
開館 35周年記念特別企画展開館 35周年記念特別企画展

主　　催／栃木県立博物館　宇都宮市　栃木市
　　　　　鹿沼市　真岡市　矢板市　さくら市
　　　　　下野市　上三川町　益子町　壬生町
　　　　　下野新聞社　栃木放送　
　　　　　エフエム栃木　とちぎテレビ
特別協力／市貝町　芳賀町　塩谷町
後　　援／ＮＨＫ宇都宮放送局　栃木県文化協会
　　　　　ＪＲ東日本大宮支社　東武鉄道北関東支社
　　　　　真岡鐵道

作品番号は本展示会のカタログ番号と一致します。
作品の展示は必ずしも作品番号順ではありません。
一部の作品は展示替え・巻き替えがあります。
展示資料・展示期間は予告なく変更となる場合があります。

　◉国宝　　◎重要文化財　　●重要美術品　　□県指定文化財

作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

1 前九年合戦絵巻 一巻 江戸時代（18 世紀～ 19 世紀）市立米沢図書館

2 後三年合戦絵巻　上巻 一巻 江戸時代（18 世紀） 当館

3 宇都宮氏軍旗 一旒 室町時代（16 世紀） 高津古文化会館（京都府京都市）

4 宇都宮氏軍旗（『集古十種　兵器類旌旗』巻五） 一冊 江戸時代（18 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

5 宇都宮系図 一巻 文化 13 年（1816） 個人

6 宇都宮系図（室町写本） 一巻 室町時代（16 世紀） 三鈷寺（京都府京都市）

7 宇都宮系図（江戸写本） 一巻 江戸時代（17 世紀～ 18 世紀）三鈷寺（京都府京都市）

第Ⅰ章「源頼朝と宇都宮氏」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

8 （◎）伝源頼朝坐像（複製） 一軀 鎌倉時代（13 世紀） 神奈川県立歴史博物館
（原資料：東京国立博物館）

9 宇都宮二荒山神社祭礼図絵 一冊 文久元年（1861） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

10 将軍家政所下文 一通 建久 3 年（1192） 個人

11 □ 源頼朝袖判下文 一通 建久 3 年（1192） 神奈川県立歴史博物館

12 ◎ 源頼朝袖判下文（皆川家文書） 一通 文治 3 年（1187） 文化庁

13 ◎ 源頼家袖判下文（皆川家文書） 一通 正治 2 年（1200） 文化庁

14 宇都宮朝綱像・景綱像
（『古画類聚　肖像人物服章』巻二） 一巻 江戸時代（18 世紀） 東京国立博物館

15 宇都宮朝綱像・景綱像（『摹古絵巻』巻五九） 一巻 江戸時代（19 世紀） 宮内庁書陵部

16 ◎ 結城氏系図（白河結城家文書） 一通 鎌倉時代（14 世紀） 白河集古苑

17 蓮生（宇都宮頼綱）像 一幅 南北朝時代～室町時代
（14 世紀～ 15 世紀） 三鈷寺（京都府京都市）

18 六条八幡宮造営注文 一巻 永和元年（1375） 国立歴史民俗博物館

19 ◉ 東大寺大仏殿勧進状（東大寺文書） 一巻 永禄 11 年（1568） 東大寺（奈良県奈良市）

20 吾妻鏡　巻十四 一冊 江戸時代（19 世紀） 当館

21 ◉ 法然上人絵伝　巻四二 一巻 鎌倉時代（14 世紀） 知恩院（京都府京都市）

22 ◎ 法然上人行状絵巻　巻四二 一巻 室町時代（15 世紀） 當麻寺奥院（奈良県葛城市）

23 ◉ 宇都宮頼綱寄進状（東大寺文書） 一通 建長 2 年（1250） 東大寺（奈良県奈良市）

24 宇都宮景綱像（『集古十種　古画肖像』巻四） 一冊 江戸時代（18 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

25 ◉ 宇都宮景綱寄進状（東大寺文書） 一通 正応 5 年（1292） 東大寺（奈良県奈良市）

26 ◉ 燈油聖信聖鎌倉勧進用途結解状（東大寺文書） 一通 永仁 2 年（1294） 東大寺（奈良県奈良市）

27 宇都宮家弘安式条（『宇都宮史』巻五） 一冊 江戸時代（19 世紀） 個人

28 御成敗式目 一冊 永禄 4 年（1561） 当館

29 ◎ 安達氏系図（白河結城家文書） 一通 鎌倉時代（14 世紀） 白河集古苑

30 ◎ 関東下知状（白河結城家文書） 一通 文永元年（1264） 白河集古苑

31 蒙古襲来絵巻模本 三巻 明治時代（19 世紀） 逸翁美術館（大阪府池田市）

32 蒙古退治旗曼荼羅来由（『江戸名所図会』巻十八） 一冊 天保 7 年（1836） 野田市立興風図書館

33 （◎）鉄塔婆（複製） 一基 正和元年（1312） 当館（原資料：清巌寺（栃木県宇都宮市））

プロローグ「宇都宮氏の成立」



作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

34 ● 狛犬 一軀 建治 3 年（1277） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

35 宇都宮明神造営棟札 一枚 明応 7 年（1498） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

