
企画展示

№ 作品名 作者・所用者・寄贈者 時代 所蔵者 期間

一、戦国の世

1 色々威鎧 南北朝 14C 明眼院
2 成瀬家行軍之図 江戸 19C 蓬左文庫

尾張･三河動乱

3
松平清康画像模本
(原本 岡崎市随念寺蔵)

桜井清香模写

4
松平広忠画像模本
(原本 岡崎市大樹寺蔵涅槃図)

桜井清香模写
昭和11年(1936)
原本 江戸 17-18C

5 小豆坂合戦ノ図 江戸 正徳2年(1712) 蓬左文庫

6
今川義元感状写
御宿藤七郎(綱清)宛

稲垣家寄贈

7
今川義元感状写
御宿藤七郎(綱清)宛

稲垣家寄贈

8
今川義元感状写
御宿藤七郎(綱清)宛

稲垣家寄贈

9
松平元康(家康)所領安堵状
松又(松平又八郎伊忠)宛

深溝松平家伝来 室町 永禄6年(1563)

10 金三蓋傘形指物 上田元俊所用 上田家寄贈 桃山 16-17C

11 茶臼
徳川家康下賜
上田元俊拝領 上田家寄贈

室町-桃山 16C

二、天下布武

12
織田信長画像模本
(原本 豊田市長興寺蔵)

桜井清香模写

13 絵本豊臣勲功記　初編三 桜山堂山著 歌川国芳画 江戸 安政4年(1857) 蓬左文庫

14 室町 弘治3年(1557)

桶狭間合戦

15 桶狭間之図(桶狹間古戦場図) 江戸 18-19C 蓬左文庫
16 絵本豊臣勲功記　初編十 桜山堂山著 歌川国芳画 江戸 安政4年(1857) 蓬左文庫
17 三河物語　中巻　片仮名本･写本 大久保彦左衛門著 江戸 17C 蓬左文庫

18 今川氏真感状写　御宿左衛門尉宛 稲垣家寄贈

岐阜攻略

19 春日井郡清須古城之図 江戸 18C 蓬左文庫
20 春日井郡小牧村古城絵図 江戸 17C 蓬左文庫

21 濃州厚見郡岐阜図 (旧岐阜城下図)複製
原本
江戸 承応3年(1654)

蓬左文庫

22 濃州厚見郡岐阜古城図 江戸 18C 蓬左文庫

23 ◎
太刀　銘 備前国長船住守家
名物 兵庫守家

丸毛長照･徳川家康所持 鎌倉 13C

姉川合戦

24 江州姉川陣図(姉川古戦場図) 江戸 18-19C 蓬左文庫

25
兼松又四郎(正吉)画像模本
(原本 名古屋市兼松家蔵)

桜井清香模写

天 下 統 一
－ 信 長 か ら 家 康 へ －
2 0 1 4 年 7 月 2 6 日 ( 土 ) ～ 9 月 2 8 日 ( 日 )
A : 7 月 2 6 日 ～ 8 月 3 1 日 　B : 9 月 2 日 ～ 9 月 2 8 日

　　　　　　　　　　　　　　　・⦿は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品です
　　　　　　　　　　　　　　　・都合により出品作品が変更になることがあります
　　　　　　　　　　　　　　　・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません
　　　　　　　　　　　　　　　・所蔵者が空欄の作品は徳川美術館の所蔵品です

昭和11年(1936)
原本 室町-桃山 16C

江戸 18-19C
原本 室町 天文16年(1547)

斎藤高政(義龍)書状　織田武蔵守(信成)宛
(｢芳墨拾遺｣四ノ巻所収)

主催：徳川美術館・朝日新聞社
協賛：株式会社三協

江戸 18-19C
原本 室町 天文18年(1549)
江戸 18-19C
原本 室町 天文18年(1549)

昭和11年(1936)
原本 桃山13年(1583)

江戸 18-19C
原本 室町 永禄4年(1561)

昭和11年(1936)
原本 江戸 文政5年(1822)



№ 作品名 作者・所用者・寄贈者 時代 所蔵者 期間

26
昭和11年(1936)
原本 桃山 16C

三方原合戦

27 徳川家康三方ヶ原戦役画像 江戸 17C A

28 徳川家康三方ヶ原戦役画像模本 桜井清香模写
昭和13年(1938)
原本 江戸 17C

B

29 松明 徳川家康所用 桃山 16-17C

長篠合戦

30 長篠合戦図屏風　六曲一隻 江戸 18C Ａ
31 長篠合戦図屏風　八曲一隻 江戸 18C Ｂ

32

甲斐攻略

33 武田信玄書状　両角宛 室町 16C 個人蔵
34 織田信長朱印状　延友佐渡守宛 室町 元亀3年(1572) 個人蔵
35 織田信長黒印状　横井伊折(時泰)宛 室町 天正2年(1574) 個人蔵
36 桃山 天正3年(1575)
37 桃山 天正10年(1582)
38 韮崎城(新府城)図 江戸 19C 蓬左文庫

