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第１部　直江兼続の生涯
第１章　直江兼続
1 金茶糸威最上胴具足 1領 桃山時代　16世紀 山形・上杉神社

2 □ 浅葱糸威錆色塗切付札二枚胴具足 1領 桃山時代　16世紀 山形・宮坂考古館

新潟会場のみ 3 紺糸威二枚胴具足 1領 福島・会津若松市

4 □ 鉄製擬宝珠　　西村道仁作 2個（1対） 桃山時代　文禄2年（1593） 山形・出羽三山歴史博物館

5 直江兼続画像 1幅 山形・米沢市上杉博物館

6 直江兼続画像（『集古十種』古画肖像之部） 1冊 江戸時代　 滋賀・彦根城博物館

7 直江兼続画像（『集古十種』古画肖像之部） 1冊 江戸時代　 新潟大学附属図書館

8 中原姓樋口家系図 1冊 江戸時代　19世紀

9 直江家由緒 1通 江戸時代　17世紀 山形・米沢市上杉博物館

10 ◎ 色部長真条書案　大播・元斎宛 1巻 桃山時代　天正20年（1592）8月14日 新潟県立歴史博物館

第２章　上杉謙信と景勝
11 上杉謙信画像　佐久間景矩賛 1幅 江戸時代　元禄年間（1688-1704）頃 大阪城天守閣

12 □ 上杉謙信并二臣像　　　　　　 1幅 桃山-江戸時代　17世紀 新潟・常安寺

新潟会場のみ 13 上杉景勝画像 1幅 江戸時代　19世紀 山形・米沢市上杉博物館

14 上杉旱虎（謙信）書状　喜平次宛 1幅 室町時代　16世紀　年未詳2月13日 新潟県立歴史博物館

15 川中島合戦図屏風 6曲1双 江戸時代　17世紀 和歌山県立博物館

16 ◎ 太刀　銘　一　（号 姫鶴一文字）　附 黒漆合口打刀拵 1口 鎌倉時代　13世紀 山形・米沢市上杉博物館

17 ○ 太刀　銘 長船長光 文永十一年十月廿五日　附 黒漆打刀拵 1口 鎌倉時代　文永11年（1274） 山形・米沢市上杉博物館

18 ◎ 太刀　銘 備州長船兼光 延文三年二月日 1口 南北朝時代　延文3年（1358）

19 ◎ 鑓　銘 城州埋忠作 文禄二年十二月日 2筋 桃山時代　文禄2年（1593） 山形・上杉神社

20 三宝荒神形兜 1頭 室町時代　16世紀 宮城・仙台市博物館

21 飯縄権現立像（兜前立） 1軀 室町時代　16世紀 新潟・常安寺

22 鉄黒漆塗紺糸威異製最上胴具足 1領 桃山時代　16世紀 新潟県立歴史博物館

23 ◎ 紺麻地鐶繋矢車紋鎧下着 1領 室町時代　16世紀 山形・上杉神社

新潟会場のみ 24 □ 青磁牡丹唐草凸花文瓶（謙信・景勝手沢） 1口 山形・上杉神社

25 妙法蓮華経巻 8巻 桃山-江戸時代　16-17世紀 山形・法音寺

第３章　越後・佐渡の統一と信長・秀吉
26 ◎ 上杉景勝朱印状　上野源五郎宛 1巻 桃山時代　天正6年（1578）9月1日 新潟県立歴史博物館

27 ◎ 上杉景虎書状　小田切孫七郎宛 1巻 桃山時代　天正6年（1578）9月14日 新潟県立歴史博物館

28 上杉景勝書状　佐野清左衛門宛 1幅 桃山時代　天正7年（1579）3月3日 新潟県立歴史博物館

29 ◎ 上杉景勝書状　築地修理亮宛 1巻 桃山時代　天正7年（1579）4月8日 新潟県立歴史博物館

30 春日山城跡出土遺物 一括 桃山時代　16-17世紀 新潟・上越市教育委員会

31 長池山砦跡出土遺物　 一括 室町-桃山時代　16-17世紀 新潟・上越市教育委員会

32 御館跡出土遺物 一括 室町時代　16世紀 新潟・上越市教育委員会

