
番号 指定 資料名等 作者等 数量 制作年代 所蔵先 展示期間

1 岩偶 １点 縄文時代 鹿嶋市どきどきセンター 通期

2 墨書「神□」（鹿島神宮出土） １点 平安時代・9世紀 鹿嶋市どきどきセンター 通期

3 神野向遺跡出土資料 一括 奈良～平安時代・8～9世紀 鹿嶋市どきどきセンター 通期

4 厨台遺跡出土資料 一括 古墳時代・7世紀 鹿嶋市どきどきセンター 通期

5 〇 墨書土器（吉原三王遺跡） 一括 平安時代・9世紀 千葉県教育委員会 通期

6 常陸国風土記（西野宣明本） 西野宣明 １冊 江戸時代・天保10年（1839） 当館 通期

7 訂正古訓古事記
１冊
（３冊の
うち）

個人（当館寄託） 通期

8 製塩土器（広畑貝塚） 一括 縄文時代 当館 通期

9 亀形土製品（広畑貝塚） １点 縄文時代 当館 通期

10 □ 大和田玉作遺跡群出土資料 １２点 古墳時代・5～6世紀 成田市下総歴史民俗資料館 通期

11 □ 埴輪（南羽鳥正福寺１号墳） ４点 古墳時代・6世紀 成田市下総歴史民俗資料館 通期

12 石棒（山之上遺跡群） １点 縄文時代 鹿嶋市どきどきセンター 通期

13 稲敷市尾島神社遺跡出土資料 一括 古墳時代・6世紀 稲敷市立歴史民俗資料館 通期

14 延喜式神名帳 １冊 江戸時代・18～19世紀 当館 通期

15 ◉ 直刀・黒漆平文太刀拵（附　刀唐櫃） １口 奈良～平安時代・8～9世紀 鹿島神宮（当館寄託）
直刀:通期
拵:Ⅰ期

16 黒漆平文太刀拵模写図 １巻 江戸時代・19世紀 鹿島神宮（当館寄託） Ⅱ期

17
〔原資料〕

◉ 海獣葡萄鏡（複製） １面
〔原資料〕唐または奈良時
代・7～8世紀

香取神宮 通期

18 白磁無文有蓋壺（寄倍の水入） １口 江戸時代・18～19世紀 鹿島神宮 通期

19 青磁牡丹唐草文有蓋壺（寄倍の水入） １口 タイ・15～16世紀 香取神宮 通期

20 悪路王首像（附　黒漆行器） １点 江戸時代・17世紀 鹿島神宮（当館寄託） 通期

21 〇 鉄製盾 ２面 香取神宮 通期

22 〇 源頼朝下文（『鹿島神宮文書』のうち） 源頼朝 １巻 鎌倉時代・元暦2年（1185） 鹿島神宮（当館寄託） Ⅰ期

23 〇 源頼朝寄進状（『香取古文書』のうち） 源頼朝 １巻 平安時代・治承5年（1181） 香取神宮 Ⅰ期

24 〇 源頼朝像　狩野益信筆 狩野益信 １幅 江戸時代・17世紀 潮来市・長勝寺 Ⅱ期

25 ◎ 梅竹蒔絵鞍 １具 鎌倉時代・13世紀 鹿島神宮（当館寄託） Ⅱ期

茨城県立歴史館　春の特別展

 鹿島と香取
Ⅰ期：２０２３年２月17日(金)～３月21日（火・祝）

                                                       Ⅱ期：２０２３年４月 8日（土)～５月 7日（日）

凡例
 ・会場は図録の章構成とは異なります。
 ・資料番号は展示の順序とは一致しませんが、本展図録の番号と一致します。
 ・指定の記号◉は国宝、◎は国指定重要文化財、○は県指定文化財、□は市町村指定文化財を示します。
 ・会期中、一部の資料は展示替えを行います。また、都合により展示資料を変更する場合があります。