36 大湯屋結番次第 一通 天文 3 年（1534） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

37 造宮日記 一冊 明応 7 年（1498） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

38 造宮之日記 一帖 天文 7 年（1538） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

39 ◎ 法然上人像（足曳御影） 一幅 鎌倉時代（13 世紀） 二尊院（京都府京都市）

40 証空像 一幅 室町時代～江戸時代
（16 世紀～ 17 世紀） 三鈷寺（京都府京都市）

41 ◉ 法然上人絵伝　巻二六 一巻 鎌倉時代（14 世紀） 知恩院（京都府京都市）

42 ◎ 法然上人行状絵巻　巻二六 一巻 室町時代（15 世紀） 當麻寺奥院（奈良県葛城市）

43 当麻曼荼羅図 一幅 鎌倉時代（13 世紀） 三鈷寺（京都府京都市）

44 ◎ 当麻曼荼羅図 一幅 鎌倉時代（13 世紀） 光明寺（神奈川県鎌倉市）

45 ◉ 当麻曼荼羅縁起 二巻 鎌倉時代（13 世紀） 光明寺（神奈川県鎌倉市） 上巻 下巻

46 □ 善恵上人伝絵　巻二・巻四 二巻 享禄 4 年（1531）頃 浄橋寺（兵庫県西宮市） 巻二 巻四

47 ◎ 阿弥陀如来立像　付像内納入品 一軀 仁治 4 年（1243） 大念寺（京都府大山崎町）

48 阿弥陀如来立像 一軀 南北朝時代（14 世紀） 三鈷寺（京都府京都市）

49 金銅如来坐像（厨子入り） 一軀 鎌倉時代（13 世紀～ 14 世紀）三鈷寺（京都府京都市）

50 □ 観音菩薩跪像・勢至菩薩立像 二軀 鎌倉時代（12 世紀～ 13 世紀）地蔵院（栃木県益子町）

51 ◎ 薬師如来立像 一軀 建長 5 年（1253） 岩谷寺（茨城県笠間市）

52 □ 阿弥陀三尊像 三軀 阿弥陀・勢至 : 建長 4 年（1252） 
観音 : 江戸時代（17 世紀） 蔵福寺（茨城県阿見町）

53 唐本一切経（笠間経） 一帖 建長 7 年（1255） 神奈川県立金沢文庫（神奈川県横浜市）

54 □ 銅板曼荼羅 一点 建保 5 年（1217）銘 東海寺（栃木県宇都宮市）

55 □ 馬頭観音菩薩坐像 一軀 鎌倉時代（13 世紀） 木幡神社（栃木県矢板市）

56 □ 千手観音菩薩立像 一軀 弘長元年（1261） 西明寺（栃木県益子町）

57 ◎ 俊芿律師像 一幅 嘉禄 3 年（1227） 泉涌寺（京都府京都市）

58 ◉ 泉涌寺勧縁疏　俊芿筆 一巻 承久元年（1219） 泉涌寺（京都府京都市）

59 ◉ 附法状　俊芿筆 一巻 嘉禄 3 年（1227） 泉涌寺（京都府京都市）

60 ◎ 北野天神縁起絵巻　巻一・巻二 二巻 永仁 6 年（1298） 津田天満神社（兵庫県姫路市） 巻一 巻二

61 □ 一遍上人像 一幅 南北朝時代（14 世紀） 神奈川県立歴史博物館

62 ◉ 一遍聖絵　巻五　法眼円伊筆 一巻 正安元年（1299） 清浄光寺（神奈川県藤沢市）  ～10/1

63 ◎ 他阿真教坐像 一軀 文保 2 年（1318） 蓮台寺（神奈川県小田原市）

64 ◎ 遊行上人縁起絵  巻六　狩野宗秀筆 一巻 文禄 3 年（1594） 光明寺（山形県山形市）

65 □ 親鸞聖人坐像 一軀 南北朝時代（14 世紀） 専修寺（三重県津市）

66 八字名号　親鸞筆 一幅 鎌倉時代（13 世紀） 専修寺（三重県津市）

67 十字名号　親鸞筆 一幅 鎌倉時代（13 世紀） 専修寺（三重県津市）

68 ◉ 西方指南抄　親鸞筆　 六冊 鎌倉時代（13 世紀） 専修寺（三重県津市） 上・上末・中 中末・下・下末

69 ◉ 西方指南抄　直弟本 六冊 鎌倉時代（13 世紀） 専修寺（三重県津市） 上・上末・中 中末・下・下末

70 ◉ 三帖和讃　親鸞・真仏筆 三冊 鎌倉時代（13 世紀） 専修寺（三重県津市）

71 ◎ 真仏上人坐像 一軀 文明 12 年（1480） 専修寺（栃木県真岡市）

72 ◎ 顕智上人坐像 一軀 延慶 3 年（1310） 専修寺（栃木県真岡市）

73 □ 聖徳太子二歳像 一軀 鎌倉時代（13 世紀～ 14 世紀）専修寺（栃木県真岡市）

74 ◎ 拾遺古徳伝　巻九 一巻 元亨 3 年（1323） 常福寺（茨城県那珂市）

75 ◎ 善信聖人親鸞伝絵　巻三・巻四 二巻 永仁 3 年（1295） 専修寺（三重県津市） 巻三 巻四

76 ◎ 親鸞聖人消息（真仏房宛） 一通 建長 7 年（1255）か 専修寺（三重県津市）

77 ◎ 親鸞聖人消息（高田入道宛） 一通 正元元年（1259） 専修寺（三重県津市）

78 ◎ 唯信鈔 一冊 康元 2 年（1257） 専修寺（三重県津市）

79 ◎ 唯信鈔文意（正月十一日本） 一冊 康元 2 年（1257） 専修寺（三重県津市）

80 ◎ 唯信鈔文意（正月廿七日本） 一冊 康元 2 年（1257） 専修寺（三重県津市）

81 藤原俊成・定家・為家像　狩野山雪筆　小堀遠州賛 三幅 江戸時代（17 世紀） 逸翁美術館（大阪府池田市）

82 藤原定家像（『集古十種　古画肖像』巻三） 一冊 江戸時代（18 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