33 鮫ヶ尾城跡出土遺物 一括 桃山時代　16世紀 新潟・妙高市

34 ◉ 山崎秀仙書状　与六宛 1通 桃山時代　天正8年（1580）8月頃 山形・米沢市上杉博物館

35 上杉景勝過所　樋口与六宛 1通 桃山時代　天正8年（1580）7月17日

36 織田信長画像 1幅 江戸時代　17-18世紀 京都・大雲院

37 溜漆打刀拵（明智拵） 1口 室町-桃山時代　16世紀 東京国立博物館

38 ◎ 上杉景勝書状　色部修理大夫宛 1巻 桃山時代　天正9年（1581）11月1日 新潟県立歴史博物館

39 ◎ 上杉景勝書状　色部修理大夫宛 1巻 桃山時代　天正10年（1582）6月8日 新潟県立歴史博物館

40 ◎ 上杉景勝書状　色部修理大夫宛 1巻 桃山時代　天正10年（1582）11月11日 新潟県立歴史博物館

41 ◎ 上杉景勝朱印状　色部修理大夫宛 1巻 桃山時代　天正10年（1582）12月2日 新潟県立歴史博物館

42 ○ 豊臣秀吉画像　狩野光信筆　南化玄興賛 1幅 桃山時代　慶長6年（1601）

新潟会場のみ 43 豊臣秀吉画像 1幅 桃山時代 京都・新日吉神宮

44 ○ 豊臣秀吉画像　伝狩野山楽筆 1幅 桃山時代　慶長年間（1596-1615）

新潟会場のみ 45 羽柴秀吉書状　佐々内蔵助宛 1幅 桃山時代　天正11年（1583）4月28日 新潟・長岡市立中央図書館

46 ◎ 上杉景勝判物　色部修理大夫宛 1巻 桃山時代　天正11年（1583）11月22日 新潟県立歴史博物館

47 上杉景勝書状　本庄越前守宛 1通 桃山時代　天正12年（1584）6月27日 山形・財団法人本間美術館

48 ◉ 豊臣秀吉直書　上杉少将宛 1通 桃山時代　天正14年（1586）11月4日 山形・米沢市上杉博物館

49 ◎ 上杉景勝感状　嶺岸佐左衛門尉宛 1巻 桃山時代　天正15年（1587）10月28日 新潟県立歴史博物館

50 豊臣秀吉朱印状写 1通 （原本）桃山時代　天正16年（1588）2月11日

51 直江兼続書状　本庄宛 1幅 桃山時代　天正16年（1588）2月20日 大阪城天守閣

52 直江兼続判物写 1通 （原本）桃山時代　天正16年（1588）5月15日

53 上杉景勝制札 1幅 桃山時代　天正17年（1589）7月　日 新潟・妙経寺

54 ◎ 直江兼続年貢定書　色部宛 1巻 桃山時代　天正18年（1590）10月20日 新潟県立歴史博物館

55 ◎ 大谷吉継書状　色部修理大夫宛 1巻 桃山時代　天正19年（1591）3月11日 新潟県立歴史博物館

56 窪田源右衛門知行書出　行方小四郎宛 1巻 桃山時代　慶長2年（1597）12月1日 新潟・上越市公文書館準備室

57 色々威二枚胴具足 1領 桃山時代　16-17世紀 愛知・名古屋市秀吉清正記念館

58 縹糸下散紅糸威胴丸 1領 桃山時代　16世紀後半 大阪城天守閣

新潟会場のみ 59 朱漆塗紺糸威二枚胴具足 1領 桃山時代　16-17世紀 東京・サントリー美術館

60 菊桐紋蒔絵刀掛 1基 桃山時代　16世紀後半 京都・豊国神社

61 菊桐文蒔絵鞍 1背 桃山時代　16世紀後半 大阪城天守閣

　　　　   = 展示期間　　◉ = 国宝　◎ = 重要文化財　○ = 重要美術品　□ = 県指定文化財　△ = 市指定文化財　
【巡回会場・会期】　新潟県立歴史博物館　2009 年 7月 25日（土）～ 9 月6日（日）

