
令和元年度秋季特別展

加賀前田家と北野天満宮
Autumn Special Exhibition 2019

The Connection between the Kaga Domain

Maeda Clan and the Kitano Tenmangu Shrine

［前期］9月14日（土）〜10月6日（日）　［後期］10月8日（火）〜11月4日（月・振）

2019年 9月14日（土）→11月4日（月・振）
・ No.は図録の作品番号です。展示順とは一致していませんので、ご了

承ください。

・都合により展示作品および展示期間が変更されることがあります。

・展示期間の記載のない作品は、全期間展示です。

プロローグ　利家と天神さん

【出品一覧・展示替え予定表】

第１章　前田家のルーツをさぐる

第４章　金沢の天神さん

エピローグ　受け継がれた伝統

No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

1 鉄打出二枚胴　伝前田利家所用 1領 江戸時代（17世紀） 尾山神社

2 県指定 御定紋之考　井上尚賢筆 1冊 文政11年（1828） 金沢市立玉川図書館

3 前田利家画像 1幅 江戸時代（17世紀） 尾山神社 前期

4 県指定 前田利家画像 1幅 桃山−江戸時代（16−17世紀） 開禅寺 後期

5 烏帽子兜 1頭 江戸時代（17世紀） 菅原神社

6 面頬 1点 桃山時代（16−17世紀） 菅原神社

7 御用札 1点 江戸時代 菅原神社

8 菅原天神社修覆臨時祭礼承届状 1点 戊午（寛政10年（1798））5月 菅原神社

9 県指定 東路記 1冊 江戸時代（17世紀） 金沢市立玉川図書館

No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

（１）前田家のルーツは天神さん!?

