
　　仙台市博物館開館60周年記念祭「たっぷり　わくわく　名品尽し」出品リスト（予定）

No.
指
定

資料名 所蔵 筆者・宛先等 年代 数量
展示期
間

（国宝は●、重要文化財は◎、重要美術品は○、仙台市指定文化財は◇）、前期：4/23-5/16、後期：5/18-6/6

第１部　ひたる　伊達政宗の粋

1 ◇ 伊達政宗甲冑像 伊達家寄贈文化財 狩野探幽筆 江戸時代初期 1幅

2 ◇ 性山公治家記録　巻一永禄十年八月三日条 伊達家寄贈文化財 元禄16年（1703）編 1冊

3 放駒の陣貝 伊達家寄贈文化財 桃山時代 1口

4 仙道之図 伊達家寄贈文化財 江戸時代 1鋪

5 伊達政宗書状 館蔵 須田佐土（渡）守宛 （天正17年・1589）6月5日 1幅

6 ◎ 豊臣秀吉小田原陣陣立書 伊達家寄贈文化財
（天正17年・1589）11月20
日

1幅

7 ◎ 伊達政宗書状 伊達家寄贈文化財 宛所不明 （天正18年・1590）6月14日 1幅

8 ◎ 長柄軍配団扇 伊達家寄贈文化財
豊臣秀吉所用・伊達政
宗拝領

桃山時代 1握 前期

9 ◎ 伊達政宗書状 伊達家寄贈文化財 母（保春院）宛 文禄2年(1593）7月24日 1巻

10 徳川家康領知覚書（百万石のお墨付き） 伊達家寄贈文化財 大崎少将（伊達政宗）宛 慶長5年（1600）8月22日 1通

11 ◇ 伊達政宗和歌詠草「入そめて」 伊達家寄贈文化財 江戸時代初期 1幅

12 伊達政宗書状 館蔵 了庵(茂庭綱元）宛
(元和7年・1621）10月6日
付

1通

13 ◇ 伊達政宗画像 伊達家寄贈文化財
狩野安信筆・酒井伯元
賛

江戸時代 1幅

14 朱漆雪薄紋鞍鐙 伊達家寄贈文化財 伝伊達政宗所用 桃山～江戸時代初期 1具

15 ◎ 黒漆五枚胴具足　伊達政宗所用 伊達家寄贈文化財 伊達政宗所用 桃山時代 1領 前期

16 ◇
黒漆五枚胴具足
銘「天文四年乙未十一月日」

菅野家資料
伊達政宗所用　菅野重
成拝領

桃山～江戸時代初期 1領 後期

17 ◎ 白地赤日の丸旗 伊達家寄贈文化財 桃山時代 1旒 前期

18 白地赤日の丸旗 伊達家寄贈文化財 桃山時代 1旒 後期

19 白絹縮地雪薄紋単衣 菅野家資料
伊達政宗所用　菅野重
成拝領

江戸時代初期 1領 前期

20 納戸緞子地雲文袴 菅野家資料
伊達政宗所用　菅野重
成拝領

江戸時代初期 1腰 後期

21 ◎ 山形文様陣羽織 伊達家寄贈文化財 伊達政宗所用 桃山時代 1領 前期

22 黒羅背板地胴服 菅野家資料
伊達政宗所用　菅野重
成拝領

江戸時代初期 1領 後期

23 ○ 吉野懐紙 館蔵 文禄3年（1594）2月29日 3巻

24 ○ 菊花図屛風 館蔵 伊達政宗詩歌書入 寛永5年（1628） 4曲1隻 前期

25 ○ 萩に鹿図屛風 館蔵 伊達政宗詩歌書入 寛永5年（1628） 4曲1双 後期

26 ◇ 茶杓　伊達政宗作　山岸右近献上 伊達家寄贈文化財 伊達政宗作 江戸時代初期 1本

27 道の記 伊達家寄贈文化財 伊達政宗筆 慶長20年（1615）3月6日 1巻