2009年5月30日（土）〜7月12日(日)
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62 桐文蒔絵軍配団扇 1面 桃山時代　16世紀後半 大阪城天守閣

63 茶地花卉模様天鵞絨陣羽織 1領 桃山時代　16世紀 愛知・名古屋市秀吉清正記念館

64 黄地牡丹唐草模様緞子陣羽織 1領 桃山時代　16世紀 東京国立博物館

65 ◎ 紺平絹地小紋染胴服 1領 桃山時代　16世紀 宮城・仙台市博物館

66 天正十四年上洛日帳写 1冊 江戸時代　寛延2年（1749）
（原本）桃山時代　天正14年（1586） 山形・米沢市上杉博物館

67 大坂城跡出土金箔押瓦 一括 桃山時代　16世紀末 大阪市教育委員会

２点 ２点 68 漆絵椀　大坂城跡出土 4点 桃山時代　17世紀初 大阪市教育委員会

69 北野檜皮葺奉加帳 1冊 桃山時代　天正16年（1588）3月12日 京都・北野天満宮

70 聚楽行幸記　大村由己著　楠長諳筆 1巻 桃山時代　天正16年（1588）5月 大阪城天守閣

71 豊公築所聚楽城之図 1幅 明治17年（1884）　（原本）天保14年（1843） 京都・財団法人聚楽教育会

72 豊公築所聚楽城趾形勝 1幅 明治17年（1884）　（原本）天保14年（1843） 京都・財団法人聚楽教育会

73 ◎ 聚楽第跡出土金箔瓦　 一括 桃山時代　16世紀末 京都府（京都府埋蔵文化財調査研究センター保管）

74 太閤分銅金 1点 桃山時代　天正17年（1589）頃初鋳 三菱東京UFJ銀行

75 天正長大判金 1枚 桃山時代　天正年間初鋳 三菱東京UFJ銀行

76 天正大判金 1枚 桃山時代　慶長年間（1596-1615）鋳造 三菱東京UFJ銀行

77 天正大判金 1枚 桃山時代　16世紀末 愛知・名古屋市博物館

新潟会場のみ 78 ◉ 豊臣秀吉朱印状　羽柴越後宰相宛 1通 桃山時代　文禄3年（1594）1月19日 山形・米沢市上杉博物館

新潟会場のみ 79 ◎ 上杉景勝過所 1巻 桃山時代　文禄3年（1594）3月16日 新潟県立歴史博物館

80 直江兼続条書 1巻 桃山時代　慶長2年（1597）2月10日 山形・本間美術館

81 伏見城郭並屋敷取之図 1枚 江戸時代　19世紀 東京都江戸東京博物館

82 伏見城跡出土金箔押瓦 一括 桃山時代　16世紀末 京都市考古資料館

第４章　直江状と関ヶ原合戦
83 前田利家画像　寂庵道光改賛 1幅 江戸時代　17世紀 石川・尾山神社

84 ○・□ 前田利家画像 1幅 桃山-江戸時代　16-17世紀

85 毛利輝元画像 1幅 江戸時代 山口・毛利博物館

86 前田利家血判起請文　宮部中務卿法印等六名宛 1巻 桃山時代　文禄4年（1595）7月20日 大阪城天守閣

87 織田信雄等二十八名連署血判起請文　宮部中務法印等六名 1巻 桃山時代　文禄4年（1595）7月20日 大阪城天守閣

88 豊臣氏五大老連署定書 1幅 桃山時代　文禄4年（1595）8月3日

89 肥前名護屋城図屏風（肉筆模写本）　武内勇吉模写 6曲1隻 昭和54年（1979） 大阪城天守閣

90 金沢△ 肥前名護屋城陣取図（文禄之役） 1幅 江戸時代　19世紀 石川・金沢市立玉川図書館

91 ◎ 豊臣秀吉高麗陣陣立書写 1巻 （原本）桃山時代　慶長2年（1597）2月21日 山口・毛利博物館

92 豊臣秀吉朱印状　鍋島加賀守・同信濃守宛 1通 桃山時代　慶長2年（1597）8月10日 大阪城天守閣