10 前田利常画像 1幅 江戸時代（17−18世紀） 那谷寺 後期

11 前田利常画像 1幅 江戸時代 （公財）前田育徳会 前期

12 系図　真名 1巻 江戸時代（17世紀） （公財）前田育徳会 前期

13 前田綱紀画像　下村観山筆 1幅 明治39年（1906） （公財）前田育徳会
前期

（後期はパネル展示）

14 世譜 1巻 天和3年（1683） （公財）前田育徳会 後期

15 重　文 荏柄天神縁起絵巻　上巻
1巻

（3巻のうち）
元応元年（1319） （公財）前田育徳会 前期

16 重　文 荏柄天神縁起絵巻　中巻
1巻

（3巻のうち）
元応元年（1319） （公財）前田育徳会 後期

17 菅家伝 1巻 元禄2年（1689） （公財）前田育徳会 前期

18 大願十事 1点 元禄4年（1691） （公財）前田育徳会 後期

19 菅公木像 1躯 江戸時代 （公財）前田育徳会

参考
扁額「菅氏大宗祠」高泉性潡筆

（パネル展示）
1点 江戸時代（17世紀） 天徳院

（２）天神さんの物語

20 国　宝
北野天神縁起絵巻

（承久本）　巻第一

1巻

（9巻のうち）
鎌倉時代（13世紀） 北野天満宮 後期

21 国　宝
北野天神縁起絵巻

（承久本）　巻第二

1巻

（9巻のうち）
鎌倉時代（13世紀） 北野天満宮 前期

22
北野天神縁起絵巻

（平成記録本） 巻第四

1巻

（9巻のうち）
平成時代 北野天満宮 前期

23
北野天神縁起絵巻

（平成記録本） 巻第五

1巻

（9巻のうち）
平成時代 北野天満宮 後期

No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

（１）金沢二十五天神

92 増補改正 六用集 1枚 江戸時代（19世紀） 本館

93
天満宮御祭礼ニ付獅子囃俄等

目録
1枚 慶応3年（1867） 本館

94
北の梅（パネル展示）

水巻亭楚雀編
1冊 宝暦2年（1752） 早稲田大学図書館

95 網敷天神像　高泉性潡賛 1幅 江戸時代（17世紀） 椿原天満宮

96
鏡天神像　

朴中梵淳・学海帰才賛
1面 室町時代（15世紀） 西方寺

97 綱敷天神像　玉海賛 1幅 室町−江戸時代（16−17世紀） 泉野菅原神社

98 奉納連歌懐紙 2点
明治3年（1870）、

明治5年（1872）
泉野菅原神社

99 天満宮扁額 1面 天保10年（1839）9月11日奉納 泉野菅原神社

参考 天満宮書幅（パネル展示） 1点 天保4年（1833）7月 小松天満宮

100 束帯天神像 1幅 室町時代（15−16世紀） 白鬚神社

101 県指定 天満宮御祭礼に付留書 1点 江戸時代（18−19世紀） 前田土佐守家資料館

102 県指定 北野天満宮御年忌に付献上品等覚 1冊 江戸時代（18−19世紀） 前田土佐守家資料館

103 宮形板絵束帯天神像 1基 元禄5年（1692） 長田菅原神社

104 一文字天神刷物 1枚 昭和62年（1987）刷 崇禅寺

参考
菅原山崇禅寺之景（『加能宝鑑』）　

複製
1点 明治31年（1898） 崇禅寺

105 天神縁起絵馬 1面 江戸時代（19世紀） 崇禅寺

106 天神縁起絵馬 1面 江戸時代（19世紀） 崇禅寺

（２）兼六園に祀られた天神さん

107 学校鎮守棟札 1枚 寛政6年（1794） 金沢神社

108 竹沢鎮守古絵図 1幅 江戸時代（19世紀） 金沢市立玉川図書館

109 前田斉広坐像 1躯 江戸時代（19世紀） 金沢神社

110 束帯天神像 1幅 室町時代（15世紀） 金沢神社

111
天神名号「南無天満大自在天神」

伏見天皇宸筆
1幅 鎌倉時代（13−14世紀） 金沢神社 前期

112 県指定
天神名号「南無天満大自在天神」

雪舟筆
1幅 室町時代（15世紀） 金沢神社 後期

113
天神名号「南無天満大自在天神」

徳川秀忠筆
1幅 桃山時代（16世紀） 金沢神社 前期

114
天神名号「南無天満大自在天神」

後水尾天皇宸筆
1幅 慶長7年（1602） 金沢神社 後期

115 前田家御寄合書 1幅 明治時代（19世紀） 金沢神社

