
平成17年７月６日（水）〜９月５日（月）
大阪歴史博物館

資料番号 指定 資料名 出土遺跡等 所蔵者(パネルは原品所蔵) 展示期間
Ⅰ-01 原品重文 坤輿万国全図(パネル) 宮城県立図書館
Ⅰ-04 南瞻部州万国掌菓之図 国立歴史民俗博物館 7/6(水)〜8/8(月)
Ⅰ-06 東南海夷図・西南海夷図 『広輿図』(パネル) 国立公文書館内閣文庫
Ⅰ-07 原品重文 混一疆理歴代国都之図(パネル) 龍谷大学学術情報センター大宮図書館
Ⅰ-10 オルテリウス アジア図 国立歴史民俗博物館 7/6(水)〜8/8(月)
Ⅰ-11 メルカトル アジア図 国立歴史民俗博物館 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅰ-14 南瞻部州万国掌菓之図 国立歴史民俗博物館 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-01 韓国・新安沈没船引揚品 韓国・新安 韓国・国立光州博物館
Ⅱ-02 韓国・莞島沈没船引揚品 韓国・莞島 韓国・国立光州博物館
Ⅱ-03 韓国・道里浦海底引揚品 韓国・道里浦 韓国・国立光州博物館
Ⅱ-04 韓国・飛雁島海底引揚品 韓国・飛雁島 韓国・国立海洋遺物展示館
Ⅱ-05 和歌山県加太友ヶ島沈没船引揚品 加太友ヶ島 淡島神社
Ⅱ-06 鹿児島県奄美大島倉木崎沈没船引揚品 奄美大島倉木崎 宇検村教育委員会
Ⅱ-07 瀬戸内海引揚広口壺（十瓶山産） 瀬戸内海 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-08 瀬戸内海引揚擂鉢（備前焼） 香川県庵治沖 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-09 日本海引揚擂鉢（珠洲焼） 日本海・新潟沖 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-10 日本海引揚甕（珠洲焼） 日本海・新潟沖 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-11 日元貿易船模型 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-12 長崎県指定 順性御物以下注進状案（青方文書） 長崎県立長崎図書館 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅱ-14 村上水軍船旗（過所旗）(複製) 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-15 日明貿易船旗(複製) 広島県立歴史博物館
Ⅱ-16 琉球国王李　（燕山君）国書(都城島津家文書) 都城市教育委員会 8/3(水)〜8/22(月)
Ⅱ-17 倭寇図巻(複製) 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-18 「日本国対馬島之図」　『海東諸国紀』(複製) 国立歴史民俗博物館

Ⅱ-19 長崎県指定 大般若波羅蜜多経（初雕本） 長松寺 巻52  ：7/6(水)〜25(月)、
巻267：7/27(水)〜8/8(月)

Ⅱ-20 長崎県指定 大般若波羅蜜多経（海印寺版） 対馬市教育委員会 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-22 原品重文 皮古三甫羅宣略将軍虎貢衛副護軍告身(複製) 国立歴史民俗博物館 7/6(水)〜8/8(月)
Ⅱ-23 原品重文 皮古而羅承義副尉虎貢衛司猛告身(複製) 国立歴史民俗博物館 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-24 図書「政尚」(複製) 長崎県立対馬歴史民俗資料館
Ⅱ-25 宗盛貞書状（大浦一泰家文書） 大浦一泰氏 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅱ-26 宗晴康書状（大浦一泰家文書） 大浦一泰氏 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-27 宗宗慶書下（大山小田家文書) 長崎県立対馬歴史民俗資料館 8/3(水)〜8/22(月)
Ⅱ-28 宗成職書下（大山小田家文書) 長崎県立対馬歴史民俗資料館 8/24(水)〜9/5(月)
Ⅱ-29 三綱行実 長崎県立対馬歴史民俗資料館 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅱ-30 対馬国絵図（元禄絵図）(パネル) 長崎県立対馬歴史民俗資料館
Ⅱ-31 長崎県水崎遺跡出土品 水崎遺跡 対馬市教育委員会
Ⅱ-32 長崎県木坂海神神社弥勒堂跡出土品 木坂海神神社弥勒堂跡 対馬市教育委員会
Ⅱ-33 大吉戸神社伝世鏡 大吉戸神社伝世 対馬市美津島町黒瀬区
Ⅱ-34 原品重文 「万国津梁の鐘」拓本 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-37 琉球交易港図屏風(複製) 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-38 重文 沖縄県首里城京の内出土品 首里城京の内 沖縄県立埋蔵文化財センター
Ⅱ-39 カムイ焼壷 熱田貝塚 沖縄県立埋蔵文化財センター 8/10(水)〜9/5(月)
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Ⅱ-40 石鍋模倣土器 熱田貝塚 沖縄県立埋蔵文化財センター 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-41 グスク土器 我謝遺跡 沖縄県立埋蔵文化財センター 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-42 「琉球国之図」　『海東諸国紀』（複製） 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-43 福岡県博多遺跡出土品 博多遺跡 福岡市埋蔵文化財センター
Ⅱ-44 井戸側結い桶 香椎B遺跡 福岡市埋蔵文化財センター
Ⅱ-47 聖福寺之絵図(パネル) 九州大学九州文化史研究所
Ⅱ-48 為直書状（島田家文書） 京都大学総合博物館 7/6(水)〜7/25(月)
Ⅱ-50 圃隠先生文集 九州大学附属図書館六本松分館 7/27(水)〜8/8(月)
Ⅱ-51 言塵集 九州大学附属図書館 8/18(水)〜8/22(月)
Ⅱ-52 石城遺宝 九州大学附属図書館 8/24(水)〜9/5(月)
Ⅱ-53 碇(複製) 福岡市埋蔵文化財センター
Ⅱ-54 大阪府堺環濠都市遺跡出土品 堺環濠都市遺跡 堺市立埋蔵文化財センター
Ⅱ-55 春日社領摂津国堺庄雑掌言上状 大阪歴史博物館 8/24(水)〜9/5(月)
Ⅱ-58 大阪府指定 念仏寺築地修理料差文 開口神社 7/20(水)〜9/5(月)
Ⅱ-59 陶晴賢書状案 大願寺 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅱ-60 宗光書状 大願寺 8/3(水)〜8/22(月)
Ⅱ-61 山上宗二記 堺市博物館 7/6(水)〜7/18(月)
Ⅱ-62 唐物茶壺（銘 羽衣） 出光美術館