26 〇 軍配 １柄 室町時代・15～16世紀 鹿島神宮（当館寄託） Ⅱ期

27 扁額「本朝鎮守棟梁」 １面 江戸時代・嘉永3年（1850） 香取神宮 Ⅰ期

28 ◎ 棟札（本殿） １面 江戸時代・元和5年（1619） 鹿島神宮（当館寄託） 通期

29 ◎ 棟札（本殿） １面 江戸時代・元和5年（1619） 鹿島神宮（当館寄託） 通期

30 ◎ 棟札（奥宮） １面 江戸時代・元和5年（1619） 鹿島神宮（当館寄託） 通期

31 ◎ 棟札（本殿） １面 江戸時代・元禄13年（1700） 香取神宮 通期

32 鹿島神宮境内絵図 １幅 江戸時代・17世紀 当館 Ⅰ期

33 神号鏡 松村因幡守 １面 江戸時代・元禄7年（1694） 鹿島神宮 通期

34 〇 神号鏡 松村因幡守 １面 江戸時代・元禄8年（1695） 香取神宮 通期

35 〇 陶製狛犬 １軀 室町時代・15世紀 鹿島神宮（当館寄託） 通期

36 〇 陶製狛犬 ２軀 室町時代・15世紀 鹿島神宮（当館寄託） 通期

37 ◎ 陶製狛犬 ２軀 室町時代・15世紀 香取神宮 通期

38 〇 花鳥蒔絵螺鈿台 １台 平安～鎌倉時代・12～13世紀 鹿島神宮（当館寄託） Ⅱ期

39 〇 菊枝蒔絵手箱 １合 鎌倉～室町時代・13～15世紀 香取神宮 Ⅱ期

40 船鑑（複製） １巻
〔原資料〕江戸時代・享和2年
（1802）

千葉県立関宿城博物館
〔原資料〕船の科学館

通期
(場面替え
あり)