83 藤原定家像（『古画類聚　肖像人物服章』巻一） 一巻 江戸時代（18 世紀） 東京国立博物館

84 明月記（自筆本） 一巻 鎌倉時代（13 世紀） 天理大学附属天理図書館（奈良県天理市） 　　　　　　　　　　　10/15～

85

明月記（徳大寺家本）五五・五六　嘉禄二年秋・冬 
　　　　　　　　　　六七・六八　天福元年春・夏 
　　　　　　　　　　七一・七二 
　　　　　　　　　　七三・七四　嘉禎元年夏・冬

四冊 江戸時代（17 世紀） 東京大学史料編纂所 五五・五六
六七・六八

七一・七二
七三・七四

86 ◎ 百人秀歌 一冊 鎌倉時代（13 世紀） 冷泉家時雨亭文庫（京都府京都市）  ～9/29

87 百人一首 一冊 室町時代（16 世紀） 当館

第Ⅱ章「宇都宮氏の信仰と文化」



作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

88 新式和歌集 一冊 寛文 12 年（1672） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

89 信生法師集 一冊 江戸時代（17 世紀） 宮内庁書陵部 　　　　　　　　　～10/15

90 ◎ 勅撰并都鄙打聞入長門前司時朝歌 一冊 鎌倉時代（13 世紀） 冷泉家時雨亭文庫（京都府京都市） 　　　　　　　　　　　10/16～

91 勅撰并都鄙打聞入長門前司時朝歌 一冊 江戸時代（17 世紀） 宮内庁書陵部 　　　　　　　　　～10/15

92 ◎ 沙弥蓮愉集 一冊 鎌倉時代（13 世紀） 冷泉家時雨亭文庫（京都府京都市） 　　　　　　　　　　　10/16～

93 沙弥蓮愉集 一冊 江戸時代（17 世紀） 宮内庁書陵部 　　　　　　　　　～10/15

94 ◎ 義孝朝臣集（承空本） 一冊 正安元年（1299） 冷泉家時雨亭文庫（京都府京都市） 　　　　　　　　　　　10/16～

95 義孝朝臣集（承空本） 一冊 江戸時代（17 世紀） 宮内庁書陵部 　　　　　　　　　～10/15

96 宇都宮頼綱像（『英雄百人一首』） 一冊 弘化 2 年（1845） 個人

97 塩谷朝業像（『義烈百人一首』） 一冊 嘉永 3 年（1850） 市立米沢図書館

98 さるげんじ 二冊 享保年間（1716 ～ 36） 天理大学附属天理図書館（奈良県天理市）  　 

99 さるげんじ　絵入 二冊 寛文年間（1661 ～ 73） 天理大学附属天理図書館（奈良県天理市）    　  

100 東路の津登 一冊 江戸時代（18 世紀～ 19 世紀）天理大学附属天理図書館（奈良県天理市）　　　　　　　9/30～　  

101 東路のつと 一冊 江戸時代（18 世紀～ 19 世紀）天理大学附属天理図書館（奈良県天理市） 　　　　　　　　　　　10/15～

第Ⅲ章「足利尊氏と宇都宮氏」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

102 足利尊氏像 一幅 室町時代（15 世紀） 個人

103 足利尊氏像 一幅 江戸時代（17 世紀） 神奈川県立歴史博物館

104 足利尊氏御内書 一通 南北朝時代（14 世紀） 足利市民文化財団

105 太平記 一冊 江戸時代（18 世紀～ 19 世紀）当館

106 □ 太平記絵巻　巻二 一巻 江戸時代（17 世紀） 埼玉県立歴史と民俗の博物館 10/23 ～

107 宇都宮公綱像（『下野国誌』巻九） 一冊 嘉永 3 年（1850） 真岡市立図書館

108 日本百将伝一夕話　巻九 一冊 安政 4 年（1857） 市立米沢図書館

109 ● 三十八間星兜 一頭 南北朝時代（14 世紀） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

110 ◉ 金沢貞顕書状（金沢文庫文書） 一通 嘉暦 2 年（1327） 称名寺（神奈川県横浜市）

111 ◉ 心要門（称名寺聖教） 一通 永和 5 年（1379） 称名寺（神奈川県横浜市）

112 □ 太平記絵巻　巻七 一巻 江戸時代（17 世紀） 埼玉県立歴史と民俗の博物館

113 太平記絵詞　中巻・下巻 二巻 江戸時代（17 世紀） 国立歴史民俗博物館

114 □ 芳賀高名（禅可）像 一幅 室町時代～桃山時代（16 世紀）海潮寺（栃木県真岡市）

115 □ 太刀　無銘 一口 南北朝時代（14 世紀） 大前神社（栃木県真岡市）

116 大前神社由緒（『下野国誌』巻三） 一冊 嘉永 3 年（1850） 真岡市立図書館

117 家伝年代記（喜連川文書） 一冊 江戸時代（18 世紀） さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－

