
Ⅰ 廣八幡宮と明王院
番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者

1 有田郡絵図　大江霞岳筆 １巻 嘉永元年(1848) 和歌山県立博物館

2 南紀在田郡広庄八幡宮記録　乾坤 １冊 安永７年（1778） 廣八幡宮

3 紀伊国名所図会　後編巻之四 １冊 嘉永4年(1851) 和歌山県立博物館

4 和歌山県名所図録 １冊 明治32年(1899) 興山寺

5 重文(附) 廣八幡宮本殿棟札 8枚 永禄12年～文化4年(1569～1807) 廣八幡宮

6 重文(附) 廣八幡宮摂社若宮社棟札 11枚 応永20年～安永5年(1413～1776) 廣八幡宮

7 重文(附) 廣八幡宮摂社高良社棟札 6枚 天文10年～寛政4年(1541～1792) 廣八幡宮

8 重文(附) 廣八幡宮拝殿棟札 3枚 天文16年～明和2年(1547～1765) 廣八幡宮

9
和歌山県

(附)
廣八幡宮舞殿棟札 2枚 明和2年～安永7年(1765～1778) 廣八幡宮

10 廣八幡宮鳥居棟札 6枚 寛文11年～寛政4年(1671～1792) 廣八幡宮

11 八幡宮諸御用留帳 １冊 宝暦７年～14年(1757～1764) 廣八幡宮

12 寺社御改に付差上候写 １冊 元禄7年(1694) 廣八幡宮

13 八幡宮通縁起 １巻 永享3年(1431) 由良湊神社

14 八幡愚童訓抜書 １巻 文安元年(1444) 由良湊神社

15 神鏡「廣庄 八幡宮」 １面 寛政4年(1792) 廣八幡宮

16 広川町 獅子・狛犬 １対 江戸時代(18世紀) 廣八幡宮

17 廣八幡宮御宝蔵入日記 １通 江戸時代(17世紀) 廣八幡宮

18 廣八幡宮御寄進物之覚 １冊 江戸時代(17世紀) 廣八幡宮

19 御用御達旨諸記録 １冊 元禄7年～享保19年(1694～1734) 廣八幡宮

20 法華一品経(開結とも)
26巻のう
ち4巻

鎌倉時代(13世紀)
寛文8年(1668)

廣八幡宮

21 広川町 大般若経
577帖のう
ち4帖

南北朝時代(14世紀)
江戸時代(17世紀)

廣八幡宮

22 御用諸事控 １冊 寛政元年(1789) 廣八幡宮

23 絵馬「馬之絵」　徳川頼宣奉納 １面 正保４年（1647） 廣八幡宮

24 絵馬「馬之絵」　徳川頼宣奉納 １面 寛文10年(1670) 廣八幡宮

25 弓 ４張
正徳2年(1712)
江戸時代(18～19世紀)