信長と家康

39
唐物茶壺　銘　金花　大名物
西条松平家伝来

織田信長･豊臣秀吉･
徳川家康所用

南宋-元 13-14C

40 ◎ 唐物茶壺　銘　松花　大名物
織田信長･豊臣秀吉･
徳川家康所用

南宋-元 13-14C

41 熊毛植黒糸威具足 徳川家康所用 桃山-江戸 16-17C
42 ◎ 淡浅葱地葵紋付扇地紙文辻ヶ花染小袖 徳川家康着用 桃山 16-17C 7/26-8/19
43 ◎ 葵紋付花重文辻ケ花染小袖 徳川家康着用 桃山-江戸 17C 8/20-9/9
44 黄縮緬地根芹に雪輪小紋筒小袖 徳川家康着用 江戸 17C 9/10-9/28
45 花色地葵紋付花水小紋肩衣 徳川家康着用 桃山-江戸 16-17C 7/26-8/19
46 花色地葵紋付霰繋小鳥小紋肩衣 徳川家康着用 桃山-江戸 16-17C 8/20-9/9
47 納戸地葵紋付勾玉霰小紋肩衣 徳川家康着用 桃山-江戸 16-17C 9/10-9/28

48 紫縮緬地大黒頭巾
徳川家康着用
徳川将軍家伝来

桃山-江戸 16-17C 7/26-8/19

49 踏皮(白革足袋)　四足の内 徳川家康着用 桃山-江戸 16-17C 8/20-9/28

50 唐草文染付茶碗　銘 荒木　大名物
荒木村重･千利休･
徳川家康所用

明 16C 　

51 古瀬戸肩衝茶入　銘 筒井　大名物 筒井順慶･徳川家康所用 室町 15C

三、豊臣の天下

本能寺の変

52 ⦿ 太刀　銘 長光  名物 津田遠江長光 織田信長・明智光秀所持 鎌倉 13C 　

53
安土記(｢信長公記｣写本)
巻十五　十五冊の内

太田牛一著 江戸 17-18C 蓬左文庫

54 徳川家康書状　小池筑前守(信胤)宛 桃山 天正10年(1582)
55 徳川家康下知状　小池筑前守(信胤)宛 桃山 天正10年(1582)
56 桃山 天正10年(1582)
57 桃山 天正11年(1583)

賤ヶ岳合戦

58 平三角大身鎗　銘 兼上 片桐且元所持 片桐家寄贈 室町 16C

59 絵本豊臣勲功記　七編七 桜山堂山著 松川半山画 慶応4年(1868) 蓬左文庫

小牧･長久手合戦

60 脇指　銘 吉光  名物 鯰尾藤四郎
織田信雄・豊臣秀頼・
徳川家康所持

鎌倉 13C

61 徳川家康書状 桃山 天正12年(1584) Ａ

62 桃山 天正12年(1584) 個人蔵

63 長久手合戦図屏風　六曲一隻 江戸 18C Ｂ
64 長久手図 江戸 19C 蓬左文庫 Ａ
65 小牧陣立書 桃山 天正12年(1584) 　
66 徳川家康長久手戦陣中画像 狩野安信筆 江戸 17C Ａ
67 桃山 天正12年(1584)

火縄銃 六匁筒　筒 マリア像･唐草文象嵌

徳川家康書状　奥平九八郎(信昌)･鈴木喜三郎(重次)宛
徳川家康自筆書状　祢津松鷂軒(政直)宛

徳川家康書状
遠山佐渡守･遠山与助･遠山半左衛門尉宛

徳川家康書状　平岩七之助(親吉)･鳥居彦門尉(元忠)宛

織田信忠書状　延友佐渡守宛  (｢芳墨拾遺｣五ノ巻所収)
織田信長黒印状　河尻与兵衛(秀隆)宛  (｢芳墨拾遺｣五ノ巻所収)

兼松正吉拝領足半模作
(原本 名古屋市秀吉清正記念館蔵)

