
№ 作品名 作者・所用者等 時代 世紀 所蔵者／展示期間

1 〇 織田信長書状　おね宛 桃山 16世紀 個人蔵　　　　　　　　 前期

2 織田信長朱印状　兼松正吉宛 室町 永禄10年（1567） 名古屋市秀吉清正記念館

3 室町 天正3年（1575） 名古屋市博物館

4 豊臣秀吉画像 伝渡辺清筆 江戸 18-19世紀 名古屋市博物館

5 桃山 天正13年（1585） 名古屋市秀吉清正記念館

6 桃山 天正9年（1581） 名古屋市秀吉清正記念館

7 桃山 慶長元年（1596） 名古屋市秀吉清正記念館

8 徳川家康判物　松平康長宛 室町 永禄10年（1567） 名古屋市博物館

9 徳川家康判物　戸田吉国宛 室町 永禄11年（1568） 名古屋市博物館

10 桃山 天正19年（1591） 徳川美術館　　　　　 前期

11 桃山 天正19年（1591）ヵ 徳川美術館　　　　　 後期

12 森長可遺言状写　古文書集一巻のうち 江戸写 17-18世紀写 名古屋市博物館

13 桃山 天正16年（1588） 名古屋市博物館

14 桃山 天正16年（1588） 名古屋市博物館

15 弘安礼節 江戸 17世紀 名古屋市蓬左文庫

17 庭訓往来 江戸 天保6年(1835) 名古屋市蓬左文庫

18 室町 永禄7年（1564） 名古屋市博物館

19 松平家康起請文　戸田忠重宛 室町 永禄7年（1564） 名古屋市博物館

20 江戸 寛永15年（1638） 名古屋市博物館

21 古牋類纂 江戸 17世紀 名古屋市蓬左文庫

22 江戸 18世紀 名古屋市蓬左文庫

コラム④　書状を写す

〈Thematic Exhibition〉 Reading History: Letter and Documents from Early Modern Japan

令和5年(2023） 2月4日(土) ～ 4月2日(日)

主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫

『群書類従 消息部 巻百四十五 第百九十二冊』のうち
16 江戸 17-18世紀 名古屋市蓬左文庫

石田三成書状　斎村政広宛

コラム①　添状

豊臣秀吉朱印状　有馬則頼宛

コラム③　起請文

長束正家書状　有馬則頼宛

松平家康起請文　戸田重貞宛

松花堂昭乗起請文　竹腰正信宛

張州雑志　巻五十八

大館常興書札抄

豊臣秀吉朱印状　徳川家康宛

名古屋市蓬左文庫展示室1・2

１、戦乱の世と天下人　－16世紀－

・都合により出品作品が変更となる場合がございます。
・展示リストの順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。
・〇は重要美術品を示します。
・前期：2月4日(土)～3月5日(日）　後期：3月7日(火)～4月2日(日)

織田信長朱印状　高倉永孝宛

豊臣秀吉自筆掟書

羽柴秀吉自筆書状（大豆渡方切符）　いとう宛

石田三成書状　斎村政広宛

コラム②　書札礼

織田信長や豊臣秀吉、徳川家康などの人物は様々なところで名前を目にしたことがあると思います。彼らの偉業や事績をた

どり、さらに彼らがどのような「人」であったのか、あるいはお互いにどう関係性を築いていたのかといった点を知ると、より深く

彼らに迫ることができます。そうした人間性や関係性を読み解く手段として、意思伝達の主要ツールである書状は大きなカギと

なります。

本展覧会では、家康をはじめとする近世に生きた人びとの書状をとりあげて展示し、興味深い逸話や書き手の人柄、人間関

係などを紹介します。家族を気遣った書状や戦を前にした武将の遺言状、絵文字入りの書状など、当時の人びとの営みが伝

わる様々な書状を展示します。学校の教科書や一般の書籍だけではイメージが湧きにくい歴史上の出来事や近世の人びとの

心情の発露を、当時の書状の展示を通して、より身近に感じていただければ幸いです。



№ 作品名 作者・所用者等 時代 世紀 所蔵者

23 江戸 慶長16年（1611） 徳川美術館

24 徳川家康尾州年貢皆済状 江戸 慶長16年（1611） 名古屋市博物館

25 徳川義直自筆書状　徳川光友宛 江戸 正保3年（1646） 徳川美術館

26 江戸 17世紀 徳川美術館

27 神号「東照大権現」 天海筆 江戸 17世紀 徳川美術館

28 江戸 17世紀 徳川美術館

29 江戸 寛永19年（1642） 徳川美術館

30 日次記 江戸写 寛永10年（1633）写 名古屋市蓬左文庫

31 徳川家光書状　酒井忠世宛 江戸 元和2年(1616) 徳川美術館

32 江戸 17世紀 名古屋市博物館

33 細川忠利書状　加々山主馬宛 江戸 寛永17年（1640） 名古屋市博物館

34 近衛信尋書状　後水尾天皇勘返状 江戸 17世紀 徳川美術館

35 後水尾院勅点和歌 江戸 17世紀 名古屋市蓬左文庫

36 徳川光圀書状　徳川光友宛 江戸 延宝5年（1677） 名古屋市蓬左文庫

37 明月記 江戸写 17世紀写 名古屋市蓬左文庫

38 桃山 16世紀 徳川美術館

39 江戸 19世紀 徳川美術館

３、庶民の文化・生活、時代は明治へ　－18～19世紀－

40 田中訥言書状　源八・文吉宛 江戸 文政元年（1818） 徳川美術館

41 葛飾北斎書状　永楽屋番頭藤助宛 江戸 文化14年（1817） 名古屋市博物館

42 北斎漫画　十二編 江戸 天保5年(1834)序 名古屋市蓬左文庫

43 与謝蕪村絵入り書状 江戸 安永7年(1778) 名古屋市博物館

44 去り状 江戸 18-19世紀 名古屋市博物館

45 預り申金子之事 江戸 文化元年（1804） 名古屋市蓬左文庫

46 江戸 19世紀 徳川美術館

47 渡辺鉞次郎書状　母・おこう宛 江戸 慶応4年(1868) 名古屋市蓬左文庫

48 渡辺鉞次郎書状　母宛 明治 明治元年（1868） 名古屋市蓬左文庫

手鑑　天

２、天下泰平　－17世紀－

TEL 052-935-6262 ・ TEL 052-935-2173

https://www.tokugawa-art-museum.jp/  ・ https://housa.city.nagoya.jp/

コラム⑤　書状のその後

徳川美術館 ･ 名古屋市蓬左文庫

〒461-0023　名古屋市東区徳川町

Ⅱ　武家・公家・文化人の交流

Ⅰ　徳川家康、義直とその周辺

金地院崇伝書状　竹腰正信・成瀬正虎宛

反古紙

徳川家茂書状　徳川慶勝宛

金森宗和書状　瀧川忠尚宛　　　　　森川コレクション

林羅山書状　徳川義直宛

天海書状　徳川義直宛

徳川家康自筆書状　おかめ・あちゃ宛


