
徳   川   家   康 人生すごろく

奇数(1・3・5)の目が

出ないと進めません

サイコロをふって、家康の一生をみてみよう。

遊び方

1　それぞれ自分のコマを、「ふりだし」に置きます。

2　順番にサイコロを振って、目の数だけ自分のコマを進めます。

　　コマがとまった所に書いてあることに従って、コマを動かします。

3　最初に上がりにたどり着いた人が勝ちです。

※サイコロの目が「上がり」のところでぴったり合えば、上がりです。

   目の数が多かったら、その数だけ後ろへ戻ります。　

豊臣秀頼が慶長16年（1611）

3月28 日、京都の二条城で家

康と会った時、家康に贈った

刀。

武田信玄に破れ、命からがら逃げ帰った家康にとっ

て初めての大敗北でした。このくやしさを忘れない

ために、その時の姿を描かせたといわれています。

家康と織田信雄（信長の２男）の連合軍が、羽柴（後の豊臣）秀吉と戦っ

た合戦。３月から１１月まで続きました。４月９日に家康軍が、秀吉の家

臣を破った長久手合戦はとくに有名です。小牧・長久手合戦ののち、

秀吉は家康に味方した大名を次々と降参させたことから、家康も２年

後には秀吉と和ぼくして、秀吉の下につくことになりました。

結婚
今川義元の姪である

築山殿と結婚。

弘治3年
（1557）正月15日

豊臣秀吉が病死する。

慶長3年
（1598）　8月18日

征夷大将軍に任命さ

れ、徳川幕府をひらく。

慶長8年
（1603）　2月12日

征夷大将軍を３男の
秀忠にゆずる。
「大御所」となる。

慶長10年
（1605）　4月16日

駿府城に住むように

なる。

慶長12年
（1607）　7月3日

長篠合戦
織田信長とともに、

武田勝頼をやぶる。

天正3年
（1575）5月21日

２コマ進む

1コマ進む

奇数(1・3・5 )の目が

出ないと進めません

偶数(2・4・6)の目が

出ないと進めません

３コマ戻る

３コマ戻る

大坂冬の陣
大坂城の豊臣秀頼を
攻めるが、12月19日

に和ぼくする。

慶長19年
（1614）　

とく　　　　　　　　 がわ                 　　　　いえ　　　　　　　　　やす
じん　　　　　    せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いえ やす　  いっしょう

       あそ　　　かた　　　　

　                  　　　　　　　    じ   ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       お

                  じゅんばん　　　　　　　　　　　　  ふ　　　　　   め　　  かず　　　　   じ   ぶん　　　　　　　　  すす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ところ　   か　　　　　　　　　　　　　　  したが　　　　　　　　　　   うご

　　　　      さい  しょ　　  あ　　　　　　　　　　　      つ　　　　    ひと　  　か

　　　　　　　　　　　　　　     め　　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    あ　　　　　　  あ

　　　      め　　 　かず　　  おお　　　　　　　　　　　　     かず　　　    うし　　　    もど

すす

もど

お  だ  のぶなが が ぞう も ほん

もど

すす

1回休み
かい　 やす1回休み

かい　 やす

ぐう  すう　　　　　　　　　　　　　　　 め

 で　　　　　           すす

偶数 (2・4・6)の目が

出ないと進めません

ぐう  すう　　　　　　　　　　　　　　　 め

 で　　　　　             すす

 き     すう　　　　　　　　　　　　　    め

 で　　　　　            すす

奇数(1・3・5 )の目が

出ないと進めません

 き     すう　　　　　　　　　　　　　    め

 で　　　　　            すす

 き     すう　　　　　　　　　　　　　  め

 で　　　　　            すす

人質
今川家に人質として

送られるが、織田家に

うばわれ、尾張で人質

となる。

天文16年
（1547）8月2日
  ひと じち　 

 いまがわ  け　　  ひとじち

 お く　　　　　　　　　   お   だ     け　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　お わり　   ひとじち　

        てん  しょう　　　   

　　　　　　　　　     

　　　　　         

        けい  ちょう

        けい  ちょう        けい  ちょう　

　　　　　         

        けい  ちょう

　