28 徒然草 伊達家寄贈文化財 伊達政宗筆 江戸時代前期 1巻

29 小倉百人一首 伊達家寄贈文化財 伊達政宗筆 慶長12年（1607）5月5日 1冊

30 鼈甲製口薬入 菅野家資料 伊達政宗所用 江戸時代初期 1具

31 水牛製胴乱 菅野家資料 伊達政宗所用 江戸時代初期 1具

32 鷹弽 伊達家寄贈文化財 伊達政宗所用 江戸時代初期 1指

33 鷹図 館蔵
廣田伊賀守藤原宗綱筆
増田中務大輔宛

天正14年（1586）9月吉日 1幅

34 伊達政宗鷹野掟書 館蔵 元和2年（1616）12月3日 1幅

35 ◇ 金製ブローチ 伊達貞宗氏寄贈 瑞鳳殿発掘資料 16-17世紀 1点

36 煙管・文鎮・鏡 伊達貞宗氏寄贈 瑞鳳殿発掘資料 江戸時代初期 1式

37 木村宇右衛門覚書 伊達家寄贈文化財 木村宇右衛門可親著 慶安5年（1652）頃 3冊

第２部　よみとく　武器武具の「かたち」と「しるし」

38 ◎ 豊臣秀吉書状 伊達家寄贈文化財 伊達左京大夫（政宗）宛 （天正17年・1589）6月9日 1通 前期

39 太刀　無銘(「鎺国行」） 小笠原信夫氏寄贈
豊臣秀吉所用・伊達政
宗拝領

鎌倉時代中期 1振 前期

40 太刀　銘「長谷部国信」 館蔵
徳川吉宗所用
伊達宗村拝領

南北朝時代（14世紀） 1振 後期

資料 ９-２
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41 ◇
脇差　附金梨地葵紋拵

伊達家寄贈文化財 安定・安幸・安家作
明暦元年（1655）仙台東照
宮奉納

1振 前期

42 剣 赤羽刀（接収刀剣類） 初代・三代国包作 寛永18年（1641） 1振 後期

43 片倉景綱画像 片倉家資料 猪野謙山筆 明治時代 1幅

44 片倉景綱・石川昭光起請文 片倉家資料
登坂式部少輔・南右馬
允宛

慶長5年（1600）7月25日 1通

45 日の丸文軍扇 片倉家資料 片倉重綱所用 江戸時代初期 1握

46 安孫子の陣貝 片倉家資料 桃山時代 1具 前期

47 金九曜紋網代編軍配団扇 片倉家資料 片倉重綱所用 江戸時代初期 1握 後期

48 白地黒釣鐘旗 片倉家資料 桃山～江戸時代初期 1旒

49 太刀（伝片倉景綱・重綱所用） 片倉家資料 銘「直□」または「真□」 南北朝時代（14世紀） 1振

50 黒漆五枚胴具足 片倉家資料 片倉重綱所用 江戸時代初期 1領

51 ◎ 小紋染胴服 片倉家資料 桃山時代 1領 前期

52 黒羅紗地木綿縫取織陣羽織 片倉家資料 桃山時代 1領 後期

53 ◇ 紫羅背板地五色水玉模様陣羽織 伊達家寄贈文化財 江戸時代前期～中期 1領 前期

54 黒羅紗地九曜紋火事装束 大山勝義氏寄贈 江戸時代中期 1領 後期

55 ◇ 孔雀羽根織込陣羽織 伊達家寄贈文化財 江戸時代中期 1領
4/23-
5/23

56 黄緞地牡丹唐草文様陣羽織 片倉家資料 桃山時代 1領
5/25-
6/6

57 金梨地竹雀九曜紋透刀掛 伊達家寄贈文化財 江戸時代初期 1架 前期

