
展示期間

番号 指定 名称 員数 時代／世紀 所蔵 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

第１部　アジア古代王朝の精華

1

正倉院宝物

麻布菩薩

１張 奈良時代　８世紀 奈良・正倉院

2

正倉院宝物

円鏡　宝相華螺鈿

１面 唐時代　８世紀 奈良・正倉院

3

正倉院宝物

八角箱　瑇瑁螺鈿

１合 唐時代　８世紀 奈良・正倉院

4

正倉院宝物

尺　紅牙撥鏤

１枚 奈良時代　８世紀 奈良・正倉院

5

正倉院宝物

如意　瑇瑁竹形

１柄 唐時代　８世紀 奈良・正倉院

6

正倉院宝物

尺八　彫石

１口 唐時代　８世紀 奈良・正倉院

7

正倉院宝物

袍　纐纈

１領 奈良時代　８世紀 奈良・正倉院

8

正倉院宝物

几褥（机上の敷布）　白橡綾錦

１張 唐時代　８世紀 奈良・正倉院

9

正倉院宝物

墨

１挺 唐時代　開元４年（７１６） 奈良・正倉院

10

正倉院宝物

鎮子（申・酉）　白石

１箇 唐時代　８世紀 奈良・正倉院

11

正倉院文書

豊後国戸籍

１通 奈良時代　８世紀 奈良・正倉院

12

正倉院文書

筑後国正税帳

１通 奈良時代　８世紀 奈良・正倉院

13

正倉院文書

薩摩国正税帳

１通 奈良時代　８世紀 奈良・正倉院

14

正倉院宝物

加盤（入れ子の器）　佐波理

１具 統一新羅時代　８世紀 奈良・正倉院

15

正倉院宝物

銅匙　　佐波理

２０枚 統一新羅時代　８世紀 奈良・正倉院

16 国宝 金印 ｢漢委奴国王｣ １顆 後漢時代　１世紀 福岡市博物館 １０月１６日‐１１月４日展示

17 金印「滇王之印」 １顆 前漢時代　紀元前２世紀 中国国家博物館

18 金印「廣陵王璽」 １顆 後漢時代　１世紀 南京博物院

19 漆絵屏風　司馬金龍墓出土 １面 六朝時代　５世紀 山西省博物院

20 仕女図壁画　韋浩墓出土 １枚 唐時代　景龍２年（７０８） 陝西省考古研究所

21 石槨　楊会墓出土 １組 唐時代　開元２４年（７３６） 陝西省靖辺県文物管理委員会

22 井真成墓誌 １合 唐時代　開元２２年（７３４） 西北大学文博学院

23 金冠　天馬塚古墳出土 １頭 新羅時代　６世紀 国立慶州博物館

24

金製銙帯および腰佩

天馬塚古墳出土

１式 新羅時代　６世紀 国立慶州博物館

25 金製細環耳飾　天馬塚古墳出土 １対 新羅時代　６世紀 国立慶州博物館

26 金製太環耳飾　天馬塚古墳出土 １対 新羅時代　６世紀 国立慶州博物館

27 金製指環　天馬塚古墳出土 ２点 新羅時代　６世紀 国立慶州博物館

28 金製釧　天馬塚古墳出土 ２点 新羅時代　６世紀 国立慶州博物館

29 海獣葡萄鏡 　独孤思貞墓出土 １面 唐時代　８世紀 中国国家博物館

30 重文 海獣葡萄鏡　高松塚古墳出土 １面 奈良時代　８世紀 奈良文化財研究所

31 重文 棺金具　金銅透彫　高松塚古墳出土 １箇 奈良時代　８世紀 奈良文化財研究所

32 重文 唐様大刀金具類　銀装　高松塚古墳出土 ９箇 奈良時代　８世紀 奈良文化財研究所

33 国宝 龍首水瓶　　法隆寺献納宝物 1口 唐または奈良時代　７世紀 東京国立博物館

34 国宝 八角燈籠火袋羽目板　金銅 １面 奈良時代　８世紀 東大寺

35 国宝 伝橘夫人念持仏および厨子 １基 白鳳‐奈良時代　７‐８世紀 法隆寺

開館記念特別展

出　品　目　録

２００５年

１０月１６日（日）‐１１月２７日（日）

　　　　　　　　　　         　　九州国立博物館

※会期中に展示替えを行います



36 麻布山水図 １面 奈良時代　８世紀 九州国立博物館

37 尺　緑牙撥鏤 １枚 唐または奈良時代　８世紀 個人蔵

38 重美 尺　碧瑠璃 １枚 唐または奈良時代　８世紀 個人蔵

39 重美 方響　鉄 １枚 唐または奈良時代　８世紀 個人蔵

