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館蔵品企画展 武家社会の文雅   

令和 2 年 12 月 19 日 (土) ～ 令和 3 年 6 月 13 日(日) 

館蔵品の中から、主に安土桃山～江戸時代の様々な文化財を選抜してご紹介します 

 

作者 ・ 資料名 時代 形態 
文化財 

指 定 

後三年役絵巻 3 巻の内〈上〉 江戸 紙本 彩色 ◎市指定文化財 

毛利元就 書状  室町 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

毛利秀就 書状  安土桃山～江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

伊達政宗 書状  安土桃山～江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

加藤清正 領知宛行状  安土桃山～江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

加藤嘉明 書状  安土桃山～江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

福島正則 知行方目録  安土桃山～江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

池田光政 書状  江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

徳川光圀 書翰  江戸 紙本 墨書  

織田有楽斎 書翰  安土桃山～江戸 紙本 墨書  

今井宗薫 書翰  安土桃山～江戸 紙本 墨書  

千利休 書翰  安土桃山 紙本 墨書  

舟越永景 書翰  江戸 紙本 墨書  

小堀遠州 書翰  江戸 紙本 墨書  

金森宗和 書翰  江戸 紙本 墨書  

江月宗玩 書翰  安土桃山～江戸 紙本 墨書  

藤堂高兌 画  江戸 絹本 彩色  

黒田長政 画 ・ 黒田忠之 賛 江戸 紙本 墨画賛  

狩野栄信 画 ・ 松平治郷 賛 江戸 紙本 墨画賛  

堀田正衡 画  江戸 絹本 彩色  

増山雪斎 画  江戸 紙本 墨画  

松平定信 書 短冊  江戸 紙本 墨書  

松平定信 書  江戸 絹本 墨書  

松平定信 画賛  江戸 紙本 彩色画賛  

平家物語下絵小図絵巻 2 巻  江戸 紙本 墨画 ◎市指定文化財 

写真パネル 平家物語絵巻下絵指図集  江戸 玉川大学教育博物館所蔵  

月岡雪鼎 画  江戸 絹本 彩色  

上島鬼貫 画賛  江戸 紙本 彩色画賛  
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作者 ・ 資料名 時代 形態 
文化財 

指 定 

琴棋書画図屏風 狩野探雪 画  江戸 
紙本 彩色  

 屏風 六曲一双  
◎市指定文化財 

琴棋書画図屏風 狩野探幽 画  江戸 
紙本 彩色  

 屏風 六曲一双  
 

源平合戦図屏風  土佐光起  画 

(一の谷合戦・屋島合戦) 
江戸 

紙本 彩色  

 屏風 六曲一双  
◎市指定文化財 

英一蝶 画賛  江戸 絹本 彩色画賛  

祗園南海 画賛  江戸 紙本 墨画賛  

彭城百川 画賛  江戸 紙本 墨画賛  

岡田米山人 画賛  江戸 紙本 墨画賛  

谷文晁 画賛  江戸 絹本 彩色画賛  

大西圭斎 画  江戸 絹本 彩色  

酒井抱一 画  江戸 紙本 彩色  

蠣崎波響 画  江戸 絹本 彩色  

椿椿山 画  江戸 紙本 墨画  

鈴木鳴門 画  江戸 絹本 彩色  

小川破笠 画賛  江戸 紙本 彩色画賛  

井原西鶴 画賛  江戸 紙本 彩色画賛  

松尾芭蕉 画賛  江戸 紙本 墨画賛  

加賀千代 書 短冊  江戸 紙本 墨書  

烏丸光宣 書  安土桃山～江戸 紙本 墨書  

香川宣阿 書 短冊  江戸 紙本 墨書  

井上通女 書 短冊  江戸 紙本 墨書  

紀伊国屋文左エ門 画賛 江戸 紙本 彩色画賛  

新井白石 書  江戸 紙本 墨書  

大塩平八郎 書  江戸 紙本 墨書  

佐藤一斎 書  江戸 絹本 墨書  

本阿弥光悦 書  江戸 紙本 墨書  

平賀源内 書 短冊  江戸 紙本 墨書  

小野蘭山 書 江戸 紙本 墨書  

高野長英 画賛 江戸 紙本 墨画賛  