廣八幡宮

26 重文 短刀 銘来国光 １口 鎌倉時代(14世紀) 廣八幡宮

27 浅野幸長社領寄進状 １通 慶長6年(1601) 廣八幡宮

28 奉寄進山之事 １通 慶安5年(1652) 廣八幡宮

29 紀伊藩家老連署奉書 １通 寛文9年(1669) 廣八幡宮

30 卯御宮下割帳・卯之庄割帳 ２冊 貞享4年(1687) 廣八幡宮

31 御社領米勘定帳 １冊 寛政2年(1790) 廣八幡宮

32 観音堂鰐口 １面 寛永11年(1634) 廣八幡宮

33 十一面観音立像及び胎内納入経 １軀･６巻 元徳元年(1329) 明王院

34 明細書控入 １冊 明治13年(1880) 廣八幡宮

35 大日如来坐像 １軀 鎌倉時代(14世紀) 四天王寺

36 留帳 １冊 享保19年～寛保2年(1734～1742) 廣八幡宮

37 書附留 １冊 享保19年～寛延元年(1734～1748) 廣八幡宮

38 御代参覚 １冊 宝暦12年(1762) 廣八幡宮

39 獅子頭 １頭 江戸時代(19世紀) 廣八幡宮

40 鰐面 １面 江戸時代(17～19世紀) 廣八幡宮

41 鼻高面 １面 江戸時代(17～19世紀) 廣八幡宮

42 びんざさら １点 江戸時代(19世紀) 廣八幡宮

43 神楽所大太鼓 １個 慶長18年(1613) 廣八幡宮

44 廣八幡宮祭礼行列図 １幅 明治8年(1875) 和歌山県立博物館

45 神事行列書 １通 江戸時代(19世紀) 廣八幡宮

46 　 八朔定帳 １冊 文化13年～万延元年(1816～1860) 廣八幡宮

47 八幡宮新記録 １冊 寛政11年～文政元年(1799～1818) 廣八幡宮

48 鼻高面(猿田彦仮面) １面 天正17年(1589) 廣八幡宮

49 　 年々楽方勘定録 １冊 文化3年～10年(1806～1813) 廣八幡宮

50 笙・篳篥・龍笛 ３管 江戸時代(19世紀) 廣八幡宮

51 御通留覚帳 １冊 文政9年～11年(1826～1828) 廣八幡宮

52 和歌山県
南紀男山焼
三彩狛犬のうち吽像

1対のうち
1軀

江戸時代(19世紀) 廣八幡宮

53 狛犬陶片 １点 江戸時代(19世紀) 廣八幡宮

54 染付松霊芝図筒形火入　野呂介石絵付 １口 文政10年(1827) 和歌山県立博物館

55 南紀男山焼　染付梅竹図寸胴水指 １口 文政12年(1829) 和歌山県立博物館

　特別展「濱口梧陵と廣八幡宮－法蔵寺･養源寺･安楽寺の文化財とともに－」出陳資料目録



56
南紀男山焼　染付陶器場図筒形花生　崎山
利兵衛作

１口 慶応4年(1868) 和歌山県立博物館

57 光川亭仙馬写生帖 ５冊 江戸～明治時代(19世紀) 和歌山県立博物館

58 南紀男山焼　染付不老橋図菓子鉢 仙馬銘 １口 嘉永4年～5年(1851～1852) 和歌山県立博物館

59 交趾写那智滝図花生　紀政吉銘 １口 江戸～明治時代(19世紀) 個人

60 那智滝図花生下絵 １幀 江戸～明治時代(19世紀) 広川町教育委員会

61 陶磁器図帳　 １冊 江戸～明治時代(19世紀) 広川町教育委員会

62 偕楽園焼　柿本人麻呂像 １軀 江戸～明治時代(19世紀) 廣八幡宮

Ⅱ 法蔵寺と一空上人
番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者

63 一空上人坐像 １軀 江戸時代(17～18世紀) 法蔵寺

64 広川町 明秀上人像 １面 江戸時代(17世紀) 法蔵寺

65 広川町 十六羅漢像 16面 室町時代(16世紀) 法蔵寺

66 寺社方縁起.･記録･宝物相改帳 １冊 享保10年(1725) 法蔵寺

67 黒箱 １合 寛永19年(1642) 法蔵寺

68 御尋に付法蔵寺文書写書上控 １冊 文政2年(1819) 法蔵寺

69 池霊山法蔵寺境内書上 １冊 寛文2年(1662) 法蔵寺

70 釈迦堂再興奉加帳 １冊 宝永7年(1710) 法蔵寺

71 覚(年中勤行書上) １通 寛文10年(1670) 法蔵寺

72 受陽山総持寺定式 １冊 貞享3年(1686) 法蔵寺

73 大般若経
604帖の
うち2帖

江戸時代(18世紀) 法蔵寺

74 大般若経経櫃 １合 正徳3年(1713) 法蔵寺

75 紀伊藩家老連署奉書 １通 享保9年(1724) 法蔵寺

76 多宝塔再建勧化帳 １冊 文政9年(1826) 法蔵寺

77 添一札之事(行易墓地につき) １通 天保2年(1831) 法蔵寺

78
奉歎願候口上(法蔵寺本堂前堂庫裡共焼失
に付)

１冊 慶応3年(1867) 法蔵寺

79 御調明細帳　法蔵寺 １冊 明治4年(1871) 法蔵寺

Ⅲ 養源寺と日寛上人
番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者

80 紀州湯浅町図（湯浅図屛風） 4曲1隻 明治時代(19世紀) 湯浅町教育委員会

81 大辺路図 １帖 江戸時代(18～19世紀) 和歌山県立博物館

82 明細取調御達帳 １冊 明治6年(1873) 広川町教育委員会

83 広村地籍表 １舗 明治8年(1875) 広川町教育委員会

84 和歌山県 紀州藩三浦家文書のうち 御用番留帳 ３冊 寛文4年～10年(1664～1670)
和歌山大学紀州経済史
文化史研究所

85 三十番神坐像 30軀 延宝5年(1677) 養源寺

86 覚(銀子五百目受取に付) １通 宝永5年(1708) 養源寺

87 寄進状之事 ２通 正徳5年(1715) 養源寺

88 開山日寛上人伝・経王塚建碑序 １帖 寛政4年(1792) 養源寺

89 口陳(一代聖号免許に付) １通 宝永5年(1708)頃 養源寺

90 検束帖　 ２冊 寛政5年(1793) 養源寺

91 日乾曼荼羅本尊 １幅 慶長16年(1611) 養源寺

92 鬼子母神立像 １軀 江戸時代(17～18世紀) 養源寺

93
伊藤又左衛門書状(浄円院様養源寺御成に
付)