58 金梨地菊桐紋蒔絵刀掛 伊達家寄贈文化財 江戸時代中期 1架 後期

59 茶猪毛靱 伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1具

60 金塗軍配団扇 伊達家寄贈文化財 室町時代 1握

61 竹に雀三ツ引両紋蒔絵箱 伊達家寄贈文化財 延宝6年（1678）頃 1合

62 火縄銃　東雲 館蔵
仙台住木田市郎右衛門
尉定幸作極上之鍛

江戸時代後期 1挺

63 当家軍器図巻 伊達家寄贈文化財 江戸時代中期 2巻

64 惣士三百石以上指小旗・幕之図 後藤愛氏寄贈 江戸時代 1巻

65 惣士百五十石以上指小旗・幕之図 後藤愛氏寄贈 江戸時代 1巻

66 亘理城絵図（要害図のうち） 伊達家寄贈文化財 江戸時代前期
13鋪の
うち

67 伊達成実画像 館蔵 江戸時代中 1幅

68 金山要害絵図 仙台銀行寄贈 江戸時代中期 1点

69 仙台藩分限帳 伊達家寄贈文化財
寛文2～10年（1662～
1670）

11冊

70 ◇ 伊達世臣家譜・伊達世臣家譜続編 伊達家寄贈文化財
寛政4年（1792）・文政7年
（1824）

268冊
のうち

71 前鬼流剣術心伝印可之巻 金子家資料 金子七郎右衛門尉宛 享保6年（1721）11月3日 1巻

72 楽山公行列図巻 伊達家寄贈文化財 江戸時代末期～明治時代 11巻

73 安政四年御野初行列図巻 伊達家寄贈文化財 江戸時代末期 2巻

第３部　たどる　支倉常長の旅

74 ◇ 悲しみのマリア像 館蔵 17世紀初期 1面

75 ● 壁掛 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1枚

76 ● マント及びズボン 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1具

77 ● 祭服 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1領

78 ● ローマ市公民権証書 慶長遣欧使節関係資料 支倉常長宛 1615年11月 1通

79 ● 支倉常長像 慶長遣欧使節関係資料 1615年頃 1面

80 ● ローマ教皇パウロ五世像 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1面

81 ● ロザリオの聖母像 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1面

82 ● 鞍 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 2背

83 ● 鐙 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期
1双・1
隻
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84 ● 轡 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 2口

