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字＝展
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史料名 点数 年代・作者等 所蔵・保管機関

1 紫縮緬地秋草流水文様五ツ所紋付振袖 1領 江戸時代 松江歴史館
2 玠像紋号弁拠 1巻 安政5年（1858）2月　山本良臣 月照寺

3 斉斎年譜　一 1冊 江戸時代後期　桃世文編著 島根県立図書館
4 玠 １軸 江戸時代後期　松平斉貴筆 月照寺
5 玠像 1本 安政4年（1857）　松平斉貴筆　馬蹄石 月照寺
6 玠像 1本 安政5年（1858）　松平斉貴筆　馬蹄石 月照寺
7 松平斉貴肖像画 1幅 安政6年（1859）正月23日　狩野勝川院雅信画　紙本著

色
月照寺

8 松平斉貴肖像画（立狩姿） 1軸 江戸時代後期　飯島雲岳画（画中朱印「養正之印」） 島根県立図書館

9 松平斉貴肖像画 1幅 江戸時代後期　松原文忠画　紙本著色 個人蔵
10 松平斉貴肖像硝子写真 1枚 文久2年（1862）頃　アンブロタイプ 月照寺
11 祝歌 1通 文久元年（1861）9月吉日　祝歌―山眉（斉貴花押）（北

斗七星朱印）
月照寺

12 将軍徳川家斉一字書出状 1通 文政9年（1862）2月25日 月照寺
13 松平斉貴任出羽守口宣案 1通 文政9年（1862）2月25日　　薄墨紙 月照寺
14 高宮神領寄進状【松江市指定文化財】 1通 文政11年（1828）正月18日 内神社
15 松平斉貴印章 47顆 月照寺
16 松平家印譜 1冊 松江歴史館
17 扁額「不及庵伝習」 1枚 江戸時代後期　松平斉貴筆　竹枠　朱印「漢水」 月照寺
18 采幣串（斉貴所用従四位少将之節） 1本 松江神社
19 金銀采幣 1本 斉貴公所用　黒塗丸筒（袋付）　黒塗外箱入 松江神社
20 徳川家慶領知判物写 1通 天保10年（1839）3月5日　　大高檀紙 月照寺
21 出入捷覧（レプリカ） 1帖 天保12年（1841）頃 原本　人間文化研究機構国文学研

究資料館
22 総金糸葵紋織出陣羽織 1着 斉貴公御召 松江神社
23 鶴皮張鞘脇指拵 １振 斉貴愛刀　金文字　鍔・鯉口―白牙　鞘―鶴皮　柄―

白鮫皮
月照寺

24 斉齋御実名 1紙 万延元年(1860)正月一日　大学頭林昇考　大高檀紙 月照寺

25 御名号大成之御軸（名号大成之軸） 1幅 安政6年（1859）　松平斉貴筆 月照寺
26 一行書「言不順則事不成」 1幅 松平斉貴筆　絹本墨書 月照寺
27 「光彩」 1幅 松平斉貴筆 月照寺

28 松平斉貴上京行列図（第5巻） 1巻 江戸時代・19世紀　陶山雅純筆 東京国立博物館
29 銀金具葵紋付金仕上曲祿 1脚 江戸時代後期　朱色革座 松江神社
30 黒羅紗葵紋付長刀袋 1枚 江戸時代後期 松江神社

31 了庵清欲墨跡（的蔵主宛）【国宝】 1幅 元時代・至正7年（1341）正月１７日　了庵清欲筆 東京国立博物館
32 尺時計（松平出羽守所用） 1点 江戸時代　円テンプ　割駒式文字盤　黒塗り青貝装飾 国立科学博物館

