
和暦/時代 西暦

1 承久2年 1220年 群馬県立歴史博物館寄託 A

果山禅師（崇禅寺開山）

定林寺三世頌公妙偈

世良親王

土岐頼康

土岐頼貞

土岐頼基

明智頼重

明智頼高

明智頼篤

4 文政年間以降 19世紀前半 群馬県立歴史博物館寄託 展示箇所の変更あり

5 暦応2年 1339年 群馬県立歴史博物館寄託 C

6 観応2年 1351年 群馬県立歴史博物館寄託 B

7 観応元～2年 1350～51年 群馬県立歴史博物館寄託 B

8 観応2年 1351年か 群馬県立歴史博物館寄託 B

9 観応2年 1351年 群馬県立歴史博物館寄託 C

10 観応2年 1351年 群馬県立歴史博物館寄託 C

11 延文6年 1361年 群馬県立歴史博物館寄託 C

12 貞治2年 1363年 群馬県立歴史博物館寄託 図録掲載のみ

13 貞治5年 1366年 群馬県立歴史博物館寄託 D

14 永徳3年 1383年 群馬県立歴史博物館寄託 D

15 明徳元年 1390年 群馬県立歴史博物館寄託 D

16 応永6年 1399年 群馬県立歴史博物館寄託 図録掲載のみ

17 応永34年 1427年 群馬県立歴史博物館寄託 図録+パネル展示

18 応永34年 1427年 群馬県立歴史博物館寄託 図録+パネル展示

19 文安4年 1447年 群馬県立歴史博物館寄託 図録掲載のみ

20 明応4年 1495年 群馬県立歴史博物館寄託 E

21 文亀2年 1502年 群馬県立歴史博物館寄託 E

22 永正5年 1508年 群馬県立歴史博物館寄託 E

23 年不詳 群馬県立歴史博物館寄託 図録掲載のみ

24 永正12年 1515年 群馬県立歴史博物館寄託 図録掲載のみ

25 永正18年 1521年 群馬県立歴史博物館寄託 図録掲載のみ

● 26 鎌倉時代 13世紀 崇禅寺/複製は岐阜県博物館 複製展示

● 27 室町時代 14世紀 崇禅寺 A

● 28 康安2年 1362年 崇禅寺 B

〇 29 崇禅寺 A

〇 30 崇禅寺 B

文安元年 1444年

永正2年 1505年

天文10年 1541年

永禄2年 1559年

32 江戸時代 18世紀 崇禅寺

33 寛永3年 1626年 崇禅寺
A

8/8～8/16
9/12～9/13

34 元和9年 1623年 崇禅寺 B

A（前期）：5月26日（火）～7月15日（水）
B（後期）：7月16日（木）～9月13日（日）

　C（Ⅰ期）：5月26日（火）～6月26日（金）
　D（Ⅱ期）：6月27日（土）～8月7日（金）
　E（Ⅲ期）：8月8日（土）～9月13日（日）

土岐市美濃陶磁歴史館特別展「～光秀の源流～　土岐明智氏と妻木氏」出品リスト

2020年5月26日（火）～9月13日（日）の展示スケジュール

文化財指定の表記について：〇市指定  ●県指定　◎国指定（重要文化財）

展示期間について：資料保護のため、一部、会期中に展示品の入れ替えを行います。
　　　　　　　　　展示期間は下記のとおりです。（表記のない資料は全期間展示します。）

