
展　示　期　間 作品
番号 指  定 作　品　名 作　者 員　数 時　代 所　蔵

4/14 ～ 5/7 5/9 ～ 5/14 5/16 ～ 5/27

 第１章　戦国武将の雄　毛利元就から輝元まで
1 ◎ 絹本著色毛利元就公画像 仁如集尭賛 一幅 永禄5年（1562） 山口市・豊栄神社
2 ◎ 毛利元就画像 凞春龍喜賛 一幅 桃山時代 毛利博物館
3 毛利興元画像 一幅 室町時代 毛利博物館
4 毛利隆元自画像（下絵） 毛利隆元 一幅 室町時代 毛利博物館
5 毛利輝元画像 一幅 江戸時代初期 毛利博物館
6 ◎ 太刀　銘 備前国□□（伝 友成） 伝 友成 一口 平安時代末期 毛利博物館
7 ◉ 菊造腰刀（伝 当麻） 一口 鎌倉時代末期 毛利博物館
8 ◉ 菊造腰刀拵 一口 南北朝時代 毛利博物館

巻替え 9 ◎ 刀絵図 本阿弥光徳 一巻 文禄3年（1594） 毛利博物館
10 ◎ 色々威腹巻　兜・大袖・喉輪付 一領 室町時代 毛利博物館
11 ◎ 紅地桐文散錦直垂 一領 室町時代 毛利博物館
12 扇子 一握 室町時代 毛利博物館
13 竹透鐔象嵌　銘 長船清光 長船清光 一枚 室町時代 毛利博物館
14 軍貝（法螺貝） 一口 室町時代 毛利博物館
15 出陣膳椀具 一具 室町時代 毛利博物館

入替え 16 軍幟（毛利元就軍旗） 三旒のうち二旒 室町時代 毛利博物館
17 毛利元就座備図 一幅 江戸時代 毛利博物館
18 軍扇 一握 室町時代 毛利博物館
19 軍配 一握 室町時代 毛利博物館
20 印籠（毛利輝元所用） 一合 桃山時代〜江戸時代 毛利博物館
21 眼鏡（毛利輝元所用） 一掛 桃山時代〜江戸時代 毛利博物館
22 ◎ 毛利元就外十一名契状 毛利元就ほか 一通 弘治3年（1557） 毛利博物館
23 ◎ 毛利元就自筆書状（三子教訓状） 毛利元就 一通 弘治3年（1557） 毛利博物館

巻替え 24 ◎ 毛利元就自筆起請文 毛利元就 一通 永正10年（1513） 毛利博物館
25 ◎ 志道広良言上書 志道広良 一通 天文15年（1546）頃 毛利博物館
26 ◎ 村上元吉外十四名連署注進状 村上元吉ほか 一通 天正4年（1576） 毛利博物館
27 ◎ 毛利氏織田信長和戦対策書 一通 室町時代 毛利博物館
28 ◎ 豊臣秀吉自筆書状写 一通 慶長3年（1598） 毛利博物館
29 ◎ 徳川家康誓紙（徳川家康起請文） 徳川家康 一通 慶長5年（1600） 毛利博物館
30 ◎ 井伊直政・本多忠勝連署起請文 井伊直政・本多忠勝 一通 慶長5年（1600） 毛利博物館
31 後柏原天皇宸翰懐紙 後柏原天皇 一幅 室町時代 毛利博物館
32 ◎ 銅印｢通信符｣（右印） 一顆 朝鮮王朝時代・景泰4年（1453） 毛利博物館
33 ◎ 木印｢日本国王之印｣ 一顆 室町時代 毛利博物館
34 ◎ 朱漆雲龍鎗金印箱 一合 明時代 毛利博物館
35 ◎ 黄銅六花文印箱 一合 朝鮮王朝時代 毛利博物館
36 灰吹銀 四十四枚のうち 元亀元年（1570）頃 毛利博物館

 第２章　「山水長巻」の世界　雪舟と水墨画
37 ◉ 四季山水図（山水長巻） 雪舟等楊 一巻 文明18年（1486） 毛利博物館

巻替え 38 ◉ 四季山水図（副本） 伝 雲谷等顔 一巻 江戸時代初期 毛利博物館
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巻替え 39 四季山水図 狩野古信 一巻 享保10年（1725） 毛利博物館