江戸 16-17C
筒 東南アジア 16-17C



№ 作品名 作者・所用者・寄贈者 時代 所蔵者 期間

68 井伊直政書状　遠山佐渡守宛 桃山 天正12年(1584) 個人蔵

小田原合戦･奥州平定

69 ◎ 刀　銘　本作長義・・・(以下58字略） 北条氏直・長尾顕長所持 南北朝 14C

70
豊臣秀吉感状写
本田中務少輔(忠勝)･鳥井彦右衛門尉
(元忠)･平岩七之助(親吉)宛

稲垣家寄贈

71 桃山 天正19年(1591)
72 徳川家康書状　会津少将(蒲生氏郷)宛 桃山 天正19年(1591)

秀吉と家康

73
豊臣秀吉画像模本
(原本 一宮市妙興寺蔵)

桜井清香模写 Ａ

74 豊臣秀吉画像(原本 宇和島伊達家本) 森田青華摸写 Ｂ

75 真珠付純金団扇 伝豊臣秀吉所用 朝鮮王朝 16C Ａ
76 青磁香炉　銘 千鳥　大名物 伝豊臣秀吉・徳川家康所用 南宋 13C Ｂ

77 古瀬戸肩衝茶入　銘 横田　大名物
織田信長・豊臣秀吉・
徳川家康所用

室町 15C Ｂ

78 竹茶杓 伝豊臣秀吉作 岡谷家寄贈 桃山 16C
79 和歌詠草「やくそくを」 伝豊臣秀吉作 桃山 16C 個人蔵

80 短刀　銘 宗近　名物 海老名小鍛冶
足利将軍家・豊臣秀吉・
徳川家康所持

平安 12C

81 太刀　銘 則宗 豊臣秀吉所持 鎌倉 13C

文禄･慶長の役

82 豊臣秀吉高麗陣定書 桃山 天正20年(1592)
83 豊臣秀吉高麗国宛禁制 桃山 天正20年(1592)
84 豊臣秀吉書状　おね宛 桃山 天正20年(1592)
85 高野山文録役供養石塔石摺 高野山金剛峯寺寄贈 昭和 20C

86
加藤清正裃着用画像模本
(原本 名古屋市妙行寺蔵)

桜井清香模写
昭和10年(1935)
原本 江戸 17-18C

87 桃山 天正20年(1592) A
88 加藤清正書状　九鬼広隆宛 桃山 天正20年(1592) B

89 長烏帽子形兜
加藤清正着用
紀伊徳川家伝来

桃山 16C

90 加藤清正捕獲　虎頭蓋骨　大小
紀伊徳川家伝来
旗本阿部家伝来

桃山 16C

91 佐藤正清虎狩之図 歌川国綱画 大国屋平吉版 江戸 万延元年(1860)

四、徳川政権樹立

92 徳川家康画像(東照大権現像) 　 江戸 17C 個人蔵 Ａ
93 徳川家康十六神将図 江戸 18C Ｂ
94 ○ 太刀　無銘 一文字 池田輝政・徳川家康所持 鎌倉 13C

95 ◎ 短刀　銘 正宗  名物 不動正宗
豊臣秀次・徳川家康・
前田利家所持

鎌倉 14C

96 南蛮胴具足・一文字三星紋手桶形馬標 渡辺守綱所用 桃山 16C 個人蔵
97 徳川家康伏見城普請中法度 深溝松平家伝来 桃山 文禄3年(1594)

98 豊臣氏大老連署御掟追加写

99 徳川家康書状　金森法印(長近)宛 徳川家康筆 桃山 文禄4年(1595)

関ヶ原合戦

100 桃山 慶長4年(1599)
101 徳川家康書状　堀丹後守(直寄)宛 徳川義宣氏寄贈 桃山 慶長5年(1600)
102 関ヶ原合戦図屏風　二曲二双の内 田安徳川家伝来 江戸 19C
103 関ヶ原合戦絵巻　四巻の内 田安徳川家伝来 江戸 19C ＡＢ
104 関ヶ原御陣場之図 江戸 19C 蓬左文庫

105
松平忠吉画像模本
(原本　名古屋市大光院蔵)

徳川家寄贈
桜井清香模写

昭和 20C
原本 江戸 17C

106 徳川秀忠書状　松平下野守(忠吉)宛 徳川秀忠筆 桃山 慶長5年(1600)
107 松平忠吉家中関ヶ原合戦功名人名録 関山真一氏寄贈 江戸 17-18C
108 ○ 太刀　銘 国俊  名物 鳥養国俊 石田三成・徳川家康所持 鎌倉 13C
109 ○ 短刀　銘 吉光  名物 庖丁藤四郎 大谷吉継・徳川家康所持 鎌倉 13C
110 短刀  無銘 志津  名物 戸川志津 戸川逵安・前田利常所持 南北朝 14C
111 徳川家康自筆書状　侍女宛 桃山 慶長5年(1600)

