
新潟県立歴史博物館　十周年記念特別展「日本海の至宝」出品予定リスト

大項目 小項目 名称 よみがな 指定 所蔵先 写真提供 法量（ｃｍ） 時代 材質 数量

7月24日～8月6日 8月7日～8月8日 8月10日～8月14日 8月15日～8月22日 8月24日～9月5日

1 1 加茂岩倉遺跡出土銅鐸(4号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高31.1（重量2260g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 2 加茂岩倉遺跡出土銅鐸（7号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高31.1（重量2000g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 3 加茂岩倉遺跡出土銅鐸(32号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高45.3（重量４160g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 4 加茂岩倉遺跡銅鐸出土状況剥ぎ取り【模型】
かもいわくらいせきどうたくしゅつどじょうきょうはぎとり
もけい

島根県教育庁埋蔵文化財センター（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター - 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 ー 1点

1 5
加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（11・12号入れ子
状態）

かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 11号：推定器高44.0（重量４000g）、12号：器高30.7（重量2280g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 6
加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（2・3号入れ子状
態）

かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2号：器高43.5（重量5980g)、3号：器高31.1（重量2020g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 7 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（3号土付き） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高31.1（重量2020g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 8 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（9号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高31.4（重量2500g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 9 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（19号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高31.3（重量2140g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 10 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（22号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高31.4（重量2060g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 11 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（34号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高45.3（重量3920g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 12 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（31号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高45.3（重量4540g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 13 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【模鋳】(23号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高47.5（重量5840g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 14 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（29号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高46.9（重量4400g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 15 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（13号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高44.5（重量5620g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

1 16 加茂岩倉遺跡出土銅鐸【複製】（10号） かもいわくらいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高45.8（重量3640g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 1 荒神谷遺跡出土銅剣（D16) こうじんだにいせきしゅつどどうけん 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長51.10（重量305g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 2 荒神谷遺跡出土銅剣（D17） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長50.63（重量457g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 3 荒神谷遺跡出土銅剣（D18） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長50.90（重量395g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 4 荒神谷遺跡出土銅剣【模鋳】（中細形ｃ類） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター - 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 5 荒神谷遺跡出土銅剣【模鋳】（中細形ｃ類×印） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター - 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 6 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（A7） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長52.20（重量370g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 7 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（B91） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長50.85（重量371g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 8 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（B8） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長50.87（重量485g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 9 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（C62） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長50.12（重量471g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 10 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（B25） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長51.20（重量407g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 11 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（B62） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長50.05（重量482g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 12 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（C93） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長48.05（重量413g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 13 荒神谷遺跡出土銅剣【複製】（C109） こうじんだにいせきしゅつどどうけん 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長53.87（重量403g） 弥生時代中期　前1世紀　 青銅 1点

2 14 荒神谷遺跡出土銅矛(13号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長82.3（重量1700g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 15 荒神谷遺跡出土銅矛(14号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 国宝 文化庁（島根県立古代出雲歴史博物館保管） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長71.4（重量1480g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 16 荒神谷遺跡出土銅矛【複製】(1号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長67.5（重量980g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 17 荒神谷遺跡出土銅矛【模鋳】（4号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 推定器長82.3（重量2160g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 18 荒神谷遺跡出土銅矛【複製】(7号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長82.1（重量1730g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 19 荒神谷遺跡出土銅矛【複製】(9号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長83.1（重量1880g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 20 荒神谷遺跡出土銅矛【模鋳】（10号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長83.1（重量1900g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 21 荒神谷遺跡出土銅矛【複製】(15号） こうじんだにいせきしゅつどどうほこ 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器長83.6（重量1720g） 弥生時代中期　前２世紀～後1世紀 青銅 1点

2 22 荒神谷遺跡出土銅鐸【複製】（1号） こうじんだにいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高23.4（重量826.4g） 弥生時代前期～中期　前3世紀～後1世紀 青銅 1点

2 23 荒神谷遺跡出土銅鐸【模鋳】（5号） こうじんだにいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 器高21.7（重量1116.5g） 弥生時代前期～中期　前3世紀～後1世紀 青銅 1点