41 醤油広告 ５枚 大正～昭和時代・20世紀 千葉県立関宿城博物館 通期

42 三盛亀甲紋松鶴鏡 １面 室町時代・15世紀 香取神宮 通期

43 下総成田銚子香取常陸鹿嶋息栖略図 １枚 江戸時代・19世紀 千葉県立関宿城博物館 Ⅰ期

44 鹿嶋香取筑波日光参詣順路之図 １鋪 江戸時代・19世紀 千葉県立関宿城博物館 Ⅱ期

45 浮世絵『諸国勝景』「下総利根川之図」（複製）
〔原資料〕
歌川広重

１枚 〔原資料〕江戸時代・19世紀 千葉県立関宿城博物館 Ⅰ期

46 浮世絵『冨士三十六景』「鴻之台と祢川」 歌川広重 １枚 江戸時代・19世紀 千葉県立関宿城博物館 Ⅱ期

47 利根川図志 巻三 赤松宗旦
１冊
（６冊の
うち）

江戸時代・19世紀 当館 Ⅰ期

48 鹿嶋詣之記 江澤講修 １冊 江戸時代・天保9年（1838） 茨城大学図書館 Ⅱ期

49 利根川より筑波山を望む図 １面 明治11年（1878） 野田市・関宿江戸町香取神社 Ⅰ期

50 香取神宮参詣図 １面 明治27年（1894） 野田市・今泉不動尊 Ⅱ期

51 御舟木 １台 平成26年（2014）頃 鹿島神宮 通期

52 御船木 １台 平成26年（2014）頃 香取神宮 通期

53 神宮寺経塚出土資料 一括 平安時代 当館 Ⅰ期

54 鹿島神宮経塚出土資料 ２点 平安時代・12世紀 鹿島神宮 Ⅰ期

55 石枕 １点 古墳時代・5世紀 鹿島神宮 Ⅰ期

56 石枕（国神古墳） １点 古墳時代・5世紀 鹿嶋市どきどきセンター Ⅰ期

57 □ 石枕（大戸宮作１号墳） 一括 古墳時代・5世紀 香取市教育委員会 Ⅰ期

58 石枕（山之辺手ひろがり３号墳） 一括 古墳時代・5世紀 香取市教育委員会 Ⅰ期

59 〇 石枕（猫作・栗山16号墳） ９点 古墳時代・5世紀 成田市下総歴史民俗資料館 Ⅰ期

60 宮中野大塚古墳・宮中野99-1号墳出土資料 一括 古墳時代・7世紀 鹿嶋市どきどきセンター Ⅰ期

61 宮中条里遺跡大船津地区出土資料 一括 古墳時代・5世紀 鹿嶋市どきどきセンター Ⅱ期

62 稲敷市幸田遺跡出土資料 一括 古墳時代・5世紀 稲敷市立歴史民俗資料館 Ⅱ期

63 稲敷市立切遺跡出土資料 一括 古墳時代・5～6世紀 稲敷市立歴史民俗資料館 Ⅱ期

64 瓦（木内廃寺） 一括 飛鳥時代・7世紀頃 香取市教育委員会 Ⅱ期

65 下君山廃寺出土資料 一括 奈良時代・8世紀 当館 Ⅱ期

66 瓦（諏訪廃寺） １点 奈良時代・8世紀 当館 Ⅱ期



67 塼（神宮寺） 一括 奈良時代・8世紀 鹿嶋市どきどきセンター Ⅱ期

68 「大日本名将鑑　源頼信」 １枚 明治12年（1879） 当館 通期

69 関白二条兼基家御教書案 二条兼基 １通 鎌倉時代・正安3年(1301) 個人 Ⅰ期

70 沙弥蓮一神馬寄進状 沙弥蓮一 １通 鎌倉時代・建武2年(1335) 個人 Ⅰ期

71 徳川家康印判状 徳川家康 １通 安土桃山時代・天正18年(1590)個人 Ⅰ期

72 大宮司大中臣盛房書状 中臣盛房 １通 安土桃山時代・天正18年(1590)個人 Ⅰ期

73 東山天皇口宣案 東山天皇 １通 江戸時代・貞享5年(1688) 個人 Ⅰ期

74 東山天皇口宣案写 美作守 １通 明治12年(1879) 個人 Ⅰ期

75 東山天皇口宣案受領証 １通 明治12年(1879) 個人 Ⅱ期

76 国分宮之介文書請取覚 国分宮之介 １通 江戸時代・享保9年(1724) 個人 Ⅱ期

77 徳川光圀書状 徳川光圀 １通 江戸時代・17世紀 個人 Ⅱ期

78 香取照女肖像画・和歌 １幅 江戸時代・弘化4年(1847) 個人 Ⅱ期

