
年代 所蔵 指定

1 歌川国芳《太平記英勇伝》より「荒儀摂津守村重」 江戸時代後半 市立伊丹ミュージアム

2 月岡芳年《本朝智仁英勇鑑》より「織田上総介信長」 明治11年（1878） 市立伊丹ミュージアム

3 『絵本太閤記』より「信長と対峙する村重」 江戸時代後半 戎光祥出版株式会社

4 総見院殿像（織田信長公） 江戸時代 大徳寺

5 『信長記』六 宝暦8年（1758） 尼崎市立歴史博物館

6 北河原森本氏家蔵文書　第 1巻 15～16世紀 東京大学史料編纂所

7 北河原森本氏家蔵文書　第 2巻 14～16世紀 東京大学史料編纂所

8 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「和田伊賀守惟正」 慶応3年（1867） 高槻市立しろあと歴史館

9 伊丹親興禁制 天文18年（1548）4月6日 本興寺 尼崎市指定文化財

10 伊丹忠親禁制 元亀元年（1570）7月12日 本興寺 尼崎市指定文化財

11 伊丹兵庫頭宛て織田信長朱印状 元亀2年（1571） 大阪城天守閣

12 定専坊宛て荒木村重書状 天正2年（1574）以前 天満定専坊

13 荒木村重ら連署判状 年未詳11月5日 瀧安寺 箕面市指定文化財

14 荒木村重禁制 天正2年（1574）3月 本興寺 尼崎市指定文化財

15 巽・市場宛て荒木村重書状(複製) 天正2年（1574）3月 市立伊丹ミュージアム 原本は尼崎市指定文化財

16 尼崎惣中宛て荒木村重書状 (複製) 天正2年（1574）4月3日 市立伊丹ミュージアム 原本は尼崎市指定文化財

17 荒木村重禁制 天正3年（1575）11月 瀧安寺 箕面市指定文化財

18 荒木重堅折紙 天正3年（1575）11月216日 瀧安寺 箕面市指定文化財

19 中川清秀像 天正11年（1583） 梅林寺

20 中川清秀制札案 天正1年（1582）9月 茨木神社

21 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「高山右近友祥」 慶応3年（1867） 高槻市しろあと歴史館

22 高山右近禁制 天正2年（1574）3月13日
本山寺／

高槻市立しろあと歴史館寄託
高槻市指定文化財

23 十字紋瀬戸黒茶碗　号「久留守」 江戸時代
カトリック大阪大司教区

本部事務局

24 伝高山右近所用チョッキ 時代不詳
カトリック大阪大司教区

本部事務局

25 高山右近所用笠 時代不詳
カトリック大阪大司教区

本部事務局

26 イエズス会日本報告 1579～81 堺市博物館

27 石山合戦配陣図 18世紀 大阪城天守閣

28 縹糸威鉄錆地桶側胴具足 16世紀頃 大阪城天守閣

29 富士山文様蒔絵鞍 天文2年（1533） 大阪城天守閣

30 顕如上人御影 文禄4年（1595） 大阪城天守閣

31 伝顕如上人使用軍扇 16世紀頃ヵ 天満定専坊

32 一向一揆使用の帷子 16世紀頃ヵ 天満定専坊
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33 文禄伊丹之図 天保7年（1837） 市立伊丹ミュージアム 伊丹市指定文化財

