
●は伊那市指定文化財

№ 資　料　名　 年　代 点数 所　蔵 備　考

1 信州高遠城絵図 写真

2 武田二十四将図 東京国立博物館 写真

3 蓮台場 蓮台場（伊那市） 写真

4 武田氏信濃侵攻図 地図

5 高遠城における織田、武田両軍の戦闘配置図 『上伊那郡史』 図

6 勘助曲輪 高遠城址公園 写真

7 本丸跡 高遠城址公園 写真

8 一夜の城跡 『一夜の城　2012年発掘調査資料』 写真2枚

9 鉄錆地六十二間筋兜 明珍宗久作 天文3年（1534) 1 鉾持神社（伊那市立高遠町歴史博物館寄託）

10 一夜の城元原図 『一夜の城　2012年発掘調査資料』 図

11 高遠城跡出土遺物 15 伊那市

12 高遠城跡発掘調査箇所位置図 『一夜の城　2012年発掘調査資料』 図

13 第4トレンチ　模式図 『一夜の城　2012年発掘調査資料』 図

14 堀と土塁の関係 『一夜の城　2012年発掘調査資料』 図

15 一夜の城　周辺の城 『一夜の城　2012年発掘調査資料』 地図

16 調査トレンチ配置図と周辺地形図 『一夜の城　2012年発掘調査資料』 地図

17 「高遠町土地区画図」と現況平面図の重ね図 『史跡高遠城跡整備基本計画書』 図

18 「高遠記集成」坤 1 伊那市立高遠町図書館「岩崎家資料」

● 19 織田信忠禁制（建福寺文書） 天正10年(1582)3月 1 建福寺（伊那市）

20 主図合結図 １ 伊那市立高遠町図書館「石川家資料」

21 織田軍の侵攻ルート 『高遠城の攻防と一夜の城』 地図

22 梵鐘 桂泉院(伊那市） 写真、長野県宝

23 織田信忠肖像　蜷川式胤模 東京国立博物館 写真

24 仁科五郎盛信位牌殿 桂泉院(伊那市） 写真

25 仁科五郎盛信画像 個人 写真

26 諏訪御料人墓 建福寺（伊那市） 写真

27 武田勝頼肖像画 法泉寺（甲府市） 写真

28 徳川家綱領知朱印状 寛文4年(1664)4月5日 常楽寺 写真

29 徳川家綱領知目録 寛文4年(1664)4月5日 常楽寺 写真

30 徳川家宣領知朱印状写 正徳2年(1712)4月11日 1 伊那市立高遠町歴史博物館

31 徳川家宣領知目録 正徳2年(1712)4月11日 1 伊那市立高遠町歴史博物館

32 高遠藩領の変遷（稿） 表

33 内藤家時代 高遠藩領国図 地図

34 保科系図 1 個人

35 保科氏系図 1 個人

36 保科氏略系図 図

37 徳川家康書状 天正12年(1584)8月5日 1 個人

38 徳川家康朱印状 天正10年(1582)10月24日 1 個人

39 保科正光画像 建福寺(会津若松市） 写真

40 保科正直墓 慶長6年(1601)9月29日 建福寺(伊那市） 写真

41 保科正光墓 寛永8年（1631)10月7日 建福寺(伊那市） 写真

● 42 保科正直定書(建福寺文書） 天正11年(1583)12月17日 ２ 建福寺(伊那市）

43 夕顔観音御影 伊那市立高遠町図書館「岩崎家資料」 写真

44 樹林寺（香取市） 写真

45 樹林寺（伊那市） 写真

● 46 千手十一面夕顔観世音菩薩立像 1 樹林寺（伊那市）

47 小堀遠州書状 年不詳11月6日 1 伊那市立高遠町歴史博物館

48 保科正之 和歌 1 個人（伊那市立高遠町歴史博物館寄託）

49 盃 1 小原区（高遠町歴史博物館寄託）

50 松平保科系図 1 建福寺(伊那市）

51 保科正之関連略系図 図

52 蛸薬師堂『江戸名所図会』 長谷川雪旦画 1 新宿歴史博物館

53 お静供養塔 樹林寺（伊那市） 写真

54 保科正之・お静 立像 伊那市立高遠町歴史博物館 写真

● 55 五輪塔　保科左源太墓 寛永4年（1627)正月3日 満光寺(伊那市） 写真

56 お静地蔵尊 成就院（目黒区） 写真

57 徳川家光肖像 金山寺（岡山市） 写真

58 保科正之肖像　狩野探幽画 土津神社（福島県立博物館寄託） 写真、福島県指定重要文化財

59 徳川秀忠肖像　模写 東京大学史料編纂所 写真
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№ 資　料　名　 年　代 点数 所　蔵 備　考