40 重文 白檀香　　法隆寺献納宝物 １材 ７‐８世紀 東京国立博物館

第２部　大航海時代の日本

　第１章　風俗画と蒔絵

41 国宝 洛中洛外図屏風 ６曲1双 室町時代　１６世紀 米沢市上杉博物館 １１月１２日‐１１月２７日展示

42 洛外名所図屏風 ６曲１双 室町時代　１６世紀 太田記念美術館

43 重文 名所風俗図屏風 ６曲１双 桃山時代　１６‐１７世紀 文化庁 １０月１６日‐１１月１１日展示

44 京洛風俗図扇面 全９面のうち５面 室町時代　１６世紀 出光美術館

45 酒飯論絵巻 １巻 室町時代　１６世紀 文化庁

46 重文 十二ヶ月風俗図 １帖 桃山時代　１６‐１７世紀 山口蓬春記念館

47 重文 職人尽絵屏風 ６曲１双 桃山時代　１６‐１７世紀 喜多院

48 南蛮屏風 ６曲１双 桃山時代　１７世紀 国立ソアレス・ドス・レイス博物館

49 重文 文台・硯箱　松藤蒔絵 １具 室町時代　１６世紀 防府天満宮

50 重文 文台　梅月蒔絵 １基 室町時代　１６世紀 太宰府天満宮

51 重文 椅子　西王母蒔絵 １基 桃山時代　１７世紀 高台寺

52 重文 文庫　竹秋草蒔絵 １合 桃山時代　１７世紀 高台寺

53 硯箱　芒葛蒔絵 １合 桃山時代　１６‐１７世紀 文化庁

54 厨子棚　野葡萄蒔絵 １基 桃山時代　１７世紀 文化庁

55 椀　百足蝶蜂漆絵 ２口 桃山時代　天正４年（１５７６） 岡豊別宮八幡宮

56 重文 提子　菊蒔絵 １口 桃山時代　１７世紀 高台寺

　第２章　芸能と遊芸

57 国宝 風俗図屏風（松浦屏風） ６曲１双 桃山‐江戸時代　１７世紀 大和文華館

58 重文 阿国歌舞伎図屏風 ６曲1隻 桃山時代　１７世紀 京都国立博物館

59 阿国歌舞伎絵詞 １冊 桃山時代　１７世紀 京都大学附属図書館

60 国宝 花下遊楽図屏風 ６曲１双 桃山時代　１７世紀 東京国立博物館

61 重文 唐織　紅地鳳凰桜雪持笹文様 １領 桃山時代　１６世紀 厳島神社

62 重文 舞楽装束「納曽利」 １領 桃山時代　天正１７年（１５８９） 厳島神社

63 太鼓秘伝抄 １冊 桃山時代　文禄２年（１５９３） 永青文庫

64 重文 住吉社法楽和歌短冊 １帖 室町時代　１５世紀 長門一宮住吉神社

65 和歌短冊 １巻 桃山時代　１６世紀 筥崎宮

66 桐村家伝書 27冊 桃山‐江戸時代　１６‐１８世紀 個人蔵

　第３章　武士の装い

67 重文 梅に鴉図襖 ６面 桃山‐江戸時代　１６‐１７世紀 京都国立博物館 １１月１３日‐１１月２７日展示

68 重文 四季花鳥図屏風 ６曲１双 室町時代　天文１８年（１５４９） 白鶴美術館

69 花鳥図屏風 ６曲１双 桃山時代　天正３年（１５７５） 国立ビクトリア美術館

70 唐獅子図屏風 ６曲１隻 桃山時代　１６世紀 宮内庁三の丸尚蔵館 １０月１６日‐１１月１２日展示

71 重文 桐文陣羽織　華文刺縫 １領 桃山時代　１６世紀 嘉穂町

72 法被　赤地牡丹唐草丸ニ飛雲文様錦 １領 桃山時代　１６世紀 毛利博物館

73 重文 鎧直垂　紅地桐文様散錦 １具 室町時代　１６世紀 毛利博物館

74 重文 裃　紺地葵紋付二字霰小紋 １具 桃山時代　１６‐１７世紀 水府明徳会　彰考館徳川博物館

75 重文 胴丸具足　銀小札白糸威 １領 桃山時代　１６世紀 厳島神社



76 具足　二王胴 １領 桃山時代　１６世紀 東京国立博物館

77 重文 兜　桃形大水牛脇立 １頭 桃山時代　１６世紀 福岡市博物館

78 兜　執金剛杵形 １頭 江戸時代　１７世紀 靖国神社遊就館

79 兜　兎耳形 １頭 桃山時代　１６世紀 靖国神社遊就館

80 重文 鞍・鐙　芦穂蒔絵 １具 桃山時代　１６世紀 東京国立博物館

81 重美 肩衝茶入　銘 新田肩衝　大名物 １口 南宋時代　１３世紀 水府明徳会　彰考館徳川博物館

82 肩衝茶入　銘 平野肩衝　大名物 １口 南宋‐元時代　１３‐１４世紀 尚古集成館