40 ◉ 雪舟送別詩 徐璉 一幅 明時代・成化5年（1469） 毛利博物館
41 摘星楼図 雪舟等楊画／龍崗真圭賛 一幅 室町時代 サントリー美術館
42 漁楽図 伝 銭穀 三幅 明時代 毛利博物館
43 山水図 伝 米友仁 三幅 李朝時代 毛利博物館
44 白鷺図 毛利隆元 一幅 室町時代 毛利博物館
45 枇杷に鷹図 毛利隆元 一幅 室町時代 毛利博物館

 第３章　受け継がれた美意識　毛利家の典籍と絵画
46 ◉ 史記呂后本紀　第九 大江家国 一巻 延久5年（1073） 毛利博物館
47 大江広元所用鞭　納袋付 一握 鎌倉時代 毛利博物館
48 大江広元像 大庭学僊 一幅 明治時代 毛利博物館

巻替え 49 ◉ 古今和歌集　巻八（高野切） 伝 源兼行 一巻 平安時代 毛利博物館
50 新古今和歌集抜書 伝 伏見天皇 一巻 鎌倉時代 毛利博物館
51 毛利元就句集 里村紹巴 一巻 元亀3年（1572） 毛利博物館
52 毛利元就詠草連歌 里村紹巴編／聖護院道澄筆 一巻 元亀3年（1572） 毛利博物館
53 毛利元就連歌懐紙 毛利元就 一帖 永禄5年（1562） 毛利博物館
54 毛利元就・吉川元春・小早川隆景　短冊和歌 毛利元就、吉川元春、小早川隆景 三幅 室町時代 毛利博物館
55 連歌式目 里村紹巴 一帖 天正9年（1581） 毛利博物館
56 養生俳諧 曲直瀬道三 一帖 天正16年（1588） 毛利博物館

～ 4/30 巻替え 57 ◎ 西行物語絵巻 俵屋宗達画／烏丸光広詞書 三巻のうち巻第二 寛永7年（1630） 出光美術館
場面替え 58 源氏物語絵巻 尊純法親王詞書 五巻のうち 江戸時代前期 毛利博物館

59 王昭君・桐鳳凰・松孔雀図 狩野探幽 三幅 寛文10年（1670） 毛利博物館
巻替え 60 八江萩八景図巻 雲谷等璠 一巻 貞享2年（1685） 毛利博物館

61 舞楽図 住吉広行 一幅 江戸時代中期 毛利博物館
62 鯉魚図 円山応挙 三幅 江戸時代中期 毛利博物館
63 山水図 頼山陽 三幅 江戸時代後期 毛利博物館
64 郭子儀・青緑山水図 田能村直入 二幅 明治3年（1870） 毛利博物館
65 福禄寿図 狩野芳崖 一幅 明治時代 毛利博物館

 第４章　暮らしにみる大名文化　婚礼調度と雛飾り
66 毛利秀就画像 一幅 江戸時代 毛利博物館
67 御重代太刀（豊後国定秀在銘） 定秀 一口 鎌倉時代初期 毛利博物館
68 梨地菊桐文蒔絵糸巻太刀拵 一口 江戸時代初期 毛利博物館
69 馬寮馬具 馬寮馬具一式のうち鞍・鐙一具 江戸時代初期 毛利博物館
70 梨地葵沢瀉紋散蓮池金銀蒔絵厨子棚 一具 江戸時代中期 セゾン現代美術館
71 梨地葵沢瀉紋散蓮池金銀蒔絵黒棚 一具 江戸時代中期 セゾン現代美術館
72 梨地橐吾山吹十種香箱 一具 江戸時代中期 磐田市香りの博物館
73 松竹梅蒔絵刀掛 一基 江戸時代後期 毛利博物館
74 黒塗一に三つ星紋入陣笠 一頭 江戸時代末期 毛利博物館
75 次郎左衛門雛 一対 江戸時代 毛利博物館
76 有職雛 七沢屋仙助 一具 江戸時代 毛利博物館
77 黒塗唐草文沢瀉紋散蒔絵雛道具 一組 江戸時代 毛利博物館
78 梨地松桜鶴亀蒔絵三面　碁盤　将棋盤　双六盤 一組 江戸時代 毛利博物館
79 産衣 一領 桃山時代 毛利博物館
80 熨斗目 一領 江戸時代 毛利博物館
81 亀甲浮線綾文様袿 一領 江戸時代 毛利博物館
82 火事装束 一具 江戸時代 毛利博物館
83 菱入り三重襷に梅丸文様腰巻 一領 江戸時代 毛利博物館
84 花菱立涌に菊花束と蝶文様打掛 一領 江戸時代 毛利博物館
85 几帳に秋草文様単衣 一領 江戸時代 毛利博物館
86 鼈甲前挿 一点 江戸時代 毛利博物館