34 穴織宮拾要記
寛永17年（1640）記、

宝永2年（1705)書写
伊居太神社

35 金箔軒丸瓦（3点） 16世紀後半 滋賀県

36 金箔軒平瓦（4点） 16世紀後半 滋賀県

37 『信長記』九 宝暦8年（1758） 尼崎市立歴史博物館

38 中国製天目茶碗 14世紀後半 堺市

39 瀬戸美濃天目茶碗 16世紀前半 堺市

40 瀬戸美濃天目茶碗 16世紀後半 伊丹市

41 瀬戸美濃天目茶碗 16世紀後半 伊丹市

42 備前鶴首徳利 16世紀末 堺市

43 備前鶴首徳利 16世紀後半 伊丹市

44 瀬戸美濃茶入 16世紀末 堺市

45 瀬戸美濃茶入 16世紀末 堺市

46 瀬戸美濃茶入蓋 16世紀末 堺市

47 骨製茶入蓋 17世紀初頭 堺市

48 信楽建水 16世紀末 堺市

49 中国製青磁碗（倣龍泉窯青磁） 16世紀中頃 堺市

50 中国製青磁皿 16世紀中頃 伊丹市

51 中国製青磁盤 15世紀初頭 堺市

52 瓦質小型摺鉢 16世紀後半 伊丹市

53 瓦質小型釜 16世紀後半 伊丹市

54 丹波甕 15世紀前半 伊丹市

55 中国製青花碗 16世紀後半 伊丹市

56 瓦質茶釜 16世紀後半 伊丹市

57 酒飯論絵巻 大正3年（1914） 京都大学文学部美学美術史学専修

58 黄瀬戸 16世紀後半 滋賀県

59 中国製青磁花入 14世紀後半 堺市

60 中国製白磁壺（定窯） 15世紀中頃 堺市

61 備前摺鉢 16世紀 伊丹市

62 土師質釜 16世紀 伊丹市

63 土師質釜 16世紀 伊丹市

64 土錘 16世紀 伊丹市

65 動物骨（橈骨） − 伊丹市

66 動物骨（右大腿骨） − 伊丹市

67 中国製青花皿 16世紀後半 伊丹市

68 中国製青花皿 16世紀後半 伊丹市

69 中国製青花碗 16世紀後半 伊丹市

70 灰釉丸皿 16世紀 伊丹市

71 陽刻梅竹文日月硯 16世紀前半 堺市

72 中国製白磁皿（倣定窯） 16世紀中頃 堺市
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73 中国製白磁碗（倣定窯） 16世紀中頃 堺市

74 中国製白磁鉢（倣定窯） 17世紀初頭（廃棄年代） 堺市

75 中国製白磁皿 16世紀 伊丹市

76 塼 16世紀後半 伊丹市

77 備前大甕 16世紀後半 伊丹市

78 タイ製四耳壺 16世紀前半 伊丹市

79 タイ製四耳壺 16世紀後半 堺市

80 鬼瓦（2点） 16世紀中〜後半 伊丹市

81 軒丸瓦（6点） 16世紀中〜後半 伊丹市

82 軒平瓦（2点） 16世紀中〜後半 伊丹市

83 隅軒丸瓦 16世紀中〜後半 伊丹市

84 隅軒平瓦 16世紀中〜後半 伊丹市

85 寛文九年伊丹郷町絵図（複製） 寛文9年（1669） 市立伊丹ミュージアム 原本は伊丹市指定文化財

86 中国製青花皿 16世紀中頃 堺市

87 中国製青磁三足香炉 15世紀前半〜中頃 伊丹市

88 中国製青磁香炉 15世紀後半 堺市

89 中国製青磁菊花皿 16世紀後半 伊丹市

90 中国製青花碗・皿集合 16世紀後半 伊丹市

91 瀬戸美濃鉄釉天目茶碗 16世紀後半 伊丹市

92 備前建水 16世紀 伊丹市

93 備前船徳利 16世紀 伊丹市

94 備前水指 16世紀 伊丹市

95 備前水指 16世紀後半 堺市

96 瀬戸美濃灰釉皿 16世紀 伊丹市

97 中国製青磁蓮弁文鉢 15世紀前半〜中頃 伊丹市

98 中国製青磁連弁文鉢 15世紀前半〜中頃 堺市

99 硯 − 伊丹市

100 硯 − 伊丹市

101 瀬戸美濃水滴 16世紀後半 伊丹市

102 華南製三彩水鳥型水滴 16世紀後半 伊丹市

103 華南製三彩水鳥型水滴 16世紀後半 堺市

104 中国製青白磁梅瓶 17世紀初頭（廃棄年代） 堺市

105 中国製青白磁梅瓶 13〜14世紀 伊丹市

106 中国製五彩皿「大明萬暦年製」 16世紀後半 堺市

107 中国製五彩碗 16世紀後半 伊丹市

108 土師器皿 16世紀中〜後半 伊丹市

109 朝鮮王朝瓶 16世紀末 堺市

110 朝鮮王朝瓶 16世紀後半 伊丹市

111 朝鮮王朝碗 16世紀後半 伊丹市

112 朝鮮灰青沙器碗 16世紀後半 伊丹市

113 中国製青磁線縞描蓮弁文碗 16世紀後半 伊丹市

114 中国製瑠璃釉輪花皿 16世紀後半 堺市

115 中国陶器緑釉型押皿 16世紀後半 伊丹市

116 タイ製黒褐釉四耳壺 16世紀前半 伊丹市
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117 祖白賛  宗祇肖像画 時代不詳 柿衞文庫

