
№ 資料名 数量 時代 西暦 所蔵先 備考

1 前編（水戸天狗党一件記録） １冊 元治元年 1864 敦賀郷土博物館（八幡神社）

2 大日本史上表副本 １通 文化7年 1810 敦賀郷土博物館（八幡神社） 敦賀市指定文化財

3 二字書「麗澤」藤田東湖筆 1面 安政2年 1855 茨城県弘道館事務所 複製画像

4 二大字「尊攘」松延年筆 1幅 安政3年 1856 茨城県弘道館事務所 複製画像

5 来敵暴殺図 水戸浪士震斉處士詩画 1幅 江戸時代 館蔵（近年寄贈資料）

6 武田耕雲斎消息 1幅 江戸時代 館蔵

7 武田耕雲斎錦絵 月岡芳年画 １枚 明治時代 館蔵

8 異国船ニ付御自命之覚 １冊 嘉永4年 1851 館蔵（大和田みえ子文書）

9 農兵隊掟書 １通 文久3年 1863 個人

10 茶町台場図パネル １枚 『敦賀郡誌』（大正4年発行）296頁より

11 大祝日記 １冊 文久3年 1863 氣比神宮（博物館寄託）

12 武田耕雲斎筑波山之図錦絵　歌川国輝画 ３枚綴 明治24年 1891 敦賀郷土博物館（八幡神社）

13 浪士実録武田伊賀口上筑波山浪人濫觴 1冊 明治時代 館蔵

14 那珂湊戦闘地図 １幅 明治時代 館蔵

15 筑波嵐 １冊 明治時代 館蔵

16 那珂湊合戦図 １幅 明治時代 館蔵

17 大砲模型 １挺 江戸時代 松原神社（博物館寄託）

18 武田魁介所用　箙 2腰 江戸時代 松原神社（博物館寄託）

19 武田耕雲斎寄贈　鐙 1掛 江戸時代 館蔵（近年寄贈資料）

20 武田耕雲斎遺留日本地図（約４分１複製） ２紙 江戸時代 個人 大野市指定文化財

21 田倉谷の案内板 １枚 近代 館蔵

22 「諸御大名敦賀発向之図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

23 「諸御大名水府正士対陣之図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

24 加賀藩宿陣札（大名等休泊札及び加賀藩宿陣札） ３枚 元治元年 1864 敦賀郷土博物館（八幡神社） 敦賀市指定文化財

25 武田耕雲斎肖像画　須木直正筆 １幅 慶応元年頃 松原神社（博物館寄託） 敦賀市指定文化財

26 布団（武田耕雲斎新保陣屋で使用） １枚 江戸時代 館蔵

27 武田耕雲斎・永原甚七郎対談図 １額 近代 館蔵

28 伝武田耕雲斎書「朱子家訓一則」 1幅 江戸時代 個人

29 伝武田耕雲斎酔中戯画竹之図 1幅 江戸時代 個人

30 大比田浦 田中平右衛門書状 1通 元治元年 1864 個人

31 渋沢栄一肖像画 １枚 近代 埼玉県深谷市 パネル

32 「北行日録」（稿本『見聞録元治元年十二』所収）「表紙」 1枚 元治元年 1864 公益財団法人宇和島伊達文化保存会 パネル

３　敦賀の事情（幕末）　海防と尊王攘夷

　　     令和3年度敦賀市立博物館特集展示

天狗党～武田耕雲斎からの手紙～
《　展　示　資　料　リ　ス　ト　》

１　天狗党の事情ー武田耕雲斎からの手紙ー

２　水戸藩の事情　挙兵前

４　挙兵から那珂湊大戦争

５　行軍

６　新保で止まる行軍のあゆみ

７　渋沢と天狗党



33 「北行日録」（稿本『見聞録元治元年十二』所収）「（抜粋）一成一郎云…」 1枚 元治元年 1864 公益財団法人宇和島伊達文化保存会 パネル

34 「北行日録」（稿本『見聞録元治元年十二』所収）「（抜粋）失敬…」 1枚 元治元年 1864 公益財団法人宇和島伊達文化保存会 パネル

35 「北行日録」（稿本『見聞録元治元年十二』所収）「（抜粋）帰ニ…」 1枚 元治元年 1864 公益財団法人宇和島伊達文化保存会 パネル

36 渋沢成一郎と藤田小四郎の密談 １枚 渋沢成一郎（喜作）回顧談（維新資料編纂会講演速記録２より） パネル

37 「前編」（水戸天狗党一件記録） １冊 元治元年 1864 敦賀郷土博物館（八幡神社） パネル

38 「第貳號」（水戸天狗党一件日記） １冊 元治元年 1864 敦賀郷土博物館（八幡神社）

39 「水戸正士加州エ降参入敦賀図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

40 「水戸正士加州エ御預之図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

41 「常野脱走浪士一件　二冊之内第壹號」 １冊 元治元年 1864 敦賀郷土博物館（八幡神社）

42 浪士名前控 １冊 元治元年 1864 館蔵

43 水戸浪士名前附 １冊 元治2年 1865 館蔵

44 「水戸正士浜荷蔵へ入図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

45 「水戸正士自荷蔵松原エ到図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

46 「水戸正士於松原御仕置之図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

47 「水戸正士墳墓之図」（『天狗党騒動図』より） １枚 明治時代 館蔵 パネル

48 天狗党騒動図 １冊 明治時代 館蔵

49 こより茶托 １個 元治2年 1865 館蔵

50 水戸烈士作　こより汗除襦袢 １枚 元治2年 1865 個人（博物館寄託）

51 水戸浪士実録　元治義士新聞記 １冊 明治時代 館蔵

52 大鋏 １丁 江戸時代 館蔵

53 水戸烈士墳墓立体図 １枚 明治時代 館蔵

54 松原神社碑拓本 １幅 近代 館蔵

55 行壽院峻三写真 １枚 明治36年 1903 館蔵（近年寄贈資料）

56 絵葉書　敦賀松原武田耕雲斎以下三百餘人討死ノ舊蹟 １枚 明治時代 館蔵 パネル

57 武田耕雲斎所用　陣羽織及び軍扇 ２点 江戸時代 松原神社（博物館寄託） 敦賀市指定文化財

58 武田耕雲斎ブロンズ像　佐藤助雄作 １体 現代 館蔵

59 短刀（菊池千本槍・武田耕雲斎所用） １口 南北朝ー室町時代 松原神社（博物館寄託） 敦賀市指定文化財

60 脇差（武田耕雲斎所用） １口 南北朝時代 松原神社（博物館寄託） 敦賀市指定文化財

８　降伏・監禁・処刑・供養

令和3年度敦賀市立博物館特集展示 天狗党～武田耕雲斎からの手紙～
【会期】 ７月７日(水)～８月３日(火) 休館日 毎週月曜日

期間中イベント 天狗党ウォーキング

★令和３年７月１７日（土曜日） 定員に達しました。

★令和３年７月２４日（土曜日） 定員に達しました。

★折り紙ワークショップ

開催日時 ７月２２日（木）・２３日（金）

内容 折り紙で陣羽織などを作成します。

対象 どなたでも（※ご希望の方は受付でお声がけ下さい） 開催場所 博物館３階

お問い合せ先

敦賀市立博物館
〒914-0062敦賀市相生町７番８号 ℡ 0770-25-7033 Fax 0770-47-6131 E-mail museum@ton21.ne.jp