2 0 荒神谷遺跡出土銅鐸【模鋳】（1号）※体験用 こうじんだにいせきしゅつどどうたく 原品：国宝 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター - 弥生時代前期～中期　前3世紀～後1世紀 青銅 1点

3
大田南古墳群５号墳出土青龍三年銘方格規矩
四神鏡

おおたみなみこふんぐん５ごうふんしゅつどせいりゅうさ
んねんめいほうかくきくししんきょう

国指定重要文化財 京都府京丹後市教育員会（京都府立丹後郷土資料館保管）　 - 魏・青龍3年（235） 青銅 1面

資料番号

第1章　新技術の到来

新技術の到来

展示期間



4 左坂墳墓群出土ガラス製首飾り ささかふんぼぐんしゅつどがらすせいくびかざり 京都府京丹後市教育委員会 - 弥生時代後期　3世紀 カリガラス 1連

5 三坂神社墳墓群出土ガラス製首飾り
みさかじんじゃふんぼぐんしゅつどがらすせいくびかざ
り

京都府指定文化財 京都府京丹後市教育委員会 - 弥生時代後期　3世紀 カリガラス 2連

6 山元遺跡出土ガラス製首飾り やまもといせきしゅつどがらすせいくびかざり 新潟県村上市教育委員会 - 弥生時代中期～後期　前1世紀 カリガラス 1連

7 角田遺跡出土線刻壺（口頸部） すみたいせきしゅつどせんこくつぼ 鳥取県指定文化財 鳥取県米子市教育員会 （展開写真/小川忠博撮影） 口径48.0　残存高32.0 弥生時代中期　前1世紀　 土製品 1点

8 1 井手挟３号墳出土盾持人埴輪 いでばさみ３ごうふんしゅつどたてもちびとはにわ 鳥取県米子市教育員会 器高82.6　最大幅27.5 古墳時代中期　5～６世紀 土製品 1点

8 2 井手挟３号墳出土鹿形埴輪 いでばさみ３ごうふんしゅつどしかがたはにわ 鳥取県米子市教育員会 器高70.8　全長70.0 古墳時代中期　5～６世紀 土製品 1点

8 3 井手挟３号墳出土子鹿形埴輪 いでばさみ３ごうふんしゅつどこじかがたはにわ 鳥取県米子市教育員会 器高33.9　全長39.7 古墳時代中期　5～６世紀 土製品 1点

8 4 井手挟３号墳出土水鳥形埴輪 いでばさみ３ごうふんしゅつどみずどりがたはにわ 鳥取県米子市教育員会 器高27.9　全長37.9 古墳時代中期　5～６世紀 土製品 1点

9 1 上淀廃寺跡出土壁画片（菩薩頭部） かみよどはいじあとしゅつどへきがへん（ぼさつとうぶ） 鳥取県指定文化財 鳥取県米子市教育員会 - 飛鳥時代　7世紀 - 1点

9 2 上淀廃寺跡出土壁画片（菩薩腰紐）
かみよどはいじあとしゅつどへきがへん（ぼさつこしひ
も）

鳥取県指定文化財 鳥取県米子市教育員会 - 飛鳥時代　7世紀 - 1点

9 3 上淀廃寺跡出土壁画片（神将） かみよどはいじあとしゅつどへきがへん（しんしょう） 鳥取県指定文化財 鳥取県米子市教育員会 - 飛鳥時代　7世紀 - 1点

9 4 上淀廃寺跡出土紀年銘瓦（行基葺丸瓦）
かみよどはいじあとしゅつどきねんめいかわら（ぎょうき
ぶきまるがわら）

鳥取県指定文化財 鳥取県米子市教育員会 - 飛鳥時代　7世紀（683年） 土製品 1点

10 朝鮮鐘 ちょうせんしょう 国指定重要文化財 長安寺（新潟県佐渡市） 福井県立若狭歴史民俗資料館 通高107.5　口径61.0 高麗時代前期　11世紀前半 青銅 1口