85 ● 四方手 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1具

86 ● 野沓 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1具

87 ● 留金具 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 10点

88 ● 縞模様布 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1枚

89 ● メダイ残欠 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 6片

90 ● テカ及び袋 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1具

91 ● レリカリオ 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1口

92 ● ディスチプリナ 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1口

93 ● 印章 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 2顆

94 ● 十字架 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1口

95 ● ロザリオ 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 5連

96 ● 十字架像 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1口

97 ● 十字架及びメダイ 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 1組

98 ● 短剣 慶長遣欧使節関係資料 17世紀初期 2口

99
ローマ教皇謁見図（『伊達政宗遣欧使節記』ド
イツ語版）

館蔵 1617年刊 1冊

100 鮫皮貼洋櫃 館蔵 桃山～江戸時代初期 1合

101 坤輿万国全図屛風 館蔵 名取春仲筆 江戸時代後期 6曲1双 前期

102 ガレオン船模型
日本オリベッティ株式会
社寄贈

第４部　であう　伊達家と藩主ゆかりの文物

103 伊達朝宗画像（歴代画真のうち） 伊達家寄贈文化財 長谷川養辰筆 享保9年(1724）
21図の
うち

104 ◎ 関東下知状 伊達家寄贈文化財 永仁5年（1297）9月13日 1通

105 ◎ 北畠顕家下文 伊達家寄贈文化財 伊達郡宛 建武元年（1334）9月10日 1通

106 伊達成宗家伝秘書 伊達家寄贈文化財 伊達成宗筆
室町時代中期・江戸時代
中期（箱）

1具

107 伊達成宗画像（歴代画真のうち） 伊達家寄贈文化財 長谷川養辰筆 享保9年(1724）
21図の
うち

108 ◇ 伊達出自正統世次考 伊達家寄贈文化財 元禄16年(1703） 35冊

109 ◎ 塵芥集（村田本） 伊達家寄贈文化財 天文5年（1536）4月14日 1冊

110 ◎ 棟役日記 伊達家寄贈文化財 天文4年（1535）3月 1冊 前期

111 段銭古帳 伊達家寄贈文化財
天文7年（1538）9月3日
（天正14・1586年写）

1冊 後期

112 ◇ 伊達治家記録 伊達家寄贈文化財
元禄16年～明治7年（1703
～1874）

696冊

113 ◇ 伊達忠宗画像 伊達家寄贈文化財
狩野安信筆、酒井伯元
賛

江戸時代前期 1幅
4/23-
5/9

114 ◇ 陽徳院画像 伊達家寄贈文化財
岡倉秋水模写蘭洲彜徳
原図

明治26年（1893）模写 1幅
4/23-
5/9

115 伊達綱宗画像（伊達家歴代画真のうち） 伊達家寄贈文化財 長谷川養辰筆 享保9年(1724）
21図の
うち

4/23-
5/9

116 ◇ 伊達綱村画像（4代藩主） 伊達家寄贈文化財
無明浄明筆・香国道蓮
賛

享保4年（1719） 1幅
4/23-
5/9

117 ◇ 伊達吉村画像（5代藩主） 伊達家寄贈文化財 伊達吉村筆・自賛 江戸時代中期 1幅
4/23-
5/9

118 ◇ 伊達吉村画像 伊達家寄贈文化財
狩野古信筆・伊達吉村
賛

江戸時代中期 1幅
5/11-
5/23

119 ◇ 長松院画像（伊達吉村夫人） 伊達家寄贈文化財 忠岡三千子筆 江戸時代中期 1幅
4/23-
5/23

120 ◇ 伊達宗村画像（6代藩主） 伊達家寄贈文化財 菊田栄羽筆 江戸時代中期 1幅
4/23-
5/9

121 ◇ 伊達宗村画像 伊達家寄贈文化財 菊田栄羽筆 江戸時代中期 1幅
5/11-
5/23

122 ◇ 雲松院（伊達宗村夫人）画像 伊達家寄贈文化財 忠岡三千子筆 江戸時代中期 1幅
4/23-
5/23

123 ◇ 伊達重村画像(7代藩主） 伊達家寄贈文化財
菊田栄鶴筆・伊達重村
和歌短冊貼込

江戸時代後期 1幅
5/11-
5/23
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124 ◇ 観心院画像（伊達重村夫人） 伊達家寄贈文化財 土井利徳筆 江戸時代後期 1幅
5/11-
5/23

125 ◇ 伊達斉村画像（8代藩主） 伊達家寄贈文化財 土井利徳筆 江戸時代後期 1幅
5/11-
5/23

126 ◇ 信証院画像（伊達斉村夫人） 伊達家寄贈文化財 土井利徳筆 江戸時代後期 1幅
5/11-
5/23

127 ◇ 伊達周宗画像（9代藩主） 伊達家寄贈文化財 奥山常雄筆 江戸時代後期 1幅
5/11-
5/23

128 ◇ 伊達斉宗画像（10代藩主） 伊達家寄贈文化財 手戸盛之筆 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

129 ◇ 信恭院画像（伊達斉宗夫人） 伊達家寄贈文化財 手戸盛之筆 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

130 ◇ 伊達斉義画像（11代藩主） 伊達家寄贈文化財 堀田正衡筆 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

131 ◇ 真明院画像（伊達斉義夫人） 伊達家寄贈文化財 小田島椿所筆 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

132 ◇ 伊達斉邦画像 伊達家寄贈文化財 菊田伊徳筆 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

