
章 番号 資　　料　　名 員数 時　代 所蔵

1 俵藤太物語絵巻　上巻 1巻 江戸時代 当館

2 皆川氏系図（皆川文書） 1帖 江戸時代（18世紀） 個人

3 【パネル】源頼朝坐像 1躯 鎌倉時代（14世紀） 甲斐善光寺（山梨県甲府市）

4 【パネル】小山政光像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

5 【パネル】寒川尼像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

6 【パネル】小山朝政像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

7 【パネル】長沼宗政像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

8 【パネル】結城朝光像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

9 【パネル】源頼朝袖判下文（皆川家文書） 1通 文治3年（1187） 国（文化庁）

10 将軍家政所下文（山川家文書） 1通 建久3年（1192） 個人

11 吾妻鏡　巻二 1冊 江戸時代（19世紀） 当館

12 吾妻鏡　巻四 1冊 江戸時代（19世紀） 当館

13 吾妻鏡　巻九 1冊 江戸時代（19世紀） 当館

14 【パネル】源頼家袖判下文（皆川家文書） 1通 正治2年（1200） 国（文化庁）

15 【パネル】源実朝坐像 1躯 鎌倉時代（13～14世紀） 甲斐善光寺（山梨県甲府市）

16 【パネル】後鳥羽院像 1点 鎌倉～南北朝時代（14世紀） 宮内庁三の丸尚蔵館

17 【パネル】北条政子坐像 1躯 昭和時代（20世紀） 安養院（神奈川県鎌倉市）

18 吾妻鏡　巻二十五 1冊 江戸時代（19世紀） 当館

19 下野国誌　巻十一 1冊 明治26年（1893） 当館

20 【パネル】関東下知状（皆川家文書） 1通 承久3年（1221） 国（文化庁）

21 【パネル】関東下知状（皆川家文書） 1通 承久3年（1221） 国（文化庁）

22 ＜重要文化財＞淡路国大田文（皆川文書） 1巻 貞応2年（1223） 個人

23 長沼宗政譲状（皆川文書） 1通 寛喜2年（1230） 個人

24 長沼時宗譲状（皆川文書） 1通 建長元年（1249） 個人

25 長沼義秀譲状（皆川文書） 1通 応永20年（1413） 個人

26 【パネル】長沼秀行像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

27 【パネル】後醍醐天皇像　模本 1点 不明 東京大学史料編纂所（原資料：廬山寺（京都府京都市））

28 太平記　巻三 1冊 江戸時代 当館

29 後醍醐天皇綸旨（皆川文書） 1通 南北朝時代（14世紀） 個人

30 後醍醐天皇綸旨（皆川文書） 1通 建武元年（1334） 個人

31 【パネル】足利尊氏像 1幅 室町時代（15世紀） 個人

32 騎馬武者像　模本 1幅 江戸時代（19世紀） 当館

33 上杉重能書状（皆川文書） 1通 南北朝時代（14世紀） 個人

34 足利尊氏宛行状案（皆川文書） 1通 建武3年（1336） 個人

35 足利直義軍勢催促状案（皆川文書） 1通 建武3年（1336） 個人

36 足利義詮宛行状案（皆川文書） 1通 正平6年（1351） 個人

37 長沼秀直言上状案（皆川文書） 1通 観応3年（1352） 個人

38 【パネル】長沼義秀像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

39 【パネル】結城基光像　森戸果香筆 1点 昭和時代（20世紀） 当館

40 足利満兼宛行状案（皆川文書） 1通 応永6年（1399） 個人

41 上杉朝宗奉書案（皆川文書） 1通 応永6年（1399） 個人

42 上杉朝宗奉書案（皆川文書） 1通 応永6年（1399） 個人

43 結城基光請文案（皆川文書） 1通 応永6年（1399） 個人

44 上杉朝宗奉書案（皆川文書） 1通 応永6年（1399） 個人
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45 足利満兼御判御教書案（皆川文書） 1通 応永7年（1400） 個人

46 結城基光打渡状案（皆川文書） 1通 応永7年（1400） 個人

47 長沼義秀書状（皆川文書） 1通 応永25年（1418） 個人

48 宍戸持朝証状（皆川文書） 1通 応永25年（1418） 個人

49 足利持氏書状（皆川文書） 1通 室町時代 個人

50 足利持氏書状（皆川文書） 1通 室町時代 個人

51 足利持氏書状（那須文書） 1通 永享10年（1438） 当館

52 結城合戦絵巻　巻一 1巻 江戸時代 当館

53 長沼八幡宮領注文（皆川文書） 1通 室町時代 個人

54 長沼八幡宮供僧料田注文（皆川文書） 1通 室町時代 個人

55 長沼八幡宮祭田注文（皆川文書） 1通 室町時代 個人

56 田畠注文（皆川文書） 1通 室町時代 個人

57 長沼宗光寺中注進状（皆川文書） 1通 室町時代 個人

58 皆川俊宗書状（那須文書） 1通 元亀2年（1571） 当館

59 【パネル】皆川広照像 1幅 江戸時代（17世紀） 金剛寺（栃木市）

60 【パネル】織田信長像　模本 1幅 明治37年（1904） 東京大学史料編纂所（原資料：大雲院（京都府京都市））

61 織田信長伝馬朱印状（皆川文書） 1通 天正9年（1581） 個人

62 徳川家康像 1幅 江戸時代（17世紀） 当館

63 徳川家康書状写（皆川文書） 1通 天正9年（1581） 個人

64 徳川家康伝馬朱印状（皆川文書） 1通 天正9年（1581） 個人

65 徳川家康書状写（皆川文書） 1通 天正12年（1584） 個人

66 皆川広照書状（皆川文書） 1通 天正12年（1584） 個人

67 壬生義雄書状 1通 天正15年（1587） 個人

68 口宣案（皆川文書） 1通 慶長5年（1600） 個人

69 口宣案（皆川文書） 1通 慶長5年（1600） 個人

70 口宣案（皆川文書） 1通 慶長9年（1604） 個人

71 秀忠公御参内之時行列之次第（皆川文書） 1通 慶長10年（1605） 個人

72 蹴鞠紫高袴着用免状（皆川文書） 1通 江戸時代 個人

73 蹴鞠紫道服着用免状（皆川文書） 1通 江戸時代 個人

74 常陸国新治郡領知朱印状写（皆川文書） 1通 寛永2年（1625） 個人

75 常陸国行方郡領知朱印状写（皆川文書） 1通 寛永2年（1625） 個人

76 徳川秀忠御内書（皆川文書） 1通 江戸時代 個人

77 徳川家光御内書（皆川文書） 1通 江戸時代 個人

78 紺糸威二枚胴具足付三十二間筋兜(皆川氏所用) 1領 江戸時代（18世紀） 当館
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