33 六角和時計 １基 江戸時代　松平斉貴所用 一般財団法人八雲本陣記念財団
34 懐中銀時計 1個 江戸時代　松平斉貴所用　機械―ロンドン製　銀長鎖

付
個人蔵

35 西洋時辰儀定刻活測 1冊 天保9年（1838）初秋　小川友忠 松江歴史館

36 松江三ノ丸御殿内分間図 1舗 昭和27年（1952）３月　別所唯義模写 松江歴史館

37 斉貴所用　河童煙草入（望遠鏡） 1個 根付―望遠鏡、根〆―鶴頭、叺―河童 個人蔵
38 松平斉貴上京行列図（第2巻） 1巻 江戸時代・19世紀　陶山雅純筆 東京国立博物館
39 鉄熕鋳鑑　図解編 3冊 安政3年（1856）冬　金森錦謙（建策）著 島根県立古代出雲歴史博物館

40 渾発量地速成 2巻 弘化3年（1846）5月　藤岡雄市著　版本 藤岡太作氏蔵（松江歴史館寄託）

41 懐宝　量地弧度法便覧 1枚 弘化4年（1847）長至日（夏至、6月22日頃）　藤岡雄市
著　刷物

藤岡太作氏蔵（松江歴史館寄託）

42 鎖、方位磁石、物差、算木 ４点 算木―文化8年（1811）仲夏（5月）　藤岡雄市使用 藤岡太作氏蔵（松江歴史館寄託）

43 地球儀 １点 江戸時代後期　藤岡雄市使用 藤岡太作氏蔵（松江歴史館寄託）

2020年9月18日～11月15日　於松江歴史館

【 出 品 目 録 】

ＮＡＲＩＴＡＫＥ　松江藩主松平斉貴
――北斗七星と鷹と西洋文化に魅せられた殿様――
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44 推天保十年己亥六月朔日五星図 1枚 天保10年（1839）6月1日　藤岡雄市筆 藤岡太作氏蔵（松江歴史館寄託）

45 天球全図のうち太陽真形・月輪真形 2枚 1800年頃　司馬江漢作　銅板画　彩色 藤岡太作氏蔵（松江歴史館寄託）

46 雲州版延喜式 50冊 文政11年（1828）2月　松平斉貴編 島根大学附属図書館

47 菓子銘　白沢 1軸 安政1～4年（1854～1857）　松平斉貴筆 松江歴史館

48 黒漆葵紋四段菓子箱（四段） １合 江戸時代後期　池田屋 松江歴史館

49 黒漆葵紋二段菓子箱（二段） １合 江戸時代後期　池田屋 松江歴史館

50 放鷹 １冊 昭和6年（1931）12月　宮内庁式部職編 松江歴史館
51 鷹図（広河原真写） 1幅 寛政6年（1794）12月　宗鋪（土井利徳）画　絹本著彩 月照寺

52 鷹図 1幅 江戸時代前期　狩野永雲画 松江歴史館

53 鷹図 双幅 江戸時代前期　松平綱隆画 松江歴史館
54 鷺鷹、雉子鷹、鴨鷹 3幅対 江戸時代前期　狩野永雲画、絹本著彩 月照寺
55 松平斉貴所用韘 1点 江戸時代後期　松平斉貴所用　羽山家旧蔵 松江歴史館
56 徳川吉宗所用韘 1点 享保4年（1719）12月23日使用　徳川吉宗所用　葵紋入

由緒―奥書安政3年（1856）松平斉貴直筆
月照寺

57 吉田流翕方之図 1巻 安政4年（1857）11月入手　水上昌言画 月照寺
58 庵号、七曜星、巣篭鷹 3幅対 江戸時代後期　庵号―松平斉貴筆　画―西山孟郷斎

紙本著彩
月照寺

59 斉貴公御鷹狩御出郷図【松江市指定文
化財】

1巻 江戸時代後期　紙本著彩 個人蔵

60 斉貴公御鷹狩御出郷図【松江市指定文
化財】

1巻 江戸時代後期　紙本著彩 個人蔵

61 双鶴図 1幅 明和2年（1765）冬　円山応挙画　絹本著彩 一般財団法人八雲本陣記念財団

62 鷹捕撃鶴図【松江市指定文化財】 1紙 江戸時代後期　西山孟郷斎筆　紙本著彩 個人蔵
63 黒鶴四ツ毛（黒羽三枚）鶴巻捉飼 3枚 嘉永7年（1854）11月6日 松江歴史館