133 ◇ 勁松院画像（伊達斉邦夫人） 伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

134 伊達慶邦画像 伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

135 ◇ 備晃院画像（伊達慶邦夫人） 伊達家寄贈文化財 堀田正衡筆 江戸時代後期 1幅
5/25-
6/6

136 ◎
伊達政宗所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 桃山時代（17世紀） 1顆

137 ◎ 伝馬用印章（歴代藩主所用印章のうち） 伊達家寄贈文化財 江戸時代 1顆

138 ◎
伊達綱宗所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代前期 1顆

139 ◎
伊達宗村所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代中期 1顆

140 ◎
伊達宗村所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代中期 １顆

141 ◎
伊達重村所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1顆

142 ◎
伊達重村所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 3顆1組

143 ◎
伊達斉村所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1顆

144 ◎
伊達周宗所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1顆

145 ◎
伊達斉宗所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1顆

146 ◎
伊達斉義所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1顆

147 ◎
伊達斉邦所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1顆

148 ◎
伊達慶邦所用印章（歴代藩主所用印章のう
ち）

伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1顆

149 六所玉河和歌御手鑑 伊達家寄贈文化財 伊達吉村筆 江戸時代中期 1帖

150 源氏八景御手鑑 伊達家寄贈文化財 伊達吉村筆 江戸時代中期 1帖

151 たかがり・すなどり図巻 伊達家寄贈文化財 伊達吉村筆 江戸時代中期 2巻

152 閖上浜御仮屋十二支額 伊達家寄贈文化財 伊達吉村筆 享保10年（1725） 12面

153 残月亭六歌仙押し絵額 伊達家寄贈文化財 江戸時代 6面

154 仙台領分名所手鑑 中嶋成夫筆
伊達宗村書、狩野典信
筆

江戸時代中期 1帖

155 ◎ 三沢初子所用帯 伊達家寄贈文化財 三沢初子所用 江戸時代前期 12条

156 ◇ 霊昭女・花鳥図 伊達家寄贈文化財 伊達綱宗筆 江戸時代前期 3幅対 前期

157 孔雀・鳳凰図 伊達家寄贈文化財 伊達綱宗筆 江戸時代前期 2幅 後期

158 ◇ 歴代藩主茶杓と茶杓箪笥 伊達家寄贈文化財 伊達政宗作 江戸時代初期～中期 1基

159 村子姫霊夢図 館蔵 狩野古信筆　林信篤賛 享保6年（1721） 1幅
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160 准胝観音菩薩坐像 館蔵 伊達綱村施入 江戸時代中期 1躯