11 金銅毘廬舎那仏坐像 こんどうびるしゃなぶつざぞう 山口県指定文化財 国分寺（山口県防府市） 岩井共二 像高51.6 高麗時代　13世紀 金銅 1躯

12 金銅毘廬舎那如来坐像 こんどうびるしゃなにょらいざぞう 阿弥陀院（新潟県佐渡市） 文殊堂（渡辺康文） 像高51.9 高麗時代　13世紀 金銅 1躯

13 銅造如来像 どうぞうにょらいぞう 本覚寺（新潟県新潟市） 文殊堂（渡辺康文） 像高50.5 高麗時代末期前後　14～15世紀 青銅 1躯

14 親鸞聖人伝絵 しんらんしょうにんでんえ 富山県指定文化財 勝興寺（富山県高岡市） 各幅139.0×76.8 永正16年（1519） 絹本著色 4幅

15 他阿真教上人画像 たあしんきょうしょうにんがぞう 国指定重要文化財 称念寺（福井県坂井市） 福井県立美術館 77.5×41.0 鎌倉時代後期　14世紀前半 絹本著色 1幅

16 一遍上人絵詞伝 いっぺんしょうにんえことばでん 十日町市指定文化財 来迎寺（新潟県十日町市） 縦38.７ 江戸時代中期　18世紀 紙本著色 全8巻のうち3巻 巻8

17 日蓮上人書状 にちれんしょうにんしょじょう 国指定重要文化財 妙宣寺(新潟県佐渡市） 30.4×302.5（７紙を貼り継ぐ） 建治元年（1275） 紙本墨書 1巻

18 日蓮上人書状 にちれんしょうにんしょじょう 国指定重要文化財 妙宣寺(新潟県佐渡市） 32.2×1043.0（23紙を貼り継ぐ） 弘安元年（1278） 紙本墨書 1巻

19 日蓮上人書状 にちれんしょうにんしょじょう 国指定重要文化財 妙宣寺(新潟県佐渡市） 31.8×1096.5（23紙を貼り継ぐ） 弘安3年（1280） 紙本墨書 1巻

20 新田義貞画像 にったよしさだがぞう 藤島神社（福井県福井市） 福井市立郷土歴史博物館 120.0×55.4 江戸時代　17世紀後半 絹本著色 1幅

21 鉄製銀象眼冑 てつせいぎんぞうがんかぶと 国指定重要文化財 藤島神社（福井県福井市） 福井市立郷土歴史博物館 長29.0 元応元年（1319） 鉄 1頭

22 色部長倫申状并越後国宣 いろべながのりもうしじょうならびにえちごこくせん 国指定重要文化財 新潟県立歴史博物館 32.1×39.1 元弘3年（1333） 紙本墨書 1通

23 上杉謙信并二臣像 うえすぎけんしんならびににしんぞう 新潟県指定有形文化財 常安寺（新潟県立近代美術館寄託） 76.5×38.7 戦国～江戸時代　16～17世紀 紙本著色 1幅

24 上杉輝虎書状 うえすぎてるとらしょじょう 柏崎市指定文化財 超願寺（新潟県柏崎市） 32.9×26.5 永禄７～９年（1564～1566） 紙本墨書 1通

25 上杉謙信書状 うえすぎけんしんしょじょう 石川県立歴史博物館 17.7×50.4 天正6年（1578） 紙本墨書 1通

26 鉄黒漆塗紺糸威異製最上胴具足 てっこくしつぬりこんいとおどしいせいもがみどうぐそく 新潟県立歴史博物館 胴高30.5　鉢高10.5 桃山時代　16世紀 - 1領

27 前田利家画像 まえだとしいえがぞう 金沢市指定文化財 桃雲寺（石川県金沢市） 金沢市 91.0×41.0 江戸時代前期　17世紀 紙本著色 1幅

28 芳春院（前田利家夫人）画像 ほうしゅんいん（まえだとしいえふじん）がぞう 金沢市指定文化財 桃雲寺（石川県金沢市） 金沢市 80.5×43.3 慶長14年（1609） 絹本著色 1幅

