
会期 令和３年７月10日(土)―８月８日(日・祝)会期中無休

会場 石川県立美術館第７・８・９展示室

この目録の作品番号は、展示順とは必ずしも一致しません。

所蔵先の記載がないものは、石川県立美術館蔵です。

作品解説は村瀬博春が執筆しました。

Ｎo. 指定名称 作品名称 作者 時代 材質・技法 所蔵者

1 重要美術品 刀絵図 本阿弥光徳 桃山時代　文禄4年(1595) 紙本墨画 石川県立美術館

2 後藤家装剣小道具 後藤祐乗 室町時代　15～16世紀 前田育徳会

　倶利伽羅龍三所物

　濡烏二所物

　布袋二所物

3 刀(名物 籠手切正宗) 伝 相州正宗 南北朝時代　14世紀 東京国立博物館

4 刀(名物 北野江) 郷義弘 鎌倉～南北朝時代　14世紀 東京国立博物館

5 国宝 刀　無銘正宗(名物 太郎作正宗) 相州正宗 鎌倉～南北朝時代　14世紀 前田育徳会

6 国宝 剣　銘 吉光 吉光 鎌倉時代　13世紀 白山比咩神社

7 重要文化財 太刀　銘 備前国長船住長光 長光 鎌倉時代　13～14世紀 白山比咩神社

8 重要文化財 短刀　銘 吉光(名物 前田藤四郎) 吉光 鎌倉時代　13世紀 前田育徳会

9 黒塗六十二間甲冑　前田利常所用 江戸時代　17世紀 前田育徳会

10 重要文化財 金小札白糸素懸威胴丸具足　前田利家所用 桃山時代　16世紀 前田育徳会

11 笠形模楯無甲冑　前田綱紀所用 江戸時代　17世紀 前田育徳会

12 重要文化財 雲龍蒔絵大小拵　前田利家所用 桃山時代　16世紀 尾山神社

13 鉄打出二枚胴　前田利家所用 桃山時代　16世紀 尾山神社

14 大鯰尾形兜　前田利家所用 桃山時代　16世紀 尾山神社

15 石川県指定文化財 前田利家画像 桃山時代　16～17世紀 紙本着色 個人蔵

16 小松市指定文化財 前田利常画像 江戸時代　17～18世紀 紙本着色 那谷寺

17 猪目文陣羽織　前田綱紀所用 江戸時代　17世紀 前田育徳会

18 国宝 万葉集 巻第三・第六残巻(金沢万葉) 伝 源俊頼 平安時代　12世紀 彩箋墨書 前田育徳会

19 国宝
土佐日記
附　屏風蒔絵箱

藤原定家
清水九兵衛

鎌倉時代　文暦2年(1235)
江戸時代　17世紀

紙本墨書
前田育徳会

20 古筆短冊手鑑(三帖のうち第一、第三帖) 鎌倉～江戸時代　13～17世紀 彩箋墨書 宮内庁三の丸尚蔵館

21 重要文化財
古今和歌集(清輔本)
附　蒔絵竹垣秋草図歌書箱 伝 五十嵐道甫

鎌倉時代　12世紀
江戸時代　17世紀

紙本墨書
個人蔵

22 重要文化財 天狗草紙　園城寺巻 鎌倉時代　13世紀 紙本着色 個人蔵

23 重要文化財 蒔絵和歌の浦図見台 伝 清水九兵衛 江戸時代　17世紀

24 重要文化財 秋野蒔絵硯箱  五十嵐道甫 江戸時代　17世紀 個人蔵

第一章　武の誉れ

第二章　文の誉れ
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Ｎo. 指定名称 作品名称 作者 時代 材質・技法 所蔵者

25 重要文化財 色絵梅花図平水指 野々村仁清 江戸時代　17世紀

26 重要文化財 緑地桐鳳凰文唐織 桃山～江戸時代　17世紀

27 重要文化財 西湖図 秋月等観 1496年 紙本墨画

28 重要文化財 四季耕作図 久隅守景 江戸時代　17世紀 紙本墨画淡彩

29 石川県指定文化財 光悦色紙貼交秋草図 本阿弥光悦 江戸時代　17世紀 紙本金地着色 個人蔵

30 石川県指定文化財 槇檜図 俵屋宗達 江戸時代　17世紀
紙本砂子地

淡彩

31 石川県指定文化財 蒔絵螺鈿白楽天図硯箱 尾形光琳 江戸時代　18世紀

32 石川県指定文化財 青井戸茶碗　銘 宝樹庵 朝鮮李朝時代　16世紀

33 石川県指定文化財 粉引茶碗　銘 楚白 朝鮮李朝時代　16世紀

34 石川県指定文化財 黒楽茶碗　銘 北野 初代 長次郎 桃山時代　16世紀

35 花色地色絵花唐船模様縫箔 江戸時代　17世紀 前田育徳会

36 翁 伝 三光坊 室町時代　16世紀

37 小面 桃山時代　16世紀

38 重要美術品 大名物  井戸茶碗　銘 福嶋 朝鮮李朝時代　16世紀 前田育徳会

39 大名物 肩衝茶入　銘 浅茅 室町時代　15～16世紀 前田育徳会

40 救世主像 桃山時代　慶長2年(1597) 油彩・銅板 東京大学総合図書館

41 金沢市指定文化財 高山右近書状　休庵公宛 高山右近
桃山～江戸時代

天正16年(1588)～慶長18年(1613)
紙本墨書

42 高山右近書状　九月十日付 高山右近 江戸時代　慶長19年(1614) 紙本墨書 本行寺

43 短刀(伝 高山右近所用)
刀身：南北朝～室町時代　14～15世紀

拵：桃山時代　16世紀後半～17世紀初期
本行寺

44 前田利常書状　光高宛 二月二十一日 江戸時代　17世紀 紙本墨書 前田育徳会

45
キリスト・聖母子念持像(木彫蓮蕾形合子入り・伝 横
山ルチア所用)

江戸時代　17世紀 金沢聖霊修道院

46 猪目金銀象嵌花クルス文刀子　堆朱福禄寿文拵 桃山～江戸時代　16～17世紀 金沢聖霊修道院

47 鋳金線刻葡萄文鐔 桃山～江戸時代　16～17世紀 金沢聖霊修道院

48 聖母像 桃山～江戸時代　16～17世紀 木造一木造 本行寺

49 聖母子像 江戸時代　17世紀 鉄製 カトリック金沢教会

50 マリア観音像(魚籃観音) 17～18世紀 陶製 カトリック金沢教会

51 マリア観音像 17～18世紀 陶製 カトリック金沢教会

52 冠形香炉(伝 高山右近所用) 桃山～江戸時代　16～17世紀 カトリック金沢教会

53 石川県指定文化財 南蛮人渡来図 桃山～江戸時代　17世紀 紙本着色 本泉寺

54
重要美術品

石川県指定文化財
色絵布袋図平鉢　古九谷 江戸時代　17世紀

55 石川県指定文化財 色絵鳳凰図平鉢　古九谷 江戸時代　17世紀

56 石川県指定文化財 色絵鶉草花図平鉢　古九谷 江戸時代　17世紀

57 石川県指定文化財 色絵鶴かるた文平鉢　古九谷 江戸時代　17世紀

58 石川県指定文化財 青手樹木図平鉢　古九谷 江戸時代　17世紀

59 石川県指定文化財 青手桜花散文平鉢　古九谷 江戸時代　17世紀

　　　　　〒920-0963 石川県金沢市出羽町2-1　℡ 076-231-7580　http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

第三章　高山右近とキリシタンの記憶