No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

116

太刀　銘

　奉納北野天満宮宝前／

昭和2年2月侯爵前田利為

大阪住人月山貞勝謹作（花押） 

附　金梨子地鳳凰螺鈿松梅紋蒔絵

飾太刀拵

1振 昭和2年（1927）奉納 北野天満宮

漆塗唐櫃 1合 昭和2年（1927）奉納 北野天満宮



No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

54 県指定 大野木克寛日記　第30冊 1冊 宝暦2年（1752） 金沢市立玉川図書館

55 県指定 政隣記　第9冊 1冊 宝暦2年（1752） 金沢市立玉川図書館

56 刀剣装具原図 1冊 江戸時代 金沢美術工芸大学

57 小柄絵本 5冊 江戸時代 金沢美術工芸大学

58 鐔絵本 3冊 江戸時代 金沢美術工芸大学

59 刀装具雛形箪笥 1点 江戸時代 金沢美術工芸大学

60 旧藩御用太刀図面 1枚 嘉永3年（1850） 金沢美術工芸大学

61 水野源六家文書より 6点 江戸時代 個人

① 北野天満宮御献納御太刀之絵図 1枚 享和2年（1802） 個人

② 真御太刀御金具図り書 1冊 享和2年（1802）4月 個人

③ 御献納御太刀御金具細工割 1点 （嘉永4年）亥12月11日 個人

④
北野天満宮御献納御太刀拵方に

付請書
1点 （嘉永3年）戌6月 個人

⑤
北野御献納御太刀拵方に付光の

字名乗り願書
1点 （嘉永4年）亥4月 個人

⑥ 御太刀御身預人々書上 1点 （嘉永4年）亥5月 個人

62 県指定 北野天満宮御宝剣御箱等御図り書 1冊 明治時代写 金沢市立玉川図書館

63 県指定
天満宮宝剣箱書文字折紙題付筌

等写
7点 江戸時代（19世紀） 金沢市立玉川図書館

No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

24 菅家文草　巻第一・巻第三
2巻

（12巻のうち）
江戸時代（17世紀） 北野天満宮

巻第一（前期）

巻第三（後期）

25
天神名号「南無天満大自在天神」

後陽成天皇宸翰
1幅 桃山−江戸時代（16−17世紀） 北野天満宮

26
天神名号「南無太政威徳天」　

尊純親王筆
1幅 江戸時代（17世紀） 北野天満宮

27 府指定 束帯天神像　伝藤原信実筆 1幅 南北朝−室町時代（14世紀） 北野天満宮 前期

28 綱敷天神像　元信印 1幅 江戸時代（17世紀） 北野天満宮 後期

29
束帯天神像・松梅図

狩野探幽・常信筆
3幅対

江戸時代（17世紀）、

松梅図は宝永2年（1705）頃
北野天満宮

30 渡唐天神像　九淵龍賝賛 1幅 室町時代（15世紀） 北野天満宮

31 渡唐天神像　近衛信尹自賛 1幅 慶長15年（1610） 北野天満宮

32 綱敷天神像　伝狩野元信筆 1幅 江戸時代（17世紀） 北野天満宮

33 綱敷天神像　狩野常信筆・花山院賛 1幅 江戸時代（17世紀） 北野天満宮

第２章　前田家と北野天満宮

No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

（１）近世北野社のにぎわい

34 北野社頭図屏風 6曲1隻 桃山−江戸時代（16−17世紀） 北野天満宮 後期

35 北野・東山遊楽図屏風 6曲1双 江戸時代（17世紀） 北野天満宮 前期

36 北野大茶湯図　宇喜多一蕙筆 1幅 天保14年（1843） 北野天満宮 後期

37 北野天満宮本社指図・地割図 1巻 寛文9年（1669） 北野天満宮

38 北野天満宮社堂舎惣絵図 1枚 元禄13年（1700） 北野天満宮

39 京都北野天満宮一万灯会之図 1面 江戸時代（19世紀） 北野天満宮

（２）北野社の宿坊

40 徳川家康　夢想連歌 1幅 慶長15年（1610）8月25日 北野天満宮 前期

41 徳川秀忠書状　能舜宛 1幅 江戸時代（17世紀）3月15日 北野天満宮 後期

42 橘松竹鶴亀蒔絵文台・硯箱 1具 桃山−江戸時代（16−17世紀） 北野天満宮

43 年行事帳 1冊 元和元年（1615）7月15日 北野天満宮

