
特集展示「支倉常長帰国400年」展示資料リスト

資料

番号
指定 資料名 筆者等 年代 員数 所蔵 備考

特集展示室　世界の中の日本―慶長遣欧使節の背景―

1 花樹鳥獣蒔絵螺鈿書簞笥 桃山時代（16世紀後半） 1基 館蔵

2 草花蒔絵螺鈿洋櫃
桃山～江戸時代初期（16

世紀後半～17世紀初期）
1合 館蔵

3 鮫皮貼洋櫃 江戸時代初期（17世紀） 1合 館蔵

4 南蛮釣鐘 1570年銘 1口 個人蔵

5 十字文瀬戸黒茶碗
桃山～江戸時代初期（16

世紀後半～17世紀初期）
1口 館蔵

6
重要文化

財
伊達輝宗日記 伊達輝宗筆 天正2年（1574） 1冊

館蔵（伊達家寄贈文化

財）

7 火縄銃
刻銘「仙台住木田市郎右衛門

定義作中鍛」
江戸時代中期（18世紀） 1挺 館蔵

8 御物之帳 慶長6年（1601）頃 2冊
館蔵（伊達家寄贈文化

財）

9
重要文化

財
黒羅紗地裾緋羅紗山形文様陣羽織 伊達政宗所用 桃山時代（16世紀後半） 1領

館蔵（伊達家寄贈文化

財）
7/21～8/2

10 白茶天鵞絨地陣羽織
伝徳川家康所用、山岡志摩重

長拝領
桃山時代（16世紀後半） 1領 館蔵 8/4～9/13

11 坤輿万国全図屛風 名取春仲筆 江戸時代後期（19世紀） 6曲1隻 館蔵

12 南蛮屛風 菊田伊洲筆 江戸時代後期（19世紀） 6曲1双 館蔵

13 新大陸図
セバスティアン・ミュンス

ター

1546年版（初版：1544

年）
1面 館蔵

14 東洋図 アブラハム・オルテリウス
1598年版（初版：1570

年）
1面 館蔵

15 アジア図 アブラハム・オルテリウス （初版：1570年） 1面 館蔵

16 太平洋図 アブラハム・オルテリウス （初版：1589年） 1面 館蔵

17 日本図
ルイス・テイセイラ／アブラ

ハム・オルテリウス
（初版：1595年) 1面 館蔵

18 日本図 ヨドクス・ホンディウス （初版：1606年） 1面 館蔵

19 アジア図
ヴィレム・ヤンソン・ブラウ

／ヨアン・ブラウ

1642年版（初版：1635

年）
1面 館蔵

20 日本殉教の精華 アントニオ・カルディム編
1650年刊（初版：1646

年）
1冊 館蔵

21 日本図 フィリップ・ブリエ 1650年頃刊 1面 館蔵

テーマ展示室Ⅱ　国宝「慶長遣欧使節関係資料」

1 支倉常長像 高田力蔵模写 昭和47年（1972） 1面 館蔵

2 国宝
ローマ教皇パウロ五世像（慶長遣欧使節関

係資料）
17世紀初期 1面 館蔵

3 国宝 支倉常長像（慶長遣欧使節関係資料） クロード・デリュエ 1615年頃 1面 館蔵

4 国宝
ローマ市公民権証書（慶長遣欧使節関係資

料）
1615年11月 1面 館蔵

5 クロード・デリュエ父子像 ジャック・カロー 1632年刊 1点 個人蔵

6 国宝
ロザリオの聖母像（慶長遣欧使節関係資

料）
17世紀初期 1面 館蔵

7 国宝 マント・ズボン（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1組 館蔵

8 国宝 鐙（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1双 館蔵

9 国宝 鐙（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1口 館蔵

10 国宝 轡（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 2口 館蔵

11 国宝 鞍（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1背 館蔵

12 国宝 鞍（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1背 館蔵

13 国宝 縞模様布（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1枚 館蔵

14 国宝 祭服（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1領 館蔵

15 国宝 十字架像（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1個 館蔵

16 国宝 ロザリオ（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 3連 館蔵

17 国宝 ロザリオ（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 2連 館蔵

18 国宝 メダイ残欠（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 6片 館蔵

19 （参考）メダイ（洗礼者聖ヨハネ） スペイン製 19世紀 1点

館蔵（ホセ・コントレ

ラス・ロドリゲス・フ

ラード氏寄贈）
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20 国宝 壁掛（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1枚 館蔵

