
番号 種別 題名 ヨミ 所在地 枚数 写真 状態

1 歌碑 藤井草宣歌碑 フジイソウセンカヒ
浄円寺（豊橋市大村町字

黒下19）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

写真１

写真2

5 歌碑
玉壺堂先生碑陰

（歌碑）
ギョッコドウセンセイカ

ヒ
満目院（豊川市金沢町西浦9-

1）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

8 歌碑 夏目甕麿歌碑 ナツメミカマロカヒ
蔵法寺（湖西市白須賀

5350-1）
1 写真１ 現存

9 歌碑 花下言志 カカゲンシ 不明 1 写真１ 確認できず

10 句碑 法眼一露句碑 ホウゲンイチロクヒ
悟真寺（豊橋市関屋町

212）
1 写真１ 現存

11 句碑 滝崎定丸句碑 タキサキサダマルクヒ
大聖寺（豊橋市花田町字石塚

88）
1 写真１ 現存

12 句碑 菊水の句碑 キクスイノクヒ 神宮寺（豊橋市魚町79） 1 写真１ 確認できず

13 句碑 如煙翁句碑 ジョエンオウクヒ 天神社（旧豊橋市新銭町） 1 写真１ 滅失

14 句碑 梅甫句碑 バイホクヒ
羽田八幡宮（豊橋市花田

町字斎藤54）
1 写真１ 未確認

15 句碑 古市木朶句碑 フルイチモクダクヒ
岩屋山頂(豊橋市大岩町字火

打坂）
1 写真１ 現存

16 句碑 石芝定丸句碑 セキシサダマルクヒ
満目院（豊川市金沢町西

浦９−１）
1 写真１ 現存

17 芭蕉句碑（掛軸） 松葉塚 マツバヅカ
聖眼寺（豊橋市下地町3-

3）
1 写真１ 現存

18 芭蕉句碑（掛軸） 旅寝塚 タビヅカ
湊町公園内弁天島（豊橋市湊

町1）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

20 芭蕉句碑（掛軸） 萩塚（新） ハギヅカ 西光寺（豊橋市大手町 120） 1 写真１ 現存

写真１

写真2

21 芭蕉句碑（掛軸） 蛤塚 ハマグリヅカ
老津公園（豊橋市老津町字今

下）
2 現存

6 歌碑 磯丸歌碑 イソマルカヒ
鳳来寺山（新城市門谷字鳳来

寺）
2 現存

7 歌碑 磯丸歌碑 イソマルカヒ
鳳来寺山（新城市門谷字鳳来

寺）
2 現存

19 芭蕉句碑 行灯句碑 アンドンクヒ
湊町公園前の歩道（豊橋市湊

町）
2 現存

豊橋市図書館所蔵拓本資料一覧表

2 歌碑 枯はすや カレハスヤ 聖眼寺（豊橋市下地町3- 3） 2 現存

3 歌碑 渡辺宗中歌碑 ワタナベソウチュウカヒ 応通寺（豊橋市花園町 93） 2 確認できず

4 歌碑 春乙さくら ハルオトサクラ
妙泉寺（豊橋市二川町東町10

1の1）
2 現存
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22 芭蕉句碑（掛軸） 花ごろも塚 ハナゴロヅカ
老津公園（豊橋市老津町字今

下）
1 写真１ 現存

23 芭蕉句碑（掛軸） 旅に病で塚 タビニヤンデヅカ
老津公園（豊橋市老津町字今

下）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

25 芭蕉句碑 冬の日塚 フユノヒヅカ
寶林寺（豊橋市杉山町松岡11

）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

27 芭蕉句碑 紫陽花塚 アジサイヅカ
妙泉寺（豊橋市二川町東町10

1の1）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真４

32 芭蕉句碑（掛軸） 冬住居塚 フユズマイヅカ 庚申寺（新城市北畑3） 1 写真１ 現存

写真１

写真2

34 芭蕉句碑（掛軸） 影法師塚 カゲボウシヅカ
龍泉寺（田原市田原町新町82-

1）
2 写真１ 現存

34 芭蕉句碑（掛軸） 影法師塚 カゲボウシヅカ
龍泉寺（田原市田原町新町82-

1）
2 写真2 現存

35 芭蕉句碑（掛軸） 師弟三吟塚 シテイサンギンヅカ
潮音寺（田原市福江町字原島

37）
1 写真１ 現存

31 芭蕉句碑（掛軸） 紅梅塚 コウバイヅカ
国府観音（豊川市国府町的場

16）
4 現存

33 芭蕉句碑（掛軸） 木枯塚（旧） コガラシヅカ
鳳来寺仁王門手前（新城市門

谷字鳳来寺）
2 現存

28 芭蕉句碑（掛軸） 木槿塚 ムクゲヅカ
東観音寺（豊橋市小松原町字

坪尻14）
2 現存

29 芭蕉句碑（掛軸） 夏の月塚 ナツノツキヅカ
関川神社（豊川市赤坂町関川

）
3 現存

30 芭蕉句碑（掛軸） 陽炎塚 カゲロウ塚
西明寺参道入口（豊川市八幡

町黒仏）
2 現存

24 芭蕉句碑（掛軸） 吉野山塚 ヨシノヤマヅカ
老津公園（豊橋市老津町字今

下）
2 現存

26 芭蕉句碑（掛軸） 影法師塚 カゲボウシヅカ
JA愛知経済連営農支援センタ
ー（豊橋市杉山町字新々田11

5）
3 現存
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写真１

写真2

写真３

写真４

写真５

写真１

写真2

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

40 顕彰碑 是心軒一露碑 ゼシンケンイチロヒ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

42 顕彰碑 森暁葊翁碑誌 モリギョウアンオウヒシ
豊城神社（豊橋市東田町字北

蓮田26番）
1 写真１ 現存

43 顕彰碑 福谷啓吉 フクタニケイキチ
旧誓念寺墓地（豊橋市花園町

90）
1 写真１ 現存

44 顕彰碑 羽田野栄木翁之傳
ハダノサカキオウノデ

ン
羽田八幡宮文庫址（豊橋市花

田町字斉藤56-3他）
1 写真１ 現存

45 顕彰碑
学問神四柱遥拝所之

碑
ガクモンシンヨハシラヨ

ウハイジョノヒ
羽田八幡宮文庫址（豊橋市花

田町字斉藤56-3他）
1 写真１ 現存

46 顕彰碑 雪月庵譲和之碑
セツゲツアンジョウワノ

ヒ
宝形院（豊橋市花田町字斉藤

62-1）
1 写真１ 現存

47 顕彰碑 木村庄之助碑 キムラショウノスケヒ
法華寺（豊橋市東脇４丁目12-

3）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

49 顕彰碑 新建楠公祠碑 シンケンナンコウシヒ
石巻山（豊橋市石巻町字南山

）
1 写真１ 現存

50 顕彰碑
旧朝倉仁右衛門顕彰

碑
キュウアサクラニエモ

ンケンショウヒ
細谷小学校（豊橋市細谷町字

中ノ島47-1）
1 写真１ 滅失

51 記念碑 吉田大橋修復碑
ヨシダオオハシシュウ

フクヒ
龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 未確認

41 顕彰碑
三代目新藤立揮
（安時）顕彰碑

サンダイメシンドウリッ
キ（ヤストキ）ケンショ

ウヒ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 3 確認できず

48 顕彰碑 三浦碧水 ミウラヘキスイ 願成寺（豊橋市東新町 28） 2 未確認

37 漢詩碑 皇廷万歳 コウテイ  バンザイ
羽田八幡宮（豊橋市花田町字

斎藤54）
2 確認できず

38 顕彰碑 山本三太郎顕彰碑
ヤマモト 

サンタロウケンショウヒ
聖眼寺（豊橋市下地町3- 3） 2 滅失

39 顕彰碑
舞車三郎左衛門顕彰

碑（下地村開発）

マイグルマ 
サブロウザエモン 

ケンショウヒ（ 
シモジムラ カイハツ）

聖眼寺（豊橋市下地町3- 3） 2 現存

36 芭蕉句碑（掛軸） 鷹見塚 タカミヅカ
芭蕉園地（田原市伊良湖町宮

下2957）
5 現存
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52 記念碑 雷石 カミナリイシ
牟呂八幡宮（豊橋市牟呂町字

