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特別展 妙心寺 禅の心と美 《出品リスト及び展示期間一覧表》 
 

  会期：平成 21 年 10 月 10 日～11 月 23 日 

  会場：名古屋市博物館 

 

おことわり 

・展示品保護のため、会期中展示替をおこないます。各作品の展示期間にご注意下さい。 

・所蔵者のご都合や作品の状態により、展示期間を変更することがありますので、ご承知下さ

い（下表は平成 21 年 10 月１日現在の予定です）。 

 

Ⅰ．妙心寺の開創                                   

 

番号 指定 展示作品名          所蔵先 展示期間 

  1  重文 六代祖師像          妙心寺 ３期に分け各２幅ずつ展示替 

     （１０／１０～１０／２５、１０／２８～１１／８、１１／１０～１１／２３） 

  2     臨済義玄像          妙心寺 （図録掲載のみ） 

  3  重文 虚堂智愚像          妙心寺 １０／１０～１０／２５ 

  4  重文 南浦紹明坐像      愛知・妙興寺 全期間 

  5  県文 南浦紹明塔銘牌     愛知・妙興寺 全期間 

  6  重文 南浦紹明像          妙心寺 １０／１０～１１／１ 

  7     南浦紹明像       京都・龍安寺 １１／３～１１／２３ 

  8  重文 宗峰妙超像          妙心寺 １１／４～１１／２３ 

  9  国宝 宗峰妙超墨蹟｢関山｣道号    妙心寺 １０／１０～１１／１ 

 10  国宝 宗峰妙超墨蹟 印可状     妙心寺 １１／４～１１／２３ 

 11     宗峰妙超墨蹟 遺誡   愛知・妙興寺 １０／１０～１１／３ 

 12  重文 花園法皇像          妙心寺 １０／１０～１０／２９ 

 13  重文 花園法皇像          妙心寺 １１／５～１１／２３ 

 14     花園法皇坐像         妙心寺 全期間 

 15     瑠璃天蓋           妙心寺 全期間 

 16     山水楼閣人物図螺鈿引戸    妙心寺 全期間 

 17  重文 花園天皇宸翰消息       妙心寺 １０／１０～１０／２５ 

 18  重文 花園天皇宸翰消息    京都・退蔵院 １０／２８～１１／２３ 

 19  重文 花園天皇宸翰消息    岐阜・慈恩寺 １０／２８～１１／２３ 

 20  重文 花園天皇宸翰置文       妙心寺 １０／１０～１０／２５ 

 21  重文 花園天皇宸翰置文       妙心寺 １１／３～１１／２３ 

 22     関山慧玄像          妙心寺 １０／１０～１１／１ 

 23     関山慧玄坐像         妙心寺 全期間 

 24  重文 関山慧玄墨蹟 印可状     妙心寺 １１／３～１１／２３ 

 25  重文 後奈良天皇宸翰置文      妙心寺 １０／２８～１１／１ 

 26     九条袈裟           妙心寺 １０／１０～１１／１ 

 27     七条袈裟           妙心寺 １１／３～１１／２３ 
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 28     硯              妙心寺 全期間 

 

Ⅱ．妙心寺派の高僧と文化                               

 

