
特別展「幕末の紀州藩」展示資料一覧

Ⅰ　幕末の社会
№ 資料名 年代 員数 所蔵 備考
1 万国一覧図 文化6年（1809） 1舗 和歌山市立博物館
2 世界六大洲 江戸後期 1舗 和歌山市立博物館
3 坤輿図識補（三） 弘化4年（1847） 1冊 和歌山市立博物館
4 万国新話（四） 寛政12年（1800） 1冊 和歌山市立博物館
5 漂流記 宝暦7年（1757） 1冊 和歌山市立博物館
6 漂流人善助申口 弘化2年（1845） 1冊 和歌山市立博物館
7 紀州熊野浦江異国人漂着之一件 文政4年（1821） 3点 和歌山市立博物館
8 漂民記事 文政4年（1821） 1冊 和歌山市立博物館
9 西海航路図屏風（右隻） 江戸後期 1隻 堺市博物館
10 〇絵馬 婦人神社参詣の図 元治元年（1864） 1面 周参見王子神社
11 源頼光公館土蜘作妖怪図 天保14年（1843） 大判3枚続 和歌山市立博物館 前期
12 豊饒御蔭参之図 慶応3年（1867） 大判3枚続 和歌山市立博物館 後期
13 軍図（ペリー来航図） 嘉永6年（1853） 1幅 和歌山市立博物館
14 ヲロシャ国船之略図 嘉永7年（1854） 1枚 和歌山市立博物館
15 異船記（八） 嘉永7年（1854） 1冊 和歌山県立図書館
16 菊池海荘肖像 江戸後期 1幅 和歌山市立博物館
17 藻江御台場鑑札 江戸後期 1枚 和歌山市立博物館
18 海防図 江戸後期 1舗 和歌山市立博物館
参考 勝海舟写真 ― ― 個人
19 此度御見分之大略 安政2年（1855） 1冊 和歌山市立博物館
20 大祓図 安政6年（1859） 1幅 和歌山市立博物館
21 本居内遠肖像 江戸後期 1幅 和歌山市立博物館
22 大地震早引方角附 嘉永7年（1854） 1枚 和歌山市立博物館
23 紀州大地震大津浪の次第 嘉永7年（1854） 1枚 和歌山市立博物館
24 地震模様書上 江戸後期 1冊 和歌山市立博物館