44 前田利光書状　能舜宛 1点 （元和8年（1622））6月29日 小松天満宮

（３）天神さんへの奉納品

45
紺紙金字法華経開結共

巻第八・観普賢経

2巻

（10巻のうち）
平安時代後期 北野天満宮

黒漆塗箱・金蒔絵箱 2合 元和4年（1618）7月吉日 北野天満宮

46 重　文
太刀　銘　恒次

附　金梨地糸巻太刀拵
1振

身：鎌倉時代（13世紀）

拵：元禄15年（1702）
北野天満宮

木地箱・拭漆塗箱・黒漆塗箱 3合 北野天満宮

47 重　文
太刀　銘

　備前長船師光

　　　　　応永9年

附 金置平目地鞘糸巻太刀拵

1振
身：応永9年（1402）

拵：宝暦2年（1752）
北野天満宮

太刀箱 1合 北野天満宮

48
太刀　銘

　清則作

　　　　　文明18年8月　日

附　金置平目地鞘糸巻太刀拵

1振
身：文明18年（1486）

拵：享和2年（1802）
北野天満宮

太刀箱 1合 北野天満宮

49 重　文
太刀　銘　助守

附　金置平目地鞘糸巻太刀拵
1振

身：鎌倉時代（13世紀）

拵：嘉永5年（1852）
北野天満宮

太刀箱 1合 北野天満宮

50
温敬公親筆菅公神号及景徳夫人

画梅図
1幅 嘉永5年（1852）年2月25日 （公財）前田育徳会 後期

51 前田斉泰書 1幅
明治時代（19世紀）、

大正11年（1922）5月奉納
北野天満宮 前期

52 御神号　前田慶寧筆 1幅
江戸時代（19世紀）、

大正11年（1922）5月奉納
北野天満宮

（４）太刀奉納の舞台裏

53 宮仕記録 2冊
①元禄15年（1702）3月23日

②享和2年（1802）2月25日
北野天満宮

第３章　小松天満宮の創建

No 指定 作品名 員数 制作年代 所蔵 展示期間

（１）連歌の聖地−小松梅林院−

64 小松天満宮棟札 2枚 明暦3年（1657） 小松天満宮

65 紅梅図額 1面 明暦3年（1657） 小松天満宮

66 北野梅鉢鏡額（パネル展示） 1面 明暦3年（1657） 小松天満宮

67 小松天満宮縁起 1巻 江戸時代（17−18世紀） 小松天満宮

68 県指定 賦玉何連歌 1巻 明暦2年（1656） 小松天満宮

69 菅公画像　伝法性房筆 1幅 色紙：明暦3年（1657）頃 （公財）前田育徳会 前期

70 梅林院絵図 1幅 天保9年（1838）7月 小松天満宮

71 梅花硯 1合 江戸時代（17世紀） 小松天満宮

72 梅花硯之記 1巻 元禄14年（1701）12月25日 小松天満宮

73 北野拾葉 1冊 江戸時代（19世紀） 小松天満宮

74 能順発句懐紙 1幅 元禄13年（1700） 小松天満宮

75 天満宮霊像 1幅 享保11年（1726）奉納 小松天満宮 後期

（２）「連歌の宗匠」能順

76 能順画像 1幅 江戸時代（18世紀） 小松天満宮

77 沙汰承仕家系同別家之図 1枚 昭和3年（1928）写 北野天満宮

78 八百年忌奉納連歌 5冊 元禄14年（1701）11月23日 北野天満宮

79 松竹梅蒔絵文台・硯箱 1具 江戸時代（18世紀） 北野天満宮

80 重　文 楼閣人物沈金文台 1基 室町−桃山時代（16世紀） 小松天満宮

81 重　文 鳳凰沈金硯箱 1合 室町−桃山時代（16世紀） 小松天満宮

82 知行所付　能順宛 1点 明暦2年（1656）11月14日 小松天満宮

83 菅公御詠歌 能順筆 1幅 元禄16年（1703）9月吉辰 小松天満宮

84 能順発句短冊（パネル展示） 1点 元禄15年（1702）2月15日 小松天満宮

85 能順連歌発句 1幅 元禄15年（1702）2月　日 本館

86 能順連歌幅 1幅 宝永3年（1706） 本館

87 能順書状幅 1幅 （宝永2年（1705））卯月朔日 本館

88
御神号「南無天満大自在天神」　

狩野探幽筆
1幅 江戸時代（17世紀） 小松天満宮

89 聯玉集　乾坤　堤歓生編 2冊 江戸時代（18世紀） 小松天満宮

90 能順自筆遺言状 2点
①貞享5年（1688）2月晦日

②元禄16年（1703）6月15日
小松天満宮

91 宮仕記録 1冊 宝永3年（1706）12月7日 北野天満宮