60 保科正之墳墓 土津神社（福島県猪苗代町） 写真、猪苗代町指定重要文化財

61 土津霊神之碑 土津神社（福島県猪苗代町） 写真、猪苗代町指定重要文化財

62 保科正之頌徳碑 樹林寺（伊那市） 写真

63 茶杓「松のちとせ」 1 個人

64 灰被天目茶碗 1 個人

65 朱屈輪天目台 1 個人

66 短刀 朱銘 「延寿」 附 葵紋散合口拵 天正16年(1588)5月21日 1 個人

67 多劫姫墓 元和4年(1618)6月7日 大円寺（杉並区） 写真

68 和歌色紙「いま人の」 鳥居忠春筆 常楽寺法寶蔵 写真

69 鳥居家拝領裃 1 個人（伊那市立高遠町歴史博物館寄託）

70 和歌色紙「鶯の」 鳥居忠則筆 常楽寺法寶蔵 写真

71 信州高遠古図　城主鳥居候 天保4年(1891)、明治24年(1891)写 1 伊那市立高遠町図書館「岩崎家資料」

72 短歌　浄光院筆 1 伊那市立高遠町図書館「岩崎家資料」

73 浄光院消息 1 鳥居忠雄氏

74 鳥居家略系図 図

75 浄光院墓 天保10年(1879) 吉祥寺(文京区） 写真

76 鳥居忠春墓 峯山寺（伊那市） 写真

77 浅黄糸毛引威五枚胴具足 1 鉾持神社（伊那市立高遠町歴史博物館寄託）

78 内藤家略系図 図

79 鳥尽くし　 内藤頼卿画 1 新宿歴史博物館

80 内藤頼卿御遺言状 享保20年(1735)2月 1 伊那市立高遠町図書館「内藤家資料」

81 琴高仙人図  内藤清枚画・水野守政賛 1 個人（高遠町歴史博物館寄託）

82 内藤長好継嗣添書 天明7年(1787)2月3日 1 伊那市立高遠町図書館「内藤家資料」

83 内藤頼尚書 1 個人（高遠町歴史博物館寄託）

84 黒鷹図　狩野休真画 文政3年(1820)5月23日 1 樹林寺（伊那市立高遠町歴史博物館寄託）

85 竹　内藤頼由画 1 個人（高遠町歴史博物館寄託）

86 内藤頼寧肖像 1 伊那市立高遠町歴史博物館

87 内藤頼直墓 明治12年(1879)8月17日 太宗寺（新宿区） 写真

88 花押木型 6 新宿歴史博物館

89 高遠藩内藤家　参府・帰城の行程図 図

90 高遠城 写真

91 新城藤原神社 写真

● 92 満光寺鐘楼門 満光寺（伊那市） 写真

93 御家中江戸高遠分限帳 1 伊那市立高遠町図書館「小野寺家資料」

94 内藤頼卿公御初入行列之図 1 伊那市立高遠町歴史博物館

95 高遠藩内藤家 参勤交代回数表 表

96 太宗寺 太宗寺（新宿区） 写真

97 「従高遠江戸マデ道中記」 嘉永6年(1853)3月 1 伊那市立高遠町図書館「岩崎家資料」

第６章　江戸藩邸再現

98 小川町上屋敷比定図 図

99 高遠藩小川町上屋敷再現図（北より南を見た鳥瞰図）池上典画 写真

100 江戸小川町内藤若狭守上屋敷図 弘化2年(1845)以降 1 伊那市立高遠町図書館「内藤家資料」

101 小川町上屋敷間取りトレース図　 池上典 写真

102 江戸内藤駿河守上屋敷図面 弘化2年(1845)8月8日 1 伊那市立高遠町図書館「岩崎家資料」

103 高遠藩小川町上屋敷再現図（南より北を見た鳥瞰図）池上典画 写真

104 「高遠藩小川町上屋敷　表書院の間再現図」池上典画 写真

105 内藤家江戸屋敷変遷表 表

106 四ツ谷下屋敷重ね図 地図

107 内藤宿御下屋舗古絵図 伊那市立高遠町図書館「斎藤家資料」 写真

108 新宿御苑 新宿御苑（新宿区） 写真

109 多武峯内藤神社 多武峯内藤神社(新宿区） 写真

110 江戸藩邸図 嘉永4年(1851)以降 伊那市立高遠町図書館「長坂熙資料」

111 騎馬塚の碑 文化13年（1816） 多武峯内藤神社(新宿区） 写真、新宿区登録文化財

112 高遠藩四谷下屋敷再現図（東より西を見た鳥瞰図）　池上典画 写真

113 新宿下屋敷図絵 伊那市立高遠町歴史博物館

114 新宿下屋敷図絵 『東京市史稿』市街篇第10 写真

115 「御下屋敷諸説紀聞」 1 新宿歴史博物館

116 高遠藩四谷下屋敷再現図（南より北を見た鳥瞰図）　池上典画 写真

第４章　鳥居家

第５章　内藤家



① 中世の高遠

② 高遠藩の成立

③ 保科家二代

④ 鳥居家二代

⑤ 内藤家八代

⑥ 江戸藩邸再現

展示順路
Exhibition usual route

歴史と文化
信州高遠藩 

A  中世文書　

C  明珍の兜

B  考古遺物

D  領知目録

E  保科正之

F  参勤交代絵巻

G  上屋敷再現図①

H  上屋敷再現図②

I   書院の間  

J  下屋敷再現図①

K  下屋敷再現図②

D

AB
C

E

I

JK
F

G H

Doorway
出入口

1

3

6

5 2

4

新宿区-伊那市友好提携10周年記念特別展

出 品 目 録


