
№ 指定 作品名 作者 所用者・伝来など 時代・世紀

(1)　鼠穴屋敷

徳川義直画像模本 昭和12年‹1937›

(原本 名古屋市清浄寺旧蔵) (原本:江戸 17世紀)

徳川義直画像模本(拡大模本) 昭和12年‹1937›

(原本 名古屋市清浄寺旧蔵) (原本:江戸 17世紀)

3 元和御成之記 江戸 17世紀 徳川美術館

鎌倉-南北朝

14世紀

6 登城道筋之図 江戸 17世紀 徳川林政史研究所

(2)　市ヶ谷上屋敷

江戸

寛文10年‹1670›

江戸

天保7年‹1836›頃 

江戸

寛延4年‹1751›

10 染付西洋風景図花生・台 江戸 19世紀 徳川美術館

11 ○ 鎌倉 14世紀 徳川美術館 A

12 八幡大菩薩託宣 徳川義直(尾張家初代)筆 江戸 17世紀 徳川美術館 A

市ヶ谷邸庭園 ｢瀬芳｣｢舞鶴原｣図

二曲一隻

14 尾張徳川家市ヶ谷邸写真(複製) フェリーチェ･ベアト撮影 (原本:江戸 19世紀) 徳川林政史研究所

名古屋市蓬左文庫展示室1・2

鎌倉 14世紀

徳川美術館・名古屋市蓬左文庫 平成30年度秋季特別展

所蔵者　　　　展示期間

                          徳川秀忠(２代将軍)下賜・

                          徳川義直(尾張家初代)拝領

 　　　　                  徳川家光(3代将軍)下賜・ 

                             徳川義直(尾張家初代)拝領

                           ・指定欄の「◎」は重要文化財、「〇」は重要美術品です。
                           ・都合により出品作品が変更に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。

A期間:9/9(日)～10/8(月)　B期間：10/10(水)～10/28(日)
展示期間欄の※は、期間中に場面の入れ替えがあります。

Owari Hantei Monogatari

B

徳川美術館

第一章　尾張藩邸

◎5 太刀　銘 来国光

4

2

1

7

8

9

13 長谷川雪堤筆     徳川家寄贈 江戸 19世紀 徳川美術館

尾張藩邸物語

桜井清香模写 徳川美術館

―Tales of the Residential Mansions of the Lords of Owari―

B

徳川美術館

A徳川美術館

※

徳川宗勝(尾張家8代)筆 徳川美術館

2018年9月9日(日)～10月28日(日)

主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫・中日新聞社

桜井清香模写

短刀　無銘 貞宗　名物 奈良屋貞宗

八幡大菩薩像(市ヶ谷上屋敷内八幡宮御神体)

市買御屋敷惣指図 徳川林政史研究所

楽々園四季真景図 名古屋市博物館宋紫岡筆

二字額｢結侶｣

  江戸時代、大名家は江戸と国許
く にもと

とで複数の屋敷を持つことが多く、特に、御三家筆頭であった尾張徳川家
お わ り と く が わ け

では、

江戸の屋敷は市ヶ谷上屋敷
いち が や かみ や しき

･麹
こうじ

町
まち

中屋敷
な か や し き

･戸山
と や ま

下屋敷
し も や し き

を中心に屋敷数・坪数ともに諸大名の中でも最大規模を誇り、

国許である名古屋にも名古屋城二之丸
に の ま る

御殿
ご てん

・新御殿
しん ごてん

をはじめ、御下
お し た

屋敷
や し き

や大曽根
おお ぞ ね

屋敷
や し き

など多くの屋敷を有してい

ました。本展では、徳川美術館、名古屋市蓬左文庫、徳川林政史研究所の収蔵品を中心に、屋敷を描いた絵図や

屋敷で用いられた茶道具や調度品の数々を紹介し、尾張藩邸の姿や藩邸内での生活を探ります。



№ 指定 作品名 作者 所用者・伝来など 時代・世紀 所蔵者　　　　展示期間

尾張徳川家市ヶ谷上屋敷西側写真  

(ランタン写真)

尾張徳川家市ヶ谷上屋敷南側写真 

(複製)