21 国宝 ディスチプリナ（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1口 館蔵

22 国宝 テカ及び袋（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1具 館蔵

23 国宝 十字架（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1口 館蔵

24 国宝 レリカリオ（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 1口 館蔵

25 国宝 短剣（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 2口 館蔵

26 国宝 四方手（慶長遣欧使節関係資料）
江戸時代初期（17世紀初

期）か
4箇 館蔵

27 国宝 野沓（慶長遣欧使節関係資料）
江戸時代初期（17世紀初

期）か
1具 館蔵

28 国宝
十字架及びメダイ（慶長遣欧使節関係資

料）
17世紀初期 1組 館蔵

29 国宝 印章（慶長遣欧使節関係資料）
江戸時代初期（17世紀初

期）
2顆 館蔵

30 国宝 留金具（慶長遣欧使節関係資料） 17世紀初期 10点 館蔵

31 遠藤陸郎撮影写真（パネル） 明治17年（1884）頃 館蔵

32 ガレオン船模型 昭和47年（1972） 1点
館蔵（日本オリベッ

ティ社寄贈）

コレクション展示室Ⅱ　文書と記録でたどる支倉常長の足跡

1
仙台市指定

文化財
貞山公治家記録　巻18上

文禄元年(1592)正月五日

条
1冊

館蔵（伊達家寄贈文化

財）

2 仙台藩奉行知行割状 支倉六右衛門（常長）宛
慶長13年（1608）10月

22日
1面 館蔵（支倉家資料）

3 伊達政宗書状 茂庭石見（綱元）宛
（慶長17～18年・1612～

13）8月12日
1幅 館蔵（佐藤哲氏寄贈）

4 木村宇右衛門覚書 上 木村宇右衛門可親著 慶安5年（1652）頃 1冊
館蔵（伊達家寄贈文化

財）

5
仙台市指定

文化財
貞山公治家記録  巻23

慶長18年(1613)9月15日

条
1冊

館蔵（伊達家寄贈文化

財）

6 伊達政宗書状  セビリア市宛 （複製） 慶長18年(1613)9月4日 1通
館蔵（原本：セビリア

市文書館蔵）

7 伊達政宗書状　ローマ教皇宛（複製） 慶長18年（1613）9月4日 1通

館蔵（原本：ヴァチカ

ン・アポストリカ図書

館蔵）

8 伊達政宗書状　ローマ教皇宛（複製） 慶長18年（1613）9月4日 1通

館蔵（原本：ヴァチカ

ン・アポストリカ図書

館蔵）

9
重要文化

財
伊達政宗所用印章

江戸時代初期（17世紀初

期）
1顆

館蔵（伊達家寄贈文化

財）

10 伊達政宗遣使録  イタリア語版
シピオーネ・アマーティ著

ローマ刊
1615年刊 1冊 館蔵

11 伊達政宗遣使録  ドイツ語版
シピオーネ・アマーティ著

インゴルシュタット刊
1617年刊 1冊 館蔵

12
ローマ教皇謁見図（『伊達政宗遣使録 ドイ

ツ語版』より）

シピオーネ・アマーティ著

インゴルシュタット刊
1617年刊 1冊 館蔵

13 伊達政宗遣欧使節・ローマ教皇接見記 1615年刊 1冊 館蔵

14 支倉常長銅版画
ラファエル・サデレル父ある

いは子画
1615年頃 1点 館蔵

15 支倉常長銅版画 1615年頃 1点 館蔵

16 『健康的飲み物に関する論文』 フランチェスコ・スカッキ 1622年刊 1冊 館蔵

17 イエズス会士フランシスコ報告書 ペドロ・モレホンら２名宛 （1622年）月日未詳 1通 館蔵

18 支倉常長書状（複製） 勘三郎（支倉常頼）宛 元和4年（1618）9月22日 1通
館蔵（原本：東京大学

史料編纂所蔵）

19
仙台市指定

文化財
貞山公治家記録　巻28

元和6年（1620）8月26日

条
1冊

館蔵（伊達家寄贈文化

財）

20 伊達譜　下 内藤以貫編 寛文4年（1664）以前 1冊
館蔵（伊達家寄贈文化

財）

21 高祖父輝宗曾祖父政宗祖父忠宗記録抜書 貞享2年（1685）頃 1冊
館蔵（伊達家寄贈文化

財）

22 平姓伊藤一家支倉氏系図
江戸時代中期（18世紀）

頃カ
1巻

館蔵（支倉哲男氏寄

贈）

23 支倉家家譜書出 支倉右仲筆 安永2年(1773)3月14日 2帖
館蔵（支倉哲男氏寄

贈）