79 故大宮司従五位下大中臣朝臣清房君碣 １幅 明治10年(1877) 個人 Ⅱ期

80 〇 下総型板碑(正元々年八月廿四日在銘) １点 鎌倉時代・正元元年(1259) 香取市教育委員会 通期

81 銚子砂岩製五輪塔部材 １点 江戸時代・17世紀 当館 通期

82 棟札（延方郷校仮聖堂） １面 江戸時代・文化5年(1808) 当館 Ⅰ期

83 棟札（延方郷校本聖堂） １面 江戸時代・文政3年(1820) 当館 Ⅰ期

84 〇 為欣晨鶏早入春 久保木竹窓 １幅 江戸時代・19世紀 個人 Ⅰ期

85 〇 本朝鎮守棟梁香取大神宮 久保木梅山 １幅 江戸時代・19世紀 個人 Ⅰ期

86 〇 万寿無疆 久保木竹窓 １幅 江戸時代・19世紀 個人 Ⅰ期

87 〇 野水縦横 久保木竹窓 １幅 江戸時代・19世紀 個人 Ⅰ期

88 〇 鬼面（伝死鬼） １面 江戸時代・17世紀 香取市・浄福寺 Ⅱ期

89 〇 鬼面（奪精鬼） １面 江戸時代・17世紀 香取市・浄福寺 Ⅱ期

90 〇 菩薩面 １面 江戸時代・17世紀 香取市・浄福寺 Ⅱ期

91 〇 菩薩面 １面 江戸時代・17世紀 香取市・浄福寺 Ⅱ期

92 〇 鬼来迎問答引接踟供養記 １巻 江戸時代・18世紀 香取市・浄福寺 Ⅱ期

93 〇 鬼来迎問答踟供養 １巻 江戸時代・17世紀 香取市・浄福寺 Ⅱ期

94 阿見村大日寮引念仏鬼来迎始末一件 １冊 江戸時代・19世紀
個人（阿見町教育委員会寄
託）

Ⅱ期

95 〇 如来坐像及び菩薩立像 ２軀 平安時代・9世紀 鹿嶋市・神向寺（当館寄託） Ⅰ期

96 線刻十一面観音菩薩鏡像 １面 平安時代・12世紀 鹿島神宮 Ⅰ期

97 線刻十一面観音菩薩鏡像 １面 平安時代・12世紀 鹿島神宮 Ⅰ期

98 線刻阿弥陀如来鏡像 １面 平安時代・12世紀 鹿島神宮 Ⅰ期

99 ◎ 懸仏 ４軀

〔釈迦・十一面〕鎌倉時代・
弘安5年（1282）
〔薬師〕鎌倉時代・14世紀
〔地蔵〕鎌倉時代・延慶2年
（1309）

香取市・観福寺 Ⅰ期

100 行徳夕照図 立原杏所 １面 江戸時代・文政8年（1825） 当館 Ⅱ期

101 〇 明月舟遊図 伝　渡辺崋山 １枚 江戸時代・19世紀 個人 Ⅱ期

102 長勝寺鐘銘拓本 １巻
〔鐘銘〕鎌倉時代・元徳2年
（1330）

潮来市・長勝寺 Ⅱ期

103 浮世絵『冨嶽三十六景』「常州牛堀」（複製） 葛飾北斎 １枚 〔原資料〕江戸時代・19世紀 千葉県立関宿城博物館 Ⅱ期

104 鹿島志
〔著〕北条時鄰
〔図〕岳亭春信

１冊
（２冊の
うち）

江戸時代・文政6年（1823） 当館 Ⅱ期

105 利根川図志　巻五・巻六 赤松宗旦
２冊
（６冊の
うち）

江戸時代・19世紀 当館 Ⅱ期



106 鯰絵「安政大地震」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

107 鯰絵「地震用心の歌」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

108 鯰絵「鹿島大神宮託曰」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

109 鯰絵「鯰と要石」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅰ期

110 鯰絵「神馬（八幡宮・大神宮・鹿島大明神）」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅰ期