郷社1）
1 写真１ 現存

53 記念碑 西国三拾三所順禮
サンゴクサンジュウサ

ンカショジュンレイ
潮音寺（豊橋市小池町字西海

戸54）
1 写真１ 現存

54 記念碑 大通寺盃井碑 ダイツウジハイセイヒ 大通寺（新城市長篠市場 51） 1 写真１ 現存

55 忠魂碑 月桂樹 ゲッケイジュ 豊川市牛久保町城跡 1 写真１ 現存

56 教訓碑 太蓮寺教訓碑 タイレンジキョウクンヒ
太蓮寺（豊橋市東田町字西脇

102の3）
1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

58 教訓碑 殺生禁断 セッショウキンダン
鳳来寺山入口（新城市門谷字

鳳来寺）
1 写真１ 現存

59 標示碑 正宗寺入口寺標
ショウジュウジイリグチ

ジヒョウ
正宗寺（豊橋市嵩山町字上角

庵52）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

62 標示碑 神明宮標示碑 シンメイグウヒョウジヒ
安久美神戸神明社（豊橋市八

町通三丁目17）
1 写真１ 確認できず

63 標示碑 吉田領牓示標
ヨシダリョウボウジヒョ

ウ
小島屋の庭（豊橋市札木町） 1 写真１ 未確認

64 標示碑 吉田領牓示標
ヨシダリョウボウジヒョ

ウ

松月亭庭  
豊橋市八町通一丁目（板新町

）
1 写真１ 未確認

65 標示碑 誓念寺標示碑 セイネンジヒョウジヒ
豊橋別院（誓念寺）（豊橋市花

園町8）
1 写真１ 未確認

66 標示碑 神代文字石碑 ジンダイモジセキヒ
羽田八幡宮（豊橋市花田町斎

藤54）
2 写真１ 確認できず

66 標示碑 神代文字石碑 ジンダイモジセキヒ
羽田八幡宮（豊橋市花田町斎

藤54）
2 写真2 確認できず

67 標示碑 仁連木城址事蹟
ニレンギジョウシジセ

キ
大口公園（豊橋市仁連木町13

6）
1 写真１ 滅失

68 標示碑 享保三年八幡宮碑
キョウホウサンネンハ

チマングウヒ
若宮八幡社（豊川市伊奈町宮

坪1）
1 写真１ 確認できず

69 標示碑 菟足神社碑 ウタリジンジャヒ
菟足神社（豊川市小坂井町宮

脇2）
1 写真１ 現存

70 標示碑
羽田野敬雄建立標示

碑
ハダノタカオコンリュウ

ヒョウジヒ
豊川市小坂井町？ 1 写真１ 未確認

71 標示碑 山本勘助 ヤマモトカンスケ
長谷寺（豊川市牛久保町八幡

口97）
1 写真１ 現存

72 標示碑 本宮山登山道里程
ホングウサントザンド

ウリテイ
本宮山登山道(豊川市一宮町） 1 写真１ 未確認

73 標示碑 浄雲門 ジョウウンモン
信玄塚（新城市竹広字信玄原 

）
1 写真１ 現存

60 標示碑 豊橋 トヨバシ
トヨバシ遊園（豊橋市船町地内

）
2 現存

61 標示碑 弁天橋 ベンテンバシ
湊町神明社  

弁天橋（豊橋市湊町1）
2 現存

57 教訓碑 楠公旌旗文 ナンコウセイキブン 豊橋市旧東田町八雲ヶ岡 3 未確認
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74 標示碑 葷酒禁止の碑 クンシュキンシノヒ
常光寺（田原市堀切町除地74

）
1 写真１ 現存

75 標示碑 旧本地佛 キュウホンジブツ 不明 1 写真１ 未確認

写真１

写真2

77 道標 後生車 ゴショウグルマ
北村公民館（豊橋市下地町字

北村）
1 写真１ 現存

78 道標 岩屋山下道標
イワヤサンシタドウヒョ

ウ
岩屋山(豊橋市大岩町字火打

坂）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

80 道標 道標 ミチシルベ 豊川市内？ 1 写真１ 未確認

81 道標 清水谷道標 シミズダニミチシルベ
鳳来寺奥の院（新城市門谷字

鳳来寺）？
1 写真１ 未確認

82 傍示柱 龍拈寺傍示柱
リュウネンジボウジチ

ュウ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真１

写真2

85 墓碑 中村風声之墓 ナカムラフウセイノハカ
法香院（豊橋市野田町字野田

96-1）
1 写真１ 現存

86 墓碑 稲田家代々之墓
イナダケダイダイノハ

カ
法香院（豊橋市野田町字野田

96-1）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

88 墓碑 渡邊平内治之墓
ワタナベヘイナイジノ

ハカ
專願寺（豊橋市馬見塚町 71） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真１

写真2

87 墓碑 宮路恒雄美草庵主墓
ミヤジツネオミクサアン

シュハカ
豊橋市高洲町  高洲共同墓地 2 未確認

89 墓碑
幽照軒五道先生之碑（

専願寺五道）

ユウショウケンゴドウセ
ンセイノヒ（センガンジ

ゴドウ）
專願寺（豊橋市馬見塚町 71） 2 未確認

90 墓碑 佐藤南澗墓 サトウナンカンハカ 龍運寺(豊橋市船町117） 2 現存

79 道標 一宮砥鹿神社道標
イチノミヤトガジンジャ  

ミチシルベ
豊川市一宮町地内 2 現存

83 墓碑 加藤假名太之墓 カトウカナタノハカ
浄円寺（豊橋市大村町字黒下

19）
2 滅失

84 墓碑 富安内膳源光友之墓
トミヤスナイゼン  

ミナモトノミツトモノハカ
聖眼寺（豊橋市下地町3- 3） 2 滅失

76 標示碑 石巻神社道標
イシマキジンジャミチシ

ルベ
石巻神社一ノ鳥居（豊橋市森

岡町22）
2 現存
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写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

93 墓碑 満相常圓居士墓
マンソウジョウエンコジ

ハカ
龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 現存

94 墓碑 斎藤一握墓 サイトウイチアクハカ
龍運寺(豊橋市船町117）要確

認
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

97 墓碑 穂積清軒之墓 ホズミセイケンノハカ
称名院（豊橋市松葉町三丁目

8）
1 写真１ 現存

98 墓碑 木崎隼人藤原申之墓
キザキハヤトフジワラ

シゲルノハカ
称名院（豊橋市松葉町三丁目

8）
1 写真１ 現存

99 墓碑 大聖寺観空墓
ダイショウジカンクウハ

カ
称名院（豊橋市松葉町三丁目

8）
1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

102 墓碑 浅井与次右衛門の墓 アサイヨジエモンノハカ 賢養院（豊橋市関屋町 184） 1 写真１ 現存

103 墓碑 石田家正範居士墓
イシダケセイハンコジ

ハカ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 2 写真１ 確認できず

104 墓碑 端告道的禅定門墓
タンコクドウテキゼンジ

ョウモンハカ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 1 写真１ 現存

105 墓碑
石田家鐡輪元性居士

墓
イシダケカンナワゲン

ショウコジハカ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 1 写真１ 確認できず

96 墓碑 羽田野敬雄墓 ハダノタカオハカ
長全寺（豊橋市花田町字斉藤

73）
2 現存

100 墓碑 宇佐見友政墓 ウサミトモマサハカ
称名院（豊橋市松葉町三丁目

8）
4 現存

101 墓碑 源石田式部秀堅之墓
ミナモトイシダシキブヒ

デカタノハカ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 2 確認できず

91 墓碑 越賀栄隆墓碑 コシガエイリュウボヒ 龍運寺(豊橋市船町117） 4 現存

92 墓碑 鈴木源吉（茂啓）墓
スズキゲンキチシゲヒ

ロハカ
龍運寺(豊橋市船町117） 2 滅失

95 墓碑
也足先生之墓（牧野伝

蔵）
ヤソクセンセイノハカ（

マキノデンゾウ）
普仙寺（豊橋市牟呂町字中村

68）
4 現存
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写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

写真３

写真４

108 墓碑 鷦盛岩茂公斎墓
ショウセイガンモコウサ

イハカ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

写真４

110 墓碑 外空道雲墓碑 ガイクウドウウンボヒ 賢養院（豊橋市関屋町 184） 1 写真１ 確認できず

111 墓碑
新藤立揮安時夫妻墓

碑
シンドウリッキヤストキ

フサイボヒ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 現存

112 墓碑 覚誉寿正・念誉源正墓
カクヨジュセイ・ネンヨ

ゲンショウハカ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 未確認

113 墓碑 専誉酉念大徳 センヨユウネンダイトコ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

114 墓碑 氣雲勝瑞 キウンショウズイ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

115 墓碑 光誉英心信女 コウヨエイシンシンニョ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

116 墓碑 香誉照月梅鄰居士
コウヨショウゲツバイリ

ンコジ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

117 墓碑 佐藤大寛墓 サトウダイカンハカ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

写真４

118 墓碑 中山繁樹奥城
ナカヤマシゲキオクツ

キ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 4 現存

106 墓碑 秋元清左衛門墓
アキモトセイザエモン

ハカ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 4 確認できず

107 墓碑 奥村五郎兵衛盛理墓
オクムラゴロウベエモ

リマサハカ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 4 確認できず

109 墓碑 奥村幸理墓 オクムラユキマサハカ 賢養院（豊橋市関屋町 184） 4 確認できず
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写真１