Ⅱ-63 重美 南蛮人来朝図屏風 国立歴史民俗博物館 右隻：7/6(水)〜7/18(月)、
左隻：8/24(水)〜9/5(月)

Ⅱ-65 原品堺市指定 住吉祭礼図屏風 右隻(複製) 堺市博物館 7/20(水)〜8/22(月)
Ⅱ-66 神屋宗湛画像(パネル) 個人
Ⅱ-67 島井宗室画像(パネル) 福岡市博物館
Ⅱ-68 今井宗久画像(パネル) 京都市立芸術大学芸術資料館
Ⅱ-69 豊後府内古図 (ＣＧ) 個人
Ⅱ-70 大友宗麟画像(パネル) 個人
Ⅱ-71 大分県中世府内町跡出土品 中世府内町跡 大分市教育委員会
Ⅱ-72 大分県中世府内町跡出土品 中世府内町跡 大分県教育委員会
Ⅱ-73 華南三彩五耳壺 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-74 華南三彩盤 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-75 華南緑釉水滴 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-76 華南三彩水注 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-77 華南三彩水注 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-78 華南緑釉水注 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-79 華南緑釉水注 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-80 華南三彩水注 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-81 華南三彩皿 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-82 重文 銅印「朝鮮国通信符」 毛利博物館 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅱ-83 重文 木印「日本国王之印」 毛利博物館 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-84 重文 朱漆雲龍鎗金印箱 毛利博物館 8/3(水)〜8/8(月)
Ⅱ-85 重文 黄銅六花文印箱 毛利博物館 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅱ-86 重文 大内義長証状 毛利博物館 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅱ-89 重文 毛利隆元自筆覚書 毛利博物館 7/6(水)〜8/1(月)
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Ⅱ-90 原品重文 銅印「朝鮮国通信符」(複製) 国立歴史民俗博物館 8/3(水)〜9/5(月)
Ⅱ-91 熊川薺浦之図　『海東諸国紀』(複製) 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-92 東莱富山浦之図　『海東諸国紀』(複製) 国立歴史民俗博物館
Ⅱ-93 蔚山塩浦之図　『海東諸国紀』(複製) 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-01 島根県石見銀山遺跡出土品 石見銀山遺跡 大田市教育委員会
Ⅲ-02 御取納丁銀 石見銀山遺跡 島根県教育委員会
Ⅲ-03 鉄鍋（複製） 石見銀山遺跡 島根県教育委員会 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅲ-04 銅銭 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-05 原品重文 大乗院寺社雑事記 銭貨図(パネル) 国立公文書館内閣文庫
Ⅲ-07 大量埋蔵銭・甕 武蔵国府関連遺跡 府中市教育委員会
Ⅲ-08 銅銭 水崎遺跡 対馬市教育委員会
Ⅲ-09 銅銭 博多遺跡 福岡市埋蔵文化財センター
Ⅲ-10 銅銭 今帰仁城跡 今帰仁村教育委員会
Ⅲ-11 模鋳銭鋳型(複製) 堺環濠都市遺跡 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-12 模鋳銭鋳型(複製) 平安京左京八条三坊三町 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-13 模鋳銭鋳型 今小路西遺跡 鎌倉市教育委員会
Ⅲ-14 模鋳銭鋳型 博多遺跡 福岡市埋蔵文化財センター
Ⅲ-15 重文 祇園社務家日記 八坂神社 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅲ-20 国宝 僧遍厳送状（東寺百合文書） 京都府立総合資料館 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅲ-22 福岡市指定 僧栄昌田地売券（青柳家文書） 青柳與曽基氏 8/3(水)〜8/8(月)
Ⅲ-24 蛭藻金・豆金 騎西城跡 騎西町教育委員会
Ⅲ-25 銅銭・鋳銭関係資料 堺環濠都市遺跡 堺市立埋蔵文化財センター
Ⅲ-27 銅銭 一乗谷朝倉氏遺跡 福井県立朝倉氏遺跡資料館
Ⅲ-28 神奈川県指定 神奈川県今小路西遺跡出土品 今小路西遺跡 鎌倉市教育委員会
Ⅲ-29 神奈川県若宮大路周辺遺跡出土品 若宮大路周辺遺跡群 鎌倉市教育委員会
Ⅲ-30 褐釉花瓶 由比ガ浜集団墓地 鎌倉市教育委員会
Ⅲ-31 褐釉壺 安達泰盛邸跡 鎌倉市教育委員会
Ⅲ-32 原品重文 仏日庵公物目録(複製) 神奈川県立歴史博物館 8/24(水)〜9/5(月)
Ⅲ-33 土紋付き仏像断片 鎌倉国宝館
Ⅲ-34 宋様式観音菩薩像 北條寺
