
特別公開　「忽那家文書」の世界‐よみがえる中世瀬戸内海の武士団‐
展示史料は全て個人蔵・当館寄託

No 作成 史料名 年代 備考
〔忽那嶋相傳之證文巻之一〕

1 遠江□（北条時政） 関東下知状案 元久２年（1205)５月６日 竪紙

2 散位（二階堂行政） 源実朝御教書 建永２年（1207)５月６日 竪紙

3 惟宗（孝実）他 将軍家政所下文 承元2年（1208)閏４月27日 竪紙

4 沙弥（二階堂行村） 二階堂行村書状 （年未詳）６月３日 竪紙

5 相模守平朝臣（北条時頼）他 関東下知状 建長６年(1254)３月８日 竪紙

6 前常陸介（宇都宮泰宗カ） 前常陸介某書状 （年未詳）６月２日 竪紙

7 陸奥守平朝臣（北条政村）他 将軍家政所下文 建長８年(1256)７月９日 竪紙

8 前武蔵守平朝臣（大仏宣時）他 関東下知状 正応元年(1288)６月２日 続紙

9 丹波守平朝臣（北条盛房）他 六波羅施行状 正応元年(1288)９月17日 竪紙

10 沙弥性運（忽那実重） 沙弥性運（忽那実重）譲状 徳治３年(1308)２月１日 竪紙

11 前越前守（大仏貞房）他 六波羅御教書 延慶２年(1309)２月21日 竪紙

〔忽那嶋相傳之證文巻之二〕

12 （忽那）弥次郎重清 忽那重清軍忠状 建武2年(1335)12月25日 竪紙

13 （忽那）次郎左衛門尉重清 忽那重清軍忠状 建武3年(1336)2月3日 竪紙

14 忽那次郎左衛門尉重清 忽那重清軍忠状 建武3年(1336)7月日 竪紙

15 越智（土居）通重 土居通重軍勢催促状 (建武3年(1336)カ）9月21日 小切紙

16 藤原（忽那）重明 忽那重明軍忠状 建武4年(1337)7月29日 竪紙

17 忽那次郎左衛門尉重清 忽那重清軍忠状 建武5年(1338)3月11日 竪紙

18 （足利直冬） 足利直冬感状 貞和6年(1350)7月28日 小切紙

19 （足利直冬） 足利直冬感状 貞和6年(1350)10月1日 小切紙

20 重□（季カ） 伊与国得丸保地頭職預ケ状 貞和6年(1350)11月20日 小切紙

21 （足利直冬） 足利直冬感状 貞和6年(1350)12月26日 小切紙

22 沙弥 沙弥某感状 貞和7年(1351)1月13日 竪紙

23 左近大夫将監 左近大夫将監某軍勢催促状 正平2年(1347)3月22日 小切紙

24 左近大夫将監 左近大夫将監某軍勢催促状　 正平2年(1347)3月22日 小切紙

25 左近大夫将監 左近大夫将監某軍勢催促状 正平2年(1347)4月5日 小切紙

26 左近大夫将監 左近大夫将監某軍勢催促状 正平2年(1347)5月13日 小切紙

27 大蔵大輔 大蔵大輔某奉書 正平3年(1348)4月2日 小切紙

28 左中弁 後村上天皇綸旨 正平3年(1348)5月14日 小切紙

29 右馬頭平朝臣（平高顕） 平高顕安堵状 正平3年(1348)9月27日 小切紙

30 （足利直冬） 足利直冬書下 正平13年(1358)12月29日 竪紙

31 左中弁 後村上天皇綸旨 正平4年(1349)3月9日 小切紙

32 相模守 相模守某長龍寺住持職安堵状 正平4年(1349)8月22日 小切紙

33 左中弁 後村上天皇綸旨 正平4年(1349)12月14日 小切紙

34 右少将 兵部卿親王令旨 正平5年(1350)2月16日 小切紙

35 右少将 兵部卿親王令旨 正平6年(1351)3月8日 小切紙

36 （足利直冬） 足利直冬書下 正平11年(1356)3月9日 竪紙