        けい  ちょう

大坂夏の陣
5月8日豊臣秀頼をほ
ろぼす。

慶長20年
（1615）

        けい  ちょう

織田家と今川家との

人質交換が成立して、

12月27日に駿府(静

岡市)へ送られる。

天文18年
（1549）11月9日
  お   だ    け　     いま がわ  け　

ひとじちこうかん　　せいりつ

          　　                    すん  ぷ  　しず　　　　　　　　　

 おか し　　　　 おく

    けっ  こん      

　 いまがわよしもと　    めい

　つきやまどの　　けっこん

名前を「元康」とする。

弘治3～4年頃
（1557～58）

     

 

    な　まえ　　   もとやす

初陣
三河、寺部城（愛知県
豊田市）を攻める。

弘治4年
（1558）2月5日

       こう　　じ　　　      

　　　　　　　　　　  

　　　　　             うい   じん　  

     み  かわ     てら  べ じょう   あい ち  けん

   とよ  た   し  　　　 せ

　

桶狭間合戦
今川義元が織田信長

に討たれる。元康(家

康 )は、岡崎城へもど

る。

永禄3年
（1560）5月19日

     　えい    ろく　　

　　　　　　　　　　

　　　　　         
     おけ  はざ   ま    かっ  せん　　

    いまがわよしもと　　   お   だ   のぶなが　  　

          う　　　　　　　     もとやす   いえ

　やす　　　　　 おか ざきじょう

　

織田信長と同盟を結

ぶ。

永禄5年
（1562）正月

      えい     ろく　　　  

　　　　　　　　　     しょうがつ

　　　　　                 お    だ   のぶなが　    どうめい　　　むす

 
名前を「家康」とする。

秋、三河一向一
揆 が起こる。

永禄6年
（1563）7月6日

     えい    ろく　　　     

　　　　　         

          な  まえ  　　  いえやす

　　  あき　    み      かわ    いっ    こう     いっ  

　　    き　　　  お

三河を平定する。

永禄9年
（1566）5月

     　えい    ろく　　　    

　　　　　　　　　            

　　　　　                    み  かわ　   へいてい

朝廷より「三河守」

に任じられ、姓を｢徳

川」と改める。

永禄9年
（1566）12月29日

     えい    ろく　　　      

　　　　　　　　　  

　　　　　           ちょう てい　　　　          み   かわのかみ　　       

        にん　　　　　         せい         とく 

  がわ　 　　あらた

岡崎城から引馬城(静

岡県浜松市)へ移り名

を「浜松城」と改める。

元亀元年
（1570）6月

      げん     き　　がん　 ねん

　　　　　　　　　             

　　　　　                おか ざきじょう   　    　ひきうまじょう   しず 

      おかけんはままつ し　　　　うつ　　な

 　           はままつじょう　　     あらた

姉川合戦
織田信長とともに、
浅井・朝倉軍をやぶる。

元亀元年
（1570）6月28日

      げん     き　　がん　 ねん

　　　　　　　　　 

　　　　　                 あね   がわ  かっ  せん　     

　　　お   だ   のぶなが

　　あざ  い　  あさくら ぐん

三越同盟
上杉謙信と同盟を結

ぶ。

元亀元年
（1570）10月8日

      げん     き　　がん　 ねん

　　　　　　　　　       

　　　　　                  さん  えつ  どう  めい　   

      うえ すぎ けんしん       どうめい　　 むす

　

