
展示資料リスト

第1ステージ　Ⅰ　戦国の真田

資料名 年代 指定 数量 所蔵ほか
(記述がないものは当館所蔵）

1 真田系図 江戸時代 長野県宝 1点

2 四宮大明神画像 江戸時代 1点

3 滋野世記 江戸時代 一括

4 無綾地の旗 戦国時代か 1点

5 松尾古城図 明治時代 １鋪

6 武田信玄書状 〔永禄7年（1564）〕5月17日 1点

7 武田勝頼感状 〔天正9年（1581）〕2月11日 1点

8 法螺貝 戦国時代か 1点

9 陣鐘 元亀2年（1571） 1点

10 真田昌幸書状 天正10年（1582）3月6日 1点

11 真田昌幸朱印状 天正10年（1582）8月18日 1点 河原稔氏

12 獅子噛 16世紀末 1点

13 上田城跡出土金箔瓦 16世紀末 1点 上田市立博物館

14 真田昌幸画像 19世紀 1点

15 須田満親書状 天正13年（1585）8月29日 1点

16 真田昌幸書状 天正13年（1585）11月17日 1点 長野市立博物館 寄託　柳島文書

17 豊臣秀次書状 天正18年（1590）3月8日 長野県宝 1点

18 豊臣秀吉書状 天正18年（1590）4月29日 長野県宝 1点

19 箱根山中之図 19世紀 １鋪

20 豊臣秀吉書状 天正18年（1590）4月10日 長野県宝 1点

21 真田昌幸朱印状 文禄3年（1594）4月20日 1点 成澤秀男氏

22 石田三成書状 慶長5年（1600）8月5日 長野県宝 1点

23 備口人数 慶長5年（1600）8月5日 長野県宝 1点

24 真田昌幸書状 年不詳4月27日 長野県宝 1点

25 大坂陣図　冬陣図 19世紀 １鋪

26 大坂落城絵巻 天保3年（1832） 1点

27 難波戦記 19世紀 一括

28 真田信之朱印状 慶長6年（1601）8月5日 1点 成澤秀男氏

29 真田信之朱印状 慶長7年（1602）11月7日 1点 成澤秀男氏

30 豊臣秀吉・徳川家康・真田信之像 文化3年（1806） 1点 長野市立博物館

31 真田信之書状 元和2年（1616）2月13日 長野県宝 1点

第2ステージ　Ⅱ　信濃の武士の　大坂の陣

資料名 年代 指定 数量 所蔵ほか
(記述がないものは当館所蔵）

32 蓮華定院覚 江戸時代 1点 原昌彦氏

33 大坂表御合戦之仕合 元和元年（1615）10月2日 1点

34 真田信繁画像 江戸時代 1点

35 真田信吉画像 江戸時代 1点 大法院蔵（花園大学歴史博物館寄託）

36 伝真田信繁所用　薙刀 室町時代 1振 福井市立郷土歴史博物館

37 真田弁（信繁）書状　諏訪久三宛 天正13年(1585)6月28日 1点 個人

38 真田信繁書状 慶長20年（1615）1月24日 長野市指定文化財 1点 小山田恒雄氏

39 六連銭紋黒塗手桶、柄杓 戦国時代～江戸時代初期 1点 来迎寺

40 井伊直孝所用具足　朱漆塗紺糸威縫延腰取二枚胴具足戦国時代～江戸時代初期 滋賀県指定文化財 1領 彦根城博物館

41 仙石秀久護身の小観音像 室町時代 一括 本陽寺

42 仙石秀久所用具足　紺糸威二枚胴具足 江戸時代初期 上田市指定文化財 1領 上田市立博物館

43 小笠原秀政具足 江戸時代初期 松本市指定文化財 1領 廣澤寺

44 小笠原家伝来三階菱の旗 戦国時代 松川村指定文化財 1点 茅野傳衛氏

45 小笠原秀政書状 慶長20年（1615）4月1日 松本市指定文化財 1点 廣澤寺

46 小笠原忠真奉納　鐙 戦国～江戸時代初期 松本市指定文化財 1点 深志神社

47 堀直重肖像画（複製） 戦国時代～江戸時代初期 1点 須坂市立博物館（現本は宗勝寺所蔵）

48 椎実型の兜　須坂堀家伝来 須坂市指定文化財 1点 奥田神社（須坂市立博物館寄託）

49 纏（マトイ） 戦国時代～江戸時代初期 1点 成澤秀男氏

50 鎖帷子 戦国時代～江戸時代初期 1点 成澤秀男氏

平成28年真田宝物館特別企画展

ＮＨＫ大河ドラマ特別展「真田丸」関連特別企画展

プロローグ ～信濃の武士の関ヶ原、大坂の陣～
平成28年1月17日（日）～4月4日（月）



51 馬の鞍 戦国時代～江戸時代初期 1点 成澤秀男氏

52 馬の鐙 戦国時代～江戸時代初期 1点 成澤秀男氏

53 松平忠輝肖像画 1点 貞松院