Ⅱ　徳川家茂と茂承
№ 資料名 年代 員数 所蔵 備考
25 徳川斉順筆　一行書「作徳心送日休」 江戸後期 1幅 個人
26 類集 弘化3年～万延元年 3冊 和歌山市立博物館
参考 水野忠央肖像 ― ― 新宮市立図書館（提供）
27 系譜 弘化3年（1846） 1冊 全正寺
28 水野忠央書状 江戸後期 1通 個人
29 水野其外蜜之書抜 万延元年（1860） 1冊 和歌山市立博物館
参考 赤坂御庭図画帖 ― ― 和歌山市立博物館
30 水野忠央筆　鶴画賛 江戸後期 1幅 和歌山市立博物館
31 水野忠央筆　特進之和歌 安政7年 1幅 和歌山市立博物館
32 水野忠央筆 山水図・山田常典筆 常夏図 江戸後期 双幅 和歌山市立博物館
33 三楽園焼十錦写涼炉 江戸後期 1口 個人
34 丹鶴丸図 江戸後期 1幅 神戸大学海事博物館
35 紀州熊野太地三輪崎鯨方捕鯨図 近代 1巻 和歌山市立博物館
36 水野重仲肖像 寛永7年（1630） 1幅 全正寺
37 水野重良肖像 江戸前期 1幅 全正寺
38 御家軍令幷御旗 江戸後期 1冊 和歌山市立博物館
39 紀州武鑑 江戸後期 1冊 和歌山市立博物館
40 井伊直弼画像 江戸後期 1幅 彦根城博物館 10月24日～
41 金梨地蕪蒔絵螺鈿鞍 享保4年（1719） 1背 彦根城博物館 10月24日～
42 徳川家茂像 19世紀 1幅 德川記念財団
43 徳川慶福筆　一大字「鶴」 嘉永4年（1851） 1幅 個人 前期
44 徳川慶福筆　二大字「飛龍」 嘉永5年（1852） 1幅 個人
45 徳川慶福筆　一行書「蘭有秀」 江戸後期 1幅 和歌山市立博物館 後期
46 菊千代五歳手形 嘉永4年（1851） 1巻 和歌山市立博物館
47 京都江御使相勤候諸事控 嘉永4年（1851） 1冊 和歌山市立博物館
48 破奇術頼光袴垂為搦 安政5年（1858） 大判3枚続 和歌山市立博物館 前期
49 青物魚軍勢大合戦之図 安政6年（1859） 大判3枚続 和歌山市立博物館 後期
50 徳川慶福書状 江戸後期 1通 和歌山城整備企画課
参考 徳川茂承写真 ― ― 和歌山市立博物館
51 徳川茂承筆　一行書「耴義成仁」 19世紀 1幅 和歌山市立博物館
52 徳川茂承筆　一行書「得一為天下正」 19世紀 1幅 和歌山市立博物館
53 頼朝公大井川行列図 文久3年（1863） 大判3枚続 和歌山市立博物館 前期
54 右幕下頼朝卿上京行列之図 文久3年（1863） 大判3枚続 和歌山市立博物館 後期
55 〇絵馬　加茂八幡御行幸略図 元治元年（1864） 1面 周参見王子神社
56 東海道名所之内　紀州加太浦 文久3年（1863） 大判1枚 和歌山市立博物館 前期
57 加太浦江御詰被遊候節日記 文久3年（1863） 1冊 和歌山市立博物館
58 紀淡間及双島論議 文久3年（1863） 1冊 和歌山市立博物館
参考 久野純固写真 ― ― 和歌山市立博物館
59 久野純固筆　三行書 19世紀 1幅 和歌山市立博物館
60 久野丹波守和歌浦荘図巻 江戸後期 1巻 和歌山市立博物館
61 出陣勤書 文久3年（1863） 1冊 和歌山市立博物館
62 和州一揆為退治高野山江出陣中日記 文久3年（1863） 1巻 和歌山市立博物館
参考 津田正臣写真 ― ― 和歌山市立博物館
63 源頼朝公上洛御官位之図 元治元年（1864） 大判3枚続 和歌山市立博物館 後期
64 徳川家茂使用　風呂桶 文久4年（1864） 1桶 教専寺
65 公方様御碇泊諸事控 文久4年（1864） 1冊 教専寺
66 乍恐奉願上候口上 慶応元年（1865） 1冊 教専寺
67 京都伏見大火極〻本しらべ 元治元年（1864） 1枚 和歌山市立博物館 前期
68 徳川茂承奉納　鏑矢 慶応元年（1865） 2隻 若宮八幡神社
69 太田春長出陣ノ図 慶応元年（1865） 大判3枚続 和歌山市立博物館 前期
70 摂州須磨浦真景 慶応元年（1865） 大判3枚続 和歌山市立博物館 後期
71 御家中背旗 江戸後期 2張 和歌山市立博物館



72 御旌旗御役符図 江戸後期 1帖 和歌山市立博物館
73 中尾松栄筆　打毬図巻 万延元年（1860） 1巻 和歌山市立博物館
74 打毬番組 慶応元年（1865） 1巻 和歌山市立博物館
75 広島町〻ミちしるべ 慶応2年（1866） 1枚 個人
76 御大名様御参集御本陣附次第不同 慶応2年（1866） 1枚 個人
77 芸州宮島渡海場同向地街道ノ図 慶応2年（1866） 1枚 個人
78 小瀬川合戦図 慶応2年（1866） 1枚 和歌山市立博物館
79 陰徳太平記図会 慶応2年（1866） 1枚 和歌山市立博物館
参考 水野忠幹写真 ― ― 宮内庁三の丸尚蔵館
参考 宇都宮三郎（鑛之進）写真 ― ― 宮内庁三の丸尚蔵館
80 水野忠幹書状 江戸後期 1通 和歌山市立博物館
81 戦争中諸雑記 慶応2年（1866） 1冊 和歌山市立博物館
82 ゲベール銃 江戸後期 1挺 和歌山城整備企画課
83 御出陣御供勤書 慶応2年（1866） 1冊 和歌山市立博物館
84 芸州路大野村戦争之図 慶応2年（1866） 1枚 個人
85 大野村之図 慶応2年（1866） 1枚 個人
参考 安藤直裕写真 ― ― 宮内庁三の丸尚蔵館
86 安藤直裕筆　墨竹図 慶応4年（1868） 1幅 和歌山市立博物館
87 黒塗六星紋蒔絵女乗物 江戸後期 1挺 和歌山市立博物館
88 鈴木雲渓筆　石州口之図 近代 1巻 和歌山市立博物館
89 記（柏木兵衛筆、由良守応宛） 19世紀 1通 個人
90 松本順筆　蘭画賛 19世紀 1幅 個人