17 御屋敷吟味年順頭書 江戸 18世紀 徳川林政史研究所

18 江戸御屋鋪便覧 江戸 18世紀 徳川林政史研究所

江戸

寛政13年‹1801›

20 江府尾州大坂御屋敷吟味 江戸 19世紀 徳川林政史研究所

(3)　麴町中屋敷

江戸

享保10年‹1725›

22 御成御殿御床御棚御餝之図 江戸 19世紀 名古屋市蓬左文庫

23 青磁香炉　銘 白菊 中国・南宋 13世紀 徳川美術館

(4)　戸山下屋敷

江戸

慶応元年‹1865›

26 山御屋敷御花壇之絵図 江戸 18-19世紀 名古屋市蓬左文庫

27 江戸 19世紀 徳川美術館

江戸

文政13年‹1830›

江戸

文政9年‹1826›

30 戸山荘八景図巻　二巻のうち 狩野養川院惟信筆 江戸 18世紀 徳川美術館 B

戸山邸庭園｢戸山町屋｣(古驛楼)写真

(アンブロタイプ写真)

戸山邸内｢戸山小斎｣(書斎)写真

(アンブロタイプ写真)

戸山邸内渡廊下写真 

(アンブロタイプ写真)

戸山邸内｢戸山小坐敷｣(慶勝書斎)写真 

(アンブロタイプ写真)

戸山邸内｢戸山本間｣(慶勝書斎)写真 

(アンブロタイプ写真)

戸山邸庭園「琥珀橋」写真 

(アンブロタイプ写真)

戸山邸庭園「養老泉茶屋」写真

(アンブロタイプ写真)

38 十六羅漢図　十六幅のうち 室町 15世紀 徳川美術館 ※

39 金銅装笈 伝鈴木三郎重家所用 室町 15世紀 徳川美術館

40 法螺貝　二口 伝鈴木三郎重家所用 江戸 17世紀 徳川美術館

江戸

寛政6年‹1794›

A

37

16 徳川慶勝(尾張家14代)撮影 (原本:江戸 19世紀) 徳川美術館

徳川綱誠(尾張家3代)所用

織田有楽･古田織部･徳川家康

・徳川義直 (尾張家初代)所用

B

B

B

江戸 19世紀

戸山屋敷景勝詠草　二枚

江戸 19世紀

41 徳川治紀(水戸家7代)筆 徳川美術館

徳川林政史研究所 B

36

33 徳川林政史研究所

32

徳川林政史研究所

34

江戸 19世紀

15 江戸 19世紀

A

A

江戸 19世紀 徳川林政史研究所

名古屋市蓬左文庫

A徳川美術館

江戸 19世紀

徳川林政史研究所

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

吉野蒔絵膳・壺椀・平椀　五人前のうち

29 戸山御庭之図 徳川美術館 A

19 徳川林政史研究所寛政十三酉年春出来御屋敷吟味

藩邸之図(麴町屋敷図)

25 照意写 徳川林政史研究所四季の山さと(戸山屋敷絵図)