新潟会場のみ 93 ◎ 豊臣秀吉自筆遺言状案 1巻 桃山時代　慶長3年（1598）8月5日 山口・毛利博物館

94 豊臣秀吉遺言覚書 1通 桃山時代　慶長3年（1598）8月5日 東京・早稲田大学図書館

95 ◎ 五大老五奉行起請文案 1巻 桃山時代　慶長3年（1598）9月3日 山口・毛利博物館

96 豊臣氏五大老連署状 1幅 桃山時代　慶長3年（1598）10月16日 京都・豊国神社

97 徳川家康画像　伝狩野探幽筆 1幅 江戸時代　17世紀 大阪城天守閣

98 徳川家康画像　幸田良恭筆 1幅 江戸時代　18世紀 宮城・仙台市博物館

99 徳川家康画像 1幅 江戸時代　17世紀 大阪・堺市博物館

100 黒茶麻地三葉葵紋付帷子 1領 桃山時代　16-17世紀 東京国立博物館

101 水葱練緯地蔦模様三葉葵紋付胴服　 1領 桃山時代　16世紀 東京国立博物館

102 西笑承兌画像 1幅 桃山時代　文禄4年（1595）か慶長12年（1607） 大阪城天守閣

前半 後半 103 直江状 1通 江戸時代　17世紀 新潟県立歴史博物館

104 直江状 1冊 江戸時代　17-18世紀 山形・山形大学附属博物館

新潟会場のみ 105 石田三成画像　前田幹雄筆 1幅 昭和55年（1980） 滋賀・長浜市長浜城歴史博物館

106 石田三成画像　前田幹雄筆 1幅 昭和55年（1980） 大阪城天守閣

107 ◎ 前田玄以画像　南化玄興賛 1幅 桃山時代　慶長7年（1602） 京都・大雲院

108 豊臣氏三奉行連署状　金松又四郎宛 1通 桃山時代　慶長5年（1600）6月15日 愛知・名古屋市秀吉清正記念館

109 結城秀康書状　金松又四郎宛 1通 桃山時代　慶長5年（1600）7月14日 愛知・名古屋市秀吉清正記念館

110 内府ちがいの条々 1巻 桃山時代　慶長5年（1600）7月17日 大阪歴史博物館

111 □ 毛利輝元書状　真田安房守宛 1通 桃山時代　慶長5年（1600）7月29日 長野・真田宝物館

112 □ 宇喜多秀家書状　真田安房守宛 1通 桃山時代　慶長5年（1600）7月29日 長野・真田宝物館

113 □ 豊臣氏二大老四奉行連署状　真田安房守宛 1通 桃山時代　慶長5年（1600）8月2日 長野・真田宝物館

114 □ 石田三成書状　真田房州ほか宛 1通 桃山時代　慶長5年（1600）8月5日 長野・真田宝物館

115 直江兼続書状　助二郎宛 1幅 桃山時代　慶長5年（1600）8月6日 山形・米沢市上杉博物館

116 □ 上杉景勝書状　秀家・輝元ほか（二大老四奉行）宛 1通 桃山時代　慶長5年（1600）8月25日 長野・真田宝物館

117 関ヶ原合戦図屏風 6曲1双 江戸時代　幕末頃 大阪城天守閣

118 関ヶ原合戦絵巻 1巻 江戸時代後期 大阪城天守閣

119 関ヶ原合戦図 1幅 江戸時代　17世紀

120 □ 銅狛犬 2体 桃山時代　慶長18年（1613） 山形・出羽三山歴史博物館

121 伊達政宗画像　土佐光貞筆 1幅 江戸時代　18-19世紀 京都・霊源院

122 伊達政宗夫妻画像　佐久間玄徳筆 1幅 江戸時代　17世紀

123 伊達政宗書状　 1巻 桃山時代　慶長5年（1600）9月14日 魚澄俊行

124 伊達政宗書状　村茂介・宗薫宛　伊達政宗筆 1巻 桃山時代　慶長5年（1600）9月29日 大阪歴史博物館

125 直江兼続書状　築地修理宛 1幅 桃山時代　慶長6年（1601）ｶ　3月29日 山形・財団法人本間美術館

126 亀ヶ崎城出土遺物 一括 桃山-江戸時代　16-17世紀 山形県教育委員会

