尺7寸（81.8cm）反り1.4cm

参4 看板 善定藤原兼次 表裏彫刻

36 刀 濃州関住人藤原兼忠／慶応四年二月吉日 慶応4 1868 2尺2寸9分（69.4cm）反り0.8cm 関市富之保・水無神社 明治天皇伊勢神宮奉納刀あり

参5 小刀 信上田士相州産源寿隆造 岩国美術館

参6 小刀 寿昌（花押） 真雄

参7 小刀 山浦正行製 岩国美術館

参8 小刀 天保十五年春　源正行 天保15 1844

参9 小刀 山浦正行製

参10 小刀 豊前守清人

参11 小刀 源正雄 岩国美術館

参12 小刀 於箱館以沙鉄源正雄造

参13 小刀 万延元年九月日信秀 拵え入り

参14 小刀 美濃御勝山麓藤原永貞作

参15 短刀 父永貞所作未銘逝／男永重記證之明治二年八月日 8寸3分8厘（25.4cm）反りなし 同年6月22日永貞没
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