111 鯰絵「鯰をおさえる鹿島大明神」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

112 鯰絵「鯰の親子」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

113 鯰絵「地震火災あくはらひ」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

114 鯰絵「おそろ感心要石」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅰ期

115 鯰絵「地震鯰の取り調べ」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

116 鯰絵「恵比寿天申訳之記」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

117 鯰絵「地震のまもり」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

118
鯰絵「ほね抜どぞう　なまづおなんぎ　大家場
焼」

２枚１組 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

119 鯰絵「要石を倒す人々」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

120 鯰絵「鹿島大明神の瓢箪鯰」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅰ期

121 鯰絵「かけ合あふむ石」 ２枚１組 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅰ期

122 鯰絵「鯰と火事の相撲」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅰ期

123 鹿島みろく太鼓 １面 鹿嶋市宮中大町地区 Ⅰ期

124 鹿島志
〔著〕北条時鄰
〔図〕岳亭春信

１冊
（２冊の
うち）

江戸時代・文政6年（1823） 当館 Ⅰ期

125 鯰絵「庶民を襲う大鯰」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅱ期

126 鯰絵「鯰にお札を貼る要石」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅱ期

127 鯰絵「地震世相かるた」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

128 鯰絵「鯰と鹿島大明神の首引」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

129 鯰絵「要石を背負う鯰」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅱ期

130 鯰絵「生捕ました三度の大地震」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

131 鯰絵「太平の御恩沢に」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅱ期

132 鯰絵「持丸たからの出船」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

133 鯰絵「金持ちをゆすりにきたか大地しん」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

134 鯰絵「世直し鯰の情」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

135 鯰絵「鯰への見舞い」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

136 鯰絵「じしん百万遍」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

137 鯰絵「切腹鯰」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

138 鯰絵「難義鳥」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 当館 Ⅱ期

139 鯰絵「地震よけの歌」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

140 鯰絵「地震方々人逃状之事」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

141 鯰絵「鹿島恐」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

142 鯰絵「大鯰江戸の賑わひ」 １枚 江戸時代・安政2年（1855） 個人（当館寄託） Ⅱ期

143 鹿島踊　衣装 一式 平成9年（1997）以降 個人 Ⅱ期

144 鹿島踊　採物 一式 平成9年（1997）以降 個人 Ⅱ期

145 鹿島踊図 １幅 江戸時代・17～18世紀 個人 Ⅱ期

146 平成元年度行政文書「霞ケ浦横断遠泳関係綴」 １冊 平成元年（1989） 当館 Ⅰ期



147 昭和7年陳情書（下利根川橋梁架設の件につき） １枚 昭和7年（1932） 当館 Ⅰ期

148
昭和48年度行政文書「観光施設整備事業（潮来
町）関係綴」

１冊 昭和48年（1973） 当館 Ⅰ期

149
昭和54年度行政文書「陳情書及び回答案文綴（土
木部）」

１冊 昭和54年（1979） 当館 Ⅰ期

150
昭和61年度行政文書「常陸利根川橋自転車道協定
書関係綴」

１冊 昭和61年（1986） 当館 Ⅰ期

151
大正12年行政文書「利根川改修の効果についての
書上綴」

１冊 大正12年（1923） 当館 Ⅰ期

152 平成7年行政刊行物「よみがえった横利根閘門」 １冊 平成7年（1995） 当館 Ⅰ期

153
平成2年度～平成3年度行政文書「リーディングプ
ロジェクト（カシマサッカースタジアム)関係綴」

１冊
平成2年（1990）～平成3年
（1991）

当館 Ⅱ期

154
昭和27年行政文書「本新島地区開拓建設事業計画
図面集」

１冊 昭和27年（1952） 当館 Ⅱ期

155
昭和28年度行政文書「稲敷郡本新島村立本新島小
学校分教場建設計画書綴」

１冊 昭和28年（1953） 当館 Ⅱ期

156
昭和49年行政刊行物「茨城県稲敷郡桜川村浮島地
内におけるコジュリン生態調査について」

１冊 昭和49年（1974） 当館 Ⅱ期

パネル
昭和26年国立公園候補地日本水郷写真集「霞ケ浦
の景観」

１枚 昭和26年（1951） 当館 Ⅰ期

パネル 昭和25年茨城県報「茨城百景の決定」 １枚 昭和25年（1950） 当館 Ⅰ期

パネル 茨城の先人たち　利根川治水の父　須田誠太郎 １枚 当館 Ⅰ期

パネル 昭和34年写真「エンマべりを通学　香取市」 １枚 昭和34年（1959）
千葉県立中央博物館大利根分
館

通期

パネル 昭和37年航空写真「与田浦付近　エンマ」 １枚 昭和37年（1962） 国土地理院 通期

パネル
昭和26年国立公園候補地日本水郷写真集「香取神
宮　香取神宮宝物」

２枚 昭和26年（1951） 当館 Ⅰ期

パネル 昭和31年写真「神宮前広場　香取市」 １枚 昭和31年（1956）
千葉県立中央博物館大利根分
館

Ⅰ期

パネル
昭和26年国立公園候補地日本水郷写真集「神宮橋
とヨシ」

１枚 昭和26年（1951） 当館 Ⅱ期

パネル
昭和44年度撮影茨城県全域航空写真「初代神宮
橋」

１枚 昭和44年（1969） 当館 Ⅱ期

パネル
県広報広聴課受入写真「カシマサッカースタジア
ム」

１枚 平成6年（1994） 当館 Ⅱ期

パネル
昭和26年国立公園候補地日本水郷写真集「与田浦
横利根川」

２枚 昭和26年（1951） 当館 Ⅱ期

パネル 昭和22年航空写真「本新島付近」 １枚 昭和22年（1947） 国土地理院 Ⅱ期

パネル 昭和44年度撮影茨城県全域航空写真「本新島」 １枚 昭和44年（1969） 当館 Ⅱ期

パネル 昭和22年航空写真「浮島付近」 １枚 昭和22年（1947） 国土地理院 Ⅱ期

パネル 昭和33年茨城県映画「水郷」 １本 昭和33年（1958） 茨城県営業戦略部営業企画課 通期

参考 高瀬船模型 １艘 千葉県立関宿城博物館 通期

参考 五大力船模型 １艘 千葉県立関宿城博物館 通期

参考 通運丸模型 １艘 千葉県立関宿城博物館 通期

参考 御座船・供奉船模型 ３艘 平成26年（2014） 鹿嶋市・ミニ博物館ココシカ 通期