118 ◎ 室町幕府引付番衆注文（白河結城家文書） 一通 康永 3 年（1344） 白河集古苑

119 ◎ 関東管領上杉憲春奉書（円覚寺文書） 一通 永和 3 年（1377） 円覚寺（神奈川県鎌倉市）

120 ◎ 関東管領上杉憲春奉書（円覚寺文書） 一通 永和 3 年（1377） 円覚寺（神奈川県鎌倉市）

121 □ 阿弥陀如来坐像 一軀 康永 2 年（1343） 五十里自治会（栃木県日光市）

122 殿中以下年中行事（喜連川文書） 一冊 江戸時代（17 世紀） さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－

123 □ 宇都宮氏綱寄進状（一向寺文書） 一通 応安元年（1368）か 一向寺（栃木県宇都宮市）

124 □ 芳賀右兵衛尉奉書（一向寺文書） 一通 応永 32 年（1425） 一向寺（栃木県宇都宮市）

125 □ 宇都宮持綱寄進状（一向寺文書） 一通 応永 18 年（1411） 一向寺（栃木県宇都宮市）

126 □ 宇都宮持綱公事免許状（一向寺文書） 一通 応永 18 年（1411） 一向寺（栃木県宇都宮市）

127 □ 宇都宮忠綱公事免許状（一向寺文書） 一通 永正元年（1513）か 一向寺（栃木県宇都宮市）

128 □ 宇都宮正綱安堵状（一向寺文書） 一通 寛正 7 年（1466） 一向寺（栃木県宇都宮市）

129 □ 芳賀景高奉書（一向寺文書） 一通 文明 18 年（1486） 一向寺（栃木県宇都宮市）

130 足利成氏書状（那須文書） 一通 康正 2 年（1456） 当館

131 宇都宮明綱宛行状（小宅定一郎家文書） 一通 享徳 5 年（1456） 個人

132 □ 真慧上人像 一幅 明応 8 年（1499） 専修寺（三重県津市）

133 ◎ 宇都宮正綱書状（専修寺文書） 一通 文明 6 年（1474） 専修寺（三重県津市）

134 ◎ 宇都宮正綱院号書出（専修寺文書） 一通 文明 6 年（1474） 専修寺（三重県津市）

135 ◎ 宇都宮正綱書状（専修寺文書） 一通 室町時代（15 世紀） 専修寺（三重県津市）

136 ◎ 宇都宮正綱書状（専修寺文書） 一通 室町時代（15 世紀） 専修寺（三重県津市）

137 ◎ 宇都宮成綱書状（専修寺文書） 一通 室町時代（15 世紀～ 16 世紀）専修寺（三重県津市）

138 ◎ 宇都宮成綱書状（専修寺文書） 一通 室町時代（15 世紀～ 16 世紀）専修寺（三重県津市）

139 ◎ 宇都宮成綱書下（専修寺文書） 一通 明応 3 年（1494） 専修寺（三重県津市）

140 ◎ 宇都宮成綱書状（専修寺文書） 一通 室町時代（15 世紀～ 16 世紀）専修寺（三重県津市）

141 足利政氏書状（那須文書） 一通 室町時代（16 世紀） 当館

142 足利政氏書状（那須文書） 一通 室町時代（16 世紀） 当館

中巻
下巻



作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

143 足利高基書状（板橋文書） 一通 室町時代（16 世紀） 当館

144 □ 宇都宮成綱安堵状（海潮寺文書） 一通 永正 7 年（1510） 海潮寺（栃木県真岡市）

145 □ 宇都宮成綱庵号書出（海潮寺文書） 一通 永正 7 年（1510） 海潮寺（栃木県真岡市）

146 宇都宮忠綱書状 一通 室町時代（16 世紀） 仙台市博物館

147 宇都宮忠綱書状 一通 室町時代（16 世紀） 仙台市博物館

148 □ 伝結城政朝像 一幅 桃山時代（16 世紀） 孝顕寺（茨城県結城市）

149 □ 結城政朝夫人像 一幅 桃山時代（16 世紀） 孝顕寺（茨城県結城市）

150 文禄慶長御書案 一冊 江戸時代（17 世紀） さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－