29 本多正信書状 ほんだまさのぶしょじょう 国指定重要文化財 新潟県立歴史博物館 32.7×49.3 江戸時代初期　17世紀前半 紙本墨書 1通

30 本多政重画像 ほんだまさしげがぞう 石川県指定文化財 藩老本多蔵品館（石川県金沢市） 94.2×37.0 江戸時代　17世紀 紙本著色 1幅

31 「の」の字文象嵌鐙 「の」のじもんぞうがんあぶみ 藩老本多蔵品館（石川県金沢市） 各　高23.5　幅12　奥行26.7 江戸時代　17世紀 - 1双

32 銭九曜紋陣羽織 ぜにくようもんじんばおり 石川県指定文化財 石川県立歴史博物館 丈86.0　裄34.5 江戸時代　17世紀 羅紗 1領

33 日の丸陣羽織 ひのまるじんばおり 石川県指定文化財 石川県立歴史博物館 丈108.0　裄56.0 江戸時代　17世紀 羅紗 1領

34 朝倉敏景画像 あさくらとしかげがぞう 国指定重要文化財 心月寺(福井市立郷土歴史博物館保管) 福井市立郷土歴史博物館 81.5×44.0 室町時代　15世紀後半 絹本著色 1幅

35 朝倉義景画像 あさくらよしかげがぞう 国指定重要文化財 心月寺(福井市立郷土歴史博物館保管) 福井市立郷土歴史博物館 69.5×38.2 天正元年（1573） 絹本著色 1幅

36 尼子経久画像 あまごつねひさがぞう 山口県指定文化財 山口県立山口博物館 50.9×31.5 戦国時代　16世紀半ば 紙本著色 1幅

37 色々威胴丸（兜・大袖付） いろいろおどしどうまる（かぶと・おおそでつき） 国指定重要文化財 佐太神社（島根県立古代出雲歴史博物館寄託） 島根県立古代出雲歴史博物館 胴高24.8　鉢高11.8 室町時代　16世紀 - 1領

38 絹本著色毛利元就公画像 けんぽんちゃくしょくもうりもとなりこうがぞう 国指定重要文化財 豊栄神社（山口県立山口博物館寄託） 山口県立山口博物館 97.0×49.8 永禄5年（1562） 絹本著色 1幅

39 毛利道幸譲状 もうりどうこうゆずりじょう 国指定重要文化財 新潟県立歴史博物館 30.8×48.3 応安7年（1374） 紙本墨書 1通

40 安田常全置文 やすだじょうぜんおきぶみ 国指定重要文化財 新潟県立歴史博物館 33.2×106.4 応永14年（1407） 紙本墨書 1通

（1～3幅）（1～4幅）

巻5 巻6

世界観の変化

第3章　日本海側の武将た
ち

第2章　仏教文化と交流

中国地方の武将と越後

北陸の武将と越後

仏教文化の到来

越後を訪れた宗教者



41 観世世阿弥能楽伝書　佐渡状 かんぜぜあみのうがくでんしょ　さどじょう 奈良県指定文化財 宝山寺（奈良県生駒市） 20.5×55.4 室町時代　15世紀前半 紙本墨書 1通

42 世阿弥筆能本　柏崎 ぜあみひつのうほん　かしわざき 国指定重要文化財 宝山寺（奈良県生駒市） 25.4×209.5 室町時代　15世紀前半 紙本墨書 1巻 巻替

43 神事面 べしみ しんじめん　べしみ 新潟県指定有形文化財 正法寺（新潟県佐渡市） 面長22.2　面幅15.9 鎌倉時代後期　14世紀前半 木造彩色 1面

44 能面　翁（白色尉） のうめん　おきな（はくしきじょう） 新潟県指定有形文化財 牛尾神社（新潟県佐渡市） 面長19.3　面幅16.9 室町時代末期　16世紀後半 木造彩色 1面

