
特集展示　伊達家文書と藩主の印章

№ 見出し 資料名 筆者・宛先等 年代 数量 所蔵 備考

1 倒幕の戦功を挙げたぞ 重要文化財　伊達道西（貞綱）軍忠状 御奉行所宛
元弘3年（1333）5月
13日

1通 伊文

2 陸奥守から伊達郡への命令書 重要文化財　北畠顕家下文 伊達郡宛
建武元年（1334）9月
10日

1通 伊文

3 足利尊氏からの戦功証明書 重要文化財　足利尊氏袖判御教書 伊達孫三郎入道道西（貞綱）宛
建武3年（1336）9月
26日

1通 伊文

4 足利尊氏からの権利証 重要文化財　足利尊氏袖判下文 伊達長門権守政長宛
建武5年（1338）閏7
月26日

1通 伊文

5 お互いに協力しましょう 重要文化財　伊達政宗一揆契状 余目三河守（持家）宛
永和3年（1377）10月
10日

1通 伊文

6 足利義満からの命令書
重要文化財　室町将軍家（足利義満）
御教書

葛西陸奥守宛
明徳2年（1391）6月
27日

1通 伊文

7 太刀や馬など、たくさんどうぞ 重要文化財　伊達成宗上洛日記写
原本・文明15年
（1483）

1冊 伊文

8 牢人を逮捕せよ！ 重要文化財　細川高国書状 伊達大膳大夫（尚宗）宛
（永正7年・1510）7月
24日

1通 伊文

9 礼紙・封紙が残る文書 重要文化財　新開隆実書状 伊達左京大夫（稙宗）宛
（永正15年・1518）4
月5日

1通 伊文

10 戦国大名伊達稙宗の課税台帳 重要文化財　棟役日記 天文4年（1535）3月 1冊 伊文

11 塵芥集の主要な写本の一つ 重要文化財　塵芥集（佐藤本）
原本・天文5年
（1536）4月14日

1冊 伊文

12 切封と封紙が残る文書 重要文化財　近衛稙家書状 伊達二郎（晴宗）宛
（天文16年・1547）閏
7月3日

1通 伊文

13 奥州探題を補佐せよ 重要文化財　足利義輝御内書 伊達左京大夫（晴宗）宛
（永禄2年・1559頃）9
月24日

1通 伊文

14 捻封の跡が残る文書 重要文化財　北条氏康書状 伊達殿（晴宗）宛
（永禄3年・1560ヵ）8
月8日

1通 伊文

15 印文「龍納」の朱印状
重要文化財　伊達政宗知行宛行朱印
状（右筆）

大内右馬允宛
天正14年（1586）8月
29日

1通 伊文

16 現存する政宗印章の一つ 重要文化財　伊達政宗所用印章 桃山時代（17世紀） 1顆 伊文 木製朱漆塗

17 年始の祝いのお礼状として （参考）伊達政宗黒印状（右筆） 桜田玄番（玄蕃基親）宛 （年未詳）正月5日 1通
桜田家
資料

18 光り輝くローマ教皇への手紙
（参考）伊達政宗書状（日本語文・複
製）

ローマ教皇宛
原本・慶長18年
（1613）9月4日

1通 館蔵 原本・バチカン図書館蔵

19 免税するから新田を開発せよ
重要文化財　伊達政宗新田開発免許
黒印状（右筆）

加藤喜右衛門（頼定）等3名宛
寛永13年（1636）3月
26日

1通 伊文

20 米を増やして進ぜよう
重要文化財　伊達政宗米渡方黒印状
（右筆）

笹町新左衛門尉（元清）・須田主
計（秀信）宛

寛永13年（1636）4月
14日

1通 伊文

21 戦国期奥羽の起請文の代表例
重要文化財　蘆名止々斎（盛氏）起請
文

伊達殿（輝宗）宛
永禄9年（1566）正月
10日

1通 伊文

22 織田信長の「天下布武」 重要文化財　織田信長朱印状 伊達殿（輝宗）宛
（天正元年・1573）12
月28日

1通 伊文

23 家康の初めての手紙 重要文化財　徳川家康書状 伊達殿（輝宗）宛
（天正7年・1579）7月
1日

1通 伊文

24 一七世政宗の誕生 重要文化財　正月仕置之事
受心（伊達輝宗）筆
館（伊達政宗）宛

（天正12年・1584）12
月

1巻 伊文

25 関白秀吉と対面したぞ！ 重要文化財　伊達政宗書状（自筆） 宛所不明
（天正18年・1590）6
月14日

1幅 伊文

26 前略、母上様 重要文化財　伊達政宗書状（自筆） （母義姫宛）
（文禄2年・1593）7月
24日

1巻 伊文

27 銀子ありがとうございます
重要文化財　伊達政宗銀子借用状
（自筆）

土井大炊頭（利勝）・酒井讃岐守
（忠勝）宛

寛永13年（1636）2月
24日

1通 伊文

28 重要文化財　伝馬用印章 伊達忠宗または伊達綱宗所用 江戸時代（17世紀） 1顆 伊文 象牙製

29 重要文化財　伊達綱宗所用印章
江戸時代前期（17世
紀）

1顆 伊文 象牙製

30 重要文化財　伊達宗村所用印章
江戸時代中期（18世
紀）

1顆 伊文 蠟石製

31 重要文化財　伊達宗村所用印章
江戸時代中期（18世
紀）

1顆 伊文 木製花押印

32 重要文化財　伊達重村所用印章
江戸時代後期（18世
紀）

1顆 伊文 蠟石製　獅子彫摘

33 重要文化財　伊達重村所用印章
江戸時代後期（18世
紀）

3顆1組 伊文 蠟石製

34 重要文化財　伊達斉村所用印章
江戸時代後期（18世
紀）

1顆 伊文 蠟石製　獅子彫摘

35 重要文化財　伊達周宗所用印章
江戸時代後期（18-
19世紀）

1顆 伊文 象牙製

36 重要文化財　伊達斉宗所用印章
江戸時代後期（19世
紀）

1顆 伊文 蠟石製

37 重要文化財　伊達斉義所用印章
江戸時代後期（19世
紀）

1顆 伊文 蠟石製　亀彫摘

38 重要文化財　伊達斉邦所用印章
江戸時代後期（19世
紀）

1顆 伊文 蠟石製

39 重要文化財　伊達慶邦所用印章
江戸時代後期（19世
紀）

1顆 伊文 蠟石製

歴代藩主の印章

※展示資料はすべて館蔵。所蔵欄の「伊文」は伊達家寄贈文化財を指す。

鎌倉・南北朝時代の伊達家文書

室町～戦国時代中期の伊達家文書

伊達政宗の印章と印判状

戦国時代後期の伊達家文書

戦国末期・江戸時代初期の伊達家文書