         たけ  だ しんげん　    やぶ　　　    いのち　　　　　　   　 に　　  かえ　　　　  いえやす

 　           はじ　　　　　　だいはい ぼく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わす

                  　　　　　　　　  とき　  すがた　  えが　　

長篠城（愛知県新城市）をめぐり、信長・

家康連合軍 (38,000 人 ) と武田勝頼軍

(15,000 人 )との間で起こった戦い。合戦

は日の出頃より始まり、信長軍は大量の鉄

砲を効果的に使って、武田軍を圧倒しまし

た。午後２時頃には武田軍は総崩れとなり、

信長･徳川連合軍が勝ちました。

 ながしのじょう    あい  ち  けん しん しろ  し　　　　　　                   のぶなが     

いえやす れんごうぐん　　　　　　　　         にん　　　   たけ  だ  かつよりぐん　

　　　　　　　      にん　　　　    あいだ     お　　　　　 たたか　　　 かっせん　    

       ひ         で  ころ　　　   はじ　　　　　　のぶながぐん　　たいりょう　 てっ

ぽう　   こう   か  てき　   つか               　 たけ  だ ぐん　     あっとう　　        

           　ご    ご　　  じ  ごろ　 　　 たけ  だ  ぐん　   そう くず                             

のぶなが   とくがわれんごうぐん　     か

秀吉が亡くなった後、豊臣家を支えてきた大名たちは二つに分かれて対立し

ました。そして、慶長５年(1600 )、家康に味方した大名約１０万人と、石田

三成らに味方した大名約８万人が、関ヶ原（岐阜県関ヶ原町）でぶつかりました。

午前８時頃に始まり、午前中は三成らの西軍が有利でしたが、正午頃に西軍

だった小早川秀秋が、家康に味方したため、家康の東軍の大勝利となりました。

この戦いで家康は天下一の実力者となり、３年後に徳川幕府を開きます。

         ひでよし　　 な　　　　　　　      のち　   とよとみ け　  　ささ　　　　　　　   だいみょう　　　　　  ふた　　　　  わ　　　　　　  たいりつ

 　         　　　　　　　　　　　       けいちょう　  ねん　　　　　　　        いえやす　　 みかた　　　　だいみょうやく　   　まんにん　　　　 いし だ  

  　　みつなり　　　　  み かた　　　 　だいみょうやく     まんにん　　　せき   が  はら　ぎ   ふ  けんせき が はらちょう

          ご  ぜん　    じ  ごろ　　はじ　　　　　　ご  ぜんちゅう　  みつ なり　　      せいぐん　    ゆう り　　　　　　　　       しょう ご  ごろ      せいぐん　

　　　                  こ  ばやかわひであき　　  いえやす　　  み  かた　　　　　　　　   いえやす　　とうぐん　  だい しょう り

　　　　　　 たたか　　   いえやす      てん か いち　   じつりょくしゃ　　　　　　　　             ご　　   とくがわばく  ふ　    ひら

   いえやす　　  お   だ  のぶかつ　  のぶなが　         なん　　    れんごうぐん　　     は しば　 　のち　　とよとみ    ひでよし　 たたか　　　

         かっせん　　                  　　　　         　　  つづ　　　　　　　　　　　                  　　  いえやすぐん　　　  ひでよし　　 か

  しん　　やぶ　　　　 なが  く   て  かっせん                          ゆうめい　　 　　   　 こ  まき　　 なが く    て  かっせん　　　　　         

　ひでよし　   いえやす　     み かた　　　　だいみょう　  つぎ つぎ　   こうさん　　　　　　　　　　　　　　　  いえやす　　 　  

    ご　　　　  ひでよし　　　わ　　　　　　　   　　ひでよし　　した

信長が持っていた刀。本能寺の変の後、明智光秀が安土城より奪い、家老の津
田遠江守重久に与えました。

         のぶなが　   も      　　　　　　かたな     ほん のうじ　　  へん　　 のち　   あけ ち みつひで　    あ づちじょう              うば　　　    か  ろう　　  つ   

        だ とおとうみのかみ しげひさ　　あた

         　  　　　　　　　　　　　　 

  　　　　　　　　　　　　       

三方ケ原合戦
武田信玄と戦い、大敗
する。

元亀3年
（1572）12月22日

      げん     き　　

　　　　　　　　　   

　　　　　             み   かた    が    はら かっ   せん　　

  たけ  だ しんげん　  たたか　　  たいはい

           なが  しの  かっ  せん　　

           お    だ   のぶなが

 　     たけ  だ  かつより

　　　  

    

　　　　   

正室･築山殿を殺す。

9月15日、息子の信康

(21歳)を二俣城で切

腹させる。

天正7年
（1579）8月29日

          てん  しょう　　　

　　　　　　　　　     

　　　　　             せいしつ　つき やまどの　　  ころ

　　                        　 むす こ　　  のぶやす           

                さい　　    ふたまたじょう    せっ

    ぷく

 　   　　　　　　　　　　 

　　　  

    

　　　　   