Ⅲ-35 重文 金沢貞顕書状 称名寺 7/6(水)〜8/1(月)
Ⅲ-37 重文 甄正論 称名寺 8/3(水)〜8/22(月)
Ⅲ-40 重文 宋版備急千金要方（金沢文庫本） 国立歴史民俗博物館 7/6(水)〜7/25(月)
Ⅲ-41 重文 宋版致道先生讀史管見（金沢文庫本） 国立歴史民俗博物館 7/27(水)〜8/8(月)
Ⅲ-42 漂海録 称名寺
Ⅲ-43 重文 戒光寺庫院常住物日記 称名寺 8/10(水)〜9/5(月)
Ⅲ-45 福井県一乗谷朝倉氏遺跡出土品 一乗谷遺跡 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
Ⅲ-46 君台観左右帳記 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-48 青磁龍耳花生 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-49 青磁牡丹文大花瓶 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-50 青磁算木手花盆 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-51 天目茶碗 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-52 青磁袴腰香炉 国立歴史民俗博物館 7/6(水)〜7/25(月)
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Ⅲ-53 青白磁花文輪花碗 国立歴史民俗博物館 7/6(水)〜7/25(月)
Ⅲ-54 高麗青磁三足香炉 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-55 青磁擂座三足盤 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-56 白磁輪花皿 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-57 青磁牡丹文稜花盤 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-58 青白磁渦文梅瓶 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-59 白磁四耳壺 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-60 青磁牡丹文酒海壷 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-61 青磁鳳凰耳瓶 出光美術館
Ⅲ-62 青磁袴腰香炉 出光美術館
Ⅲ-63 青磁印花雷文香炉 出光美術館
Ⅲ-64 白磁掻落牡丹文枕 出光美術館 7/27(水)〜9/5(月)
Ⅲ-65 青白磁刻花龍濤文梅瓶 出光美術館
Ⅲ-68 青白磁唐子唐草文鉢 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-69 玳玻天目碗 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-70 青白磁刻線文合子 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-71 澱青釉紅斑文杯 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-72 青磁_形瓶 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-73 青磁牡丹唐草文瓶 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-74 青花鳳凰文瓶 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-75 青花龍文瓶 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-76 法花蓮華文洗 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-77 青磁陰刻鸚鵡文鉢 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-78 青磁象嵌菊花文四耳壺 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-79 青磁象嵌牡丹文碗 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-80 粉青沙器線刻魚文扁壺 山口県立萩美術館浦上記念館
Ⅲ-81 国宝 宋版史記（黄善夫刊本） 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-82 国宝 宋版漢書（慶元刊本） 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-83 国宝 宋版後漢書（慶元刊本） 国立歴史民俗博物館
Ⅲ-86 酒飯論絵巻 白描本 茶道資料館
Ⅲ-89 朝倉義景画像(パネル) 心月寺
Ⅳ-01 青花玉取獅子文皿 国立歴史民俗博物館
Ⅳ-02 牡丹獅子置物（美濃焼） 国立歴史民俗博物館
Ⅳ-03 玉取獅子（備前焼） 国立歴史民俗博物館
Ⅳ-04 松飾獅子舞蒔絵螺鈿印籠 国立歴史民俗博物館
Ⅳ-05 獅子（北派） 中国 国立民族学博物館
Ⅳ-08 仮面（バロン） インドネシア 国立民族学博物館
Ⅳ-09 獅子（南派） 中国・香港 国立民族学博物館
Ⅳ-14 鹿頭（鹿踊りの装束） 岩手県北上地方 国立民族学博物館
Ⅳ-31 石彫獅子 沖縄県浦添市 沖縄県立博物館
Ⅳ-32 壷屋素焼獅子 沖縄県那覇市 沖縄県立博物館
Ⅳ-33 漆喰獅子 沖縄県 沖縄県立博物館