118 牲川充信《肖柏肖像画》 時代不詳 柿衞文庫

119 足利義輝発句短冊 時代不詳 柿衞文庫

120 毛利輝元発句短冊 時代不詳 柿衞文庫

121 新撰筑波集　月 永禄2年（1559） 柿衞文庫

122 羽柴千句 天正6年（1578）5月18日 柿衞文庫

123 愛宕百韻 天正1年（1582）5月24日 柿衞文庫

124 紹巴発句短冊 時代不詳 柿衞文庫

125 発句帳　法眼昌琢 時代不詳 柿衞文庫

126 松平右京大夫宛て古田織部書簡 年未詳9月3日 柿衞文庫

127 染付鳳凰紋茶碗　銘「さざ波」 16世紀～17世紀 滴翠美術館

128 『茶窓閑話』三巻 享和4年（1804） 大阪府立中之島図書館

129 『茶人大系譜』伊勢茂美編 文政9年（1826） 大阪府立中之島図書館

130 『茶家系譜詳本』 大正10年（1921）9月 大阪府立中之島図書館

131 千利休書状 年未詳3月18日 滴翠美術館

132 茶杓　銘「御坊へ」 安土桃山時代 滴翠美術館

133 宮増弥左衛門親賢画像 16世紀 能楽研究所観世新九郎家文庫

134 観世彦右衛門宛て荒木村重書状 元亀4年6月218日 能楽研究所観世新九郎家文庫

135 中川清秀書状写 天正2年9月215日 能楽研究所観世新九郎家文庫

136 石伊宛て荒木村重書状 天正2年12月213日 能楽研究所観世新九郎家文庫

137 四座役者目録
正保3年（1646）～

承応2年（1653）
能楽研究所観世新九郎家文庫

138 『謡曲家秘録』四座役者目録（異本）正保三年本 時代不詳 能楽研究所

139 岩佐又兵衛《誓願寺門前図屏風》 17世紀 京都文化博物館

140 誓願寺奉加帳（2点） 天正2年 京都誓願寺
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141 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「別所小三郎長治」 慶応3年（1867） 立命館アート・リサーチセンター

142 『別所記』 17世紀後半 三木市立中央図書館

143 備前大甕 16世紀 三木市教育委員会

144 秀吉による三木城包囲網図 時代不詳 雲龍寺

145 『信長記』十一 宝暦8年（1758） 尼崎市立歴史博物館

146 『絵本太閤記』より「村重謀反」 江戸時代後半 戎光祥出版株式会社

147 本願寺光佐起請文 天正6年（1578）1月17日 京都大学総合博物館

148 荒木村重・村次宛て織田信長書状（影写本） − 東京大学史料編纂所

149 黒田如水像 江戸時代 大阪城天守閣

150 豊臣秀吉像 江戸時代 堺市博物館

151 伊丹荒木軍記 元治2年（1865） 市立伊丹ミュージアム

152 鉄砲玉 16世紀 伊丹市

153 碁石 16世紀 伊丹市

154 土師器皿 16世紀 伊丹市

155 火打ち石 16世紀 伊丹市

156 『画本信長記』より「村上水軍」 江戸時代後半 戎光祥出版株式会社

157 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「荒木摂津守村重」 慶応3年（1867） 立命館アート・リサーチセンター

158 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「鈴木孫市」 慶応3年（1867） 立命館アート・リサーチセンター

159 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「中川瀬兵衛清秀」 慶応3年（1867） 高槻市立しろあと歴史館

160 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「音川兵部大輔藤孝」 慶応3年（1867） 高槻市立しろあと歴史館

161 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「明智日向守光秀」 慶応3年（1867） 高槻市立しろあと歴史館

162 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「伊計田勝三郎信輝」 慶応3年（1867） 高槻市立しろあと歴史館

163 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「滝川左近一益」 慶応3年（1867） 立命館アート・リサーチセンター

164 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「小田上総介信長」 慶応3年（1867） 立命館アート・リサーチセンター

165 歌川芳幾《太平記英勇伝》より「高山右近友祥」 慶応3年（1867） 立命館アート・リサーチセンター

166 『英名百雄伝』より「織田信雄」 江戸時代後半 戎光祥出版株式会社

167 『英名百雄伝』より「滝川一益』 江戸時代後半 戎光祥出版株式会社

168 武田勝頼密書 天正7年（1579）正月9日 大阪城天守閣

169 『絵本太閤記』より「有岡城を脱す村重」 江戸時代後半 戎光祥出版株式会社

170 中村左衛門九郎・武田四郎次郎宛て荒木村重書状 天正7年（1578）9月11日 市立伊丹ミュージアム

171 『信長記』十二 宝暦8年（1758） 尼崎市立歴史博物館

172 高山正吉書状 天正6年（1577）12月18日 奈良大学文学部史学科

173 摂州尼ヶ崎城詳図 寛永12年（1635）8月2日 大垣市立図書館

174 左京亮宗継入道隆佐記 時代不詳 京都市歴史資料館

175 中川瀬兵衛尉宛て羽柴秀吉起請文 天正8年（1580）6月5日 大阪城天守閣

176 『英名百雄伝』より「荒木摂津守村重」 江戸時代後半 戎光祥出版株式会社
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