 29     授翁宗弼墨蹟 印可状     妙心寺 全期間 

 30  重文 法華経 巻第二     京都・天授院 １０／１０～１１／１ 

 31  重文 太平記 巻第四・十三  京都・龍安寺 巻第四 １１／３～１１／１５ 

                         巻第十三 １１／１７～１１／２３ 

 32     無因宗因像       京都・退蔵院 １０／１０～１１／１ 

 33     無因宗因坐像      愛知・瑞泉寺 全期間 

 34     足利義満御判御教書      妙心寺 １１／３～１１／２３ 

 35     無因宗因墨蹟 印可状     妙心寺 １０／１０～１１／１ 

 36     無因宗因墨蹟 偈    愛知・瑞泉寺 １１／３～１１／２３ 

 37     日峰宗舜像       愛知・瑞泉寺 全期間 

 38     日峰宗舜坐像      愛知・瑞泉寺 全期間 

 39     日峰宗舜墨蹟 印可状     妙心寺 １０／１０～１１／１ 

 40     日峰宗舜書状      愛知・瑞泉寺 １１／３～１１／２３ 

 41     義天玄詔像       京都・龍安寺 全期間 

 42     義天玄詔墨蹟 印可状     妙心寺 全期間 

 43     雪江宗深像       京都・衡梅院 １０／１０～１１／１ 

 44     雪江宗深像       京都・龍安寺 １１／３～１１／２３ 

 45     雪江宗深墨蹟 印可状     妙心寺 全期間 

 46     景川宗隆像       京都・龍泉庵 全期間 

 47     景川宗隆書状      愛知・龍泉院 全期間 

 48  市文 悟渓宗頓像       岐阜・瑞龍寺 １０／１０～１１／１ 

 49     悟渓宗頓像       京都・東海庵 １１／３～１１／２３ 

 50     悟渓宗頓墨蹟      京都・東海庵 １０／１０～１１／１ 

 51     利貞尼像           妙心寺 全期間 

 52     利貞尼寄進状         妙心寺 １１／３～１１／２３ 

 53     特芳禅傑像       京都・龍安寺 全期間 

 54     特芳禅傑墨蹟｢大休｣道号 京都・霊雲院 １１／３～１１／２３ 

 55  重文 後奈良天皇宸翰徽号勅書 京都・霊雲院 １０／１０～１１／１ 

 56  重文 後奈良天皇宸翰徽号勅書 京都・退蔵院 １１／３～１１／２３ 

 57     後奈良天皇宸翰消息   京都・退蔵院 １０／１０～１１／１ 

 58  県文 東陽英朝像       岐阜・大仙寺 １０／１０～１１／１ 

 59  市文 東陽英朝像    岐阜各務原・少林寺 １１／３～１１／２３ 

 60  県文 東陽英朝墨蹟 法語   岐阜・大仙寺 １１／３～１１／２３ 

 61     東陽英朝墨蹟 偈    愛知・臨渓院 １１／３～１１／２３ 

 62     東陽英朝墨蹟 小参   愛知・臨渓院 １０／１０～１１／１ 

 63  県文 東陽英朝墨蹟 遺偈   岐阜・少林寺 １０／１０～１１／１ 

 64     柏庭宗松像       愛知・徳授寺 全期間 
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 65     南溟紹化像       愛知・龍珠寺 全期間 

