
№ 時代・世紀 所蔵者

将軍の代替わり

家康から義直ヘ

1

2

3

4 桃山-江戸 16-17

5 徳川家康所用 桃山 16

6 陣太鼓 同上 桃山 16-17

7 ◎ 　
鎌倉 13

8 室町 15

9 同上 室町 15

10
元-明 14-15

11 南宋 13

12 朝鮮王朝 16

13 南宋 13

14 ◎ 徳川家康着用 桃山-江戸 16-17 A

15 ◎ 同上 桃山-江戸 17 B

16 同上 桃山-江戸 17

17 同上 桃山-江戸 16-17 A

18 同上 桃山 16-17 B

春季特別展

将軍からのおくりもの ―儀礼と拝領―
 

平成26年4月12日(土)～5月25日(日)
 

主催　徳川美術館･名古屋市蓬左文庫･中日新聞社

　徳川家康の九男義直を初代とする尾張徳川家は、徳川将軍家の
親戚であるとともに、将軍の後継者を出すことのできる御三家筆頭と
して、将軍家に次ぐ高い家格を保ちました。このため、尾張徳川家
には、当主の元服・婚礼・後嗣の誕生・名古屋への初入国や将軍の
御成などの儀礼の際に、将軍から贈られた品々が伝えられました。
　本展では、尾張徳川家と徳川将軍家とを結ぶおくりものの数々を、
贈答の場面や由緒などに注目しつつ、さまざまな角度から紹介しま
す。

展示期間  A：4月12日(土)～4月30日(水)　B：5月1日(木)～5月25日(日)
　

※◉は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品を示します。
※蓬左文庫は名古屋市蓬左文庫、林政史は徳川林政史研究所、無記名は徳川美術館の所蔵品です。

※出品リストの番号は必ずしも展示の順を示していません。

井戸茶碗　銘 大高麗 大名物　徳川家康所用

期間

駿府御分物御道具帳　十一冊・一通

漢作茄子茶入　銘 茜屋

紫地葵紋付葵の葉文辻ヶ花染羽織

紺地葵紋散槍梅文辻ヶ花染小袖

辻ヶ花染衣服残缺帖

薄水色麻地蟹文浴衣

大名物　同上

無地鉄鐔　号 あけぼの　(№7附属) 同上

江戸　元和2年<1616>

江戸　元和2年<1616>

桐紋散蒔絵長持　(御清御長持)

徳川義直金銀子之覚　徳川義直筆(尾張家初代)

花色日の丸威胴丸具足

刀　無銘 一文字　名物 南泉一文字

古銅砧形花生　銘 杵のをれ

作品名・作者・所用者

豊臣秀頼･徳川家康･徳川義直(尾張家初代)所用

名物　千利休･古田織部･豊臣秀吉･徳川家康所用

久能御蔵金銀請取帳　戸田金左衛門ほか五名筆写

薄浅葱地渦巻文麻浴衣

青磁香炉　銘 千鳥 大名物　伝豊臣秀吉･徳川家康所用

盲亀浮木図小刀柄　無銘 祐乗　(№7附属)

江戸　元和2-4年<1616-18>
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№ 時代・世紀 所蔵者

隠居する将軍

19 ◉ 平安 12

20

21 ◎

22 太刀　銘 正家 鎌倉 14

23 同上 江戸 18-19

24
鎌倉 13

25 同上 江戸 19

将軍の遺品

26 ◎
A

27
鎌倉 14 B

28
南宋 13

29 朱漆四方盆 明 16-17

30 ◎
鎌倉 14

31

32 蠟色塗脇指拵 江戸 19

33 ◎ 西行物語絵巻 鎌倉 13

尾張家の慶事

誕生と宮参り

34 A

35 同上 B

36 南北朝 14

37 同上 鎌倉-南北朝 14

38
室町 16

39 同上 江戸 19

40 江戸 19

元服と一字頂戴

41

42

43

44 鎌倉 13-14

徳川吉宗(8代将軍)一字書出　徳川宗睦(尾張家9代)宛

徳川家継(7代将軍)一字書出　徳川継友(尾張家6代)宛

徳川家光(3代将軍)一字書出　徳川光友(尾張家2代)宛

徳川家斉(11代将軍)下賜･徳川斉温(尾張家11代)拝領

大名物　徳川綱吉(5代将軍)遺品･徳川吉通(尾張家4代)拝領

徳川綱吉(5代将軍)遺品・徳川吉通(尾張家4代)拝領

徳川綱吉(5代将軍)･照姫(6代将軍家宣正室)遺品

徳川家綱(4代将軍)下賜･徳川綱誠(尾張家3代)拝領短刀　銘 来国次

徳川家斉(11代将軍)下賜･徳川斉温(尾張家11代)拝領

脇指　無銘 行光 徳川吉宗(8代将軍)下賜･徳川宗睦(尾張家9代)拝領

蠟色塗刀拵　(№24附属)