写真2

写真３

写真４

120 墓碑 本町小野氏墓 ホンマチオノシハカ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

121 墓碑 佐藤若水墓 サトウジャクスイハカ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

122 墓碑
寶誉妙泉・国身道堅墓

碑
ホウヨミョウセンコクシ

ンドウケンボヒ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

123 墓碑 心月吸安庵主墓碑
シンゲツキュウアンア

ンジュボヒ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

125 墓碑 渥美氏墓 アツミシハカ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 現存

126 墓碑 木村紅蓼（正敬）墓
キムラコウリョウ（マサ

タカ）ハカ
蓮泉寺（豊橋市花園町５） 1 写真１ 滅失

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

129 墓碑 釈尼妙春墓
シャクニミョウシュンハ

カ
豊橋別院（誓念寺）（豊橋市花

園町8）
1 写真１ 未確認

130 墓碑 渡邉半太夫之墓
ワタナベハンダユウノ

ハカ
豊橋別院（誓念寺）（豊橋市花

園町8）
1 写真１ 未確認

131 墓碑 廣岩敬道墓 ヒロイワケイドウハカ 喜見寺（豊橋市花園町 88） 1 写真１ 確認できず

132 墓碑 浅井完晁墓 アサイカンチョウハカ 喜見寺（豊橋市花園町 88） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

134 墓碑
龍拈寺二十六世大珍

彭遷

リュウネンジニジュウロ
クセイダイチンホウセ

ン
喜見寺（豊橋市花園町 88） 1 写真１ 確認できず

127 墓碑 木村清蔭之墓 キムラセイインノハカ 蓮泉寺（豊橋市花園町５） 4 現存

128 墓碑 内藤聴雪墓 ナイトウチョウセツハカ 蓮泉寺（豊橋市花園町5） 2 確認できず

133 墓碑 山本源吉先生之墓
ヤマモトゲンキチセン

セイノハカ
喜見寺（豊橋市花園町 88） 3 確認できず

119 墓碑 坂輪竜庵墓 サカワリュウアンハカ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 4 確認できず

124 墓碑 是心軒一露墓碑 ゼシンケンイチロボヒ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 2 現存
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写真１

写真2

136 墓碑 浅井弁庵墓 アサイベンアンハカ 喜見寺（豊橋市花園町 88） 1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真４

139 墓碑 浅岡勾當墓 アサオカコウトウハカ 応通寺（豊橋市花園町 93） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

写真３

写真４

144 墓碑 晴軒大田先生墓
セイケンオオタセンセ

イハカ
妙円寺（豊橋市魚町112） 1 写真１ 確認できず

145 墓碑 晴齊大田先生之墓
セイサイオオタセンセ

イノハカ
妙円寺（豊橋市魚町112） 1 写真１ 滅失

143 墓碑 倉垣管八郎長治墓
クラガキカンパチロウ

ナガハルハカ
応通寺（豊橋市花園町 93） 4 現存

140 墓碑
釈慶聞（岩瀬秀平）之

墓
シャクケイブン（イワセ

シュウヘイ）ノハカ
応通寺（豊橋市花園町 93） 4 現存

141 墓碑
襗慶遇（岩瀬良平）之

墓
シャクケイグウ（イワセ

リョウヘイ）ノハカ
応通寺（豊橋市花園町 93） 4 現存

142 墓碑 倉垣長義墓 クラガキナガヨシハカ 応通寺（豊橋市花園町 93） 3 現存

135 墓碑 夏目源次重鐵之奥墓
ナツメゲンジシゲカネノ

オクハカ
喜見寺（豊橋市花園町 88） 2 確認できず

137 墓碑 亀井六五左衛門墓
カメイロクゴザエモンハ

カ
仁長寺（豊橋花園町92） 2 現存

138 墓碑 古野子帥墓 フルノシスイハカ 仁長寺（豊橋花園町92） 1 現存
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写真１

写真2

写真３

写真４

147 墓碑 覚兮空圓居士台霊
カクケイクウエンコジダ

イレイ
神宮寺（豊橋市魚町79） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

149 墓碑 觀世左近太夫墓
カンゼサコンダユウハ

カ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 現存

150 墓碑 大澤玄龍之墓
オオサワゲンリュウノ

ハカ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 現存

151 墓碑 深井清崋墓 フカイセイカハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 現存

152 墓碑 生  岩道鉄 セイガンドウテツ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

153 墓碑 開雲自田禅定尼墓碑
カイウンジデンゼンジョ

ウニボヒ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

157 墓碑 西村為周墓 ニシムラタメチカハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 2 現存

154 墓碑 翠園西岡先生墓
スイエンニシオカセン

セイハカ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 3 現存

155 墓碑 正利院英嶽祖俊居士
ショウリインエイガクソ

シュンコジ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 4 確認できず

156 墓碑 安形貴林墓 アガタキリンハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 3 現存

146 墓碑 夜燕女之墓 ヤエンジョノハカ 妙円寺（豊橋市魚町112） 4 現存

148 墓碑 原田圭岳夫妻墓碑
ハラダケイガクフサイ

ボヒ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 2 現存
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写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

160 墓碑 松井興悳墓 マツイコウトクハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 3 写真１ 現存

写真2

写真３

161 墓碑 緑安祐線 リョクアンユウセン 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

162 墓碑
柵窓桂瑚禅定尼・得翁

芳救庵主墓

サンソウケイゴゼンジョ
ウニ・トクオウホウキュ

ウアンシュハ
カ

龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

163 墓碑 墓碑 ボヒ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

写真４

165 墓碑 廣岩主人家墓 ヒロイワシュジンケハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

166 墓碑 武井三悦墓 タケイサンエツハカ 花谷院（豊橋市中世古町 152） 1 写真１ 現存

167 墓碑
實相院古道圓覚法印

墓
ジッソウインコドウエン

カクホウインハカ
青龍寺(豊橋市飽海町33） 1 写真１ 現存

168 墓碑 穂積重實之墓 ホズミシゲザネノハカ
向山霊苑(豊橋市向山町字塚

南30）
1 写真１ 現存

169 墓碑
鈴木土佐穂積梁満之

墓
スズキトサホズミヤナ

マロノハカ
向山霊苑(豊橋市向山町字塚

南30）
1 写真１ 現存

170 墓碑 穂積重野墓 ホズミシゲノハカ
向山霊苑(豊橋市向山町字塚

南30）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

写真４

160 墓碑 松井興悳墓 マツイコウトクハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 3 現存

164 墓碑 松井子敬墓 マツイシケイハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 4 現存

171 墓碑 柏山飯野墓 ハクザンイイノハカ
向山霊苑(豊橋市向山町字塚

南30）
4 現存

158 墓碑 関屋一勲墓 セキヤイックンハカ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 4 現存

159 墓碑 墓碑銘 ボヒメイ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 2 確認できず
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写真１

写真2

写真３

写真４

173 墓碑 木藤少山墓 キトウショウザンハカ
陸軍墓地(豊橋市東田町西前

山）
3 写真１ 確認できず

写真2

写真３

写真１

写真2

写真１

写真2

写真１

写真2

177 墓碑 長尾華陽夫妻墓碑 ナガオカヨウフサイボヒ
桜ヶ丘神道墓苑（豊橋市東田

町字西前山）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

182 墓碑 藤森彦男墓 フジモリヨシオハカ 全久院（豊橋市東郷町 117） 1 写真１ 現存

183 墓碑 宗徧居士之墓 ソウヘンコジノハカ
臨済寺（豊橋市東田町字西郷

114）
1 写真１ 現存

179 墓碑 戸田康長室松君墓
トダヤスナガシツマツ

ギミハカ
全久院（豊橋市東郷町 117） 4 現存

180 墓碑 馬の墓 ウマノハカ 全久院（豊橋市東郷町 117） 3 現存

181 墓碑 児島閑窓墓 コジマカンソウハカ 全久院（豊橋市東郷町 117） 2 現存

175 墓碑
従五位下長門守藤原

朝臣信定墓

ジュゴイゲナガトノカミ
フジワラアソンノブサダ

ハカ

桜ヶ丘神道墓苑（豊橋市東田
町字西前山）

2 現存

176 墓碑 和田要人国重墓
ワダヨウジンコクジュウ

ハカ
桜ヶ丘神道墓苑（豊橋市東田

町字西前山）
2 確認できず

178 墓碑 和田肇墓 ワダハジメハカ
桜ヶ丘神道墓苑（豊橋市東田

町字西前山）
2 現存

172 墓碑 大口喜園墓 オオグチキエンハカ
向山霊苑(豊橋市向山町字塚

南30）
4 現存

173 墓碑 木藤少山墓 キトウショウザンハカ
陸軍墓地(豊橋市東田町西前

山）
3 確認できず

174 墓碑
肥後守従五位下藤原

朝臣守海墓

ヒゴノカミジュゴイゲフ
ジワラアソンモリウミハ

カ

桜ヶ丘神道墓苑（豊橋市東田
町字西前山）

2 現存
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184 墓碑 小笠原家墓碑 オガサワラケボヒ
臨済寺（豊橋市東田町字西郷