151 □ 宇都宮興綱寄進状（海潮寺文書） 一通 大永 8 年（1528） 海潮寺（栃木県真岡市）

152 □ 芳賀高経庵号書出（海潮寺文書） 一通 天文 4 年（1535） 海潮寺（栃木県真岡市）

153 □ 芳賀高定寄進状（海潮寺文書） 一通 天文 24 年（1555） 海潮寺（栃木県真岡市）

154 □ 両界曼荼羅 二幅 永禄 11 年（1568） 地蔵院（栃木県益子町）

155 山水図　祥啓筆 一幅 室町時代（16 世紀） 当館

156 文殊菩薩図　祥啓筆　玉隠英璵賛 一幅 室町時代（16 世紀） 当館

第Ⅳ章「戦国時代の宇都宮氏」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

157 上杉謙信像模本　鳥谷幡山筆　東郷平八郎賛 一幅 明治時代（19 世紀） 米沢市上杉博物館 　　　　　　　　　　　10/15～

158 上杉謙信像 一幅 江戸時代（19 世紀） 長野市立博物館

159 上杉謙信像　渡辺広輝筆 一幅 江戸時代（19 世紀） 長野市立博物館

160 黒漆塗朱の丸軍配団扇（伝上杉家資料） 一握 安土桃山時代～江戸時代 
（16 世紀～ 17 世紀） 佐久市教育委員会

161 采配（伝上杉家資料） 一握 安土桃山時代～江戸時代 
（16 世紀～ 17 世紀） 佐久市教育委員会

162 梅花皮鮫磨出朝鮮鞍（伝上杉家資料） 一背 安土桃山時代～江戸時代 
（16 世紀～ 17 世紀） 佐久市教育委員会

163 ◉ 小田氏治味方地利覚書（上杉家文書） 一通 室町時代（16 世紀） 米沢市上杉博物館

164 ◉ 太田資正条書案（上杉家文書） 一通 室町時代（16 世紀） 米沢市上杉博物館

165 上杉輝虎黒印状（小曽戸晶家文書） 一通 室町時代（16 世紀） 個人

166 皆川俊宗書状（那須文書） 一通 元亀 2 年（1571） 当館

167 佐竹義重書状（那須文書） 一通 室町時代（16 世紀） 当館

168 長尾景虎書状（那須文書） 一通 永禄 4 年（1561） 当館

169 小田氏治書状（那須文書） 一通 室町時代（16 世紀） 当館

170 北条氏政書状（那須文書） 一通 永禄 12 年（1569） 当館

171 北条氏康書状（那須文書） 一通 弘治 3 年（1557） 当館

172 □ 北条氏康像 一幅 室町時代～桃山時代（16 世紀）早雲寺（神奈川県箱根町）

173 北条氏政像　土佐光起筆　琢元宗暲賛 一幅 寛文 10 年（1670）頃 早雲寺（神奈川県箱根町）

174 北条氏直像　土佐光起筆　琢元宗暲賛 一幅 寛文 10 年（1670）頃 早雲寺（神奈川県箱根町）

175 北条氏政書状（佐野正司家文書） 一通 天正 10 年（1582） 個人

176 佐野氏忠朱印状（小曽戸晶家文書） 一通 天正 16 年（1588） 個人

177 芳賀高照像（厨子入り） 一幅 桃山時代（16 世紀） 清巌寺（栃木県宇都宮市）

178 芳賀高継像（厨子入り） 一幅 桃山時代（16 世紀） 清巌寺（栃木県宇都宮市）

179 芳賀高照像　狩野梅春貞信筆 一幅 嘉永元年（1848） 清巌寺（栃木県宇都宮市）

180 芳賀高継像　狩野梅春貞信筆 一幅 嘉永元年（1848） 清巌寺（栃木県宇都宮市）

181 □ 平家物語　芳賀高継奉納 十一冊 天正 16 年（1588） 大前神社（栃木県真岡市）

182 芳賀高定像 一幅 桃山時代（16 世紀） 海潮寺（栃木県真岡市）

183 宇都宮広綱壁書（小宅定一郎家文書） 一通 室町時代（16 世紀） 個人

184 宇都宮国綱書状 一幅 天正 10 年（1582） 仙台市博物館

185 ◉ 宇都宮国綱書状（上杉家文書） 一通 天正 11 年（1583） 米沢市上杉博物館

186 ◉ 宇都宮国綱書状（上杉家文書） 一通 天正 14 年（1586） 米沢市上杉博物館

187 （◎）織田信長像模本 一幅 明治時代～大正時代 
（19 世紀～ 20 世紀）

東京大学史料編纂所
（原資料：長興寺（愛知県豊田市））

188 織田信長像模本 一幅 明治 37 年（1904） 東京大学史料編纂所
（原資料：大雲院（京都府京都市））

189 皆川広照像 一幅 江戸時代（17 世紀） 金剛寺（栃木県栃木市）

190 紺糸威二枚胴具足付三十二間筋兜　皆川家所用 一領 江戸時代（18 世紀） 当館

191 ◉ 皆川広照書状（上杉家文書） 一通 天正 13 年（1585） 米沢市上杉博物館

192 ◎ 織田信長朱印状（皆川家文書） 一通 天正 9 年（1581） 文化庁



作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

193 ◎ 織田信長朱印状（皆川家文書） 一通 天正 9 年（1581） 文化庁

194 ◎ 堀秀政書状（皆川家文書） 一通 天正 9 年（1581） 文化庁

195 織田信長伝馬朱印状（皆川文書） 一通 天正 9 年（1581） 個人

196 徳川家康像 一幅 江戸時代（17 世紀） 当館

197 ◎ 徳川家康書状（皆川家文書） 一通 天正 9 年（1581） 文化庁

198 徳川家康伝馬朱印状（皆川文書） 一通 天正 9 年（1581） 個人

199 壬生義雄書状 一巻 天正 15 年（1587） 個人

第Ⅴ章「豊臣秀吉と宇都宮氏」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

200 ◎ 豊臣秀吉像　南化玄興賛 一幅 桃山時代（16 世紀） 高台寺（京都府京都市）

201 豊臣秀吉像　惟杏永哲賛 一幅 慶長 6 年（1601）賛 大阪市立美術館

202 □ 豊臣秀吉朱印状 一通 天正 18 年（1590） 真田宝物館（長野県長野市）