駿河を領有
武田勝頼(38歳)が天目山
(山梨県甲州市)で自害し、
武田家が滅亡。信長より
駿河国を与えられる。

天正10年
（1582）3月29日

        てん  しょう　　　        

　　　　　　　　　      

　　　　　               する    が　     　りょうゆう　　

     たけ  だ  かつより             さい　　   てんもくざん　

　      やまなしけんこうしゅうし　　　  じ  がい　　　　

　  たけ   だ　け　     めつぼう　　 のぶなが　　　    

　   するがのくに     あた　　　  

    

　　　　   

本能寺の変
織田信長(49歳)が家

臣の明智光秀に討た

れる。

天正10年
（1582）6月2日

        てん  しょう　　　         

　　　　　　　　　         

　　　　　               ほん のう    じ　         へん　　 

　　 お   だ  のぶなが　　　　  さい　　     か 

     しん       あけ  ち  みつひで　      う

　　   

　　　  

    

　　　　   

小牧・長久手合戦
羽柴秀吉（後の豊臣

秀吉）と戦う。

天正12年
（1584）

        てん  しょう　　　          

　　　　　　　　　          

　　　　　                 こ   まき　  なが  く    て   かっ せん

　     は  しば ひで よし　 のち　　  とよとみ

      ひでよし　        たたか

　　　  

    

　　　　   

大坂城で秀吉と会い、

秀吉の家臣となる。

天正14年
（1586）10月27日

       てん  しょう　　　       

　　　　　　　             

　　　　　　　　　          

　　　　　         

     おおさかじょう     ひでよし　    あ

　  ひでよし　　  か しん

   

浜松城から駿府城に

移る。

天正14年
（1586）　12月4日

        てん  しょう　　　          

　　　　　　　                  

　　　　　　　　　          

　　　　　         

      はままつじょう　　　   すん  ぷ  じょう

　   うつ
小田原合戦
豊臣秀吉らとともに

北条氏をほろぼす。

天正18年
（1590）　7月5日

        てん  しょう　　　          

　　　　　　　               

　　　　　　　　　 　　   

　　　　　         

          お     だ    わら  かっ  せん　　

 　　  とよとみ ひで よし　　　　　　　           

        ほうじょう し

    

　　 

秀吉から関東へ移る

ことを命じられる。8

月1日に江戸城へ正式

に入城する。

天正18年
（1590）　7月13日

        てん  しょう　　　          

　　　　　　　                 

　　　　　　　　　 　　　        

　　　　　         

         ひでよし　　　　  かんとう　　   う

　    　　　　　　  めい　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　  え  ど じょう　 せいしき

　　　　  にゅうじょう

 

文禄の役
京都から肥前名護屋

(佐賀県唐津市）へ出

陣する。

天正20年
（1592）　

      てん  しょう　　      

　　　　　　　             

　　　　　　　　　 　　　        

　　　　　         

          ぶん ろく　         えき　  

         きょう と                  ひ  ぜん    な   ご   や

　　　　 さ    が  けん から  つ   し　　      しゅつ

        じん  

   

慶長の役
秀吉、再び朝鮮への

出兵を命ずる。家康

は伏見に滞在する。

慶長2年
（1597）　

        けい  ちょう　　　　

　　　　　　　          

　　　　　　　　　 　　　        

　　　　　         

   けいちょう          えき　   

   ひでよし　 ふたた　   ちょうせん　　　    

 しゅっぺい　   めい         　　　  いえ やす　

　  　 ふし  み　     たいざい

    

   とよとみひでよし　　びょうし

　

    

　　   

　　　  

    

　　　　   

関ヶ原合戦
石田三成らをやぶる。

慶長5年
（1600）　9月15日

        けい  ちょう

   せき   が   はら  かっ  せん　   

   いし だ  みつ なり

　

    

　　   

　　　  

    

　　　　   

   せい  い  たいしょうぐん　    にんめい

　　　　 とくがわばく ふ

　

   せい  い  たいしょうぐん　           なん

   ひでただ

　   おお ご  しょ

　
   とよとみひで より　   けいちょう　　　 

　　　　　　　　　　　　 きょうと　   　に じょうじょう      いえ

  やす        あ　　　　    とき　 いえやす　    おく　　   

かたな

元服
名前を「元信」とする。

天文24年
（1555）3月

     