南宋　宝祐2年<1254>

本阿弥光勇折紙　延享二年八月三日　(№19附属)

太刀　銘 来国俊 正和二二(四)年十月廿三日□□歳七十五

薄紅地蓬萊葵紋付産衣

短刀　無銘 正宗　名物 一庵正宗

本阿弥光忠折紙　元禄十四年三月三日　(№30附属)

竺仙梵僊墨蹟 ｢与照侍者語｣

漢作肩衝茶入　銘 宗無

短刀　金象嵌銘 貞宗スリ上  本阿(花押)

刀　金象嵌銘 正則

蠟色塗刀拵　(№38附属)

徳川直七郎(斉温)宮参り行列図　二巻の内

江戸　延享2年<1745>

太刀　銘 正恒 徳川吉宗(8代将軍)下賜・徳川宗睦(尾張家9代)拝領

作品名・作者・所用者 期間

鎌倉　正和4年<1315>

虚堂智愚墨蹟 ｢与徳惟禅者偈｣

薄浅葱地蓬萊紋付宝尽文子持筋小袖

徳川家茂(14代将軍)遺品･徳川慶勝(尾張家14代)拝領

徳川綱誠(尾張家3代)誕生服 江戸　承応元年<1652>

江戸　承応元年<1652>

江戸 元禄14年<1701>

徳川家重(9代将軍)下賜･徳川宗勝(尾張家8代)拝領

徳川家斉(11代将軍)下賜･徳川斉朝(尾張家10代)拝領

刀　金象嵌銘 近景

名物　徳川家宣(6代将軍)遺品・徳川吉通(尾張家4代)拝領

徳川家継(7代将軍)遺品･徳川継友(尾張家6代)拝領

蠟色塗刀拵　(№22附属)

