
 

●国宝　◎重要文化財　○重要美術品 ・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

【1室】 指定 作品名 作者 時代 所蔵

1 ◎ 織田信長像 古溪宗陳賛 天正11年（1583） 神戸市立博物館

2 叭々鳥図 伝　牧谿 中国　南宋時代　13世紀 五島美術館

3 叭々鳥図 伝　牧谿 中国　南宋時代　13世紀 MOA美術館

4 大友宗麟書状　城蔵人大夫宛 天正4年（1576）正月11日 南蛮文化館

5 唐物茄子茶入　付藻茄子　大名物 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 静嘉堂文庫美術館

6 ◎ 唐物肩衝茶入　銘 勢高　大名物 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 穎川美術館

7 ◎ 青井戸茶碗　銘 柴田 朝鮮時代　16世紀 根津美術館

8 ○ 大井戸茶碗 銘 宗及 朝鮮時代　16世紀 根津美術館

9 ○ 唐物文琳茶入　銘 本能寺　大名物 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 五島美術館

10 ◎ 唐物茄子茶入　銘 富士 大名物 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 前田育徳会

11 唐物大海茶入　銘 稲葉大海 中国　南宋時代　13世紀初期 五島美術館

12 古瀬戸肩衝茶入　銘 横田 大名物 室町時代　15世紀 徳川美術館

13 ◎ 織田信長自筆感状　与一郎宛 天正5年（1577）10月2日 永青文庫

14 ◎ 世界図屏風 江戸時代　17世紀 神戸市立博物館

15 花鳥蒔絵螺鈿聖龕 桃山時代　16世紀 サントリー美術館

16 IHS草花蒔絵螺鈿聖餅箱 桃山時代　16世紀 サントリー美術館

17 IHS七宝繋蒔絵螺鈿聖餅箱 桃山時代　16世紀 南蛮文化館

18 草花蒔絵螺鈿角徳利 桃山時代　16世紀 MOA美術館

19 ◎ 花唐草七曜卍花クルス文螺鈿箱 桃山時代　16世紀 MOA美術館

20 南蛮人渡来図屏風 江戸時代　17世紀 MOA美術館

【2室】 指定 作品名 作者 時代 所蔵

21 『世界の舞台』 オルテリウス 1570年 神戸市立博物館

22 タルタリア図 オルテリウス 1570年 神戸市立博物館

23 アジア図 メルカトル 1587年頃 神戸市立博物館

24 清水寺図屏風 江戸時代　17世紀 MOA美術館

25 花鳥蒔絵螺鈿箪笥 桃山時代　16世紀 ＭＯＡ美術館

26 楓橘椿蒔絵螺鈿洋櫃 桃山時代　16世紀 MOA美術館

27 ◎ 唐物茶壺　銘 松花 大名物 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 徳川美術館

28 ◎ 虚堂智愚墨跡　就明書懐偈 中国　南宋時代　13世紀 静嘉堂文庫美術館

29 ◎ 唐物肩衝茶入　銘 初花 大名物  ※10/5-10/24 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 德川記念館財団

30 ○ 漢作肩衝茶入　銘 新田 大名物 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 徳川ミュージアム