161 勝色金日の丸塩竈神号旗 伊達家寄贈文化財 江戸時代 1旒

162 金梨地牡丹紋蒔絵旗箱 伊達家寄贈文化財 江戸時代前期～中期 1合

163 ◇ 花鳥山水蒔絵筝 伊達家寄贈文化財 石村忠貞作 元禄2年（1689） 1張 前期

164 雪薄竹に雀紋桜枝散蒔絵書棚 館蔵 江戸時代中期 1基 後期

165 円窓繋春日野蒔絵見台 館蔵 江戸時代後期 1基 後期

166 ◇ 竹菱梅葵紋蒔絵女乗物 館蔵 　 江戸時代後期 1挺

167 花樹に貝尽し蒔絵調度 館蔵 江戸時代前期 1式

168 ◇ 葵紋菊蒔絵耳盥・台輪 伊達家寄贈文化財 江戸時代中期 1具 前期

169 能管　銘「鬼一文字」 館蔵 笛筒は江戸時代中期 1管 後期

170 蔓草蒔絵太鼓胴 伊達家寄贈文化財 江戸時代初期 1口 後期

171 松竹梅牡丹紋蒔絵貝桶 伊達家寄贈文化財 　 江戸時代中期 1合 前期

172 若松竹橘紋膳椀類 館蔵 蒔絵中西喜太郎作 安政4年（1857） 1式 後期

173 葵紋竹菱蒔絵雛調度 館蔵 　 江戸時代後期 1式 前期

174 葵紋橘蒔絵櫛台 館蔵 江戸時代後期 1式 後期

175 水仙おしどり蒔絵文箱 伊達家寄贈文化財 桃山時代 1合 前期

176 鶴蒔絵香合 伊達家寄贈文化財 室町時代 1合 後期

177 山水人物図水牛蓋置 伊達家寄贈文化財 江戸時代 1口 後期

178 ◇ 黒漆五枚胴具足　2代藩主伊達忠宗所用 伊達家寄贈文化財 江戸時代 1領

179 ◎ 銀伊予札白糸素懸威胴丸具足 伊達家寄贈文化財
豊臣秀吉所用・伊達政
宗拝領

桃山時代 1領 前期

180 ◎ 弦月文軍配団扇形前後立 伊達家寄贈文化財
豊臣秀吉所用・伊達政
宗拝領

桃山時代 2握 前期

181 ◇
朱皺漆紫糸素懸威六枚胴具足
三宝荒神形兜付

館蔵 伝上杉謙信所用 室町～桃山時代 1領 後期

第５部　くらべる　「らしさ」と「しぐさ」、「かげ」と「かたち」

182 虎図 亀田兵治コレクション 東東洋筆 江戸時代後期 1幅

183 虎図 館蔵 菅井梅関筆 文化9年（1812） 1幅

184 虎図 館蔵 菊田伊洲筆 江戸時代後期 1幅

185 龍虎図 館蔵 小池曲江筆 天保6年（1835） 2幅

186 象図 新津コレクション 菅井梅関筆 江戸時代後期 1幅

187 孔雀図 館蔵 小池曲江筆 寛政6年（1794） 1幅 前期

188 孔雀図 石原謙太郎氏寄贈 小池曲江筆 寛政10年（1798） 1幅 後期

189 双鹿図 伊達家寄贈文化財 東東萊筆 江戸後期（19世紀） 1幅

190 鷲図 館蔵 東東洋筆 文政12年(1829） 1幅

191 花鳥雑画巻 館蔵 東東洋筆 文化3年（1806） 1巻

192 駱駝図 伊達家寄贈文化財 菊田伊徳筆 文政7年（1824） 1面

193 西洋動物図巻 伊達家寄贈文化財 江戸時代後期 1巻

194 桐に鳳凰図 館蔵 小池曲江筆 天保10年（1839） 1幅

195 ◇ 河図図 亀田兵治コレクション 東東洋筆 文化14年（1817） 1幅

196 龍図 東量三氏・東眞氏寄贈 東東洋筆 安永7年（1778） 1幅 前期

197 昇龍図 館蔵 菅井梅関筆 天保6年（1835） 1幅 後期

198 常盤雪行図 亀田兵治コレクション 東東洋筆 江戸時代後期 1幅 前期

199 西行図 東量三・東眞氏寄贈 東東洋筆 江戸時代後期 1幅 後期

200 衣通姫図 館蔵 忠岡三千子筆 江戸時代後期 1幅 前期

201 草子洗い小町図 ゴトウコレクション 忠岡三千子筆 江戸時代後期 1幅 後期

202 松島塩竈図屛風 館蔵 長谷川宗圜筆 江戸時代初期
８曲・
４曲

203 即興かげぼし尽し　根上りの松・梅に鶯 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 前期

204 即興かげぼし尽し　うさぎ・鉢植の福寿草 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 前期

205 即興かげぼし尽し　塩引さけの魚・茶がま 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 前期
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206 即興かげぼし尽し　きりことうろう・つる 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 前期

207 即興かげぼし尽し　ふじの山・らんかんぎぼし 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 後期