 66     南溟和尚語録      岐阜・大仙寺 全期間 

 67     南化玄興像       京都・隣華院 １１／３～１１／２３ 

 68  市文 南化玄興像     愛知一宮・妙興寺 １０／１０～１１／１ 

 69  町文 愚堂東寔像    岐阜八百津・大仙寺 全期間 

 70     愚堂東寔墨蹟      愛知・光陽寺 １１／３～１１／２３ 

 71  県文 愚堂東寔墨蹟 名号「泰翁」道弥 

                  岐阜・大仙寺 １０／１０～１１／１ 

 72  重文 釈迦如来坐像      愛知・国分寺 全期間 

 73  重文 阿弥陀如来坐像    愛知・東観音寺 全期間 

 74     伝虚空蔵菩薩坐像    愛知・瑞泉寺 全期間 

 75  県文 大日如来坐像      愛知・麟慶寺 全期間 

 76  市文 大日如来坐像    愛知犬山・陽徳寺 全期間 

 77  市文 ①熱田五社明神本地仏懸仏 ②聖観音像懸仏 ③④大日如来像懸仏 

                愛知知多・大興寺 全期間 

 78  重文 白衣観音像       愛知・妙興寺 全期間 

 79  重文 普賢菩薩像          妙心寺 １１／３～１１／２３ 

 80  重文 文殊菩薩像       愛知・妙興寺 １０／１０～１１／１ 

 81  重文 摩利支天像       京都・聖澤院 １１／５～１１／２３ 

 82     韋駄天像       愛知・東観音寺 １１／３～１１／２３ 

 83  重文 羅漢図         京都・大心院 １１／５～１１／２３ 

 84  重文 十六羅漢像       愛知・妙興寺 ３期に分けて展示替 

                        （１幅：１０／１０～１１／１ 

                         ２幅：１０／１０～１１／４ 

                         １幅：１１／３～１１／２３） 

 85  重文 達磨・豊干・布袋図      妙心寺 １０／１０～１１／１ 

 86     達磨図         三重・中山寺 １１／３～１１／２３ 

 87  国宝 瓢鮎図         京都・退蔵院 １０／１０～１１／１ 

 88     瓢鮎図（模本）     京都・退蔵院 １１／１０～１１／２３ 

 89     瓢鮎図（模本）     京都・麟祥院 １１／３～１１／８ 

 90     達磨図        愛知・東観音寺 全期間 

 91  県文 観音図         岐阜・大龍寺 全期間 

 92  県文 白澤之図        岐阜・大龍寺 １０／１０～１１／１ 

 93     愚堂東寔像       京都・慧照院 全期間 

 94  町文 白隠慧鶴墨蹟「大極嶺」 

                長野飯島・西岸寺 １１／３～１１／２３ 

 95  県文 白隠慧鶴墨蹟 碧巌録開筵拙語 

                 岐阜・瑠璃光寺 １１／３～１１／２３ 

 96     白隠慧鶴墨蹟 寿字円頓章 

                  愛知・政秀寺 １０／１０～１１／１ 
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Ⅲ．戦国武将と妙心寺派寺院                              

 