第５章　上杉氏の米沢移封と大坂冬の陣・夏の陣
127 本多正信画像　佐々木泉龍斎筆 1幅 江戸時代　19世紀 石川・藩老本多蔵品館

128 □ 本多政重画像　本多政重自賛 1幅 江戸時代　寛永13年（1636） 石川・藩老本多蔵品館

129 上杉景勝書状　直江大和守宛 1幅 桃山時代　慶長9-16年（1604-1611） 大阪城天守閣

130 □ 烏帽子形兜 1頭 江戸時代 石川・藩老本多蔵品館

131 太刀　銘　末□ 1口 鎌倉時代中-後期 愛知・熱田神宮

132 ◎ 太刀　銘 北野天満天神豊臣秀頼公造営之時 
于時慶長十二丁未十一月日 信濃守国広造 1口 桃山時代　慶長12年（1607） 京都・北野天満宮
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133 黒羅紗地日輪模様陣羽織 1領 桃山時代　16-17世紀 岡山・財団法人林原美術館

新潟会場のみ 134 黒羅紗地日輪模様陣羽織 1領 桃山時代　16-17世紀 岡山・財団法人林原美術館

新潟会場のみ 135 ◉ 直江重光書状　平八宛 1通 桃山時代　年未詳8月6日 山形・米沢市上杉博物館

136 ◎ 直江重光書状　安筑宛 1通 桃山時代　年未詳8月1日 新潟県立歴史博物館

137 武州豊島郡江戸庄図 1枚 江戸時代　天保4年（1833） 東京都江戸東京博物館

138 鉄砲（国友筒）　銘 江州国友新四郎実孝　 1挺 江戸時代 千葉・国立歴史民俗博物館

139 鉄砲（堺筒）　銘 鍛二重巻張　摂州住籃谷権右衛門作 1挺 江戸時代 千葉・国立歴史民俗博物館

140 大坂夏の陣図屏風　長谷川等意筆 6曲1双のうち半双 江戸時代　18世紀 東京・出光美術館

141 大坂夏の陣図屏風（最上屏風模本） 2曲1隻 江戸時代　19世紀 大阪城天守閣

第２部　直江兼続の時代と文化
第１章　洛中洛外と近世初期風俗画

6/27-7/12 142 ◉ 上杉本洛中洛外図屏風　狩野永徳筆 6曲1双 室町時代　16世紀 山形・米沢市上杉博物館

143 ◎ 洛中洛外図屏風（歴博乙本） 6曲1双 室町時代　16世紀 千葉・国立歴史民俗博物館

6/17-6/26 144 洛中洛外図屏風　 6曲1双 江戸時代　17世紀 兵庫・尼崎市教育委員会

場面替 145 洛中洛外図帖　元信印 1帖（24図） 桃山時代　16世紀 奈良県立美術館

146 日吉山王祇園祭礼図屏風 6曲1双 室町-桃山時代　16世紀 東京・サントリー美術館

147 月次祭礼図（模本）　（原本）伝土佐光信筆 6幅 江戸時代　19世紀 東京国立博物館

巻替 148 三十二番職人歌合絵巻 1巻 室町時代　15世紀 東京・サントリー美術館

149 職人尽図屏風 6曲4隻のうち第3隻 江戸時代　17世紀 東京・サントリー美術館

150 二十四孝図扇面流し屏風　　州信印 6曲1双 桃山時代　16世紀

151 ◎ 世界及日本図屏風 6曲1双 桃山時代　16世紀 福井・浄得寺

新潟会場のみ 152 ◎ 醍醐花見図屏風 6曲1隻 桃山時代　16世紀末-17世紀初 千葉・国立歴史民俗博物館

新潟会場のみ 153 ◎ 豊国祭礼図屏風　狩野内膳筆 6曲1双のうち右隻 桃山時代　17世紀初 京都・豊国神社

154 豊国祭礼・祇園観桜図屏風 6曲1双 江戸時代　17世紀 愛知・名古屋市博物館

新潟会場のみ 155 花下遊楽図屏風　天木宗　筆 6曲1双 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