54 松平忠輝所用　陣羽織 戦国時代 諏訪市指定文化財 1点 貞松院

55 松平忠輝所用　一節切 戦国時代 諏訪市指定文化財 1点 貞松院

56 松平忠輝所用　陣太鼓 戦国時代から江戸時代初期 諏訪市指定文化財 1点 貞松院

57 座光寺為真所用具足　二枚胴包革具足 戦国時代～江戸時代初期 高森町指定文化財 1領 白髭神社（高森町歴史民俗資料館寄託）

58 石火矢（仏狼機砲） 戦国時代～江戸時代初期 1点 津和野町郷土館

59 鉄盾 慶長年間（1596～1614） 津山市指定文化財 1点 徳守神社（津山郷土博物館寄託）

　　　　　　　　Ⅲ　信濃の武士の　関ヶ原

資料名 年代 指定等 数量 所蔵ほか
(記述がないものは当館所蔵）

60 真田信之の御厨子 江戸時代 1点 願行寺
61 関ヶ原合戦絵巻　（上巻） 江戸時代 1点

62 昇り梯子の具足　真田昌幸所用 戦国時代～江戸時代 1領

63 毛利輝元書状 慶長5年（1600）7月29日 長野県宝 1点

64 信州名城之図 江戸時代 1点

65 本多豊後守康重侯画像 江戸時代初期 飯山市指定文化財 1点 忠恩寺

66
本多康重拝領童具足
黒漆塗本小札色々威童具足

戦国時代～江戸時代初期 1領 佐久市教育委員会

67 陣太鼓（飯田城主・堀家伝来） 江戸時代 1点 飯田市長姫神社（飯田市美術博物館寄託）

68 陣鐘（飯田城主・堀家伝来） 江戸時代 1点 飯田市長姫神社（飯田市美術博物館寄託）

69 徳川家康書状（写）　堀親良宛　 慶長5年（1600）9月21日 1点 長姫神社（飯田市美術博物館寄託）

70 銀装火縄銃 江戸時代初期 2点 赤穂　大石神社

71 森忠政所用具足　錆地塗菱綴二枚胴具足　 戦国時代 1領 赤穂　大石神社

72 砥石松尾近辺絵 江戸時代 １鋪

第3ステージ　Ⅳ　戦の記憶

資料名 年代 指定等 数量 所蔵ほか
(記述がないものは当館所蔵）

73 鈴虫の轡 戦国時代 1点 赤穂　大石神社

74 洛中洛外図屏風 戦国～江戸時代初期 南知多町指定文化財 六曲一隻 延命寺

75 おあむ物語絵巻 江戸時代中期 1点 京都大学文学研究科図書館

76 大垣城図 江戸時代 １鋪

77 真田信之安堵状 元和3年（1617）正月9日 1点 飯嶋繁夫氏

78 飯嶋家系図 1点 飯嶋繁夫氏

79 松平（依田）康国宛行状 天正17年（1589）12月13日 佐久市指定文化財 1点 山宮修二氏

80 仙石久清・恵崎吉久連署状 慶長20年（1615）正月26日 佐久市指定文化財 1点 山宮修二氏

81 小川家家譜略伝関係古記録 江戸時代 1点 小川直正氏

82 大鋒公御遺訓 慶応3年（1867）11月10日 1点

83 堀親良書置き　 寛永13年(1636)4月23日 1点 飯田市美術博物館

84 松川道文祈願文 天正8年（1580）6月 1点 個人

85 徳川家康書状（写） 天正13年（1585）閏8月20日 1点 飯島紘氏

86 飯島家念持仏ほか 戦国～江戸時代初期 4点 飯島紘氏

平成28年真田宝物館特別企画展
ＮＨＫ大河ドラマ特別展「真田丸」関連特別企画展

平成２８年１月１７日（日）～１２月１２日（月）

ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ 信濃の武士の関ヶ原、大坂の陣 [1月17日（日）～4月4日（月）]

第１期　真田　乱世を生き抜く－戦国武将たちの狭間で－ ［4月6日（水）～6月27日（月）］

第２期　真田　天下分け目をゆく－小田原攻めから関ヶ原の戦い－ [6月29日（水）～9月26日（月）]

第３期　真田　近世大名への道－昌幸・信之・信繁（幸村）－ [9月28日（水）～12月12日（月）]

～ 真田宝物館ワークショップのご案内～ 真田わくわくルーム
甲冑を着てみよう！

かな文字はんこでしおりをつくろう！

幸村パズルであそぼう！
さなだの宝をさがしてみよう！（収蔵品検索システム）

絵巻の信繁（幸村）と写真をとろう！（スマホアプリ）

真田宝物館展示室
真田宝物館チャレンジクイズ

☆クイズに答えて正解したらいいことがあるかも？

第３ステージ先通路
真田の甲冑と写真をとろう！（顔抜きパネル）

ロビー
真田の人気者は誰だ！ ☆あなたは誰に一票入れますか？