83 肩衝茶入　銘 安国寺肩衝　大名物 １口 南宋時代　１３世紀 五島美術館

84 瓢箪茶入　銘 上杉瓢箪　大名物 １口 明時代　１５世紀 野村美術館

85 黒楽茶碗　銘 紙屋黒 １口 桃山時代　１６世紀 静嘉堂文庫美術館

86 重文 井戸茶碗　銘 細川井戸　大名物 １口 朝鮮王朝時代　１６世紀 畠山記念館

87 芋頭耳付水指　伊賀 １口 桃山時代　１７世紀 個人蔵

88 重文 柿文三耳壺　唐津 １口 桃山時代　１７世紀 出光美術館

89 重文 小袖　蝶牡丹文様片身替 １領 桃山時代　天正１７年（１５８９） 芦刈山保存会

90 重文 胴服　黄地牡丹蓮唐草文緞子 １領 桃山時代　１６世紀 小野市好古館

91 重文 胴服　辻が花染丁字文 １領 桃山時代　１７世紀 大森銀山清水寺

92 重文 能装束　草花水藻文様肩裾繍箔 １領 桃山時代　１６世紀 林原美術館

　第４章　信仰の世界

93 打敷　金襴縫合 １枚 室町時代　天文７年（１５３８） 大徳寺本坊 １０月１６日‐１１月３日展示

94 聖母マリア像刺繍壁掛 １枚 明時代　１６世紀 高台寺

95 天狗および烏天狗像 ９躯 江戸時代　１８世紀 国玉神社

96 山伏像 １体 室町時代　天文２１年（１５５２） 英彦山神宮

97 南山士雲像 １躯 室町時代　永禄１２年（１５６９） 崇久寺

98 怡雲宗悦像 １幅 戦国時代　１６世紀 大徳寺瑞峯院

99 天川弁財天曼荼羅図 １幅 室町時代　天文１５年（１５４６） 能満院

100 牛車天神図 １幅 室町時代　１６世紀 光明寺

101 承天寺境内図 １幅 桃山時代　１６世紀 個人蔵

102 日蓮聖人註画讃（巻５） 全５巻のうち 室町時代　天文５年（１５３６） 本圀寺

103 華鬘 ４面

室町時代　天文２０年（１５５１）

江戸時代　１６‐１７世紀

願成寺

104 九条袈裟および血脈袋 １肩・１口 室町時代　永禄３年（１５６０） 建咲院

105 肥前日記 ３冊 室町ー桃山時代　１６世紀 神宮文庫

106 仙巣稿 ３冊 桃山時代　１７世紀 聖福寺

107 虚白録 １冊 江戸時代　１７世紀 聖福寺

　第５章　肖像

108 織田信長像 １幅 桃山時代　１６世紀 大徳寺本坊 １０月１６日‐１１月３日展示

109 豊臣秀吉像 １幅 桃山時代　慶長４年（１５９９） サンフランシスコ・アジア美術館

110 羽柴秀長像 １幅 桃山時代　天正１９年（１５９１） 大徳寺本坊 １１月５日‐１１月２７日展示

111 高台院像 １幅 桃山時代　１７世紀 高台寺

112 重文 千利休像 １幅 桃山時代　１６世紀 正木美術館

113 重文 細川幽斎像 １幅 桃山時代　慶長１７年（１６１２） 天授庵

114 松井与八郎像 １幅 桃山時代　文禄３年（１５９４） 宝泉寺

115 内藤興盛像 １幅 江戸時代　１７世紀 善生寺

116 大友宗麟像 １幅 桃山時代　天正１５年（１５８７） 大徳寺瑞峯院

117 曲直瀬道三像 １幅 桃山時代　天正５年（１５７７） 杏雨書屋

118 前田玄以像 １幅 桃山時代　慶長７年（１６０２） 蟠桃院

119 黒田孝高像 １幅 江戸時代　慶長９年（１６０４） 崇福寺



120 松の丸像 １幅 江戸時代　１７世紀 誓願寺

121 松東院像 １幅 江戸時代　寛永１２年（１６３５） 松浦史料博物館

122 宗義智像 １幅 江戸時代　１７世紀 万松院

123 加藤清正像 １幅 江戸時代　慶長８年（１６０３） 大東急記念文庫

124 島津某像 １枚 桃山時代　１６世紀 鶴嶺神社

125 龍造寺隆信像 １幅 桃山時代　１６世紀 宗龍寺

126 後藤貴明像 １躯 桃山時代　天正１６年（１５８８） 貴明寺

展示期間の区分は以下の通り

１期　１０月１６日‐１０月２３日、２期　１０月２４日‐１０月３０日、３期　１０月３１日‐１１月　６日、

４期　１１月　７日ー１１月１３日、５期　１１月１４日‐１１月２０日、６期　１１月２１日‐１１月２７日