１通 宝永5年(1708)ヵ 養源寺

94 祈願事(浄円院祈願文) １通 宝永5年(1708) 養源寺

95 瑞花双鸞八稜鏡　浄円院奉納 １面 室町時代(15世紀) 養源寺

96 青山新組切組送り状 １冊 正徳3年(1713) 養源寺

97
井上勘之右衛門・関根七郎右衛門・岡田甚
太夫書状(本堂棟上に付)

１通 正徳3年(1713) 養源寺

98 富松重基書状(本堂幷諸宇出来に付) １幅 正徳3年(1713) 養源寺

99 和歌山県 紀州藩三浦家文書のうち 年中日記 １冊 正徳5年（1715）
和歌山大学紀州経済史
文化史研究所

100
新家与五左衛門書状(浄円院江戸発駕に
付)

１巻 享保3年(1718) 養源寺

101
広養源寺御建立御寄附幷抽精誠私建立并
寄附物覚

１通 享保5年(1720)ヵ 養源寺

102
桜井正英・筧正直書状(養源寺ゟ御祈禱之
巻数被差上候に付)

１通 享保9年(1724) 養源寺

103 覚(浄円院祈禱料頂戴に付) １通 慶応元年(1865) 養源寺



104
奉願上覚(浄円院より養源寺へ御寄附の新
田水漬に付)

１通 江戸時代(18～19世紀) 養源寺

105 法華塚縁起 １巻 江戸時代(18世紀) 養源寺

106 養源開祖円善図　老蓮居士筆　日修賛 １幅 江戸時代(18～19世紀) 養源寺

107 養源寺縁起 １巻 江戸時代(18世紀) 養源寺

108 　
松四君子図重硯　古田咏処･松塘･卿雲･梧
窓･松寂筆

１組 明治4年（1871） 養源寺

109 　
花鳥図天袋小襖
山水図天袋小襖　古田咏処筆

４面
江戸時代(17～18世紀)
明治29年（1896）

養源寺

110
南紀男山焼
円室貞光(政吉祖母)八十三歳之像

１軀 弘化４年(1847)頃 養源寺

111
南紀男山焼
染付獅子図香炉　仙馬作

１口 明治4年（1871） 和歌山県立博物館

Ⅳ 安楽寺と集う人々
番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者

112 安楽寺系図 １巻 江戸時代(19世紀) 安楽寺

113 方便法身像　実如裏書 １幅 永正6年(1509) 安楽寺

114 方便法身像  寂如裏書 １幅 江戸時代(17世紀) 安楽寺

115 光明本尊 １幅 室町時代(15～16世紀) 安楽寺

116 書「天鑑」「無私」　玉龍筆 双幅 江戸時代(18世紀) 安楽寺

117 書「清風」「和気」　大江龍民筆 双幅 江戸時代(18～19世紀) 安楽寺

118 与諸君励志書　堅亮筆 １幅 江戸時代(18世紀) 安楽寺

119 寮内條約　堅亮筆 １幅 江戸時代(18世紀) 安楽寺

120 法如上人像  文如裏書 １幅 寛政7年(1795) 安楽寺

121 熊谷蓮生坊吾妻下図　真砂幽泉筆  芳英賛 １幅 江戸時代(18～19世紀) 安楽寺

122 書「無碍光明破無明闇恵日」芳英筆 １幅 江戸時代(18～19世紀) 安楽寺

123 六歌仙図　萍左坊画　松尾塊亭賛 １幅 江戸時代(18世紀) 安楽寺

124 梅図　平林無方筆 １幅 文政13年(1830) 安楽寺

125 徳本上人像　馬上清江筆 １幅 江戸時代(18～19世紀) 安楽寺

126 富嶽図　馬上清江筆 １幅 江戸時代(18～19世紀) 安楽寺

127 菊池海荘・濱口梧陵・松湾書簡 １幅 江戸時代(19世紀) 安楽寺

128 山水図　黄仲祥筆 １幅 明治３年(1879) 安楽寺

129 山水図絵手本　黄仲祥筆 １巻 安政7年(1860) 安楽寺

130 書画貼交　黄仲祥・松塘筆 １幅 江戸時代(19世紀) 安楽寺

131 松塘宛書簡　黄仲祥筆 １巻 江戸～明治時代(19世紀) 安楽寺

132 酔客図巻　井爪丹岳筆 １巻 明治17年(1884) 安楽寺

133 七言律詩　濱口容所筆 １幅 明治38年(1905) 安楽寺

134 秋景山水図　古田咏処筆 １幅 明治39年(1906) 安楽寺

Ⅴ 濱口梧陵と安政地震津波
    １ 梧陵と故郷・広村
番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者