203 今宮祭祀録 一冊 享保 6 年（1721） 西導寺（栃木県さくら市）

204 伊達政宗像（複製） 一幅 江戸時代（17 世紀） 仙台市博物館（原資料：仙台市博物館）

205 伊達政宗像模本 一幅 明治 41 年（1908） 東京大学史料編纂所
（原資料：東福寺塔頭霊源院（京都府京都市））

206 伊達政宗像 一幅 大正 3 年（1914） 東京大学史料編纂所

207 黒漆五枚胴具足 一領 桃山時代（16 世紀） 個人

208 ◎ 金地卍文軍配団扇　豊臣秀吉所用 一握 桃山時代（16 世紀） 仙台市博物館

209 訓閲集石ノ日取（貞山公諸礼御伝受巻物） 一巻 室町時代～桃山時代
（16 世紀） 仙台市博物館

210 木下吉隆書状（伊達家文書） 一通 天正 18 年（1590） 仙台市博物館

211 伊達政宗自筆書状 一巻 天正 18 年（1590） 当館

212 ◉ 豊臣秀吉朱印状（上杉家文書） 一通 天正 18 年（1590） 米沢市上杉博物館

213 山中長俊書状（喜連川文書） 一通 天正 18 年（1590） さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－

214 脇差　銘野州住守勝　於徳次郎村作 一口 桃山時代（16 世紀） 当館

215 □ 刀　銘野州住藤原守勝 一口 桃山時代（16 世紀） 当館

216 脇差　銘守勝 一口 江戸時代（17 世紀） 当館

217 本朝鍛冶考 一冊 天保 3 年（1832） 当館

218 □ 太刀　銘　勝広造 一口 室町時代（16 世紀） 安田マサ氏

219 ● 短刀　銘　日州住信濃守國廣作 一口 天正 18 年（1590） 足利市民文化財団

220 文禄年中水帳（五月女裕久彦家文書） 二冊 文禄 4 年（1595） 個人

221 西方氏系図 一巻 江戸時代（17 世紀） 当館

222 西方綱吉契状（横堀卓家文書） 一通 文禄元年（1592） 個人

エピローグ「宇都宮氏の遺産」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16〜10/9 10/11〜10/29

223 真田昌幸像 一幅 江戸時代（18 世紀～ 19 世紀）上田市立博物館

224 □ 豊臣秀吉朱印状写 一通 江戸時代 真田宝物館（長野県長野市）

225 法螺貝 一口 室町時代（16 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

226 唐冠　兜 一点 安土桃山時代（16 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

227 □ 刀　無銘 一口 鎌倉時代～南北朝時代頃
（14 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

228 下野国檀那之事 一冊 昭和 2 年（1927） 神宮文庫（三重県伊勢市）

229 宇都宮国綱願文（佐八文書） 一通 慶長 4 年（1599） 神宮文庫（三重県伊勢市）

230 芳賀高武書状（佐八文書） 一通 慶長 4 年（1599） 神宮文庫（三重県伊勢市）

231 宇都宮国綱書状（佐八文書） 一通 江戸時代（17 世紀） 神宮文庫（三重県伊勢市）

232 宇都宮国綱書状（佐八文書） 一通 文禄 4 年（1595） 神宮文庫（三重県伊勢市）

233 文禄の役軍役覚書（小山田家文書） 一通 江戸時代 真田宝物館（長野県長野市）

234 宇都宮史　巻壱 一冊 江戸時代（19 世紀） 個人

235 宇都宮高麗帰陣物語 一冊 明治 13 年（1880） 東京大学史料編纂所 　　　　　9/30～

236 下野国屋形家并旗下家来衆之御帳 一冊 昭和 2 年（1927） 神宮文庫（三重県伊勢市）

237 下野国御旦那帳 一冊 昭和 2 年（1927） 神宮文庫（三重県伊勢市）

238 宇都宮国綱書状（落合清家文書） 一通 安土桃山時代（16 世紀） 個人

239 宇都宮国綱官途状（高松健比古家文書） 一通 天正 12 年（1584） 個人

240 宇都宮国綱書状（関一恵家文書） 一通 天正 13 年（1585） 個人

241 下野宇津宮図 一鋪 慶安年間（1648 ～ 51） 当館



開館 35周年記念特別企画展開館 35周年記念特別企画展

主　　催／栃木県立博物館　宇都宮市　栃木市
　　　　　鹿沼市　真岡市　矢板市　さくら市
　　　　　下野市　上三川町　益子町　壬生町
　　　　　下野新聞社　栃木放送　
　　　　　エフエム栃木　とちぎテレビ
特別協力／市貝町　芳賀町　塩谷町
後　　援／ＮＨＫ宇都宮放送局　栃木県文化協会
　　　　　ＪＲ東日本大宮支社　東武鉄道北関東支社
　　　　　真岡鐵道

作品番号は本展示会のカタログ番号と一致します。
作品の展示は必ずしも作品番号順ではありません。
一部の作品は展示替え・巻き替えがあります。
展示資料・展示期間は予告なく変更となる場合があります。

　◉国宝　　◎重要文化財　　●重要美術品　　□県指定文化財

作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16~10/9 10/11~10/29

1 前九年合戦絵巻 一巻 江戸時代（18 世紀～ 19 世紀）市立米沢図書館

2 後三年合戦絵巻　上巻 一巻 江戸時代（18 世紀） 当館

3 宇都宮氏軍旗 一旒 室町時代（16 世紀） 高津古文化会館（京都府京都市）

4 宇都宮氏軍旗（『集古十種　兵器類旌旗』巻五） 一冊 江戸時代（18 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