156 □ 四季耕作図屏風　伝狩野光信筆 6曲1双 桃山時代　16世紀末-17世紀初 石川・大乗寺

157 風俗図屏風　　狩野甚之丞筆 6曲1隻 桃山時代　17世紀

158 □ 築城図屏風 6曲1隻 桃山時代　17世紀初 愛知・名古屋市博物館

新潟会場のみ 159 □ 厩図屏風 6曲1双 桃山時代　16-17世紀 山形・米沢市上杉博物館

160 繋馬図 1幅 桃山時代　16世紀 東京・大倉集古館

161 架鷹図　　曾我直庵筆 1幅 桃山時代　16-17世紀

162 桃花雉子図　　狩野山楽筆 1幅 江戸時代　17世紀

第２章　学問と教養
ページ替 163 ◉ 宋版史記（黄善夫刊本） 90冊のうち6冊 南宋・慶元年間（1195-1200） 千葉・国立歴史民俗博物館

ページ替 164 ◉ 宋版漢書（慶元刊本） 61冊のうち5冊 南宋・慶元2年（1196） 千葉・国立歴史民俗博物館

ページ替 165 ◉ 宋版後漢書（慶元刊本） 60冊のうち4冊 南宋・慶元4年（1198） 千葉・国立歴史民俗博物館

ページ替 166 ◎ 宋版備急千金要方（金沢文庫本） 33冊のうち5冊 南宋時代　12世紀 千葉・国立歴史民俗博物館

ページ替 167 米沢△ 古文真宝後集抄　笑雲清三 21冊のうち10冊 桃山時代　天正16年（1588）書写 山形・市立米沢図書館

ページ替 168 米沢△ 文選（直江版）　昭明太子 31冊のうち10冊 桃山時代　慶長12年（1607）刊行 山形・市立米沢図書館

ページ替 169 米沢△ 施氏七書講義 10冊 室町-江戸時代　16-17世紀 山形・市立米沢図書館

ページ替 170 米沢△ 霊棋経 1冊 山形・市立米沢図書館

171 永禄六年千句 10帖のうち4帖 室町時代　永禄6年（1563） 愛知・熱田神宮

172 天正十一年百韻 1帖 桃山時代　天正11年（1583） 愛知・熱田神宮

173 ○ 吉野懐紙　上巻　 3巻のうち 桃山時代　文禄3年（1594） 宮城・仙台市博物館

174 里村紹巴画像 1幅 江戸時代　18-19世紀 東京国立博物館

175 御神号「南無天満大自在天神」　後陽成天皇宸翰　 1幅 桃山時代　16-17世紀 京都・北野天満宮

176 御神号「南無天満大自在天神」　豊臣秀頼筆　 1幅 桃山時代　慶長9年（1604） 京都・北野天満宮

177 橘松竹鶴亀蒔絵文台・硯箱 1組 桃山時代　慶長2年（1597） 京都・北野天満宮

178 ◎ 桐竹鳳凰蒔絵文台・硯箱　 1具 桃山時代　16世紀末 東京・サントリー美術館

新潟会場のみ 179 ◎ 菊蒔絵文台  1基 室町時代　15世紀 東京・サントリー美術館

180 楓菊桐紋蒔絵硯箱 1合 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

181 蓬莱蒔絵硯箱  1合 桃山時代　16世紀末 東京・サントリー美術館

182 菊芒蒔絵長文箱 1合 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

新潟会場のみ 183 菊萩蒔絵長文箱 1合 桃山時代　16世紀末 東京・サントリー美術館

184 秋草蒔絵長文箱 1合 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

新潟会場のみ 185 秋草鶴亀蒔絵長文箱 1合 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

186 秋草扇面散蒔絵料紙箱  1合 江戸時代　17世紀 東京・サントリー美術館

第３章　桃山の能
187 能面　白式尉 1面 桃山時代　16世紀 東京・サントリー美術館

188 能面　小面　　是閑吉満作 1面 桃山時代　16世紀末-17世紀初 東京・サントリー美術館

189 能面　山姥　　是閑吉満作 1面 桃山時代　16世紀末-17世紀初 東京・サントリー美術館

190 能面　喝食 1面 桃山時代　17世紀 東京・サントリー美術館

191 菊桐紋蒔絵面箪笥　 1基 桃山時代　17世紀 兵庫・篠山能楽資料館

192 粟雀鳴子蒔絵小鼓胴　　阿古作 1丁 桃山時代　17世紀 兵庫・篠山能楽資料館

193 籬秋草蒔絵小鼓胴　　弥左衛門銘・次郎大夫銘 1丁 室町時代　16世紀 東京・サントリー美術館

194 管弦蒔絵小鼓胴  1丁 江戸時代　17-18世紀 東京・サントリー美術館

195 神楽蒔絵小鼓胴  1丁 江戸時代　17世紀 東京・サントリー美術館

196 蒲公英蒔絵大鼓胴  1丁 江戸時代　17世紀 東京・サントリー美術館

197 風神雷神蒔絵大鼓胴　 1丁 江戸時代初期　17世紀 兵庫・篠山能楽資料館

198 紅白段雪持芭蕉模様縫箔 1領 桃山時代　16-17世紀 岡山・財団法人林原美術館

199 浅葱地竹垣五枚笹柳桜蔓花模様縫箔　 1領 桃山-江戸時代　17世紀 東京国立博物館

200 紅地桐山道州浜色紙模様縫箔 1領 桃山時代　17世紀 東京国立博物館

201 黒茶鉄線唐草薄扇散模様片身替縫箔 1領 桃山時代　17世紀 東京国立博物館
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202 紫地桐丸紋模様肩裾縫箔　 1領 桃山時代　16-17世紀 東京国立博物館