Ⅲ　慶応期の政局
№ 資料名 年代 員数 所蔵 備考
参考 津田出写真 ― ― 和歌山市立博物館
91 紀州改革探索一件 19世紀 1冊 個人
92 徳川茂承書状 明治4年（1871） 1通 和歌山市立博物館
93 田中善蔵肖像 江戸後期 1幅 念誓寺

94 田中善蔵筆　二行書 江戸後期 1幅 和歌山市立博物館

95 二條御城之絵図 江戸後期 1舗 和歌山市立博物館

参考 徳川慶喜肖像写真 ― ― 茨城県立歴史館

参考 後藤象二郎写真 ― ― 個人

参考 三浦安（休太郎）写真 ― ― 宮内庁三の丸尚蔵館

参考 斎藤一肖像写真 ― ― 個人（福島県立博物館寄託）

96 金貨借用申一札之事 明治8年（1875） 1通 個人

97 斎藤桜門筆　四行書 19世紀 1幅 和歌山城整備企画課

98 証（勝海舟筆、斎藤桜門宛） 明治24年（1891） 1幅 和歌山市立博物館

99 斎藤桜門書状 明治7年（1874） 1通 和歌山市立博物館

参考 武内孫介写真 ― ―

100 御長屋姓名附 江戸後期 1冊 和歌山市立博物館

参考 柳河春三写真 ― ―

101 柳河春三筆　四行書 19世紀 1幅 個人

102 小梅日記 慶応3年（1867） 1冊 和歌山県立図書館

103 川合小梅筆　観梅円窓美人図 19世紀 1幅 和歌山市立博物館

104 川合小梅筆　万歳図 19世紀 1幅 和歌山市立博物館

105 子供遊相撲連名附 慶応4年（1868） 大判2枚続 和歌山市立博物館 前期
106 子供戯三人生酔 慶応4年（1868） 大判2枚続 和歌山市立博物館 後期
107 淀川合戦見聞奇談 慶応4年（1868） 2冊 和歌山市立博物館
108 山崎大合戦 慶応4年（1868） 1枚 和歌山市立博物館 前期
109 子供行烈遊 慶応4年（1868） 大判3枚続 和歌山市立博物館 後期
110 諸大名在京御旅館附 慶応4年（1868） 1枚 和歌山市立博物館
111 覚（安藤直裕宛） 慶応4年（1868） 1通 和歌山市立博物館
112 行政官文書（紀伊中納言・津田監物宛） 明治元年（1868） 2通 和歌山市立博物館
113 絵馬　帆船図 明治2年（1869） 1面 伊太祁曽神社

Ⅳ　紀州出身の志士
№ 資料名 年代 員数 所蔵 備考
114 矢田賢之助書状 元治元年（1864） 1通 和歌山市立博物館
参考 近藤勇写真 ― ― 国立国会図書館
115 矢田賢之助書状 慶応3年（1867） 1通 和歌山市立博物館
参考 写真　杉村義衛（永倉新八）ほか5人 ― ― 北海道博物館
116 矢田賢之助書状 慶応3年（1867） 1通 和歌山市立博物館
参考 陸奥宗光写真 ― ― 和歌山市立博物館
117 伊達千広肖像 明治初期 1幅 和歌山市立博物館
118 神戸海軍操練所跡記念碑拓本 19世紀 1幅 和歌山市立博物館
119 陸奥宗光筆　二行書 19世紀 1幅 和歌山市立博物館
参考 坂本龍馬湿板写真 ― ― 高知県立歴史民俗資料館
120 坂本龍馬書簡　陸奥宗光宛（津田出等書簡） 慶応3年 1巻 国立国会図書館 前・後期で別の書簡を展示

参考 加納宗七写真 ― ― 和歌山市立博物館
121 商方之愚案 19世紀 1巻 和歌山県立図書館
122 和英接言 慶応4年（1868） 1冊 和歌山市立博物館
123 陸奥宗光上書 慶応4年（1868） 1冊 和歌山市立博物館
124 藩政参与依頼 明治2年（1869） 1通 国立国会図書館
125 命和歌山藩庁出仕 明治4年（1871） 1通 国立国会図書館
126 陸奥宗光筆　四行書 19世紀 1幅 和歌山市立博物館
参考 陸奥宗光写真（壮年期） ― ― 和歌山市立博物館
127 陸奥宗光書状 明治11年（1878） 1通 和歌山市立博物館
128 陸奥宗光書状 明治19年（1886） 1通 和歌山市立博物館

※「参考」は写真パネルを展示。
※〇は和歌山県指定文化財。
※前期は10月21日（土）～11月5日（日）、後期は11月7日（火）～11月26日（日）


