
戦国足立の三国志　出展一覧

序章　境目の地　足立　－北条・里見・岩付太田－
1 上杉謙信肖像 ― ― 米沢市上杉博物館所蔵 パネル 通期

2 里見義堯木造 ― ― 正源寺所蔵 パネル 通期

3 太田資正 ― ― 東京都立図書館所蔵 パネル 通期

4 北条氏康肖像 ― ― 早雲寺所蔵 パネル 通期

5 北条氏政肖像 ― ― 早雲寺所蔵 パネル 通期

6 太田道灌肖像 ― ― 大慈寺所蔵・普済寺保管 パネル 通期

第一章　三氏の成り立ち
第一節　宮城氏

7 『新刊吾妻鏡』 建長8年条 1256条 国立公文書館所蔵 現品 通期

8
「石神井郷内宮城四郎右衛門入道行尊跡相伝系図」
（豊島・宮城文書）

応安元年頃 1368頃 国立公文書館所蔵 パネル 通期

9 「宮城氏系図」（『寛永諸家系図伝』） 寛永20年 1643 国立公文書館所蔵 現品・パネル
3.19～3.31
4.23～5.6

10 「しゆいの次第」（太田南畝『家伝史料』） 江戸時代 ― 国立公文書館所蔵 現品 通期

第二節　舎人氏

11 「家譜　舎人九十九」（『藩士名寄』） 寛政9年 1797 名古屋市蓬左文庫所蔵 パネル 通期

第三節　千葉氏

12 勝川春英「（頼朝主従）」 安永7年～文化15年頃
1778～
1818頃

足立区立郷土博物館所蔵 現品 通期

13 「千葉胤直」（緑亭川柳編・歌川貞秀画『英雄百首』） 天保15年 1844 国立国会図書館所蔵 パネル 通期

14
「豊嶋の一族管領家の三将と池袋に戦う」
曲亭馬琴著・柳川重信画『南総里見八犬伝』

文政元年 1818 国立国会図書館所蔵 パネル 通期
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15 『鎌倉大草紙』 江戸時代 ― 国立公文書館所蔵 現品 通期

16 『千学集抜萃』 江戸時代 ― 国立公文書館所蔵 現品 通期

17 東常縁肖像 ― ― 浄性寺所蔵 パネル 通期

18 三條西実隆『再昌草』（霊元天皇宸筆の写） 永正17年・大永3年 1520・23 宮内庁所蔵 パネル 通期

19 足利政氏書状写（「文禄慶長御書案」〈『喜連川文書』〉） （永正14年ヵ）霜月28日 1517
さくら市ミュージアム―荒
井寛方記念館―所蔵

パネル 通期

第二章　足立区の城・館
第一節　宮城氏の館

20 新編武蔵風土記　巻136　足立郡宮城村 文政5年 1822 国立公文書館所蔵 パネル 通期

21 『小田原衆所領役帳』 永禄2年 1559 国立公文書館所蔵 パネル 通期

22 高梨輝憲選・立誉了厳書「史蹟　宮城氏居館之址」 昭和46年 1971 宮城氷川神社所在 パネル 通期

第二節　舎人氏の館

23 新編武蔵風土記　巻139（138冊）　足立郡　舎人町 文政5年 1822 国立公文書館所蔵 パネル 通期

第三節　武蔵千葉氏の城

24 新編武蔵風土記　巻136（135冊）　足立郡　本木村 文政5年 1822 国立公文書館所蔵 現品 通期

25 鹿子木孟郎「南足立郡本木村」 明治26年5月13日 1893 府中市美術館所蔵 現品 通期

26 参詣絵馬 安政5年9月 1858 中曽根神社所蔵 現品 通期

第三章　足立とその周辺の攻防
第一節　北条氏の武蔵侵攻と葛西城の攻防

27 『小田原衆所領役帳』 永禄2年成立・元禄5年写
1559・
1692

国立公文書館所蔵 現品・パネル 4.2～4.14
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28 『太田家記』 江戸時代 ― 国立公文書館所蔵 現品・パネル 4.16～28