展　示　期　間 作品
番号 指  定 作　品　名 作　者 員　数 時　代 所　蔵

4/14 ～ 5/7 5/9 ～ 5/14 5/16 ～ 5/27

 第５章　能楽と茶の湯の世界　毛利家ゆかりの道具類
87 ◎ 紅萌葱地山道菊桐文様片身替唐織 一領 桃山時代 毛利博物館
88 牡丹唐草丸に飛雲文様法被 一領 桃山時代 毛利博物館
89 茶紅段替藤袴女郎花文様唐織 一領 江戸時代 山口市・野田神社
90 浅葱地注連縄に譲葉裏白文様縫箔 一領 江戸時代 山口市・野田神社
91 紅黄段替風車文様縫箔 一領 江戸時代 山口市・野田神社
92 紫地藤袴蜻蛉文様長絹 一領 江戸時代 山口市・野田神社
93 鬱金地入子菱菊蔦模様唐織 一領 江戸時代 髙島屋史料館
94 鬱金綸子地枝垂柳雪輪春草模様縫箔 一領 江戸時代 髙島屋史料館
95 紅茶段丸紋散模様縫箔 一領 江戸時代 髙島屋史料館
96 鬱金濃茶段桜扇模様縫箔 一領 江戸時代 髙島屋史料館
97 紺地花入藤菱模様金襴袷狩衣 一領 江戸時代 髙島屋史料館
98 小面 金春安勝 一面 江戸時代 山口市・野田神社
99 　 泥眼 出目栄満 一面 江戸時代 山口市・野田神社

100 　 小尉 一面 江戸時代 山口市・野田神社
101 長霊癋見 河内家重 一面 江戸時代 山口市・野田神社

頁替え 102 幸若流舞の本 一揃 江戸時代初期 毛利博物館
103 黒釉兎毫文碗 一口 南宋時代 毛利博物館
104 井戸茶碗　銘 毛利井戸 一口 朝鮮王朝時代 出光美術館
105 大井戸茶碗　銘 常盤 一口 朝鮮王朝時代 毛利博物館
106 高麗茶碗 一口 朝鮮王朝時代 毛利博物館
107 山水人物螺鈿天目台 一基 明時代 毛利博物館
108 黒塗天目台（尼崎台） 一基 明時代 毛利博物館
109 古萩茶碗 一口 江戸時代 毛利博物館
110 出雲茶碗　銘 山里 伝 倉崎権兵衛 一口 江戸時代 毛利博物館
111 唐物丸壷茶入　銘 時鳥 一口 元時代〜明時代 毛利博物館
112 唐物文琳茶入　銘 宇都良 一口 元時代〜明時代 毛利博物館
113 黄褐釉五耳壷 一口 元時代〜明時代 毛利博物館
114 竹茶杓　銘 一松 千利休 一本 桃山時代 毛利博物館
115 芦屋一字三星紋入鶴首釜 一口 室町時代 毛利博物館
116 芦屋梅花文肩衝釜 一口 室町時代 毛利博物館
117 屈輪香合 一合 明時代 毛利博物館
118 楼閣人物螺鈿香合 一合 明時代 毛利博物館
119 花鳥堆朱食籠 一合 明時代 毛利博物館
120 楼閣人物堆朱食籠 一合 明時代 毛利博物館
121 瓜栗鼠堆朱軸盆 一枚 明時代 毛利博物館
122 蒟醤食籠 一合 毛利博物館
123 蒟醤硯箱 一合 毛利博物館

 第６章　毛利家と明治維新　近世から近現代へ
124 江戸麻布邸遠望図 谷文二 一幅 江戸時代後期 毛利博物館
125 麻布御屋敷差図 一鋪 江戸時代 山口県文書館
126 江戸麻布御屋敷土地割差図 一鋪 明和9（1772）〜安永2年（1773）頃 山口県文書館
127 毛利家家紋入鬼瓦 江戸時代 東京都教育委員会
128 地鎮祭に伴う遺構から出土した遺物 江戸時代 東京都教育委員会
129 麻布邸龍土屋形玄関飾 一基 寛永12年（1635） 山口県立山口博物館

・展示室内の温度・湿度・照明は、所蔵者の貸出条件及び作品保護に適した環境に調整されています。
・作品名については、各所蔵先の意向に従いました。
・作品番号はキャプション及び図録の番号と一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。
・作品の状態、その他やむを得ぬ事情により、展示作品や展示期間を予定外に変更する場合があります。
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