135 濱口梧陵書状　籠谷叔父宛 １通 天保3年～5年(1832～1834) 湯浅町教育委員会

136 異船記　七・八 ２冊 安政3年(1856) 和歌山県立図書館

137 背旗「有田郡 濱口儀兵衛」 １旒 江戸時代(19世紀) 稲むらの火の館

138
和歌山御家中御目見以上以下伊呂波寄惣
姓名帳

１冊 明治23年(1890) 和歌山県立文書館

139 扁額「耐久社」 １面 慶応2年(1866) 広川町

140 耐久社学則　 １面 明治3年(1870) 和歌山県立耐久高等学校

141 耐久社掲示　　 １面 明治3年(1870) 稲むらの火の館

142 菊地海荘像 １幅 江戸時代(19世紀) 和歌山市立博物館

143 村方助成積金講一株加入金請取書 １通 明治3年(1870) 和歌山市立博物館

144 民政局用事留 一･二 ２冊 明治2年(1869) 湯浅町

145 楽茶碗 １口 江戸～明治時代(19世紀) 稲むらの火の館

146 濱口梧陵伝　杉村広太郎著 １冊 大正9年(1920) 和歌山県立図書館

147 紀州公論　第弐号 １冊 大正15年(1926) 和歌山市立博物館

148 濱口梧陵とナイアガラの瀑布　浜地清松筆 １面 昭和3年(1928)以降 稲むらの火の館

149 紀州公論　第五巻八月号 １冊 昭和5年(1930) 和歌山市立博物館

    ２ 「濱口梧陵文庫」の世界
番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者

150 古碧吟社小稿 １冊 文政12年（1829）刊 和歌山県立図書館

151 二十一史のうち三国志
530冊の
うち2冊

明時代（17世紀）刊 和歌山県立図書館



152 海荘集 下 １冊 嘉永元年（1848）刊 和歌山県立図書館

153 海防彙議
65冊のう
ち2冊

嘉永3年（1850）頃刊 和歌山県立図書館

154 ウェルンストヒュールンエルゲン 12冊 19世紀 和歌山県立図書館

155 地球説略 １冊 咸豊6年（1856）刊 和歌山県立図書館

156 海国図志 巻一・巻一三
24冊のう
ち2冊

道光22年（1842）刊 和歌山県立図書館

157 資治通鑑 巻一九・巻二〇
47冊のう
ち１冊

崇禎2年（1629）刊 和歌山県立図書館

158 産語 ２冊 寛延2年（1749）刊 和歌山県立図書館

159 富貴談 １冊 19世紀 和歌山県立図書館

160 世界国尽 ６冊 明治2年（1869）刊 和歌山県立図書館

161 雷銃操法 １冊 慶応2年（1866）刊 和歌山県立図書館

162 陸軍士官必携 ５冊 慶応3年（1867）刊 和歌山県立図書館

163 万寿盛典(武英殿本)  巻四一
80冊のう
ち2冊

康熙56年（1717）刊 和歌山県立図書館

164 西清古鑑(武英殿本)
42冊のう
ち2冊

乾隆14年（1749）刊 和歌山県立図書館

    ３ 安政地震津波の来襲と復興
番号 指定 名称 員数 年代 所蔵者

165 広浦往古ヨリ成行覚 １冊 寛政6年(1794) 廣八幡宮

166 広浦大波戸再築記録 １冊 享和2年(1802) 広川町教育委員会

167 大波戸御普請御用留 １冊 嘉永元年(1848) 広川町教育委員会

168 瓦版 大地震早引方角附 １枚 嘉永7年(1854)刊 和歌山市立博物館

169 瓦版 紀州大地震　大津浪の次第 １枚 嘉永7年(1854)刊 和歌山市立博物館

170 瓦版 江戸本調大地震幷出火方角附 １枚 安政2年(1855)刊 湯浅町教育委員会

171 雨窓茶話写 １冊 江戸～明治時代(19世紀) 和歌山県立図書館

172 安政聞録　古田咏処筆（複製） １冊 原本：安政4年(1857) 養源寺

173 嘉永七年高海之図 ２幅　 嘉永7年(1854)以降 円光寺

174 　 宮割常式記事 １冊 文化6年(1809)～安政2年(1855) 廣八幡宮

175 夏之夜かたり １冊 明治42年(1909) 稲むらの火の館

176 嘉永七年大地震記 １冊 昭和時代(20世紀) 湯浅町教育委員会
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