114）
1 写真１ 現存

185 墓碑
祥鳳院殿前佐州太守

瑞巖崇輝大居士

ショウホウインデンサ
キノサシュウタイシュズ

イゲンスウキ
ダイコジ

臨済寺（豊橋市東田町字西郷
114）

2 写真１ 現存

185 墓碑
祥鳳院殿前佐州太守

瑞巖崇輝大居士

ショウホウインデンサ
キノサシュウタイシュズ

イゲンスウキ
ダイコジ

臨済寺（豊橋市東田町字西郷
114）

2 写真2 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

写真１

写真2

189 墓碑 小沢才二墓 オザワサイジハカ 西明寺（豊川市八幡町寺前7） 1 写真１ 現存

190 墓碑 本多修理亮光忠墓
ホンダシュリノスケミツ

タダハカ
お松見（豊川市伊奈町鶴田） 1 写真１ 現存

191 墓碑 通屋峒円禅定門墓
ツウオクドウエンゼン

ジョウモンハカ
豊川市千両町 1 写真１ 未確認

192 墓碑 牧野田内左衛門墓
マキノデンナイサエモ

ンハカ
牧野共同墓地(豊川市内） 1 写真１ 未確認

193 墓碑
川出宮内大輔良政之

墓
カワデクナイタイフヨシ

マサノハカ
龍徳院（豊川市小坂井町樫王

48）
1 写真１ 未確認

写真１

写真2

195 墓碑 圓寂始元周甫之墓
エンジャクシゲンシュウ

ホノハカ
東漸寺（豊川市伊奈町縫殿58

）
1 写真１ 現存

196 墓碑 本多家墓碑 ホンダケボヒ 豊川市伊奈町 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

198 墓碑 川出渡之墓 カワデワタルノハカ
小坂井共同墓地（豊川市旧小

坂井町）
1 写真１ 確認できず

199 墓碑 川出注連造直行墓
カワデシメノミヤツコナ

オユキハカ
豊川市（旧小坂井町地内） 1 写真１ 未確認

200 墓碑 原田常吉墓 ハラダツネキチハカ 豊川市（旧小坂井町平井） 1 写真１ 未確認

写真１

写真2

写真３

194 墓碑 圓寂禅師之墓 エンジャクゼンジノハカ
東漸寺（豊川市伊奈町縫殿58

）
2 現存

197 墓碑 大林意備墓
オオバヤシモトヨシハ

カ
平井墓地（豊川市旧小坂井） 2 確認できず

201 墓碑
本多彦太郎墓  
本多助太夫墓

ホンダヒコタタロウハカ
ホンダスケダユウハカ

医王寺（豊川市篠束町郷中98-
1）

3 確認できず

186 墓碑
丹波入道惟馨全香墳

跡
タンバニュウドウイケイ

ゼンコウフンシ
豊橋市岩崎町森中80 2 現存

187 墓碑 春栄道林らの墓碑
シュンエイドウリンラノ

ボヒ
豊橋市老津町地内 2 未確認

188 墓碑 片岡丈右門墓
カタオカジョウエモンハ

カ
国府観音寺（豊川市国府町的

場16）
2 現存
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写真１

写真2

写真３

写真４

203 墓碑 直誉億念墓碑 チョクヨオクネンボヒ
大恩寺（豊川市御津町広石御

津山5）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

205 墓碑 戸河里藤原長信之墓
トガリフジワラチョウシ

ンノハカ
旧一宮町共同墓地（豊川市一

宮町地内）
1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

207 墓碑 草鹿砥宣輝之墓 クサカドノブテルノハカ
旧一宮町共同墓地（豊川市一

宮町地内）
1 写真１ 現存

208 墓碑 戸加里主馬永往之墓
トガリシュメエイオウノ

ハカ
旧一宮町共同墓地（豊川市一

宮町地内）
1 写真１ 現存

209 墓碑
嶺秀院殿松誉栄感大

姉
レイシュウインデンショ

ウヨエイカンダイシ
不明（豊川市内？） 1 写真１ 未確認

写真１

写真2

写真３

211 墓碑 馬場美濃守戦死墓
ババミノノカミセンシハ

カ
新城市長篠字西野々51- 1 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

213 墓碑 鈴木春山墓 スズキシュンサンハカ
龍泉寺（田原市田原町新町82-

1）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

216 墓碑
櫻井庄之助藤原勝次

君墓
サクライショウノスケフ
ジワラカツジクンハカ

蔵法寺（湖西市白須賀 5350-
1）

1 写真１ 確認できず

215 墓碑 間宮氏二代墓 マミヤシニダイハカ
栖了院（田原市福江町字上紺

屋瀬古7-1）
2 現存

210 墓碑 天桂院墓碑 テンケイインボヒ
天桂院（蒲郡市蒲郡町荒子83

）
3 現存

212 墓碑 山田常右衛門益郷墓
ヤマダジョウエモンヤ

スサトハカ
鳳来寺山門右側（新城市門谷

字鳳来寺）
2 未確認

214 墓碑 杜国墓 トコクハカ
潮音寺（田原市福江町字原の

島37）
4 現存

202 墓碑 太田山陰墓 オオタサンインハカ 誓林寺（豊川市長沢町下市3） 4 未確認

204 墓碑 牧野氏の墓 マキノシノハカ 豊川市下長山町西道貝津87 2 確認できず

206 墓碑 草鹿砥宣隆墓 クサカドノブタカハカ
旧一宮町共同墓地（豊川市一

宮町地内）
2 現存
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217 墓碑 菅江真澄翁墓 スガエマスミオウハカ
鎌田正家墓地内（秋田県秋田

市寺内大小路）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

219 板碑 龍運寺板碑 リュウンジイタビ 龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 現存

220 板碑 晨往南心 シンオウナンシン 龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 現存

221 板碑 賢養院貞享元年板碑
ケンヨウインジョウキョ

ウガンネンイタビ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 1 写真１ 確認できず

222 板碑 大平寺板碑 タイヘイジイタビ
大平寺（豊橋市老津町字高縄

城204）
1 写真１ 未確認

223 板碑 城宝寺板碑 ジョウホウジイタビ
城宝寺（田原市田原町稗田50

）
1 写真１ 現存

224 銅板墓誌銘
臨済正宗三十四世泰
雲白翁道泰和尚禅師

リンザイショウシュウサ
ンジュウヨンセタイウン

ハクオウド
ウタイオショウゼンジ

正宗寺（豊橋市嵩山町字上角
庵52）

1 写真１ 確認できず

225 仏像銘
百万遍講尊像阿弥陀

如来
ヒャクマンベンコウソン

ゾウアミダニョライ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

226 仏像銘 東漸寺観音像台石銘
トウゼンジカンノンゾウ

ダイセキメイ
東漸寺（豊川市伊奈町縫殿58

）
1 写真１ 確認できず

227 仏像銘 観音像台坐蓮弁銘
カンノンゾウダイザレン

ベンメイ
不明 1 写真１ 確認できず

228 露仏銘 山下氏露仏銘 ヤマシタシロブツメイ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

230 露仏銘
龍拈寺地蔵露佛台座

銘
リュウネンジジゾウロ

ブツダイザメイ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

231 露仏銘 鳳来寺露仏銘 ホウライジロブツメイ
鳳来寺（新城市門谷字鳳来寺

1）
1 写真１ 確認できず

232 石仏 石仏銘 セキブツメイ
旧八幡社(豊橋市旧東八町）

安久美神戸神明社に合
祀

1 写真１ 未確認

233 石仏 寛永六年石仏
カンエイロクネンイシボ

トケ
大口公園（豊橋市仁連木町13

6）
1 写真１ 確認できず

234 懸仏 懸仏 カケボトケ 豊橋市旧老津町次北 1 写真１ 確認できず

235 懸仏 喇嘛 ラマ 不明 1 写真１ 未確認

235 懸仏 喇嘛 ラマ 不明 1 写真2 未確認

236 塔 塔偈文 トウゲブン 喜見寺（豊橋市花園町 88） 1 写真１ 確認できず

237 五輪塔 水禽鳥 クイナ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

238 五輪塔 慶長二十年五輪塔
ケイチョウニジュウネン

ゴリントウ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

239 五輪塔 朝鮮使節五輪塔
チョウセンシセツゴリン

トウ
日進寺（豊橋市新吉町９） 1 写真１ 現存

218 墓碑 清譽澄月蓮乘
セイヨチョウゲツレンジ

ョウ
不明 2 未確認

229 露仏銘 露仏銘 ロブツメイ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 2 確認できず
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240 五輪塔
呉服町林氏五輪塔地

