
№ 名          称 所　有　者 指  定
10/26
～

11/2
～

11/9
～

11/16
～

11/21
～

11/28
～

12/5
～

12/12
～

12/19
～

尼子十勇士図・富田城図　（一巻）

富田城図　（二巻）

2 広瀬城下絵図 須佐神社

3 富田城跡出土遺物 安来市教育委員会

4 尼子一族図 個人蔵

5 尼子氏分限牒（写） 岩国徴古館

6 京極持清書状 小野家

7 京極氏奉行人連署奉書 小野家

8 尼子清貞書状 日御碕神社

9 海東諸国紀 東京大学史料編纂所
11/22
まで

10 佐々木高氏画像（模本） 勝楽寺

11 尼子経久画像 洞光寺 県指定

12 尼子経久画像 洞光寺（安来市）

13 尼子経久画像 山口県立山口博物館 県指定

14 尼子経久画像 定光寺 県指定

15 室町幕府奉行人連署奉書 吉川史料館 重文

16 陰徳太平記 島根県立古代出雲歴史博物館

17 尼子経久掟書 鰐淵寺 県指定

18 雲州懐橘談 島根県立古代出雲歴史博物館

杵築大社近郷絵図 北島家 県指定

杵築大社近郷絵図（模本） 島根県立古代出雲歴史博物館

20 奉納山経塚遺物（経筒） 出雲市教育委員会 市指定

21 永正年中大社造営・遷宮次第 千家家

22 不動明王立像 松林寺 市指定

23 杵築大社旧記御遷宮次第 鰐淵寺

24 弘長寺阿弥陀如来坐像経筒 弘長寺 市指定

25 居箱 迎接寺 県指定

26 香炉箱 迎接寺 県指定

27 亀井秀綱灌頂道具寄進状 迎接寺 県指定

28 亀井秀綱寄進灌頂道具注文 迎接寺 県指定

29 真言八祖像 鳥取県立博物館

30 十一面観音坐像 個人蔵

31 四天王立像 浄蓮寺 県指定

32 真言八祖像付属資料 鳥取県立博物館

33 色々威腹巻　兜・大袖付 佐太神社 重文

35 刀 乃木神社 重文

企画展「戦国大名 尼子氏の興亡」展示品一覧

プロローグ　尼子氏への憧憬

19

２．国内平定と神社・寺院

３．外征と内乱

城安寺1

Ⅰ　経久以前　－そのルーツと勃興の前提－

Ⅱ　経久の登場と発展　－その苦闘と躍進－

１．経久の人物像



№ 名          称 所　有　者 指  定
10/26
～

11/2
～

11/9
～

11/16
～

11/21
～

11/28
～

12/5
～

12/12
～

12/19
～

企画展「戦国大名 尼子氏の興亡」展示品一覧

36 日御碕社勧化簿 日御碕神社 県指定

37 大内義興画像(模写） 東京大学史料編纂所
11/22
まで

38 塩冶興久寄進状 日御碕神社

39 塩冶興久安堵状 成相寺文書

40 尼子晴久書状 鰐淵寺 県指定

41 毛利氏家臣連署書状案 毛利博物館 重文

42 毛利元就知行注文案 毛利博物館 重文

神馬図（黒馬）

神馬図（白馬）

44 尼子詮久契約状写 毛利博物館 重文

45 大内義隆画像(模本） 龍福寺

46 大内義隆画像 大寧寺

鉛印　大宰大貮

鉛印　多々良朝臣

木印　左京兆亜中大夫多々良義長印

48 大内義長証状 毛利博物館 重文

49 朝鮮国礼曹参判任権書契 毛利博物館 重文

50 博多遺跡群出土遺物 福岡市教育委員会

51 大内氏館跡出土遺物 山口市教育委員会

52 尼子氏関連遺跡出土遺物（瓦） 安来市教育委員会

53 富田川河床遺跡出土遺物 島根県埋蔵文化調査センター

54 鷺浦遺跡出土遺物（壷・香炉） 個人蔵

55 上杉本洛中洛外図屏風（模本） 米沢市上杉博物館

56 上杉本洛中洛外図屏風（模本） 国立歴史民俗博物館

57 郡山大通院谷遺跡出土遺物 安芸高田市教育委員会

58 万徳院跡出土法華経版木 北広島町教育委員会

59 御取納丁銀 島根県立古代出雲歴史博物館

60 御公用丁銀 島根県立古代出雲歴史博物館

61 山口天又丁銀 島根県立古代出雲歴史博物館

62 小銀丁銀 島根県立古代出雲歴史博物館

63 尼子晴久画像 山口県立山口博物館 県指定

64 尼子晴久画像 個人

65 尼子詮久自筆和歌 神魂神社 県指定

66 足利義晴画像 京都市立芸術大学芸術資料館
11/23
から

67 足利義晴画像（模本） 東京大学史料編纂所
11/22
まで

１．晴久の隆盛と苦難

43 重文

Ⅲ　三大名と京・東アジア

１．大内氏

毛利博物館47 重文

賀茂神社

２．尼子氏

３．毛利氏

トピック 東アジア貿易と銀

Ⅳ　晴久・義久の時代　－安定から衰退・滅亡へ―



№ 名          称 所　有　者 指  定