5 宇都宮系図 一巻 文化 13 年（1816） 個人

6 宇都宮系図（室町写本） 一巻 室町時代（16 世紀） 三鈷寺（京都府京都市）

7 宇都宮系図（江戸写本） 一巻 江戸時代（17 世紀～ 18 世紀）三鈷寺（京都府京都市）

第Ⅰ章「源頼朝と宇都宮氏」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16~10/9 10/11~10/29

8 （◎）伝源頼朝坐像（複製） 一軀 鎌倉時代（13 世紀） 神奈川県立歴史博物館
（原資料：東京国立博物館）

9 宇都宮二荒山神社祭礼図絵 一冊 文久元年（1861） 宇都宮二荒山神社（栃木県宇都宮市）

10 将軍家政所下文 一通 建久 3年（1192） 個人

11 □ 源頼朝袖判下文 一通 建久 3年（1192） 神奈川県立歴史博物館

12 ◎ 源頼朝袖判下文（皆川家文書） 一通 文治 3年（1187） 文化庁

13 ◎ 源頼家袖判下文（皆川家文書） 一通 正治 2年（1200） 文化庁

14 宇都宮朝綱像・景綱像
（『古画類聚　肖像人物服章』巻二） 一巻 江戸時代（18 世紀） 東京国立博物館

15 宇都宮朝綱像・景綱像（『摹古絵巻』巻五九） 一巻 江戸時代（19 世紀） 宮内庁書陵部

16 ◎ 結城氏系図（白河結城家文書） 一通 鎌倉時代（14 世紀） 白河集古苑

17 蓮生（宇都宮頼綱）像 一幅 南北朝時代～室町時代
（14 世紀～ 15 世紀） 三鈷寺（京都府京都市）

18 六条八幡宮造営注文 一巻 永和元年（1375） 国立歴史民俗博物館

19 ◉ 東大寺大仏殿勧進状（東大寺文書） 一巻 永禄 11 年（1568） 東大寺（奈良県奈良市）

20 吾妻鏡　巻十四 一冊 江戸時代（19 世紀） 当館

21 ◉ 法然上人絵伝　巻四二 一巻 鎌倉時代（14 世紀） 知恩院（京都府京都市）

22 ◎ 法然上人行状絵巻　巻四二 一巻 室町時代（15 世紀） 當麻寺奥院（奈良県葛城市）

23 ◉ 宇都宮頼綱寄進状（東大寺文書） 一通 建長 2年（1250） 東大寺（奈良県奈良市）

24 宇都宮景綱像（『集古十種　古画肖像』巻四） 一冊 江戸時代（18 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

25 ◉ 宇都宮景綱寄進状（東大寺文書） 一通 正応 5年（1292） 東大寺（奈良県奈良市）

26 ◉ 燈油聖信聖鎌倉勧進用途結解状（東大寺文書） 一通 永仁 2年（1294） 東大寺（奈良県奈良市）

27 宇都宮家弘安式条（『宇都宮史』巻五） 一冊 江戸時代（19 世紀） 個人

28 御成敗式目 一冊 永禄 4年（1561） 当館

29 ◎ 安達氏系図（白河結城家文書） 一通 鎌倉時代（14 世紀） 白河集古苑

30 ◎ 関東下知状（白河結城家文書） 一通 文永元年（1264） 白河集古苑

31 蒙古襲来絵巻模本 三巻 明治時代（19 世紀） 逸翁美術館（大阪府池田市）

32 蒙古退治旗曼荼羅来由（『江戸名所図会』巻十八） 一冊 天保 7年（1836） 野田市立興風図書館

33 （◎）鉄塔婆（複製） 一基 正和元年（1312） 当館（原資料：清巌寺（栃木県宇都宮市））

プロローグ「宇都宮氏の成立」

作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16~10/9 10/11~10/29

193 ◎ 織田信長朱印状（皆川家文書） 一通 天正 9年（1581） 文化庁

194 ◎ 堀秀政書状（皆川家文書） 一通 天正 9年（1581） 文化庁

195 織田信長伝馬朱印状（皆川文書） 一通 天正 9年（1581） 個人

196 徳川家康像 一幅 江戸時代（17 世紀） 当館

197 ◎ 徳川家康書状（皆川家文書） 一通 天正 9年（1581） 文化庁

198 徳川家康伝馬朱印状（皆川文書） 一通 天正 9年（1581） 個人

199 壬生義雄書状 一巻 天正 15 年（1587） 個人

第Ⅴ章「豊臣秀吉と宇都宮氏」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16~10/9 10/11~10/29

200 ◎ 豊臣秀吉像　南化玄興賛 一幅 桃山時代（16 世紀） 高台寺（京都府京都市）

201 豊臣秀吉像　惟杏永哲賛 一幅 慶長 6年（1601）賛 大阪市立美術館

202 □ 豊臣秀吉朱印状 一通 天正 18 年（1590） 真田宝物館（長野県長野市）

203 今宮祭祀録 一冊 享保 6年（1721） 西導寺（栃木県さくら市）

204 伊達政宗像（複製） 一幅 江戸時代（17 世紀） 仙台市博物館（原資料：仙台市博物館）

205 伊達政宗像模本 一幅 明治 41 年（1908） 東京大学史料編纂所
（原資料：東福寺塔頭霊源院（京都府京都市））

206 伊達政宗像 一幅 大正 3年（1914） 東京大学史料編纂所

207 黒漆五枚胴具足 一領 桃山時代（16 世紀） 個人

208 ◎ 金地卍文軍配団扇　豊臣秀吉所用 一握 桃山時代（16 世紀） 仙台市博物館

209 訓閲集石ノ日取（貞山公諸礼御伝受巻物） 一巻 室町時代～桃山時代
（16 世紀） 仙台市博物館

210 木下吉隆書状（伊達家文書） 一通 天正 18 年（1590） 仙台市博物館

211 伊達政宗自筆書状 一巻 天正 18 年（1590） 当館

212 ◉ 豊臣秀吉朱印状（上杉家文書） 一通 天正 18 年（1590） 米沢市上杉博物館

213 山中長俊書状（喜連川文書） 一通 天正 18 年（1590） さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－