64 御挙鶴巻（白羽二枚） 2枚 安政2年（1855）11月28日　出雲国出雲郡福富村佐藤
彦次郎

松江歴史館

65 鶴巻真鶴四ツ毛（黒羽二枚） 2枚 安政3年（1856）正月16日　出雲国意宇郡西津田村捉
飼

松江歴史館

66 斉貴所用　黒鶴足根付 1個 天保12年（1841）冬初六（10月6日）　根〆―山水染付
（清朝）　叺―印伝

個人蔵

67 放犬之図 1軸 江戸時代後期　将軍家「御放犬」「永富白」 宮内庁書陵部
68 児隼之図 1軸 江戸時代後期　陶山重太（勝寂）画 宮内庁書陵部
69 鷹請取渡並ニ同輦之人鷹見セ様見様之

図
1軸 安政3（1856）自筆　森正幸指図　陶山雅純（勝寂）画 宮内庁書陵部

70 鶴捉飼之図 1軸 江戸時代後期　陶山重太（勝寂）画 宮内庁書陵部
71 大緒繋形集 37冊内4冊 江戸時代後期　森正幸　模型 宮内庁書陵部
72 鷹術心得 1幅 安永5年（1776）4月、斉貴箱書万延元年（1860）初冬

原田督利
月照寺

73 原田督利之巻物覚書（付原田督利之巻
物及び附属之巻物乾坤）

１紙,3巻 安政3年（1856）冬　戴有（松平斉貴）筆 月照寺

74 扁額「玠像堂」 1点 江戸時代後期　松平斉貴筆 月照寺
75 鷹術奥秘伝授起請文 2通 安政5年（1858）2月22日 月照寺
76 鷹狩犬図・鷹匠図 3幅 天明7年(1787）6月4日　阪昌文筆 東京国立博物館
77 大保恵日記【松江市指定文化財】 1冊 天保2年（1831）12月24日条　新屋太助著 信楽寺（松江歴史館寄託）
78 雑賀町図 1枚 文久元年（1861）極月 松江歴史館
79 水筒 1点 江戸時代後期 月照寺
80 水筒 1点 江戸時代後期　竹製 月照寺
81 水筒 1点 江戸時代後期　竹製 月照寺
82 餌合子入 1点 江戸時代後期　根付―天保15年（1844）1月19日　田代

山
月照寺

83 葵紋付餌合子 1点 江戸時代後期 月照寺
84 餌合子 1点 江戸時代後期　象牙 月照寺
85 葵紋付口餌籠 1点 江戸時代後期 個人蔵
86 葵紋付餌合子 1点 江戸時代後期　鮫皮張　蓋裏金葵紋 個人蔵
87 鶴足根付 1点 江戸時代後期 個人蔵
88 鶴卵杯 1杯 文政10～12年（1827～1829）　静楽院筆　勝軍木庵光

英作
個人蔵

89 鶴卵杯 １杯 安政４年(1857）6月8日　松平斉貴所用 個人蔵
90 鷹眼巻 1巻 江戸時代後期 月照寺
91 高清水掛札 1枚 天保6年（1835）11月　松平斉貴筆 月照寺
92 扁額「古堅之像」 1枚 江戸時代後期　松平斉貴筆　具利軸盆　表面「古堅之

像（朱印「瑶光」）「金玉万堂」
月照寺

93 黒塗打刀拵 1口 江戸時代後期 松江歴史館

No． 展　示　期　間

10 　　         　　 9月18日（金）～10月  8日（木）

18 　　        　　  9月18日（金）～10月14日（水）

19 　         　　 10月16日（金）～11月15日（日）

29 10月1日（木）～11月15日（日）

67～71 　         　　 　9月18日（金）～10月8日（木）
72～75 　       　　   10月  9日（金）～11月15日（日）

【展示替】  ＊期間中、下記の展示物の展示替えを行います。
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