昭和11年(1936)
原本 桃山 慶長5年(1600)
昭和 20C
原本 桃山 慶長4年(1599)

江戸 18-19C
原本 桃山 文禄4年(1595)

前田利長書状　羽久太(堀久太郎秀治)宛

加藤清正書状  九鬼広隆･粟生一郎右衛門尉宛

石田三成書状　斎左兵(斎村左兵衛政広)宛

江戸時代 18-19C
原本 桃山 天正18年(1590)



№ 作品名 作者・所用者・寄贈者 時代 所蔵者 期間

名古屋築城

112 松平忠吉知行目録　豊嶋八左衛門宛 関山真一氏寄贈 江戸 慶長6年(1601)
113 松平忠吉知行目録　舎人源太左衛門宛 関山真一氏寄贈 江戸 慶長6年(1601)
114 御城地取大体ノ図(名古屋古城) 江戸 19C 蓬左文庫

115
平岩親吉画像模本
(原本 名古屋市平田院蔵)

桜井清香模写
昭和11年(1936)
原本 江戸 17C

116 脇指　無銘 平岩親吉所持 室町 16C
117 名古屋城普請丁場割之図 江戸 17C 蓬左文庫

118
加藤清正束帯画像模本
(原本 名古屋市妙行寺蔵)

桜井清香模写
昭和11年(1936)
原本 江戸 17-18C

119 江戸 慶長15年(1610)

120
片鎌鎗（模作)
(原本 加藤清正所用　東京国立博物館蔵）

鈴木宗有模作
江戸 慶応元年(1865)
原本 桃山 16C

121
車軸火鉢
伝加藤清正名古屋築城時使用車軸転用

伝加藤清正使用 江戸 17-18C

122 尾張名所図会　前編一
岡田啓･野口道直等編
小田切春江等画

江戸 天保15年(1844) 蓬左文庫

123 江戸 慶長12年(1607)
124 徳川家康書状　将くん（秀忠）宛 江戸 慶長12年(1607)
125 江戸 元和3年(1617)
126 尾州犬山城図 江戸 18-19C 蓬左文庫

大坂の陣

127 和歌色紙｢よし野山｣ 加賀前田家伝来 江戸 17C 個人蔵

128 ◎ 刀  無銘 一文字  名物 南泉一文字
豊臣秀吉･豊臣秀頼･
徳川家康所持

鎌倉 13C

129 ◎ 太刀　銘 光忠
豊臣秀吉･豊臣秀頼･
徳川義直所持

鎌倉 13C

130
小太刀　銘 源左衛門尉信国 応永廿一年二月
日　名物 松浦信国

豊臣秀頼・徳川義直所持 室町 応永21年(1414)

131 大坂冬陣図 江戸 18C 蓬左文庫
132 豊臣秀頼書状　尾張宰相(徳川義直)宛 江戸 慶長20年(1615)
133 大坂夏陣図 江戸 17-18C 蓬左文庫
134 大坂夏の陣図（模本） 江戸 弘化3年(1844)
135 大坂首帳 稲垣家寄贈 江戸 17C
136 板倉勝重書状　江戸幕閣宛 江戸 慶長20年(1615)

137 短刀  無銘 正宗  名物 若江十河正宗
十河十左衛門･
徳川家康所持

鎌倉 14C

138
短刀　銘 相州住正宗 嘉暦三年八月日　名物
大坂長銘正宗

徳川家康所持 鎌倉 嘉暦3年(1328)

139 金箔押瓦破片 大阪城青屋口堀外出土 陸軍大坂砲兵工廠寄贈 桃山 16C
140 錐形兜 徳川義直所用 江戸 17C
追加 室町時代 元亀元年(1570) 
追加 室町時代 元亀元年(1570) 
追加 室町時代 元亀元年(1570) 

○ 織田信長書状　おね宛 桃山 16C 個人蔵

徳川秀忠自筆書状　本多上野介(正純)宛

加藤清正書状　牧助右衛門･瀧川豊前守宛

徳川秀忠書状　尾張中納言(徳川義直)宛

特別出品

武田信玄書状 武井夕庵宛　(｢芳墨拾遺｣八ノ巻所収)
武田信玄書状 朝倉左衛門督(義景)宛　(｢芳墨拾遺｣八ノ巻所収)
武田信玄朱印状 越陣(朝倉義景)宛　(｢芳墨拾遺｣八ノ巻所収)