輪銘
ゴフクマチハヤシシゴ

リントウチリンメイ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 現存

241 五輪塔 五輪塔地輪銘 ゴリントウチリンメイ 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

写真４

写真５

243 五輪塔 永住寺五輪塔地輪銘
エイジュウジゴリントウ

チリンメイ
永住寺（新城市裏野3） 1 写真１ 現存

244 五輪塔
福江町栖了院  
五輪塔二基

フクエチョウセイリョウ
インゴリントウニキ

栖了院（田原市福江町上紺屋
瀬古7-1）

1 写真１ 現存

245 塔様碑
野口神明社塔様物側

面
ノグチシンメイシャトウ

ヨウブツソクメン
神明社（豊橋市大手町 125) 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真４

248 宝筐印塔 東漸寺宝筐印塔
トウセンジホウキョウイ

ントウ
東漸寺（豊川市小坂井町伊奈

字縫殿58）
1 写真１ 確認できず

249 宝筐印塔 妙劉寺印塔梵字
ミョウリュウジイントウ

ボンジ
妙劉寺（豊川市東上町滝ノ入8

）
1 写真１ 現存

250 石燈籠 石燈籠 イシドウロウ
牟呂八幡宮（豊橋市牟呂町字

郷社1）
5 写真１ 確認できず

写真2

写真３

写真４

写真５

251 石燈籠
松平資訓家臣寄進石

燈籠
マツダイラスケノリカシ
ンキシンイシドウロウ

龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 現存

252 石燈籠 享保十七年石燈籠
キョウホウジュウシチ

ネンイシドウロウ
龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 滅失

253 石燈籠 御寶前石燈籠
ゴホウゼンイシドウロ

ウ
湊町神明社（豊橋市湊町 1） 1 写真１ 確認できず

254 石燈籠 石燈籠 イシドウロウ
湊町神明社（豊橋市湊町

１）
1 写真１ 現存

250 石燈籠 石燈籠 イシドウロウ
牟呂八幡宮（豊橋市牟呂町字

郷社1）
5 確認できず

242 五輪塔 法蔵寺五輪塔地輪銘
ホウゾウジゴリントウチ

リンメイ
法蔵寺（豊橋市伊古部町字下

り 28）
5 確認できず

246 塔様碑 円通院五輪板塔婆
エンツウインゴリンイタ

トウバ
円通院（田原市伊良湖町拾歩

2685-42）
2 現存

247 宝篋印塔 神宮寺宝篋印塔
ジングウジホウキョウ

イントウ
神宮寺（豊橋市魚町79） 4 滅失
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255 石燈籠 石燈籠 イシドウロウ 湊町神明社（豊橋市湊町 1） 1 写真１ 現存