足利義詮御判御教書（土岐家文書）

関東下知状（土岐家文書）

土岐家家譜

足利直義奥上署判下文（土岐家文書）

足利尊氏軍勢催促状（土岐家文書）

足利義詮軍勢催促状（土岐家文書）

足利尊氏軍勢催促状（土岐家文書）

足利尊氏袖判下文（土岐家文書）

足利義詮御判御教書（土岐家文書）

永保寺中世位牌2〇 永保寺

土岐明智国篤置文（土岐家文書）

室町時代

制作年代指
定

№

第1章（第1展示室）

第3章（第1展示室）

第2章（第1展示室）

土岐明智氏・妻木氏位牌

妻木伝入肖像

妻木家頼肖像

所蔵 展示期間

妻木八幡神社

14～16世紀

崇禅寺

足利義持御判御教書（土岐家文書）

室町時代 14～16世紀土岐明智氏位牌

足利義詮袖判下文（土岐家文書）

31〇

3

資料名

八幡神社の棟札

石河知直書状（土岐家文書）

木造釈迦如来立像

夢窓国師墨跡「果山」

此山妙在墨跡

釈迦十六善神像

釈迦三尊像

室町将軍（足利義持）家御教書（土岐家文書）

室町幕府奉公人連署奉書（土岐家文書）

土岐明智頼尚譲状（土岐家文書）

一色材延書状（土岐家文書）

一色材延書状（土岐家文書）

一色尹泰書状（土岐家文書）

足利義詮御判御教書（土岐家文書）

足利義満袖判下文（土岐家文書）

足利義満御判御教書（土岐家文書）

足利義満御判御教書（土岐家文書）



和暦/時代 西暦
制作年代指

定
№ 所蔵 展示期間資料名

35 江戸時代 17世紀 妻木八幡神社

〇 36 江戸時代 17世紀 妻木八幡神社

〇 37 江戸時代 17世紀 妻木八幡神社 A

〇 38 明暦3年 1657年 妻木八幡神社 B

〇 江戸時代 17世紀

　　附　座具

40 天正11年 1583年 図録+パネル展示

〇 41 慶長5年 1600年 妻木城址の会 B

〇 42 慶長16年 1611年 妻木八幡神社 A

〇 43 慶長19年 1614年 妻木八幡神社 A

〇 44 元和7年 1621年 妻木八幡神社 A

〇 45 元和8年 1622年 妻木八幡神社 B

元和8年 1622年

元和9年 1623年

〇

　　附　鉾　一対

〇 48 正保5/慶安元年 1648年 崇禅寺

〇 49 正保2年 1645年 妻木陶磁器工業協同組合

● 50 慶長14年 1609年 妻木八幡神社

〇 51 室町～安土桃山時代 15～16世紀 定光寺 展示箇所の変更あり

52 天正10年銘 1582年銘 崇禅寺

53 明治時代 崇禅寺

54 浅野館跡出土品 奈良～江戸時代
8世紀中～
17世紀前

土岐市美濃陶磁歴史館

55 大富館跡出土品 鎌倉～室町時代
13世紀前～
15世紀中

土岐市美濃陶磁歴史館

56 妻木平遺跡出土品 室町時代 15世紀中～後 土岐市美濃陶磁歴史館

57 妻木城跡出土品 室町～江戸時代
15世紀中～
17世紀初

土岐市美濃陶磁歴史館

58 妻木城跡出土：焼成不良品・窯道具 室町～江戸時代
15世紀後～
17世紀初

土岐市美濃陶磁歴史館

59 妻木城跡出土：茶の湯の道具 室町～安土桃山時代 16世紀中～後 土岐市美濃陶磁歴史館

60 妻木城跡出土：貿易陶磁　 室町～安土桃山時代
15世紀後～
16世紀後

土岐市美濃陶磁歴史館

61 妻木城跡出土：かわらけ 室町～安土桃山時代 16世紀前～後 土岐市美濃陶磁歴史館

62 妻木城跡出土：徳利と小杯 室町～安土桃山時代 16世紀中～後 土岐市美濃陶磁歴史館

63 妻木城跡出土：銅銭　 平安～鎌倉時代
11世紀後～
14世紀後

土岐市美濃陶磁歴史館

64 御殿跡出土品 室町～江戸時代
14世紀後～
17世紀中

土岐市美濃陶磁歴史館

65 士屋敷跡出土品 室町～江戸時代
14世紀後～
18世紀中

土岐市美濃陶磁歴史館

66 士屋敷跡出土：煙管 江戸時代 18世紀中 土岐市美濃陶磁歴史館

67 士屋敷跡出土：他産地の焼物 安土桃山～江戸時代
16世紀後～
17世紀初

土岐市美濃陶磁歴史館

68 御殿跡・士屋敷跡出土：御殿窯の製品 江戸時代 17世紀初 土岐市美濃陶磁歴史館

69 御殿跡・士屋敷跡出土：瓦　 江戸時代 17世紀 土岐市美濃陶磁歴史館

下石西山2号窯 鎌倉時代 13世紀前

中山1号窯 室町時代 15世紀前

71 古瀬戸系施釉陶器　 下石西山窯 室町時代 15世紀中 土岐市美濃陶磁歴史館

妙土窯

滝呂日影1号窯

◎ 73 大窯の施釉陶器：瀬戸黒と黄瀬戸 元屋敷東窯 安土桃山時代 16世紀末
土岐市美濃陶磁歴史館

岐阜県立多治見工業高等学校

◎ 74 大窯の施釉陶器：志野　 元屋敷東窯 安土桃山～江戸時代
16世紀末～
17世紀初

土岐市美濃陶磁歴史館

◎ 75 連房式登窯の施釉陶器：織部１ 元屋敷窯 江戸時代 17世紀初
土岐市美濃陶磁歴史館

岐阜県立多治見工業高等学校

◎ 76 連房式登窯の施釉陶器：織部２ 元屋敷窯 江戸時代 17世紀初
土岐市美濃陶磁歴史館

岐阜県立多治見工業高等学校

77 連房式登窯の施釉陶器：茶陶から日用品へ 稲荷窯・西窯・念仏窯 江戸時代 17世紀前 多治見市教育委員会

正保5/慶安元年 1648年 妻木八幡神社

山茶碗70

今度出陣ニ付無何事帰陣願書（八幡神社文書）

第4章（第2展示室）                                     　

第5章（第2展示室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出土遺跡

鉄釉香炉

絵馬　

定光寺祠堂帳

妻木藤右衛門広忠位牌台座

妻木藤右衛門広忠位牌　

江戸城書院瓦出来立願状（八幡神社文書）

諸願成就ニ付神輿屋造立立願状（八幡神社文書）

妻木家頼所用紺糸威五枚胴具足

刀　銘「朝露」

妻木八幡神社

47

崇禅寺39 展示終了

上様供ニ付道中并妻子息災延命立願状（八幡神社文書）

湯立面「火の王」「水の王」

八幡神社の棟札

土岐市美濃陶磁歴史館

72 大窯の施釉陶器　 室町時代 16世紀中 多治見市教育委員会

鉄釉香炉

46〇

長門守秘蔵之脇指八幡宮へ神納頼入書（八幡神社文書）

朝露之大脇指請取状（八幡神社文書）

九条袈裟

森長可柿野郷外妻木伝兵衛領地充行判物

妻木城主に対する家康の書翰