208 即興かげぼし尽し　岩に雁・ねこ 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 後期

209 即興かげぼし尽し　みみづく・まつたけ 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 後期

210 即興かげぼし尽し　石灯籠・鷹にとまり木 館蔵 歌川広重画 天保年間（1833～44年） 1枚 後期

211 身振絵（鶩） 阿部次郎コレクション 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 前期

212 身振絵（烏） 阿部次郎コレクション 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 前期

213 身振絵（とんび） 館蔵 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 前期

214 身振絵（猫） 阿部次郎コレクション 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 前期

215 身振絵（鮑） 阿部次郎コレクション 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 後期

216 身振絵（蟹） 阿部次郎コレクション 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 後期

217 身振絵（亀） 阿部次郎コレクション 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 後期

218 身振絵（さぼてん） 阿部次郎コレクション 歌川豊国画 文化６年（１８０９） 1枚 後期

219 其面影程能写絵　おかづり・えびにあかがい 館蔵 歌川国芳画
弘化４年～嘉永４年（1847
～1851）

1組

220 其面影程能写絵　弁けい・たいこもち 館蔵 歌川国芳画
弘化4年～嘉永4年（1847
～1851）

1組

221
其面影程能写絵　猟人にたぬき・金魚にひご
いっ子

館蔵 歌川国芳画
弘化4年～嘉永4年（1847
～1851）

1組

222 百鬼夜行絵巻 伊澤家コレクション 土佐光貞筆 江戸時代後期 1巻

223 夕陽人影長 館蔵 東東洋筆 江戸時代後期 1幅

第６部　めぐる　旅する仙台藩

224 江戸芝口上屋敷絵図 佐藤巧氏寄贈 寛保3年（1743）以降 1幅

225 江戸藩邸芝口上屋敷庭園図 伊達家寄贈文化財 菊田伊洲筆 江戸時代後期 1幅

226 仙台城普請窺絵図 藤縄達夫氏寄贈 元禄７年（1694）11月16日 1鋪 前期

227 仙台城普請奉窺候絵図 伊澤家コレクション 宝永4年　9月7日 1鋪 後期

228 ◇ 菊桐紋釘隠・唐草文金具 杉村豊太郎氏寄贈 江戸時代初期 各1口

229 ◇ 仙台城及び江戸上屋敷主要建物姿絵図 千田文彦氏寄贈 江戸時代 1巻

230 奥州仙台領郷帳 斎藤報恩会寄贈資料 正保2年（1645） 3冊

231 仙台藩村分絵図 館蔵 元禄15年（1702）頃 1幅

232 名取郡北方村絵図 館蔵 文政年間(1818～1829） 12鋪

233 奥州仙台名所尽集 尚文館コレクション 江戸時代後期 1巻

234 奥州名所図会 斎藤報恩会寄贈資料 大場雄淵著 江戸時代後期 2冊

235 塩竈松島図巻 館蔵 小池曲江筆 文化7年（1810） 1巻

236 奥州仙台領街道絵図 館蔵 荒川如慶筆ヵ 江戸時代中期 1帖

237 御領内名所図会 斎藤報恩会寄贈資料 佐久間晴岳筆 嘉永5年（1852）以降 1巻

238 ◇
仙台城下鳥瞰図のうち　仙台城下絵図(文久2
年)

斎藤報恩会寄贈資料 文久2年（1862）9月 1幅 前期

239 ぼんぼこ祭図 天江富弥氏寄贈 遠藤曰人筆 江戸時代後期 1幅 後期

240 ◇ 明治元年現状仙台城市之図 館蔵 明治元年（1868） 1面 後期

241 玉虫家日記 斎藤報恩会寄贈資料
元文3年～天保11年(1738
～1840）

92冊の
うち

前期

242 参詣記 斎藤報恩会寄贈資料 佐吉筆 文政3・4年(1820～21） 1冊 後期

243 料理指南記 館蔵 原本橘川房常筆 原本享保18年安永2年写 1冊 前期

244 料理書 館蔵 寛政2年、天明3年 1冊 後期

245 ◇ 榴ヶ岡花見図屛風 阿部次郎コレクション 江戸時代中期 6曲1隻 前期

246 仙台城下図屛風 三原良吉コレクション 吉成東温筆 慶応元年(1865) 6曲1隻 後期
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