江戸　寛永10年<1633>

江戸　正徳3年<1713>

江戸　寛保2年<1742>
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№ 時代・世紀 所蔵者

45

46 ○
室町 15

47

48

49

婚礼

50 ◉
鎌倉 13

51 ◉
52 ◉ 黒漆脇指拵

53 ◉ 初音蒔絵刀掛

54 ○ 太刀　銘 国宗 鎌倉 13

55 江戸 18-19

家督相続と初入国

56 ◎ 刀　無銘 正宗 鎌倉 14

57 ○
南北朝 14

58 太刀　銘 直綱 南北朝 14

記録された拝領

将軍の御成

59 江戸 17

60 江戸 19

61 ◎
南宋-元 13 A

62
　 江戸 18

63

64 太刀　銘 信国 南北朝 14

公式記録に登場する拝領品

65 B

66 江戸 18

67
A

68
明 16-17

69
元-明 14-15

常憲院大相国公実紀　第十七冊　三十冊の内

徳川家慶(12代将軍)一字書出　徳川慶勝(尾張家14代)宛

徳川家慶(12代将軍)一字書出　徳川慶臧(尾張家13代)宛

公方様御成留記
御献上物･御拝領物･御飾道具　五十七冊の内
目録

徳川光友(尾張家2代)拝領

葵紋散蒔絵糸巻太刀拵 霊仙院千代姫(尾張家2代光友正室)所用

徳川家斉(11代将軍)下賜･徳川斉朝(尾張家10代)拝領

江戸　安政4年<1857> 蓬左文庫

蓬左文庫

蓬左文庫

江戸　元禄11年<1698> 蓬左文庫

蓬左文庫

唐物茶壺　銘 橋姫

花唐草文染付茶碗
徳川家光(3代将軍)下賜･徳川光友(尾張家2代)拝領

大名物 徳川綱吉(5代将軍)下賜･徳川綱誠(尾張家3代)拝領

名物　霊仙院千代姫(尾張家2代光友正室)所用
小倉色紙｢百しきや｣　伝藤原定家筆

朗詠詩歌　徳川綱吉(5代将軍)筆

太刀　銘 伊勢天照大神 主平□秀 八幡大菩薩 信国
徳川家慶(12代将軍)下賜･徳川慶臧(尾張家13代)拝領

江戸　元禄9年<1696>

室町　永正10年<1513>

江戸　寛永16年<1639>

江戸　寛永16年<1639>

同上 江戸　寛永16年<1639>

御拝領物御目録　徳川吉通(尾張家4代)宛

柳燕図　伝牧谿筆

元和御成之記

御成御殿御床御棚御餝之図

太刀　銘 備州長船住兼光

蠟色塗刀拵　(№54附属) 同上

徳川家継(7代将軍)下賜･徳川継友(尾張家6代)拝領

徳川吉宗(8代将軍)下賜･徳川宗勝(尾張家8代)拝領

徳川家慶(12代将軍)下賜･徳川慶勝(尾張家14代)拝領

徳川綱吉(5代将軍)下賜･徳川吉通(尾張家4代)拝領

徳川綱吉(5代将軍)下賜･徳川光友(尾張家2代)拝領

江戸　嘉永2年<1849>

江戸　弘化2年<1845>

同上

徳川家光(3代将軍)下賜･徳川光友(尾張家2代)拝領
短刀　銘 吉光 名物 後藤藤四郎

徳川家慶(12代将軍)下賜・徳川慶勝(尾張家14代)拝領
刀　銘 備前国住長船左京進宗光作 　永正十年八月日

宗廟朝庭之礼　徳川慶勝(尾張家14代)筆　六十枚の内

作品名・作者・所用者 期間
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№ 時代・世紀 所蔵者

70 江戸 18-19

71 江戸 18-19

72
鎌倉 13 B

73 江戸 19 B

非公式の拝領

74 江戸 17

75 江戸 17

76 江戸 17-18

77 江戸 17-18

78 江戸 17-18

79 江戸 18

80 江戸 18

81 江戸 18-19

82 徳川家光(3代将軍)着用 江戸 17 A

83 鎌倉 13

84
江戸 19 B

85 徳川家慶(12代将軍)下賜 江戸 19

86 鳥籠 徳川将軍家より拝領 江戸 19

87

88 江戸 18-19

89 江戸 18-19

90
南宋 13

尾張家からのおくりもの―儀礼と献上―

91 ◎
鎌倉 14

92 ○
江戸 17

93

94 江戸 17

95

96 江戸 17

97 江戸 18

98

99

蓬左文庫

蓬左文庫

蓬左文庫

三大字 ｢懐明徳｣　徳川綱吉(5代将軍)筆

和歌色紙 ｢しら浪の｣　徳川秀忠(2代将軍)筆

徳川家慶(12代将軍)下賜･徳川斉荘(尾張家12代)拝領

編年大略　稲葉通邦著　五冊

竹に鶴図　徳川家治(10代将軍)筆　三幅対

伝徳川家茂(14代将軍)下賜･徳川慶勝(尾張家14代)拝領

大名物　徳川家達(宗家16代)･徳川慶勝(尾張家14代)拝領

徳川綱誠(尾張家3代)遺品･徳川綱吉(5代将軍)へ献上

徳川義宜(尾張家16代)より徳川家茂(14代将軍)へ献上

江戸　寛永3年<1626>

刀　銘 相模守政常入道

礼物軌式　　五冊

徳川秀忠自筆書状　徳川義直(尾張家初代)宛

刀　無銘 郷義弘　名物 五月雨郷

漢作文琳茶入　銘 苫屋

聖聡院様江御定例上使之御式書

紫檀松竹梅彫煙草盆

御太切御道具帳

御台様より被進物有之節之御式書　二冊

牡丹図　徳川家斉(11代将軍)筆

節糸織縬織縫合単羽織

萌黄透精好直垂

住吉行幸図　徳川綱吉(5代将軍)筆

寿老人図　徳川綱吉(5代将軍)筆

蠟色塗刀拵　(№72附属)

江戸　文政5年<1822>

江戸　明和4年<1767>

江戸　文化13年<1816> 林政史

尾陽産物誌　十一冊の内

御国産吟味之留

御台様･御簾中様へ思召ニ而御上物控

蓬左文庫

蓬左文庫

蓬左文庫

蓬左文庫

神谷正次書状　竹腰正信宛

幕府老中連署奉書　竹腰正信･成瀬正虎宛

期間

古今和歌集　伝二条為氏筆

敬公実録　六冊

刀　金象嵌銘 吉房

作品名・作者・所用者

江戸　天保11年<1840>

二大字 ｢正名｣　徳川家斉(11代将軍)筆

従姫(5代将軍綱吉正室)下賜

同上

七言二句 ｢威加海内帰故郷  安得賢士守四方｣　徳川家綱(4代将軍)筆
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