 97  重文 妙興寺文書（足利尊氏寄進状） 

                  愛知・妙興寺 １０／１０～１１／１ 

 98  重文 滅宗宗興寄進状     愛知・妙興寺 １１／３～１１／２３ 

 99  重文 足利義教像       愛知・妙興寺 全期間 

100  市文 土岐成頼像       岐阜・瑞龍寺 全期間 

101  町文 土岐政房定書   岐阜八百津・正傳寺 １０／１０～１１／１ 

102     妙心寺文書 巻八 斎藤妙椿書状 

                     妙心寺 １１／３～１１／２３ 

103     斎藤利匡像       岐阜・崇福寺 全期間 

104     細川勝元像       京都・龍安寺 １０／１０～１１／１ 

105     細川高国像       京都・東林院 １１／３～１１／２３ 

106     太原崇孚像       静岡・臨濟寺 １０／２０～１１／２３ 

107     武田信玄書状      岐阜・崇福寺 全期間 

108     快川紹喜像       岐阜・崇福寺 全期間 

109     伊達政宗像       京都・蟠桃院 １０／１０～１１／１ 

110     伊達政宗夫妻像     京都・蟠桃院 １１／３～１１／２３ 

111  県文 織田信長像       愛知・總見寺 １０／１０～１１／１ 

112     織田信長像       愛知・總見寺 １１／３～１１／２３ 

113     沢彦宗恩像       愛知・政秀寺 全期間 

114  重美 二条昭実夫人像     京都・雑華院 １０／１０～１０／２５ 

115     織田信長朱印状     愛知・瑞泉寺 １０／２８～１１／８ 

116     織田信孝判物      岐阜・崇福寺 １１／１０～１１／２３ 

117  県文 豊臣秀吉像       愛知・妙興寺 全期間 

118     豊臣秀吉朱印状     愛知・瑞泉寺 全期間 

119     豊臣棄丸像          妙心寺 全期間 

120  重文 豊臣棄丸坐像      京都・隣華院 １０／１０～１０／２５ 

121     豊臣棄丸坐像         妙心寺 １０／２８～１１／２３ 

122  重文 倶利迦羅龍守刀        妙心寺 １１／３～１１／８ 

123  重文 松竹鶴亀菊文童具足      妙心寺 １０／１０～１０／１８ 

124  重文 蓬莱文童具足         妙心寺 １０／２０～１０／２５ 

125  重文 金箔押兜           妙心寺 １０／２８～１１／１ 

126     前田玄以像       京都・蟠桃院 １０／１０～１１／１ 

127     前田玄以夫人像     京都・蟠桃院 １１／３～１１／２３ 

128     福島正則像       京都・海福院 全期間 

129     堀尾泰晴像       京都・春光院 １０／１０～１１／１ 

130     堀尾吉晴像       京都・春光院 １１／３～１１／２３ 

131  市文 裁断橋擬宝珠     名古屋市博物館 全期間 

132  市文 梶川高盛像      愛知犬山・常福寺 全期間 

133  重文 稲葉一鉄像       京都・智勝院 １０／１０～１１／１ 
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134     稲葉貞通像       京都・智勝院 １１／３～１１／２３ 

135     奥平信昌書状      愛知・天恩寺 全期間 

136     奥平信昌夫人像     京都・大法院 １０／１０～１０／２５ 

137  市文 奥平信昌夫人像     岐阜・光國寺 １０／２８～１１／８ 

138     奥平忠明像       京都・天祥院 １１／１０～１１／２３ 

139     春日局像        京都・麟祥院 全期間 

140     春日局坐像       京都・麟祥院 全期間 

141     春日局消息       東京・麟祥院 １０／１０～１１／１ 

142     成瀬正成像       愛知・白林寺 １１／３～１１／２３ 

143     成瀬正虎像       愛知・白林寺 全期間 

 

Ⅳ．ゆかりの名宝                                   

 

144  重文 福富草紙        京都・春浦院 上巻１０／１０～１１／１ 

                         下巻１１／３～１１／２３ 

145  重文 瀟湘八景図屏風        妙心寺 １０／１０～１０／２８ 

146  重文 瀟湘八景図       京都・東海庵 ２幅ずつ２期に分けて展示替 

               （１０／１０～１０／２５、１０／２８～１１／４） 

147  重文 四季花鳥図 霊雲院方丈障壁画のうち 

                  京都・霊雲院 １１／５～１１／２３ 

148  重文 枯木猿猴図       京都・龍泉庵 １０／２９～１１／４ 

149     豊干・寒山拾得図衝立     妙心寺 １０／１０～１１／４ 

150  重文 花卉図屏風          妙心寺 １１／３～１１／２３ 

151  重文 琴棋書画図屏風        妙心寺 １０／１０～１１／１ 

152  重文 寒山拾得・三酸図屏風     妙心寺 １０／２９～１１／２３ 

153  重文 龍虎図屏風          妙心寺 １１／５～１１／２３ 

154     山水図襖 妙心寺大方丈障壁画のうち 

                     妙心寺 １０／１０～１０／２８ 

155     百花競妍図       愛知・天恩寺 全期間 

156     雲龍図         愛知・徳源寺 全期間 

157     雲龍図         愛知・徳源寺 全期間 

158     東大寺切（三宝絵断簡） 愛知・禅隆寺 全期間 

159     昭和切（古今和歌集断簡）愛知・禅隆寺 全期間 

160  国宝 梵鐘             妙心寺 全期間 

161  重文 銅鐘 ＩＨＳ紋入    京都・春光院 １１／３～１１／２３ 

162     楼閣人物堆朱輪花香盆     妙心寺 全期間 

163     扇散蒔絵短冊箱        妙心寺 全期間 

164     朱漆牡丹沈金大香合      妙心寺 １０／１０～１１／１ 

165     朱漆鳳凰沈金大香合      妙心寺 １１／３～１１／２３ 

166     青磁牡丹唐草文香炉      妙心寺 全期間 

167     青磁牡丹文不遊環瓶      妙心寺 全期間 
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168     青磁飛鳥文盤         妙心寺 全期間 