21

24 堆朱居布袋図香合　大名物 中国・明 15世紀 徳川美術館

吉野蒔絵飯櫃・杓子・湯次・湯子取

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

B

28 徳川美術館

35 江戸 19世紀

31

徳川林政史研究所

江戸 19世紀 徳川林政史研究所



№ 指定 作品名 作者 所用者・伝来など 時代・世紀 所蔵者　　　　展示期間

外山邸拝観之詩 江戸

(戸山下屋敷拝観記録) 弘化4年‹1847›

紅葉時雨之図(戸山庭園餘慶堂奉侍時席画)　 江戸

二幅対のうち 天明4年‹1784›

44 芦屋松竹梅文鐔付釜 桃山 16世紀 徳川美術館

(5)　築地蔵屋敷

45 木挽町御屋敷絵図　二枚のうち 江戸 19世紀 名古屋市蓬左文庫

46 築地名苑真景・草木虫魚写生図巻 江戸 19世紀 徳川美術館

(6)　名古屋城内御殿・城下御殿

47 御城図面(名古屋城二之丸御殿図) 江戸18-19世紀 名古屋市蓬左文庫

江戸

嘉永2年‹1849›

49 御屋形并東御殿御絵図 江戸 17世紀 名古屋市蓬左文庫

50 日置扣図面(全図) 江戸 18世紀 名古屋市蓬左文庫

文政二年御庭御景色絵図 江戸

(御下屋敷庭園図) 文政2年‹1819›

大曽根御屋敷御成間之図

横額｢吟龍庵｣ 江戸

(成瀬家大曽根下屋敷茶亭額) 弘化4年‹1847›

54 本所長岡町・名古屋新邸写真帳  江戸-明治 19世紀 徳川林政史研究所

(7)　藩邸の産業

55 短刀　銘 和田戸山住来国次 江戸 17世紀 徳川美術館

56 小刀　銘 和田戸山住来国次 江戸 17世紀 徳川美術館

57 御深井焼吊付花生　附 由緒書 江戸 19世紀 個人蔵

58 楽々園焼　平茶碗　｢楽二園｣瓢印 江戸 19世紀 徳川美術館

59 江戸 19世紀 徳川美術館

60 東山焼鶴香合　｢金城東山｣印(枠有) 江戸 19世紀 個人蔵

61 真鍮楕円形印章｢賞賜｣ 江戸 19世紀 徳川美術館

62 真鍮円形印章｢深井製｣ 江戸 19世紀 徳川美術館

63 銀楕円形印章｢祖母懐｣  江戸 19世紀 徳川美術館

48

43

徳川美術館

狩野栄川院典信筆 徳川美術館 ※

名古屋市蓬左文庫

徳川斉朝(尾張家10代)筆 徳川美術館

51

53

江戸 19世紀 名古屋市蓬左文庫52

服部藤十郎筆

御深井焼三島写俵形茶碗　銘 万石　｢深井製｣丸印

徳川林政史研究所

(成瀬家大曽根下屋敷大観堂･吟龍庵図)

徳川斉荘(尾張家12代)所用

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

下御深井図面

42 佐藤一斎筆

江戸藩邸 名古屋城



№ 指定 作品名 作者 所用者・伝来など 時代・世紀 所蔵者　　　　展示期間

江戸

嘉永元年‹1848›

65 岐阜御殿之図 江戸 17世紀 徳川林政史研究所

徳川斉荘自詠歌集  江戸

｢岐阜の道しるべ｣ 天保14年‹1843›

67 長良川夜漁図  明治26年‹1893› 徳川美術館 B

68 金城見通之図 伝狩野伊川院栄信筆 江戸 18-19世紀 徳川美術館

江戸

文化12年‹1815›

70 犬山岐阜へ御成ノ節犬山御席図 江戸 19世紀 徳川林政史研究所

71 水野新御殿之図 江戸 18世紀 名古屋市蓬左文庫

72 花色地鷹野帷子 江戸 17世紀 徳川美術館 A

73 熱田東御殿御指図 江戸 17世紀 徳川林政史研究所

74 熱田西浜屋敷行在所御補理等図 明治元年‹1868› 名古屋市蓬左文庫

尾張名所図会　前編　巻四  岡田啓･野口道直編、 江戸

七冊のうち 小田切春江等画 天保15年‹1844›

幕末熱田浜御殿・ 

名古屋城内屋敷写真帳

77 江戸 17世紀 名古屋市蓬左文庫

78 横須賀御殿図 江戸 18-19世紀 徳川林政史研究所

79 知多郡絵図 江戸 18世紀 名古屋市蓬左文庫

80 詠草｢心なき｣ 徳川光友(尾張家2代)筆 江戸 17世紀 徳川美術館 A

江戸

天保14年‹1843›

82 知多御道の記写   江戸 19世紀 徳川美術館

尾張名所図会　前編　巻六  岡田啓･野口道直編､ 江戸

七冊のうち 小田切春江等画 天保15年‹1844›

尾張名所図会　前編　巻六 岡田啓･野口道直編､

七冊のうち 小田切春江等画

85 知多郡大野町絵図 江戸 18世紀 名古屋市蓬左文庫

86 葵紋付小袖 江戸 17世紀 個人蔵 B

87 葵紋付朱塗椀 　 江戸 17世紀 個人蔵

88 白木箸　 江戸 17世紀 個人蔵

明治13年‹1880› 徳川美術館

    大脇家寄贈 徳川美術館

徳川美術館

徳川美術館

徳川林政史研究所

第二章　尾張領内御殿

徳川義直(尾張家初代)下賜

徳川義直(尾張家初代)下賜

徳川義直(尾張家初代)下賜

66 徳川斉荘(尾張家12代)筆

75     大脇家寄贈

原文:徳川斉荘(尾張家12代)筆 

76

横須賀御殿指図(御殿図)・(御泉水図)

83

84

絵:牧田種麿筆　詞:大口周魚筆

徳川光友(尾張家2代)着用

小牧御殿古図　二舗のうち

64 徳川林政史研究所嘉永元申十月出来尾州并岐阜御殿等當時存亡吟味留

徳川斉荘自詠歌集｢知多の枝折｣ 徳川斉荘(尾張家12代)筆

徳川慶勝(尾張家14代)撮影

69 名古屋市蓬左文庫

81 徳川美術館

江戸-明治 19世紀