　　　　　　　　　　　        

 げん  ぷく      

な   まえ　　  もと のぶ

   すん  ぷ じょう　    す

   

　

    

　　   

　　　  

    

　　　　   

       おお   さか ふゆ　　      じん

     おおさかじょう       とよ とみ ひで より　　 

      せ　　　　　　　　　

             わ 

        おお   さか なつ　　    じん　　

                           とよとみひでより

  

駿府城で病死する。

久能山(静岡市 )に葬

られる。

元和2年
（1616）4月17日

        げん    な

        すん  ぷ  じょう　   びょうし

         く  のうざん　  しずおか  し　　　　 ほうむ

  

家康の遺産「駿府御分

物｣｢駿河御譲本｣が御

三家に贈られる。

元和2～4年
（1616～18）

 げん     な

    いえやす　    い さん　すん  ぷ   お わけ

   もの　   する  が   お ゆずりぼん　　　 ご

    さんけ　　 おく　　      

今川家攻略
遠江掛川城(静岡県掛
川市 )を攻めて今川氏
を追放する。

永禄12年
（1569）5月6日頃

     えい    ろく　　　          

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　  　　　               いま  がわ   け   こう りゃく  

    とおとうみ かけがわじょう  しず おか けんかけ

    がわ し        　   せ　　　　　いま がわ  し

　　     つい ほう

甲斐･信濃を領有
家康は甲斐・信濃へ

出兵。5つの国を自

分の領地にする。

        てん  しょう　　　          

　　　　　　　　　      

　　　　　                  か    い  　  しな  の　　     りょう ゆう

      いえ やす         か    い　　  しな  の

    しゅっぺい  　       　　　　くに　    　じ

　　ぶん      りょうち

　　   

　　　  

    

　　　　   

天正10年
（1582）10月29日

誕生  
松平広忠（17歳）と母･於大

（15歳）の長男として岡崎

城で生まれる。「竹千代」

と名付けられる。

　　　　　　　　　　　
天文11年

（1542）12月26日

元和3年
（1617）

「東照大権現」という
神様となる。
遺体が日光へ移され、日光

東照社が造られる。

  げん        な                    

　　　

あがり

ふりだし
    とう  しょう   だい    ごん   げん　　　

 かみ  さま                 　　　　　　　

 い  たい　　 にっこう　　うつ　　　             にっこう

とうしょうしゃ　  つく

 

    たんじょう   

    まつだいらひろただ　　　　  さい          はは    お   だい　

　　　       さい　       ちょうなん　　　　　　　おかざき　

　じょう　  う　　　　　　　     　   たけ ち   よ　           

　　　　な   づ

№６　織田信長画像模本

かたな  む めい　いちもん じ　   めいぶつ  なんせんいちもん じ　　  かまくらじだい　　 せいき

№60　刀 無銘 一文字  名物 南泉一文字   鎌倉時代13世紀

せき　が  はらかっせん ず びょうぶ

  え ど  じ だい　　  せいき
№51　関ヶ原合戦図屏風
　　　     江戸時代18世紀

とくがわいえやす が ぞう

とうしょうだいごんげんぞう

え ど  じ だい　　 せいき

№67　徳川家康画像
       （東照大権現像）
          江戸時代18世紀　

ながく  て  かっせん  ず　　びょうぶ　　　え  ど  じ だい　　    せい き　　

とよとみひでよし が ぞう も ほん

№31　豊臣秀吉画像模本

№27　長久手合戦図屏風   江戸時代18世紀

ながしのかっせんず びょうぶ　　    え  ど  じ だい　　 せい き　　

№16　長篠合戦図屏風　江戸時代18世紀

  た   ち  　めい　ながみつ　めいぶつ　 つ  だ   とおとうみ ながみつ　　　　かまくらじだい　　 せいき

№20　太刀 銘 長光  名物 津田遠江長光　　鎌倉時代13世紀

           とくがわいえやす  み  かた が はらせんえき  が  ぞう

 え ど  じ だい　　  せい き　　　　　　　　　　　 てんじ
№10　徳川家康三方ヶ原戦役画像
 江戸時代17世紀（8/1～8/30展示）
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