29 北条氏康判物（本田家文書） （永禄5年）3月21日 1562
本田遊亀子氏所蔵
（当館寄託）

現品 3.19～3.31

30 北条氏康判物（本田家文書） （永禄5年）3月21日 1562
本田遊亀子氏所蔵
（当館寄託）

現品 3.19～3.31

31 北条氏康判物（本田家文書） 永禄5年3月22日 1562
本田遊亀子氏所蔵
（当館寄託）

現品 4.2～4.14

32 北条氏政判物（本田家文書） 永禄5年4月16日 1562
本田遊亀子氏所蔵
（当館寄託）

現品 4.2～4.14

33 本田家譜（本田家文書） 江戸時代 ―
本田遊亀子氏所蔵
（当館寄託）

現品 後期

第二節　第二次国府台合戦　北条氏ＶＳ里見・岩付太田氏

34 歌川広重「名所江戸百景　鴻之台とね川風景」 安政3年 1856 当館所蔵 現品 前期（3.19～4.14）

35 歌川広重「冨士三十六景　鴻之台とね川」 安政5年 1858 当館所蔵 現品 後期（4.16～5.6）

36 『関東古戦録』 江戸時代 ― 国立公文書館所蔵 現品 通期

37 太田資正書状（三戸文書） （永禄5年）5月14日 1562 個人蔵 パネル 通期

38 「家譜　舎人九十九」（『藩士名寄』） 寛政9年 1797 名古屋市蓬左文庫所蔵 パネル 通期

39 北条家印判状（本田家文書） 壬戌（永禄5年）8月12日 1562
本田遊亀子氏所蔵
（当館寄託）

現品 後期（4.16～5.6）

40 北条家印判状（本田家文書） 戌（永禄5年）8月26日 1562
本田遊亀子氏所蔵
（当館寄託）

現品 後期（4.16～5.6）

41 太田氏資判物（豊島・宮城文書） 永禄8乙丑年5月15日 1565 国立公文書館所蔵 パネル 通期

42 北条氏政判物（豊島・宮城文書） 永禄8年乙丑6月13日 1565 国立公文書館所蔵 パネル 通期

豊島宮城文書の世界
43 太田全鑑（資顕）書状（豊島・宮城文書） （天文16年）2月27日 1547 国立公文書館所蔵 パネル 前期（3.19～4.14）
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44 北条家印判状（豊島・宮城文書） 壬申（元亀3年）1月9日 1572 国立公文書館所蔵 現品 前期（3.19～4.14）

45 騎馬武者・徒歩武者像 ― ― 横浜市歴史博物館 パネル 前期（3.19～4.14）

46 北条家印判状（豊島・宮城文書） 元亀3年壬申6月21日 1572 国立公文書館所蔵 パネル 前期（3.19～4.14）

47 北条家印判状（豊島・宮城文書） 丁丑（天正5年）7月13日 1577 国立公文書館所蔵 現品 後期（4.16～5.6）

48 北条氏房印判状（豊島・宮城文書） 天正12年甲申3月11日 1584 国立公文書館所蔵 パネル 前期（3.19～4.14）

49 北条氏政印判状（豊島・宮城文書） 乙酉（天正13年）7月10日 1585 国立公文書館所蔵 パネル 後期（4.16～5.6）

50 北条氏房印判状（豊島・宮城文書） 酉（天正13年）11月11日 1585 国立公文書館所蔵 パネル 後期（4.16～5.6）

51 北条氏房判物（豊島・宮城文書） 乙酉（天正13年）11月15日 1585 国立公文書館所蔵 パネル 前期（3.19～4.14）

52 北条氏房判物（豊島・宮城文書） 天正16戊子5月6日 1588 国立公文書館所蔵 パネル 後期（4.16～5.6）

終章　三氏のその後
第一節　宮城氏のその後

53 北条氏政印判状（道祖土文書） （天正13年）7月10日 1585 埼玉県立文書館寄託 パネル 前期（3.19～4.14）

54 北条氏房印判状（浄国寺文書） 天正16年戊子5月13日 1588 浄国寺 パネル 通期

55 北条氏房印判状（鷲宮神社文書） 天正17年己丑8月7日 1589
鷲宮神社所蔵（久喜市立
郷土資料館寄託）

パネル 後期（4.16～5.6）

56 『関東古戦録』　上方勢所々城攻事 江戸時代 ― 国立公文書館 現品・パネル 4.23～5.6

57 岩槻城絵図 江戸時代 ― 広島県福山城博物館所蔵 複製 通期

58 大戸地蔵堂台座銘 天正19・20年ヵ 1591・92 大戸地蔵堂 パネル 通期

59 千葉勝胤墓（長勝寺所在） ― ― 長勝寺 パネル 通期

60 宮城家過去帳 江戸時代 ― 個人蔵 現品 通期

第二節　舎人氏のその後

61 「家譜　舎人九十九」（『藩士名寄』） 寛政9年 1797 名古屋市蓬左文庫所蔵 パネル 通期
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第三節　千葉氏のその後

62 『関東古戦録』　千葉次郎胤宗始末事 江戸時代 ― 国立公文書館所蔵 現品 通期

63 『小田原編年録』（千葉氏系図） 江戸時代 ― 国立公文書館所蔵 現品 通期

64 北条家印判状（川崎市民ミュージアム所蔵文書） 甲子（永禄7年）3月23日 1565 川崎市民ミュージアム所蔵 現品 通期

65 北条家印判状（川崎市民ミュージアム所蔵文書） 天正15年丁亥9月20日 1587 川崎市民ミュージアム所蔵 現品 通期

66 北条氏房印判状写（武州文書） 辛巳（天正9年）6月26日 1581 個人蔵 現品 通期

67 新編武蔵風土記　巻137（136冊）　足立郡　竹塚村 文政5年 1822 国立公文書館所蔵 パネル 通期

特別コーナー　足立区の板碑―戦国の遺物―

68 元応2年銘板碑 元応2年 1320 当館蔵 現品 通期

69 明応2年銘板碑 明応2年 1493 足立区教育委員会所蔵 現品 通期

70 天文12年銘板碑 天文12年□月21日 1543 当館蔵 現品 通期

71 永禄13年銘板碑 永禄13庚子1月 1570 当館蔵 現品 通期

72 明応9年銘板碑 明応9年 1500 伊興遺跡公園 現品 通期

73 漆器（推定復元） － － 足立区保管 復元 通期

74 陶器（推定復元） － － 足立区保管 復元 通期

75 灯明皿（推定復元） － － 足立区保管 復元 通期

76 中曽根城址の堀跡 ― ― 足立区教育委員会所蔵 パネル 通期

中曽根城址出土　十五・十六世紀の遺品
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