203 紫地入子菱繋丸紋散模様厚板 1領 桃山時代　17世紀 東京国立博物館

新潟会場のみ 204 紅地花菱亀甲槌車模様厚板 1領 桃山時代　17世紀 東京国立博物館

205 濃萌黄地花菱桐立涌模様厚板 1領 桃山時代　17世紀 東京国立博物館

206 萌黄地雪持柳桐藤梅模様片身替厚板 1領 桃山時代　17世紀 東京国立博物館

新潟会場のみ 207 濃萌黄地亀甲菊丸模様竹雀紋付厚板 1領 桃山時代　17世紀 東京国立博物館

第４章　桃山のくらし
新潟会場のみ 208 ◎ 桐鳳凰紋蒔絵唐櫃 1合 桃山時代　16世紀 京都・豊国神社

209 菊に桐紋蒔絵長持 1合 桃山時代　16世紀 大阪・堺市博物館

210 流水沢瀉蒔絵広蓋 1口 江戸時代　17世紀 東京・サントリー美術館

211 秋草蒔絵楾・角盥 2口 桃山時代　17世紀 東京・サントリー美術館

212 桐紋蒔絵膳 1基 桃山時代　16世紀末 東京・サントリー美術館

213 菊桐紋蒔絵懸盤 1基 桃山時代　16-17世紀 東京・サントリー美術館

214 桐紋蒔絵七重椀 1組（7口） 桃山時代　16-17世紀 東京・サントリー美術館

215 桐紋蒔絵五重椀 1組（5口） 桃山時代　16-17世紀 東京・サントリー美術館

216 絵替り蒔絵木皿 5枚 桃山-江戸時代　17世紀

217 秋草蝶蒔絵盆 1枚 桃山時代　16-17世紀 東京・サントリー美術館

218 秋草蒔絵徳利 1口 桃山時代　16-17世紀

219 鼠志野柳文平鉢　美濃窯 1口 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

220 青織部四方蓋物　美濃窯 1合 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

221 鳴海織部片身替洲浜形手鉢　美濃窯 1口 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

222 芒桐紋蒔絵八角食籠 1合 桃山時代　16世紀

223 桐文蒔絵旅茶箪笥 1基 桃山時代　16世紀末 大阪城天守閣

224 桐紋芒蒔絵箪笥  1基 桃山時代　16-17世紀 東京・サントリー美術館

第５章　兼続と茶の湯
新潟会場のみ 225 唐物瓢箪茶入　銘 上杉瓢箪　 1口 南宋時代　12-13世紀 京都・野村美術館

226 山上宗二記 1冊 （原本）桃山時代　天正16年（1588） 大阪・堺市博物館

227 山上宗二記 1巻 （原本）桃山時代　天正16年（1588）

228 千利休画像　　千宗旦筆 1幅 江戸時代　17世紀 東京・三井記念美術館

229 千利休画像　三井高祐筆　（千利休遺偈）啐琢斎筆 1幅 江戸時代　寛政6年（1794） 東京・三井記念美術館