256 石燈籠 石燈籠 イシドウロウ 湊町神明社（豊橋市湊町 1） 1 写真１ 確認できず

257 石燈籠 石燈籠 イシドウロウ 湊町神明社（豊橋市湊町 1） 1 写真１ 確認できず

258 石燈籠
貞享三丙寅湊町神明

社石燈籠

ショウキョウサンカノエ
トラミナトマチシンメイ

シャイシドウロウ
湊町神明社（豊橋市湊町 1） 1 写真１ 確認できず

259 石燈籠 弁天島内石燈籠
ベンテンジマナイイシド

ウロウ
湊町神明社  弁天島内

（豊橋市湊町1）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

261 石燈籠
吉田神社正徳四年石

燈籠
ヨシダジンジャショウト
クヨネンイシドウロウ

吉田神社(豊橋市関屋町 2） 1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

263 石燈籠
吉田神社正徳四年石

燈籠
ヨシダジンジャショウト
クヨネンイシドウロウ

吉田神社(豊橋市関屋町 2） 1 写真１ 現存

264 石燈籠
吉田神社享保十七年

石燈籠

ヨシダジンジャキョウホ
ウジュウシチネンイシド

ウロウ
吉田神社(豊橋市関屋町 2） 3 写真１ 現存

写真2

写真３

265 石燈籠 延宝七年石燈籠
エンポウシチネンイシ

ドウロウ
豊橋市魚町 2 写真１ 確認できず

265 石燈籠 延宝七年石燈籠
エンポウシチネンイシ

ドウロウ
豊橋市魚町 2 写真2 確認できず

写真１

写真2

267 石燈籠 中八町神明社石燈籠
ナカハッチョウシンメイ

シャイシドウロウ
安久美神戸神明社（豊橋市八

町通三丁目17）
1 写真１ 確認できず

268 石燈籠
八町神明宮享保十七

年石燈籠

ハッチョウシンメイグ
ウキョウホウジュウシ
チネンイシドウロウ

安久美神戸神明社（豊橋市八
町通三丁目17）

1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2270 石燈籠
八幡社享保十七年石

燈籠

ハチマンシャキョウホ
ウジュウシチネンイシド

ウロウ

旧八幡社(豊橋市旧東八町）
安久美神戸神明社に合祀

3 未確認

264 石燈籠
吉田神社享保十七年

石燈籠

ヨシダジンジャキョウホ
ウジュウシチネンイシド

ウロウ
吉田神社(豊橋市関屋町 2） 3 現存

266 石燈籠
横町わくぐり社天王社

石燈籠
ヨコマチワクグリシャテ
ンノウシャイシドウロウ

わくぐり神社（豊橋市新本町57
）

2 現存

269 石燈籠
神明社延寶元年石燈

籠
シンメイシャエンポウガ

ンネンイシドウロウ
安久美神戸神明社（豊橋市八

町通三丁目17）
2 確認できず

260 石燈籠
吉田神社享保十七年

石燈籠

ヨシダジンジャキョウホ
ウジュウシチネンイシド

ウロウ
吉田神社(豊橋市関屋町 2） 2 現存

262 石燈籠
吉田神社寛文六年石

燈籠
ヨシダジンジャカンブン
ロクネンイシドウロウ

吉田神社(豊橋市関屋町 2） 3 現存
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写真３

写真１

写真2

272 石燈籠
東八町八幡社前石燈

籠
ヒガシハッチョウハチマ
ンシャマエイシドウロウ

豊橋市八町通5丁目 1 写真１ 未確認

273 石燈籠 中世古観音院石燈籠
ナカゼコカンノンインイ

シドウロウ
豊橋市中世古町地内 1 写真１ 未確認

274 石燈籠 石灯籠 イシドウロウ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 滅失

275 石燈籠 延宝七年石燈籠
エンポウシチネンイシ

ドウロウ
臨済寺（豊橋市東田町字西郷

114）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

277 石燈籠 神明宮石燈籠
シンメイグウイシドウロ

ウ
不明（豊橋市内？） 1 写真１ 未確認

278 石燈籠 篠束神社石燈籠
シノヅカジンジャイシド

ウロウ
篠束神社（豊川市篠束町西宮

28）
1 写真１ 現存

279 石燈籠 菟足神社石燈籠
ウタリジンジャイシドウ

ロウ
菟足神社（豊川市小坂井町宮

脇2）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

281 石燈籠 砥鹿神社奥宮石燈籠
トガジンジャオクミヤイ

シドウロウ
豊川市上長山町本宮下4 1 写真１ 未確認

282 石燈籠
下長山熊野神社石燈

籠
シモナガヤマクマノジ
ンジャイシドウロウ

熊野神社（豊川市下長山町西
道貝津87）

1 写真１ 現存

283 石燈籠 籰繰神社燈籠銘
ワクグリジンジャトウロ

ウメイ
籰繰神社（豊川市東上町権現

1-1）
1 写真１ 現存

284 石燈籠
籰繰神社石燈籠

（元禄五年）

ワクグリジンジャイシド
ウロウ（ゲンロクゴネン

）

籰繰神社（豊川市東上町権現
1-1）

1 写真１ 確認できず

285 石燈籠
籰繰神社石燈籠
（寛政十一年）

ワクグリジンジャイシド
ウロウ（カンセイ
ジュウイチネン）

籰繰神社（豊川市東上町権現
1-1）

1 写真１ 現存

286 石燈籠
籰繰神社石燈籠

（安永二年・寛政三年）

ワクグリジンジャイ
シドウロウ（アンエイニ
ネン・カンセイサンネン

）

籰繰神社（豊川市東上町権現
1-1）

1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

280 石燈籠
天和四年菟足神社石

燈籠
テンナヨネンウタリジン

ジャイシドウロウ
菟足神社（豊川市小坂井町宮

脇2）
2 現存

287 石燈籠
鳳来寺山元参道跡燈

籠
ホウライジサンモトサ

ンドウアトトウロウ
鳳来寺山（新城市門谷字鳳来

寺）
3 現存

ウ ウ

271 石燈籠
東八町八幡社末社石

燈籠

ヒガシハッチョウハチマ
ンシャマッシャイシドウ

ロウ
八幡社末社(豊橋市旧東八町） 2 未確認

276 石燈籠 寛文四年石燈籠
カンブンヨネンイシドウ

ロウ
臨済寺（豊橋市東田町字西郷

114）
2 現存
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写真１

写真2

289 石燈籠 鳳来寺石燈籠 ホウライジイシドウロウ
鳳来寺参道（新城市門谷字鳳

来寺）
1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

291 石燈籠 慶安四年石燈籠
ケイアンヨネンイシドウ

ロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

292 石燈籠 慶安四年石燈籠
ケイアンヨネンイシドウ

ロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

293 石燈籠 寛文五年石燈籠
カンブンゴネンイシドウ

ロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

294 石燈籠 元禄八年石燈籠
ゲンロクハチネンイシド

ウロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

295 石燈籠 寛文十三年石燈籠
カンブンジュウサンネ

ンイシドウロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真３

296 石燈籠 東照宮尊前石燈籠
トウショウグウソンゼン

イシドウロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
4 写真４ 現存

297 石燈籠 慶安四年石燈籠
ケイアンヨネンイシドウ

ロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

298 石燈籠
慶安五年・正徳五年石

燈籠

ケイアンゴネン・ショ
ウトクゴネンイシドウロ

ウ

鳳来寺東照宮（新城市門谷字
鳳来寺４）

2 写真１ 現存

298 石燈籠
慶安五年・正徳五年石

燈籠
ケイアンゴネン・ショウ
トクゴネンイシドウロウ

鳳来寺東照宮（新城市門谷字
鳳来寺４）

2 写真2 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

写真１

写真2

302 石燈籠 寛政八年碑文
カンセイハチネンヒブ

ン
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 未確認

写真１

写真2

304 石燈籠 秋葉山石燈籠
アキバサンイシドウロ

ウ
秋葉山（浜松市天竜区春野町

領家841）
1 写真１ 確認できず

300 石燈籠
慶安四年・正徳五年石

燈籠
ケイアンヨネン・ショウ
トクゴネンイシドウロウ

鳳来寺東照宮（新城市門谷字
鳳来寺４）

2 現存

301 石燈籠
天和三年・明和元年石

燈籠
テンナサンネンメイワ
ガンネンイシドウロウ

鳳来寺東照宮（新城市門谷字
鳳来寺4）

2 現存

303 石燈籠 別荘前石燈籠
ベッソウマエイシドウロ

ウ
新城市内 2 未確認

290 石燈籠
慶安五年・正徳五年石

燈籠
ケイアンゴネン・ショウ
トク ゴネンイシドウロウ

鳳来寺東照宮（新城市門谷字
鳳来寺４）

2 現存

296 石燈籠 東照宮尊前石燈籠
トウショウグウソンゼン

イシドウロウ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
4 現存

299 石燈籠
慶安四年・享保二十年

石燈籠

ケイアンヨネン・キョウ
ホウニジュウネンイシ

ドウロウ

鳳来寺東照宮（新城市門谷字
鳳来寺４）

2 現存

288 石燈籠 鳳来寺石段石燈籠
ホウライジイシダンイシ

ドウロウ
鳳来寺山（新城市門谷字鳳来

寺）
2 現存
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305 石燈籠 秋葉山石燈籠西側面
アキバサンイシドウロ

ウニシソクメン
秋葉山（浜松市天竜区春野町

領家841）
1 写真１ 確認できず

306 石燈籠 光明山石燈籠
コウミョウサンイシドウ

ロウ
不明 1 写真１ 未確認

307 燈籠竿銘 普門寺石燈籠竿銘
フモンジイシドウロウサ

オメイ
普門寺(豊橋市雲谷町字ナベ

山下7）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真４

写真５

310 庚申碑 庚申碑 コウシンヒ
普仙寺（豊橋市牟呂町字中村

69）
1 写真１ 現存

311 庚申碑 バン（大日如来）庚申
バン（ダイニチニョライ）

コウシン
龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 現存

312 庚申碑
称名院延宝八年庚申

碑

ショウミョウインエン
ポウハチネンコウシン

ヒ

称名院（豊橋市松葉町三丁目
8）

1 写真１ 現存

313 祭神碑 船町祭神講 フナマチサイジンコウ 湊町神明社（豊橋市湊町 1) 1 写真１ 確認できず

314 信仰関連碑 石敢当 イシガントウ 和田屋庭（豊橋市魚町） 1 写真１ 未確認

写真１

写真2

写真３

写真４

316 供養塔 正宗寺供養塔
ショウジュウジクヨウト

ウ
正宗寺（豊橋市嵩山町字上角

庵52）
1 写真１ 現存

317 供養塔
服部本家法華経供養

塔
ハットリホンケホケキョ

ウクヨウトウ
服部本家（豊橋市船町） 1 写真１ 未確認

写真１

写真2

319 供養碑 三明寺本願塚
サンミョウジホンガンツ

カ
三明寺(豊川市波通37） 1 写真１ 現存

320 供養石 秋葉山中供養石
アキバサンチュウクヨ

ウセキ
秋葉山中（浜松市天竜区春野

町領家）
1 写真１ 確認できず

321 供養塔 讀法華経一千巻
ヨムホケキョウイッセン

ガン
不明 1 写真１ 未確認

322 鳥居
中八町神明社鳥居断

片
ナカハッチョウシンメイ

シャトリイダンペン
安久美神戸神明社（豊橋市八

町通三丁目17）
1 写真１ 現存

318 供養塔
南無岩屋千手観世音

菩薩供養塔

ナムイワヤセンジュカ
ンゼオンボサツクヨウト

ウ

大岩寺(岩屋観音）（豊橋市大
岩町字火打坂）

2 確認できず

308 常夜燈 秋葉山常夜燈
アキバサンジョウヤト

ウ
豊橋市旭本町（交差点東北角

）
2 現存

309 常夜燈 三明寺常夜燈
サンミョウジジョウヤト

ウ
三明寺(豊川市波通37） 5 現存

315 信仰関連碑 西国三十三所観世音
サイゴクサンジュウサ

ンカショカンゼオン
豊川市小坂井町？ 4 未確認

https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/305-134.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/306-127.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/307-368.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/308-250.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/308-250-2.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/309-1.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/309-2.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/309-3.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/309-4.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/309-5.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/310-193.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/311-376.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/312-414.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/313-338.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/314-292.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/315-307.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/315-307-2.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/315-307-3.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/315-307-4.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/316-238.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/317-341.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/318-363.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/318-363-2.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/319-325.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/320-130.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/321-171.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/322-366.JPG


323 鳥居 小坂井八幡宮鳥居
コザカイハチマングウ

トリイ
若宮八幡社（豊川市伊奈町宮

坪1）
1 写真１ 滅失

324 鳥居 籰繰神社鳥居 ワクグリジンジャトリイ
籰繰神社（豊川市東上町権現

1-1）
1 写真１ 滅失

写真１

写真2

326 鳥居 鳥居左柱銘 トリイ ヒダリハシラメイ
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

327 手水鉢 龍運寺手水鉢
リュウウンジチョウズ

バチ
龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 現存

328 手洗鉢 田尻八幡手洗鉢
タジリハチマンチョウズ

バチ
岩田八幡社（豊橋市中岩田一

丁目13番5）
1 写真１ 現存

329 手水鉢 貞享二年手水鉢
ジョウキョウニネンチョ

ウズバチ
若宮八幡社（豊川市伊奈町宮

坪1）
1 写真１ 現存

330 手洗鉢
三明寺弁財天前手洗

鉢銘
サンミョウジベンザイテ
ンマエテアライバチメイ

三明寺(豊川市波通37） 1 写真１ 現存

331 名号碑 服部本家名号碑
ハットリホンケミョウゴ

ウヒ
服部本家（豊橋市船町） 1 写真１ 未確認

332 名号碑 豊橋別院名号碑
トヨハシベツインミョウ

ゴウヒ
豊橋別院（豊橋市花園町

８）
1 写真１ 確認できず

333 名号碑 南無妙法蓮華経日蓮
ナムミョウホウレンゲ

キョウニチレン
妙円寺（豊橋市魚町112） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真１ ①滅失

写真2

写真３

337 梵鐘 正琳寺梵鐘銘
ショウリンジボンショウ

メイ
賢養院（豊橋市関屋町 184） 1 写真１ 確認できず

338 梵鐘
孤峯山悟真寺梵鐘撞

座
コホウザンゴシンジボ

ンショウツキザ
悟真寺（豊橋市関屋町 212） 1 写真１ 滅失

写真１

写真2

340 梵鐘 仁長寺梵鐘銘
ニンチョウジボンショウ

メイ
仁長寺（豊橋花園町92） 1 写真１ 確認できず

335 梵鐘 龍運寺小鐘 リュウウンジコガネ 龍運寺(豊橋市船町117） 3 滅失

336 梵鐘
①神宮寺②妙円寺
③唯心寺梵鐘撞座

ジングウジミョウエンジ
ユイシンジボンショウツ

キザ

①豊橋市魚町②豊橋市魚町
③豊橋市東松山町

3
②③確認でき

ず

339 梵鐘 誓念寺梵鐘銘
セイネンジボンショウメ

イ
豊橋別院（誓念寺）（豊橋市花

園町8）
2 現存

325 鳥居 石鳥居銘 イシドリイメイ 不明（莬足神社？） 2 未確認

334 梵鐘 満光寺梵鐘 マンコウジボンショウ
満光寺（豊橋市瓜郷町高道37

）
2 滅失
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写真１（梵鐘）

写真2（撞座）

342 梵鐘 梵鐘銘 ボンショウメイ 龍拈寺（豊橋市新吉町３） 1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