37 中務大輔 中務大輔某軍勢催促状 延元2年(1337)2月30日 小切紙

38 左少将 左少将某軍勢催促状 (延元2年(1337)カ）3月13日 小切紙

39 左少将 左少将某軍勢催促状 (延元2年(1337)カ）6月16日 小切紙

40 左京権大夫 左京権大夫某軍勢催促状 延元3年(1338)11月19日 小切紙

41 勘解由次官(五条頼元) 懐良親王令旨 (延元4年(1339)カ）4月28日 小切紙

42 勘解由次官(五条頼元) 懐良親王令旨 (延元4年(1339)カ）4月29日 小切紙

43 侍従 懐良親王令旨 (興国元年(1340)カ）10月21日 小切紙

44 右兵衛督（中院定平） 中院定平奉書 興国3年(1342)4月28日 小切紙

45 左少弁 後村上天皇綸旨 興国4年(1343)2月4日 小切紙

46 左中将 左中将某事軍勢催促状 (興国年間）11月8日 小切紙

47 景隆 某景隆書状 (興国5年(1344)カ）7月30日 小切紙

48 越後頭(平高顕) 平高顕軍勢催促状 興国5年(1344)9月11日 小切紙

49 大蔵大輔 大蔵大輔某奉書 興国7年(1346)7月22日 小切紙

50 （河野）通直 河野通直軍勢催促状 正平22年(1367)12月日 小切紙

51 刑部大輔（今川直貞） 今川直貞奉書 観応2年(1351)12月30日 小切紙

52 　(平)高顕 平高顕書状 (年代未詳)6月17日 小切紙
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No 作成 史料名 年代 備考
〔忽那嶋相傳之證文巻之三〕

53 対馬守（河野通之） 河野通之宛行状 応永12年(1405)9月21日 竪紙

54 （河野通久） 河野通久安堵状 応永25年(1418)9月3日 竪紙

55 （河野通久） 河野通久安堵状 応永26年(1419)10月日 竪紙

56 道基（河野教通） 道基（河野教通）安堵状 (年代未詳）7月20日 竪紙

57 （河野）通元 河野通元書状 （年代未詳）10月29日 切紙

58 （河野）教通 河野教通宛行状 文安元年(1444)5月19日 竪紙

59 （河野）教通 河野教通安堵状 文安元年(1444)8月29日 折紙

60 （河野）教通 河野教通安堵状 文安元年(1444)9月6日 折紙

61 戒能下野守通明 戒能通明安堵状 文安5年(1448)3月17日 折紙

62 （河野）通生 河野通生宛行状 長禄3年(1459)2月10日 竪紙

63 （河野）刑部太輔 河野刑部太輔某安堵状 長禄3年(1459)6月1日 竪紙

64 （河野）刑部太輔 河野刑部太輔某宛行状 長禄3年(1459)6月1日 竪紙

65 （河野）刑部大輔（通秋） 河野通秋安堵状 寛正5年(1464)7月23日 折紙

66 （河野）通秋 河野通秋書状 （年代未詳）7月23日 折紙

67 正岡信乃守俚孝 河野氏奉行人奉書 文正元年(1466)7月11日 折紙

68 （河野）通生 河野通生安堵状 文正元年(1466)4月10日 折紙

〔その他〕

69 （未詳） 忽那一族軍忠次第 (興国年間カ） 続紙

70 少納言 後醍醐天皇綸旨 建武元年(1334)12月20日 竪紙

71 小笠原宗之 小笠原流弓馬秘伝 文明17年(1485)７月11日写 巻子装

72 （忽那亀寿丸） 忽那島開発記 天正15年（江戸時代前期カ） 巻子装

73 伊豫国忽那藤原相傳系圖 江戸時代前期カ 巻子装

74 祈主藤原種因・護持願主藤原通能 懐中守札秘伝 享和元年(1801)弥生吉曜日 巻子装