230 鈴木新兵衛書状 1通 桃山時代　天正19年（1591） 宮城・仙台市博物館

231 祇園会図　　伝長谷川久蔵筆 1幅 桃山時代　16世紀後半 京都・野村美術館

232 直江兼続書状　ちやうめい宛 1幅 桃山時代　17世紀 新潟・長岡市立中央図書館

233 名護屋城山里丸茶室披客組目録　豊臣秀吉筆 1幅 桃山時代　天正20年（1592）11月16日 愛知・名古屋市秀吉清正記念館

新潟会場のみ 234 神谷宗湛茶之湯記　 10冊のうち第4冊 江戸時代　明和3年（1766） 国立国会図書館

235 博多宗湛日記 1冊 江戸時代　天保10年（1839） 国立国会図書館

236 阿弥陀堂釜　伝与次郎作 1合 桃山時代　16-17世紀 東京・三井記念美術館

237 瀬戸鉄釉半筒茶碗　銘 ゑぼし 1口 桃山時代　16世紀末 滋賀・彦根城博物館

238 褐釉茶碗　美濃窯　大坂城跡出土 1口 桃山時代　16世紀末 大阪市教育委員会（大阪市文化財協会保管）

239 黒楽茶碗　大坂城跡出土 1口 桃山時代　16世紀末 大阪府教育委員会

240 黒大棗　利休在判 1合 桃山時代　16世紀

241 町棗　利休在判 1合 桃山時代　16世紀 東京・三井記念美術館

新潟会場のみ 242 黒漆塗「記参」彫銘棗 1合 江戸時代 滋賀・彦根城博物館

新潟会場のみ 243 瀬戸一重口水指　銘 玉椿手 1口 桃山-江戸時代　16-17世紀 滋賀・彦根城博物館

244 瀬戸一重口水指　橋姫手 1口 桃山-江戸時代　16-17世紀 滋賀・彦根城博物館

245 黄瀬戸立鼓花入　　美濃窯 1口 桃山時代　16世紀後半 東京・サントリー美術館

246 瀬戸黒茶碗　銘 礎石　美濃窯 1口 桃山時代　16世紀後半 東京・サントリー美術館

247 志野茶碗　美濃窯　大坂城跡出土 1口 桃山時代　17世紀初 大阪市教育委員会（大阪市文化財協会保管）

248 黒織部茶碗　美濃窯　三条通中之町出土 1口 桃山時代　17世紀初 京都市考古資料館

249 沓形茶碗　唐津窯　古田織部屋敷跡出土 1口 桃山時代　17世紀初 京都市考古資料館

250 青織部角皿　美濃窯　　古田織部屋敷跡出土 1口 桃山時代　17世紀初 京都市考古資料館

251 総織部向付　美濃窯　古田織部屋敷跡出土 1口 桃山時代　17世紀初 京都市考古資料館

252 青織部向付　　美濃窯　三条通中之町出土 1口 桃山時代　17世紀初 京都市考古資料館

253 桜菊桐蒔絵大棗 1合 桃山時代 大阪・堺市博物館

254 秋草蒔絵椀 1口 桃山時代　16世紀末-17世紀初 東京・サントリー美術館

255 茶杓　銘 松緑　木下長嘯子作 1本 桃山時代　17世紀初 東京・サントリー美術館

256 蹴鞠・鞠挟 1組 江戸時代　18-19世紀 東京・サントリー美術館

※都合により展示期間が変更になる場合がございます。ご了承下さい。