写真３

343 梵鐘
龍拈寺梵鐘銘及び撞

座
リュウネンジボン

ショウメイオヨビツキザ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 4 写真４ 滅失

写真１

写真2

写真３

写真４

写真５

写真６

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

写真４

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

写真３

写真４

349 梵鐘
豊川赤坂正法寺梵鐘

銘
トヨカワアカサカショウ
ホウジボンショウメイ

正法寺（豊川市赤坂町西裏69
）

1 写真１ 滅失

347 梵鐘 老津太平寺新鐘
オイツタイヘイジシンシ

ョウ
太平寺（豊橋市老津町字高縄

城204）
3 現存

348 梵鐘
普門寺梵鐘銘及び撞

座
フモンジボンショウメイ

オヨビツキザ
普門寺(豊橋市雲谷町ナベ山

下7）
4 滅失

344 梵鐘 正林寺梵鐘及び
ショウリンジボンショウ

オヨビツキザ
正林寺（豊橋市豊橋市南松山

町104）
6 未確認

345 梵鐘 臨済寺半鐘 リンザイジハンショウ
臨済寺（豊橋市東田町字西郷

114）
2 滅失

346 梵鐘 潮音寺梵鐘銘
チョウオンジボンショウ

メイ
潮音寺（豊橋市小池町字西海

戸54）
4 滅失

341 梵鐘 仁長寺梵鐘銘
ニンチョウジボンショウ

メイ
仁長寺（豊橋花園町92） 2 未確認

343 梵鐘
龍拈寺梵鐘銘及び撞

座

リュウネンジボンショウ
メイオヨビツキ

ザ
龍拈寺（豊橋市新吉町３） 4 滅失

344 梵鐘 正林寺梵鐘及び
ショウリンジボンショウ

オヨビツキザ
正林寺（豊橋市豊橋市南松山

町104）
6 未確認
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写真１

写真2

写真３

写真４

写真５

351 梵鐘 国分寺銅鐘 コクブンジドウショウ
国分寺（豊川市八幡町本郷31

）
4 写真１ 現存

写真2

写真３

写真４

352 梵鐘
国府観音寺の梵鐘撞

座
コウカンノンジノボンシ

ョウツキザ
国府観音（豊川市国府町的場

16）
1 写真１ 未確認

353 梵鐘 善住禅寺新鐘偈并序
ゼンジュウゼンジシン
ショウゲナラビニジョ

善住禅寺（豊川市萩町倉戸81
）

1 写真１ 滅失？

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

写真１

写真2

写真３

357 梵鐘 東漸寺梵鐘撞座
トウゼンジボンショウツ

キザ
東漸寺（豊川市小坂井町伊奈

字縫殿58）
1 写真１ 滅失

358 梵鐘 菟足神社梵鐘銘
ウタリジンジャボンショ

ウメイ
菟足神社（豊川市小坂井町宮

脇2）
1 写真１ 現存

359 梵鐘 妙劉寺梵鐘
ミョウリュウジボンショ

ウ
妙劉寺（豊川市東上町滝ノ入8

）
1 写真１ 滅失

写真１

写真2

写真３

361 梵鐘 鳳来寺鐘楼梵鐘銘
ホウライジショウロウボ

ンショウメイ
鳳来寺（新城市門谷字鳳来寺

1）
1 写真１ 未確認

362 梵鐘 蔵法寺梵鐘撞座
ゾウホウジボンショウ

ツキザ
蔵法寺（湖西市白須賀 5350-

1）
1 写真１ 滅失

355 梵鐘 報恩寺鐘銘 ホウオンジショウメイ
報恩寺(豊川市小坂井町平口7

6）
2 確認できず

356 梵鐘 東漸寺鐘銘 トウゼンジショウメイ
東漸寺（豊川市小坂井町伊奈

字縫殿58）
3 滅失

360 梵鐘 三河國薬勝寺椎鐘
ミカワクニヤクショウジ

スイショウ
勝善寺（蒲郡市坂本町深山26

）
3 現存

350 梵鐘
西明寺梵鐘銘及び撞

座
サイミョウジボンショウ

ネメイオヨビツキザ
西明寺（豊川市八幡町寺前7） 5 未確認

351 梵鐘 国分寺銅鐘 コクブンジドウショウ
国分寺（豊川市八幡町本郷31

）
4 現存

354 梵鐘 御津山大運寺推鐘
ミトサンダイウンジスイ

ショウ
大恩寺（豊川市御津町広石御

津山5）
3 滅失

350 梵鐘
西明寺梵鐘銘及び撞

座
サイミョウジボンショウ

ネメイオヨビツキザ
西明寺（豊川市八幡町寺前7） 5 未確認
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363 鰐口 龍運寺鰐口 リュウウンジワニグチ 龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 滅失