10/26
～

11/2
～

11/9
～

11/16
～

11/21
～

11/28
～

12/5
～

12/12
～

12/19
～

企画展「戦国大名 尼子氏の興亡」展示品一覧

68 竹生島造営奉加人数書上 竹生島宝厳寺 重文

69 尼子晴久書状 竹生島宝厳寺 重文

70 尼子晴久書状 竹生島宝厳寺 重文

71 尼子国久書状 竹生島宝厳寺 重文

72 亀井国綱書状 竹生島宝厳寺 重文

73 尼子晴久室書状 竹生島宝厳寺 重文

74 尼子晴久寄進状 日御碕神社

75 尼子晴久書状 日御碕神社

76 多胡辰敬画像 円光寺 県指定

繋白馬図

繋黒馬図

78 尼子晴久安堵状 迎接寺 県指定

79 鰐淵寺領付立 鰐淵寺 県指定

80 尼子義久袖判奉行人連署奉書 日御碕神社

81 尼子氏奉行人連署書状 日御碕神社

82 須佐神社棟札 須佐神社

83 室町幕府奉行人連署奉書 鰐淵寺 県指定

84 清水寺二問状案 鰐淵寺 県指定

85 鰐淵寺二答状案 鰐淵寺 県指定

86 清水寺三問状案 鰐淵寺 県指定

87 鰐淵寺三答状案 鰐淵寺 県指定

88 後奈良天皇女房奉書 鰐淵寺 県指定

89 伏見宮女房奉書 鰐淵寺 県指定

90 三好長慶画像（模本） 東京大学史料編纂所
11/29
から

91 尼子晴久安堵状 安国寺

92 尼子晴久書状 秋上家 県指定

93 大山寺縁起絵巻（模本） 島根県立古代出雲歴史博物館

94 毛利元就画像 鰐淵寺 重文
11/28
まで

95 毛利隆元画像（模本） 東京大学史料編纂所
11/29
から

芸州吉田郡山城図（一）

芸州吉田郡山城図（二）

芸州吉田郡山城図（三）

97 毛利元就郡山籠城日記 毛利博物館 重文

98 出雲佐々木塩冶古志之系図 北島家

99 新宮谷遺跡出土遺物 安来市教育委員会

100 大般若経　一巻、五三一巻 常光寺 市指定

101 荒隈城跡出土遺物 松江市教育委員会

太平記　　吉川元春自筆　四巻

太平記　　吉川元春自筆　七巻

太平記　　吉川元春自筆　九巻

103 尼子氏奉行人連署米留印判状 個人蔵

96 毛利博物館

102 吉川史料館 重文

トピック 尼子晴久の家臣たちから

県指定長谷寺77

２．神社・寺院の保護

３．衰亡へのシナリオ



№ 名          称 所　有　者 指  定
10/26
～

11/2
～

11/9
～

11/16
～

11/21
～

11/28
～

12/5
～

12/12
～

12/19
～

企画展「戦国大名 尼子氏の興亡」展示品一覧

104 毛利輝元書状 個人蔵

105 小早川隆景書状 個人蔵

106 尼子義久木像 大覚寺

107 尼子勝久寄進状 日御碕神社

108 尼子勝久寄進状 日御碕神社

109 尼子氏家臣連署奉書 日御碕神社

110 尼子氏家臣連署書状 日御碕神社

111 尼子勝久安堵状 日御碕神社

112 尼子勝久書状 出雲大社 県指定

113 尼子勝久安堵状 出雲大社 県指定

114 尼子勝久寄進状 出雲大社 県指定

115 尼子勝久安堵状 鰐淵寺 県指定

116 尼子勝久安堵状 島根県立図書館

117 尼子氏家臣連署奉書 島根県立古代出雲歴史博物館 県指定

118 尼子勝久安堵状 島根県立古代出雲歴史博物館

119 毛利元就袖判石田主税助合戦注文 島根県立古代出雲歴史博物館

120 太平記英勇伝尼子四郎勝久 島根県教育委員会

121 米原家文書写 山口県文書館

122 山中幸盛書状 吉川史料館 重文

123 鉄錆十二間筋兜 吉川史料館

124 鰐口 寿福寺 県指定

125 朝鮮鐘 正伝永源院

126 野村家文書 島根県立古代出雲歴史博物館

127 山中鹿介画像 安来市教育委員会

128 尼子十勇士面々会合主家再興図 島根県立古代出雲歴史博物館

129 公爵毛利家所蔵山中鹿之助所持伝称刀図 山口県文書館

130 陰徳太平記（巻四三） 島根県立古代出雲歴史博物館

131 雲陽軍実記 島根県立図書館

132 三日月の影（尋常科小学国語読本 第九） 島根県教育委員会

133 尼子十勇士之図 島根県立古代出雲歴史博物館

134 尼子氏伝来の兜 山口県立山口博物館

135 尼子氏伝来の鎧 山口県立山口博物館

136 毛利秀就知行安堵状 島根県立古代出雲歴史博物館

137 毛利秀就一字状 島根県立古代出雲歴史博物館

１．尼子氏の再興戦争

２．描かれた鹿之助像

エピローグ　その後の尼子氏

Ⅴ　尼子再興戦　－勝久と鹿介－