45 能面　翁（黒色尉） のうめん　おきな（こくしきじょう） 新潟県指定有形文化財 牛尾神社（新潟県佐渡市） 面長18.0　面幅14.0 室町時代末期　16世紀後半 木造彩色 1面

46
伝紀州徳川家伝来能装束　徳川家三つ葵（駒刺
繍縫取）五ツ紋付紫地深山渓谷繍紋小袖

でんきしゅうとくがわけでんらいのうしょうぞく　とくがわ
けみつあおい（こまししゅうぬいとり）いつつもんつきむ
らさきじみやまけいこくぬいとりもんこそで

佐渡本間家（新潟県佐渡市） 丈142.0　裄79.0 江戸時代　18世紀 - 1領

47
伝紀州徳川家伝来能装束　朱地稲束にふくら雀
紋様稚児厚板

でんきしゅうとくがわけでんらいのうしょうぞく　しゅじい
なたばにふくらすずめもんちごあついた

佐渡本間家（新潟県佐渡市） 丈162.0　裄68.0 江戸時代　18世紀 - 1領

48 伝紀州徳川家伝来能装束　鳥兜
でんきしゅうとくがわけでんらいのうしょうぞく　とりかぶ
と

佐渡本間家（新潟県佐渡市） 高26.0、長32.0 江戸時代　18世紀 - 1領

49 上杉家伝来能面　頼政 うえすぎけでんらいのうめん　よりまさ 東京国立博物館 Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp 面長21.5　面幅14.1 江戸時代　17～18世紀 木造彩色 1面

50 上杉家伝来能面　平太 うえすぎけでんらいのうめん　へいた 東京国立博物館 Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp 面長20.1　面幅13.6 江戸時代　17～18世紀 木造彩色 1面

51 上杉家伝来能面　曲見 うえすぎけでんらいのうめん　しゃくみ 東京国立博物館 Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp 面長21.2　面幅14.2 江戸時代　17～18世紀 木造彩色 1面

52
上杉家伝来能装束　浅葱地松皮菱花熨斗模様
唐織

うえすぎけでんらいのうしょうぞく　あさぎじまつかわび
しはなのしもようからおり

東京国立博物館 Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp 丈148.0　裄68.1 江戸時代　18世紀 - 1領

53
上杉家伝来能装束　紅浅葱段毘沙門亀甲御所
車冊子模様唐織

うえすぎけでんらいのうしょうぞく　べにあさぎだんび
しゃもんきっこうごしょぐるまさっしもようからおり

東京国立博物館 Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp 丈148.8　裄70.0 江戸時代　18世紀 - 1領

54 木印「日本国王之印」 もくいん「にほんこくおうのいん」 国指定重要文化財 毛利博物館（山口県防府市） 総高4.1　印面10.1×10.1 室町時代　15世紀 木製（サクラ） 1顆

55 朱漆雲龍鎗金印箱 しゅうるしうんりゅうそうきんいんばこ 国指定重要文化財 毛利博物館（山口県防府市） 総高22.3　幅20.1　奥行20.1 室町時代　15世紀 木製 1合

56 銅印「通信符」(右符) どういん「つうしんふ」（うふ） 国指定重要文化財 毛利博物館（山口県防府市） 総高4.7　印面5.5×1.7 1453年 青銅 1顆

57 黄銅六花文印箱 おうどうろっかもんいんばこ 国指定重要文化財 毛利博物館（山口県防府市） 総高9.5　幅7.3　奥行7.3 室町時代　15世紀 真鍮 1合

58 石見銀山絵巻 いわみぎんざんえまき 島根県指定文化財 個人（島根県大田市教育委員会寄託） 各巻26.0×1200.0 江戸時代　19世紀 紙本著色 ２巻

59 石州丁銀(徳島県下伝来） せきしゅうちょうぎん（とくしまけんかでんらい） 島根県立古代出雲歴史博物館 最大長9.90（重量119.5ｇ） 16～17世紀初期 銀 1枚

