
石見銀山パネル展 これであなたも石見銀山博士！ 

～石見銀山と毛利氏の支配～ 

文化財課世界遺産室 

島 根 県 立 図 書 館 

令和４年１月展示 

 

平成１９（２００７）年７月２日に「石見銀山とその文化的景観」が世界遺産に登録されて今年で１５

年目を迎えます。 

この間、石見銀山世界遺産センターでは、世界遺産石見銀山遺跡のもつ価値をより高めるため、島根県

と大田市が連携して文献史学をはじめとする様々な視点から、石見銀山遺跡の調査研究を進めており、

令和２（２０２０）年には大田市仁摩町大国に所在した浄土宗寺院・保
やす

国山
くにさん

金皇寺
こんこうじ

の調査で、戦国大名の

毛利氏が差し出した古文書を見つけました。世界遺産石見銀山と毛利氏には深い縁
ゆかり

があることは知られ

ていましたが、これまで存在が知られていなかった戦国時代の古文書が、まとまって発見されることは

大変珍しく、大きなニュースとなりました。 

 今回のパネル展では、この新発見の戦国時代の金皇寺文書を解説するパネルを展示します。新発見の

古文書から、石見銀山の隠れた歴史に迫ってみましょう。 

会場には、世界遺産石見銀山遺跡の価値をお伝えするため、世界遺産登録の決め手となった３つの価値

をわかりやすく解説したパネルも設置します。魅力あふれる石見銀山にぜひおいでください。 

 

展示期間：１月５日(水)～２月２日(水) 

展示場所：島根県立図書館 1階ホール 

 

【関連行事】ミニ講座「戦国大名毛利氏の石見銀山支配-新発見の金皇寺文書から-」＆石見銀山ゆかりの

武将の花押はんこづくり教室 

昨年度大田市内で発見された戦国時代の古文書（金皇寺文書）などを使いながら、戦国大名毛利氏による

石見銀山支配の様子を専門職員が解説します。また、金皇寺文書にも登場する毛利元就・輝元といった石

見銀山ゆかりの武将の花押を、消しゴムを彫って作ります。完成したはんこを押してできた印影は石見

銀山世界遺産センターで展示させていただきます（希望者のみ）。 

・日 時 令和 4年 1月 22日（土） 午前の部 11:00-12:10   午後の部 14:00-15:10  

・場 所 島根県立図書館集会室 

・定 員 午前の部 10名 午後の部 10名 

・参加費 無料 

・申 込 しまね電子申請サービスからお申し込みください。定員に達し次第締め切ります。 

・その他 材料、道具は主催者が準備します。汚れてもよい服装でご来場ください。 

     新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては中止する場合があります。 

     新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください（マスクの着用・手指消毒・発熱時の来場自

粛） 



No. 書名 著者名 出版社名 出版年月

1 郷貸出 210.4 ｵ97 戦国絵巻　尼子と毛利の時代 大田和子／著 島根日日新聞社 1997.1

2 郷貸出 210.4 ﾖ95 尼子・大内・毛利六十年戦史 吉村雅雄／著 吉村雅雄 1995.1

3 郷貸出 210.5 ﾄ10 世界史の中の石見銀山 豊田 有恒／[著] 祥伝社 2010.6

4 郷貸出 217.4 ｵ19 中世大田・石見銀山関係史料集
大田市教育委員会

／編
大田市 2019.3

5 郷貸出 562.1 ｲ07 石見銀山 田中 琢／監修 平凡社 2007.11

6 郷貸出 562.1 ｲ99
石見銀山　戦国時代の遺跡を歩いてみ

よう
銀の道振興協議会 1999.3

7 郷貸出 562.1 ｴ13 銀鉱山王国・石見銀山 遠藤 浩巳／著 新泉社 2013.1

8 郷貸出 562.1 ｵ 1 石見銀山学ことはじめ　１
大田市教育委員会

／編
大田市教育委員会 2018.3

9 郷貸出 562.1 ｵ 2 石見銀山学ことはじめ　２
大田市教育委員会

／編
報光社 2019.3

10 郷貸出 562.1 ｵ 3 石見銀山学ことはじめ　３
大田市教育委員会

／編
報光社 2020.3

11 郷貸出 562.1 ｵ 4 石見銀山学ことはじめ　４
大田市教育委員会

／編
報光社 2020.3

12 郷貸出 562.1 ｵ 5 石見銀山学ことはじめ　５
大田市教育委員会

／編
報光社 2021.3

13 郷貸出 562.1 ｻ07
世界が求めた輝き石見銀山写真集　改

訂版

山陰中央新報社／

編
山陰中央新報社 2007.11

14 郷貸出 562.1 ｼ 18
世界遺産　石見銀山遺跡とその文化的

景観

島根県教育庁文化

財課世界遺産室／

編

島根県教育庁文化

財課世界遺産室
2018.1

15 郷貸出 562.1 ｼ17 石見銀山の社会と経済

島根県教育庁文化

財課世界遺産室／

編

島根県教育庁文化

財課世界遺産室
2017.3

16 郷貸出 562.1 ｼ19 親子で学ぶ世界遺産石見銀山 宍道 正年／編著 山陰中央新報社 2019.11

17 郷貸出 562.1 ﾄ 1 石見銀山を読む 鳥谷 芳雄／著 報光社 2017.4

18 郷貸出 562.1 ﾄ 2 石見銀山を読む　続 鳥谷 芳雄／著 報光社 2018.6

19 郷貸出 562.1 ﾅ12 資料集　石刕銀 中村俊郎／著 なかむら文庫 2012.6
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20 210 ﾑ07 金・銀・銅の日本史 村上 隆／著 岩波書店 2007.7

21 210.4 ｱ98 戦国大名毛利氏の研究 秋山 伸隆／著 吉川弘文館 1998.12

22 210.4 ﾎ15 天下統一とシルバーラッシュ 本多 博之／著 吉川弘文館 2015.7

23 210.4 ﾚ 6
列島の戦国史　6　毛利領国の拡大と尼

子・大友氏

池 享／企画編集委

員
吉川弘文館 2020.9

24 210.4 ﾛ 17 論集戦国大名と国衆　17　安芸毛利氏 岩田書院 2015.5

25 289.1 ﾓ14 毛利元就 岸田 裕之／著 ミネルヴァ書房 2014.11

26 289.1 ﾓ16 毛利輝元 光成 準治／著 ミネルヴァ書房 2016.5