364 鰐口
守上称名院薬師堂鰐

口
モリウエショウミョウイ
ンヤクシドウワニグチ

称名院（豊橋市松葉町三丁目
8）

1 写真１ 未確認

365 鰐口 白鳥神社鰐口
シロトリジンジャワニグ

チ
白鳥神社（豊川市白鳥町下郷

中82）
1 写真１ 未確認

写真１

写真2

写真１

写真2

368 鰐口 天文七年鰐口
テンブンシチネンワニ

グチ
豊川市内？ 1 写真１ 未確認

369 鰐口 報恩寺鰐口 ホウオンジワニグチ
報恩寺(豊川市小坂井町平口7

6）
1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

371 鰐口 下長山熊野神社鰐口
シモナガヤマクマノジ

ンジャワニグチ
豊川市下長山町西道貝津87 1 写真１ 現存

372 鰐口 蒲郡観音寺の鰐口
ガマゴオリカンノンジノ

ワニグチ
勝善寺（蒲郡市坂本町深山26

）
1 写真１ 滅失

373 鰐口 お釜地蔵鰐口 オカマジゾウワニグチ
常観寺（江南市小折町八竜11

4）
1 写真１ 現存

374 鰐口 嘉吉在銘鰐口
カキツザイメイワニグ

チ
白山神社（岐阜県高山市上宝

町荒原352）
1 写真１ 現存

375 磬 妙泉寺の磬 ミョウセンジノケイ
妙泉寺（豊橋市二川町字東町

101の1）
1 写真１ 確認できず

写真１

写真2

377 磬 賢林寺磬銘 ケンリンジケイメイ
国照寺（小牧市大和町苅安賀

字角出3299）
1 写真１ 現存

378 銅磬 銅磬 ドウケイ
妙泉寺(豊橋市二川町字東町1

01の1）
1 写真１ 確認できず

379 華鬘 東漸寺華鬘 トウゼンジケマン
東漸寺（豊川市伊奈町縫殿58

）
1 写真１ 滅失

380 華蔓 下長山熊野神社華蔓
シモナガヤマクマノジ

ンジャケマン
熊野神社（豊川市下長山町西

道貝津87）
1 写真１ 現存

381 華鬘 栖了院華鬘 セイリョウインケマン
栖了院（田原市福江町上紺屋

瀬古7-1）
1 写真１ 現存

382 華盤 尾張國分寺華盤
オワリコクブンジケバ

ン
国分寺（稲沢市矢合町城跡24

90）
1 写真１ 未確認

383 雲板 妙泉寺雲板 ミョウセンジウンバン
妙泉寺(豊橋市二川東町 

101の2）
1 写真１ 確認できず

384 雲板 東漸寺雲板 トウゼンジウンバン
東漸寺（豊川市伊奈町縫殿58

）
1 写真１ 現存

385 雲板 長存寺雲板 チョウソンジウンバン 長存寺（蒲郡市上本町4） 1 写真１ 現存

376 磬 普門寺磬 フモンジケイ
普門寺(豊橋市雲谷町字ナベ

山下7）
2 確認できず

366 鰐口 延宝ニ年鰐口
エンポウニネンワニグ

チ
御津神社（豊川市御津町広石

祓田70）
2 現存

367 鰐口 御津午頭天王の鰐口
ミトゴズテンノウノワニ

グチ
引馬神社（豊川市御津町御馬

梅田3）
2 現存

370 鰐口 元和三年鰐口
ゲンナサンネンワニグ

チ
稲荷神社（豊川市江島町下ノ

郷1）
2 未確認
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写真１

写真2

387 水盤
吉田神社正徳四年水

盤

ヨシダジンジャショウト
クヨネンスイバ

ン
吉田神社(豊橋市関屋町 2） 1 写真１ 滅失

388 水盤
吉田神社城主奉納水

盤
ヨシダジンジャジョウシ

ュホウノウスイバン
吉田神社(豊橋市関屋町 2） 1 写真１ 現存

389 水盤 中八町神明社水盤
ナカハッチョウシンメイ

シャスイバン
安久美神戸神明社（豊橋市八

町通三丁目17）
1 写真１ 現存

390 水盤
東八町八幡社末社水

盤
ヒガシハッチョウハチマ
ンシャマッシャスイバン

旧八幡社（豊橋市八町通五丁
目）

1 写真１ 未確認

391 水盤 東八町八幡社水盤銘
ヒガシハッチョウハチマ

ンシャスイバンメイ
旧八幡社（豊橋市八町通五丁

目）
1 写真１ 未確認

392 水盤 岩屋山水盤銘
イワヤサンスイバンメ

イ
岩屋山(豊橋市大岩町） 1 写真１ 現存

393 水盤 称名院寛文六年水盤
ショウミョウインカンブ
ンロクネンスイバン

称名院（豊橋市松葉町三丁目
8）

1 写真１ 現存

394 水盤 慶安四年水盤 ケイアンヨネンスイバン
鳳来寺東照宮（新城市門谷字

鳳来寺４）
1 写真１ 現存

395 用水瓶彫刻 正宗寺用水瓶・彫刻
ショウジュウジヨウスイ

ヘイ・チョウコク
正宗寺（豊橋市嵩山町字上角

庵52）
1 写真１ 現存

396 香炉 東漸寺開山堂香炉銘
トウゼンジカイサンドウ

コウロメイ
東漸寺（豊川市伊奈町縫殿58

）
1 写真１ 滅失

397 花瓶 花瓶銘 カビンメイ
臨済寺（豊橋市東田町字西郷

114）
1 写真１ 確認できず

398 銅鏡 鏡背文様 キョウハイモンヨウ 豊川市御油町地内 1 写真１ 未確認

399 銅鏡 神宝柄鏡 シンポウエカガミ
砥鹿神社(豊川市一宮町西垣

内2）
1 写真１ 確認できず

400 銅鏡 鳳来寺蔵和鏡ニ面
ホウライジゾウワキョ

ウニメン
鳳来寺（新城市門谷字鳳来寺

1）
1 写真１ 未確認

401 銅鏡 長塚藤原吉重鏡
ナガツカフジワラヨシシ

ゲカガミ
不明 1 写真１ 未確認

402 刀剣類 赤銅金縁 シャクドウキンブチ 豊橋市高洲町？ 1 写真１ 未確認

403 刀剣類 祭鉾の鍔 マツリホコノツバ 御津神社（豊川市御津町） 1 写真１ 未確認

404 刀剣類 乗兼房 ジョウケンボウ 不明 1 写真１ 未確認

405 印章 豊川西明寺印章
トヨカワサイミョウジイ

ンショウ
西明寺（豊川市八幡町寺前7） 1 写真１ 未確認

406 高札 正徳元年五月高札
ショウトクガンネンゴガ

ツコウサツ
豊橋市東松山町または札木町 1 写真１ 未確認

407 高札 法蔵寺高札 ホウゾウジコウサツ 法蔵寺（岡崎市本宿寺山 1） 1 写真１ 未確認

408 高札
駄賃并人足荷物の次

第
ダチンナラビニニンソク

ニモツノシダイ
不明 1 写真１ 未確認

408 高札
駄賃并人足荷物の次

第
ダチンナラビニニンソク

ニモツノシダイ
不明 1 写真2 未確認

409 版木 吉田宿版木 ヨシダシュクハンギ 不明 1 写真１ 未確認

386 水盤 悟真寺水盤 ゴシンジスイバン 悟真寺（豊橋市関屋町 212） 2 確認できず
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410 木札 火要鎮 ヒヨウジン
東観音寺（豊橋市小松原町字

坪尻14）
1 写真１ 現存

411 扁額 時習館扁額 ジシュウカンヘンガク
時習館高等学校（豊橋市富本

字町）
1 写真１ 滅失

412 扁額 木戸孝允日記 キドタカヨシニッキ 潮見坂（湖西市白須賀） 1 写真１ 現存

413 道具銘 道具銘 ドウグメイ 不明 1 写真１ 未確認

414 縄文土器 縄文土器片文様
ジョウモンドキヘンモヨ

ウ
新城市長篠？ 1 写真１ 未確認

415 弥生土器 弥生土器片文様 ヤヨイドキヘンモヨウ 飽海遺跡（豊橋市飽海町） 1 写真１ 滅失

416 弥生土器 弥生土器・壺 ヤヨイドキ・ツボ
長床遺跡（豊川市御津町御馬

加美15番地）
1 写真１ 未確認

417 弥生土器 弥生土器 ヤヨイドキ
豊川市小坂井町伊奈・松間銅

鐸遺跡（塩見遺跡）
1 写真１ 未確認

418 中世陶器 篠束発掘古銭甕
シノヅカハックツコセン

ガメ
医王寺蔵（豊川市篠束町郷中

98-1）
1 写真１ 未確認

419 中世陶器・瓦 山茶碗・軒丸瓦
ヤマジャワン・ノキマル

ガワラ
臨済寺（豊橋市東田町字西郷

114）
1 写真１ 確認できず

420 瓦 軒丸瓦 ノキマルガワラ
正宗寺（豊橋市嵩山町字上角

庵52）
1 写真１ 現存

写真１

写真2

422 瓦 誦習学舎鬼瓦
ショウシュウガクシャオ

ニガワラ
豊橋市立花田小学校（豊橋市

西羽田町247）？
1 写真１ 確認できず

423 瓦 鬼瓦 オニガワラ
安久美神戸神明社（豊橋市八

町通三丁目17）
1 写真１ 確認できず

424 瓦 鬼瓦 オニガワラ
旧八幡社（豊橋市八町通五丁

目）
1 写真１ 未確認

写真１

写真2

426 瓦 是の字軒丸瓦 ゼノジノキマルガワラ 豊橋市地内？ 1 写真１ 未確認

427 瓦 瓦銘文 カワラメイブン 豊橋市地内？ 1 写真１ 未確認

写真１

写真2

429 瓦 軒丸瓦 ノキマルガワラ 豊川市御津町地内？ 1 写真１ 未確認

430 瓦 瓦銘文 カワラメイブン 豊川市地内？ 1 写真１ 未確認

写真１

写真2

425 瓦 瓦町不動院蔵鬼瓦銘
カワラマチフドウインゾ

ウオニガワラメイ
不動院（豊橋市瓦町通1- 31） 2 現存

428 瓦 鬼瓦 オニガワラ
東漸寺（豊川市伊奈町縫殿58

）
2 未確認

431 瓦 軒丸瓦・平瓦
ノキマルガワラ・ヒラガ

ワラ
愛知県・静岡県・朝鮮半島 2 未確認

421 瓦 瓦銘 カワラメイ
医王寺（旧豊橋市下地町下五

井字小馬場58）
2 未確認

https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/410-190.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/411-237.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/412-120.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/413-67.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/414-70.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/415-63.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/416-27.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/417-66.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/418-65.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/419-89.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/420-240.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/421-199.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/421-199-2.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/422-95.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/423-393.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/424-304.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/425-102.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/425-102-2.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/426-71.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/427-110.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/428-269.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/428-269-2.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/429-64.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/430-111.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/431-62.JPG
https://www.library.toyohashi.aichi.jp/uploads/2021/07/431-62-2.JPG


写真１

写真2

写真３

写真４

433 瓦 軒平瓦 ノキヒラガワラ
飛騨国分寺（岐阜県高山市総

和町1丁目83番地）
1 写真１ 未確認

写真１

写真2

写真３

写真４

写真５

写真６

写真７

写真８

写真１

写真2

写真３

写真１

写真2

437 古銭 正宗寺蔵古銭
ショウジュウジゾウコセ

ン
正宗寺（豊橋市嵩山町字上角

庵52）
1 写真１ 確認できず

438
人足銭(木)古銭

（銅）
品川宿人足銭･駒曳銭

シナガワシュクニンソク
セン・コマビキセン

不明 2 写真１ 未確認

438
人足銭(木)古銭

（銅）
品川宿人足銭･駒曳銭

シナガワシュクニン
ソクセン・コマビキセン

不明 2 写真2 未確認

439 古銭 貨泉 カセン 不明 1 写真１ 未確認

440 古銭 竹内氏蔵古銭拓
タケウチシゾウコセンタ

ク
不明 1 写真１ 未確認

441 その他 石碑 セキヒ 不明 1 写真１ 未確認

442 その他 事を思へり コトヲオモエリ 不明 1 写真１ 未確認

443 その他 元禄八年銘板
ゲンロクハチネンメイ

バン
不明（豊橋市内？） 1 写真１ 未確認

444 その他 参詣功徳円満日記
サンケイクドクエンマン

ニッキ
報恩寺(豊川市小坂井町平口7

6）
1 写真１ 確認できず

436 瓦 軒丸瓦 ノキマルガワラ 不明 2 未確認

432 瓦 軒丸瓦・軒平瓦
ノキマルガワラ・ノキヒ

ラガワラ

①飛騨国分寺②三仏寺
（岐阜県大野郡大八賀村大字

三福寺）
4 未確認

434 瓦 軒丸瓦・軒平瓦・塼仏
ノキマルガワラ・ノキヒ

ラガワラ・センブツ
奈良県・京都府・朝鮮半島等 8 未確認

435 瓦 軒丸瓦･軒平瓦・平瓦
ノキマルガワラ・ノキヒ
ラガワラ・ヒラガワラ

奈良県･朝鮮半島 3 未確認
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445 その他 西国同行 サイゴクドウギョウ 龍運寺(豊橋市船町117） 1 写真１ 未確認
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