60 文禄石州丁銀【複製】 ぶんろくせきしゅうちょうぎん 島根県立古代出雲歴史博物館 最大長14.95（重量201.6ｇ） 文禄２年（1593） 銀 1枚

61 佐渡金銀山絵巻 さどきんぎんざんえまき 新潟県立歴史博物館 上巻26.7×1244.0、中巻26.8×903.0、下巻27.4×371.0 宝暦3年（1753） 紙本著色 ３巻

62 南蛮渡来図屏風 なんばんとらいずびょうぶ 石川県指定文化財 本泉寺（石川県金沢市） 石川県立美術館 右隻162.1×354.4　左隻162.0×354.4 江戸時代前期　17世紀前半 紙本著色 6曲1双

63 南蛮船風俗図屏風 なんばんせんふうぞくずびょうぶ 福井県指定文化財 大安寺（福井県福井市） 154.4×172.1 江戸時代前期　17世紀前半 紙本著色 2曲1隻

64 世界及日本図屏風 せかいおよびにほんずびょうぶ 国指定重要文化財 浄得寺（福井県福井市） 各隻163.8×379.6 桃山時代　16世紀末期 紙本金地著色 6曲1双

65 坤輿万国全図【写真】 こんよばんこくぜんず 原品：国指定重要文化財 宮城県図書館 各幅167.9～169.0×62.4～62.9 1602年 紙本 ６幅

66 万国輿地図 ばんこくよちず 彦根城博物館（滋賀県彦根市） 162.8×372.0（6面をつないだ状態） 安永3年（1774） 紙本著色 6面

67 新訂坤輿略全図 しんていこんよりゃくぜんず 新潟県立歴史博物館 50.0×108.4 嘉永5年（1852） 紙本著色 1鋪

68 洛中洛外図屏風 らくちゅうらくがいずびょうぶ 佐渡市指定文化財 妙照寺（新潟県佐渡市） 東京国立博物館　Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp 各隻155.0×351.8 江戸時代　17世紀 紙本金地著色 6曲1双

69 御所参内・聚楽第行幸図屏風 ごしょさんだい・じゅらくていぎょうこうずびょうぶ 個人（上越市立総合博物館寄託） 上越市立総合博物館 各隻156.3×358.4 桃山時代　17世紀 紙本金地著色 6曲1双

70 蝦夷錦七條袈裟 えぞにしきしちじょうげさ 金相寺（福井県南越前町） 南越前町立河野図書館 107.0×193.0（袈裟）　153.0×30.0（横被） 江戸時代後期　19世紀 - 1領

71 蝦夷錦打敷 えぞにしきうちしき 金相寺（福井県南越前町） 南越前町立河野図書館 幅93.0　高さ67.8 嘉永7年（1854） - 1領

72 サッコリ（紙混ぜ裂織） さっこり 国指定重要有形民俗文化財 新潟県佐渡市教育委員会（佐渡市相川郷土博物館） 丈120.0　裄63.5　 昭和 - 1領

73 サッコリ（裂き布のみの裂織） さっこり 国指定重要有形民俗文化財 新潟県佐渡市教育委員会（佐渡市相川郷土博物館） 丈90.0　裄66.0　 昭和 - 1領

74 ツヅレ（縞模様の裂織） つづれ 国指定重要有形民俗文化財 新潟県佐渡市教育委員会（佐渡市相川郷土博物館） 丈82.0　裄57.0　 昭和 - 1領

75 ツヅレ（平袖の裂織） つづれ 国指定重要有形民俗文化財 新潟県佐渡市教育委員会（佐渡市相川郷土博物館） 丈113.0　裄67.0　 昭和 - 1領

76 八幡丸【写真】 やはたまる 福井県南越前町立河野図書館 - 明治 - -

77 幸貴丸【写真】 こうきまる 北前船の里資料館（石川県加賀市） - 明治 - -

巻替

中国・朝鮮との文化交流

第6章　近世日本海の流通 北前船の運んだもの

第4章　佐渡の能、上杉の
能

上杉の能

佐渡の能

南蛮文化の到来

第5章　世界の中の日本海

都へのあこがれ