31 ● 古林清茂墨跡 餞別偈　※前期10/5-10/17 中国　元時代　泰定2年（1325） 五島美術館

32 ◎ 遠浦帰帆図　※後期10/19-11/4 伝　牧谿

33 唐物茶壺　銘 金花 大名物 中国　南宋〜元時代　13〜14世紀 徳川美術館

34 ◎
織田信長書状（小早川左衛門佐宛）
※前期10/5-10/17

永禄13年（1570）3月18日 文化庁

35 ◎
織田信長書状（小早川左衛門佐宛）
※後期10/19-11/4

元亀3年（1572）5月2日 文化庁

36 ◎ 『信長記』 太田牛一 慶長15年（1610） 岡山大学附属図書館

37 螺旋階段 I， ヴィラ・ファルネーゼ、カプラローラ 杉本 博司 2016年

38 ● 色絵藤花文茶壺 野々村 仁清 江戸時代　17世紀 MOA美術館

・都合により出品作品が変更になることがあります。

信長とクアトロ・ラガッツィ　桃山の夢と幻
＋ 杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパ

出品目録

会期　2018年10月5日（金）～11月4日（火）



【3室】 指定 作者 時代 所蔵

39 織田信長像 狩野永徳 天正１2年（1584） 大徳寺

40 織田信長像 伝狩野永徳 桃山時代　16世紀 総見院

41 ◎ 許由巣父図 狩野永徳 桃山時代　16世紀 東京国立博物館

42 梔子に小禽図 狩野永徳 桃山時代　16世紀 京都国立博物館

43 花鳥図押絵貼屏風 狩野永徳 桃山時代　16世紀 個人蔵

44 『日本の歴史』

ピエール・フラ
ンソワ・グザ
ヴィエ・ド・シャ
ルルヴォア

フランス　パリ　1736年刊 九州国立博物館

45 洛外名所遊楽図屏風 狩野永徳 桃山時代　16世紀 個人蔵

46 松に叭叭鳥・柳に白鷺図屏風 狩野永徳 桃山時代　16世紀 九州国立博物館

47 ◎ 仙人高士図屏風 伝 狩野永徳 桃山時代　16世紀 京都国立博物館

【4室】 指定 作品名 作者 時代 所蔵

48 リグリア海、サビオレ 杉本 博司 1993年

49 シエナ大聖堂 杉本 博司 2014年

50 フィレンツェ大聖堂 杉本 博司 2016年

51 ピエタ、ミケランジェロ　フィレンツェ 杉本 博司 2016年

52 ピサの斜塔 杉本 博司 2014年

53 サンタ・マリア・デル・ジッリョ教会　ヴェニス 杉本 博司 2014年

54 サン・ジョバンニ洗礼堂、フィレンツェ 杉本 博司 2016年

55 螺旋階段 Ⅱ， ヴィラ・ファルネーゼ　カプラローラ 杉本 博司 2016年

【5室】 指定 作品名 作者 時代 所蔵

56 フェリペ２世像 1600年頃 長崎県美術館

57 ◎ 花鳥蒔絵螺鈿聖龕 　※10/5-15, 10/28-11/4 桃山時代　16世紀 九州国立博物館

58 聖母子像　※10/16-27 16世紀末〜17世紀初期 南蛮文化館

59 悲しみの聖母図 16世紀末〜17世紀初期 南蛮文化館

60 ◎ 三聖人像 16世紀末〜17世紀初期 東京国立博物館

61 聖ペテロ像 16世紀末～17世紀初期 南蛮文化館

62 ◎ 聖フランシスコ・ザビエル像 江戸時代　17世紀 神戸市立博物館

63 ◎ 洋人奏楽図屏風 桃山時代　16世紀 MOA美術館

64 救世主像 慶長2年（1597） 東京大学総合図書館

65
切支丹銅版画
聖母子像（チプス・カスチタチス）

レ・クレール画 16〜17世紀 東京国立博物館

66
切支丹銅版画
童形キリスト受難表象図　※前期10/5-10/17

ピエール・フィ
レンス画　ト
マ・ド・ルー

16〜17世紀 東京国立博物館

67
切支丹銅版画
最後の晩餐図　※前期10/5-10/17

ニコラス・ド・マ
トニール

16〜17世紀 東京国立博物館

68
切支丹銅版画
十字架上のキリスト図　※前期10/5-10/17

レ・クレール 16〜17世紀 東京国立博物館

69
切支丹銅版画
聖骸降下図 　※後期10/19-11/4

16〜17世紀 東京国立博物館

70
切支丹銅版画
審判の天使図 　※後期10/19-11/4

16〜17世紀 東京国立博物館

71
切支丹銅版画
聖ラウレンティウス図 　※後期10/19-11/4

マイオ 16〜17世紀 東京国立博物館

72 『ローマ教皇グレゴリウス13世伝』
マルコ・アント
ニオ・チャッピ
著

イタリア　ローマ　1596年刊 九州国立博物館

73 天正遣欧使節肖像画 ドイツ　アウグスブルク　1586年刊 京都大学附属図書館

74 伊東マンショ肖像 イタリア　1585年 長崎歴史文化博物館

75 メスキータ神父肖像 イタリア　1585年 長崎歴史文化博物館



76 『天正遣欧使節記』
パウロ・メイ
エット

イタリア　レッジオ1585年刊 東京国立博物館

77 『東方案内記』
ヤン・ハイヘ
ン・ファン・リン
スホーテン

ハーグ　1599年刊 神戸市立博物館

78 『世界都市図帳』
グオルグ・ブラ
ウン編

1572年～1618年刊 神戸市立博物館

79 ◎ 『ドチリーナ・キリシタン』 日本耶蘇会編 文禄元年（1592）　天草刊 東洋文庫

80 『サカラメンタ提要』
ルイス・セルケ
イラ編

慶長10年（1605）　長崎刊 東洋文庫

81 『聖教精華』
マニュエル・バ
レト著

慶長15年（1610）　長崎刊 東洋文庫

82 黄金の十字架
伝　原城跡出
土

16～17世紀 南蛮文化館

83 パンテオン、ローマ 杉本 博司 2015年

84 地図の部屋、ヴィラ・ファルネーゼ、カプローラ 杉本 博司 2016年

85 オリンピコ劇場、ヴィチェンツァ 杉本 博司 2015年

86 聖フランシスコ大聖堂、アッシジ 杉本 博司 2016年

【6室】 指定 作品名 作者 時代 所蔵

87 天国の門01　アダムとイヴ 杉本 博司 2016年

88 天国の門02　カインとアベル 杉本 博司 2016年

89 天国の門03　ノア 杉本 博司 2016年

90 天国の門04　アブラハム 杉本 博司 2016年

91 天国の門05　ヤコブとエサウ 杉本 博司 2016年

92 天国の門06　ヨゼフ 杉本 博司 2016年

93 天国の門07　モーゼ 杉本 博司 2016年

94 天国の門08　ヨシュア 杉本 博司 2016年

95 天国の門09　ダビデ 杉本 博司 2016年

96 天国の門10　ソロモン 杉本 博司 2016年

97 太陽の賛歌、アッシジ 杉本 博司 2016年

作品名 作者 時代 所蔵

98 月下紅白梅図 杉本 博司 2017年

99 花籠　つるむすび 飯塚 琅玕斎 昭和時代

100 備前瓢形花入 江戸時代18世紀

101 南鐐花器「海風」 大角 幸枝 平成 9年(1997)

102 耀彩壺「恒河」
三代徳田八十
吉

平成15年(2003)

103 蒔絵割貝飾箱「風」 田口 善国 平成 7年(1995)

104 乾漆菊花鉢 増村 紀一郎 平成16年(2004)

105 練上手花影文陶筥 松井 康成 平成3年（1991)

106 王と王妃 ヘンリー・ムア 1952-1953年

107 アポロンと瞑想　走りよる詩神 たち
エミール・アン
トワーヌ・ブー
ルデル

1912年

108 春
アリスティー
ド・マイヨール

1910-1911年

109 海景　熱海 杉本 博司 平成 9年（1997）

【創立者の
部屋・

ロビー等】