214 脇差　銘野州住守勝　於徳次郎村作 一口 桃山時代（16 世紀） 当館

215 □ 刀　銘野州住藤原守勝 一口 桃山時代（16 世紀） 当館

216 脇差　銘守勝 一口 江戸時代（17 世紀） 当館

217 本朝鍛冶考 一冊 天保 3年（1832） 当館

218 □ 太刀　銘　勝広造 一口 室町時代（16 世紀） 安田マサ氏

219 ● 短刀　銘　日州住信濃守國廣作 一口 天正 18 年（1590） 足利市民文化財団

220 文禄年中水帳（五月女裕久彦家文書） 二冊 文禄 4年（1595） 個人

221 西方氏系図 一巻 江戸時代（17 世紀） 当館

222 西方綱吉契状（横堀卓家文書） 一通 文禄元年（1592） 個人

エピローグ「宇都宮氏の遺産」
作品
番号

指定
状況 資　　　料　　　名 員数 製　作　時　代 所　　蔵　　先

展示期間

9/16~10/9 10/11~10/29

223 真田昌幸像 一幅 江戸時代（18 世紀～ 19 世紀）上田市立博物館

224 □ 豊臣秀吉朱印状写 一通 江戸時代 真田宝物館（長野県長野市）

225 法螺貝 一口 室町時代（16 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

226 唐冠　兜 一点 安土桃山時代（16 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

227 □ 刀　無銘 一口 鎌倉時代～南北朝時代頃
（14 世紀） 真田宝物館（長野県長野市）

228 下野国檀那之事 一冊 昭和 2年（1927） 神宮文庫（三重県伊勢市）

229 宇都宮国綱願文（佐八文書） 一通 慶長 4年（1599） 神宮文庫（三重県伊勢市）

230 芳賀高武書状（佐八文書） 一通 慶長 4年（1599） 神宮文庫（三重県伊勢市）

231 宇都宮国綱書状（佐八文書） 一通 江戸時代（17 世紀） 神宮文庫（三重県伊勢市）

232 宇都宮国綱書状（佐八文書） 一通 文禄 4年（1595） 神宮文庫（三重県伊勢市）

233 文禄の役軍役覚書（小山田家文書） 一通 江戸時代 真田宝物館（長野県長野市）

234 宇都宮史　巻壱 一冊 江戸時代（19 世紀） 個人

235 宇都宮高麗帰陣物語 一冊 明治 13 年（1880） 東京大学史料編纂所      9/30～

236 下野国屋形家并旗下家来衆之御帳 一冊 昭和 2年（1927） 神宮文庫（三重県伊勢市）

237 下野国御旦那帳 一冊 昭和 2年（1927） 神宮文庫（三重県伊勢市）

238 宇都宮国綱書状（落合清家文書） 一通 安土桃山時代（16 世紀） 個人

239 宇都宮国綱官途状（高松健比古家文書） 一通 天正 12 年（1584） 個人

240 宇都宮国綱書状（関一恵家文書） 一通 天正 13 年（1585） 個人

241 下野宇津宮図 一鋪 慶安年間（1648～ 51） 当館

特別企画展　協賛団体一覧

足利興業㈱／足利不動産㈱／㈱伊藤書店／㈱井上総合印刷／岩原産業㈱／㈱宇都宮グランドホテル／宇都宮東武ホテルグランデ／
宇都宮メガソーラー㈱／ＳＥＣエレベーター㈱宇都宮支社／㈱エス・エス・ジー／ＮＴＴ東日本栃木支店／㈲エムケイ石油／
㈱カセットミュージアム／㈱関東朝日広告社宇都宮支店／北村　光弘／㈱計測技研／木の葉化石園／小林産婦人科医院／
㈱坂本自動車商会／㈱シーズンハウス／㈱清水造園／下野印刷㈱／下野手仕事会／下野民俗研究会／下野民話の会／㈱新朝プレス／
㈲随想舎／全労済栃木県本部／㈲ダガ・グラフィックス／㈱蓼沼運輸／㈱丹青社／中央労働金庫栃木県本部／手塚理恵行政書士事務所／
東京ガス㈱宇都宮支社／㈱東武宇都宮百貨店／栃木県考古学会／栃木県済生会宇都宮病院／栃木県造園建設業協同組合／
(公社)栃木県不動産鑑定士協会／栃木県民話の会連絡協議会／栃木県立博物館友の会／（公財）とちぎ未来づくり財団／㈱パソナ／
藤﨑印刷㈱／富士通㈱／㈱ホテルニューイタヤ／㈱ホテル東日本宇都宮／㈱増渕組／㈱松井ピ・テ・オ・印刷／㈲明治屋

関 東 港 業 ㈱

㈱ 横 倉 本 店

栃木県歴史文化研究会 日 本 通 運 ㈱
関 東 美 術 品 支 店

（敬称略）


