重要美術品 短刀

銘 吉光
（号 五虎退）
（個人蔵）

大唐ニ渡テ五虎 に げ と 名 付

││
﹃能阿弥銘尽﹄より

特別展

上杉家の
名刀と
三十五腰

会

期

2017年

9 23

日 土・祝 ▶

月

■開館時間／ 9：00〜17：00（入館は16：30まで）

10 22
月

日㈰ ※会期中休館日なし

国宝「上杉本洛中洛外図屏風」原本展示

■講演会「上杉家の名刀を語る」

10月21日㈯14：00 〜16：00（開場13：30）
会
料
講

場／伝国の杜 置賜文化ホール
金／無料
定員／
名 ※要申込
師／角屋 由美子（米沢市上杉博物館学芸員）
関口 真規子（埼玉県立歴史と民俗の博物館学芸員）
志田 理子（佐野美術館学芸員）
申込方法／往復はがきのみで受け付けます。
記入事項／往信面の裏：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

500

参加希望人数（ 名様まで）、同伴者のお名前
返信面の表：郵便番号、住所、氏名

2

9

申込締切／ 月30日㈯必着
宛
先／〒992‑0052 山形県米沢市丸の内1‑2‑1 米沢市上杉博物館
「上杉家の名刀と三十五腰」講演会係
※応募多数の場合は抽選となり、締切後に抽選結果をお知らせします。

講演会ご参加の方には五虎退グッズをプレゼント！
■ギャラリートーク
「展覧会みどころ解説」
「上杉家の名刀」

角屋由美子（当館学芸員）

9月23日（土・祝）14：00〜
10月7日 ㈯14：00〜
※ギャラリートークは特別展入館料が必要です。

9 23日（土・祝）▶10月22日㈰

期間／ 月
■連携展示

●埼玉県立歴史と民俗の博物館…平成 29年11月3日（金・祝）〜12月10日㈰
●公益財団法人 佐野美術館…平成 30年1月7日㈰〜2月18日㈰
主催／米沢市上杉博物館
後援／米沢信用金庫

文化庁

〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-2-1
TEL 0238-26-8001 FAX 0238-26-2660
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp

特別展

上杉家の名刀と三十五腰
ごこたい

「五虎退」は「五虎にげ」だった

▲【重要文化財】太刀

無銘（伝 元重）
（上杉神社蔵）

戦国時代の雄 上杉謙信は、数多くの刀剣を収集したことで広く
知られています。また、その跡を継いだ養子景勝も、謙信の刀剣を
継承し、自ら「上杉景勝自筆腰物目録」を記すなど愛刀家でありま

▲【重要文化財】剣

無銘 金銀象嵌

附 十二支蒔絵鞘（上杉神社蔵）

した。このため、上杉家伝来の刀剣類には優品が多く、国宝や
重要文化財に指定されたものも少なくありません。
そこで本展では、各地で守り伝えられてきた謙信・景勝ゆかり
の刀剣を中心に、上杉家重代の名刀を一堂に集め、
名品の数々を

▲【重要文化財】太刀

銘 守次

附 革包太刀拵
（文化庁・東京国立博物館保管）

重要美術品「短刀 銘 吉光」
（号 五虎退）
も展示予定です。

▲【重要美術品】太刀

銘 国宗

附 戒杖刀（号 備前三郎）
（個人蔵）

▲【国宝】短刀 銘 備州長船住景光／元亨三年三月日 附 黒塗脇差拵（埼玉県立歴史と民俗の博物館蔵）

▲太刀

ご覧いただきます。
「太刀 無銘
（守家）
」
３館連携の企画で、米沢では、皇室に献上した
（菊作）
」
（東京国立博物館蔵）
（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）
、
「太刀 無銘
はじめ名刀の数々および拵の優品、話題の 国宝「短刀 銘 備州長
（埼玉県立歴史と民俗の博物館所蔵）、
船住景光／元亨三年三月日」

無銘
（守家）附 黒塗千段巻鞘拵刀拵
（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）

【主な展示資料】

国宝 上杉家文書（天正十四年）八月三日 豊臣秀吉書状
（米沢市上杉博物館）
／重要文化財 太刀 銘 備州長船兼光・延文三年二月日
（個人蔵）／重要文化財 白綾裏菊文胴服
（上杉神社蔵）／ 重要美術品 太刀 銘
長谷部国信
（号 唐柏）附 黒漆打刀拵
（個人蔵）／重要美術品 刀 銘 備州長船兼光・康永三年十一月日
（号水神切）
（個人蔵）／重要美術品 脇差 銘 相模国住人広光・康安二年十月日 附 黒漆打刀拵
（号 火車切）
（佐野美術館蔵）／山形県指定文化財 紫糸威伊予札五枚胴具足（上杉景勝所用）
（上杉神社蔵）
／上杉謙信像
（不識公御画像）
（法音寺）
／太刀 無銘
（菊作）
附 黒漆打刀拵（東京国立博物館蔵）
／剣 三鈷柄剣（宮坂考古館）
／刀剣台帳（個人蔵）／刀剣台帳
（佐久市教育委員会）他 ※重要文化財「太刀 銘 一」
（号 姫鶴一文字）は展示されません。

■入館料

■ワークショップ

（

）：20名以上の団体料金

※常設展示もご覧いただけます。

募集制ワークショップ

「樹脂絵具で描くステンドグラス」
日
時／9月30日㈯ 10:00〜15:00
申込受付／8月29日㈫〜
対
象／高校生以上
定
員／20名
参 加 費／500円

ナセＢＡ ●

■置賜文化ホールからのご案内

ミュージアムショップにて
関連商品を取り扱います︒

一 般／８２０円（６５０円）
高大生／５１０円
（400円）
小中生／３５０円（２８０円）

WORK SHOP

INFORMATION

レ・タンブル＆ハルモニア・レニス

イタリアとスペインのバロック音楽
日
料

時／11月3日
（金・祝）15:00開演
金／全席自由：一般1,500円
大学生以下500円
（当日各500円増）
チケット販売中
チケット取扱／伝国の杜・大沼米沢店・音楽アズム舘米沢店
米沢楽器店・チケ探（http://ticketan.net）

～つながる夢 むすぶ絆～

東北中央自動車道
（福島～米沢間）
平成29年度 開通予定 無料

■アクセス
◎JR米沢駅から２㎞
（上杉神社隣接）
◎市内循環バス｢上杉神社前｣下車
◎市内循環バス南回り路線｢九里学園前｣下車
◎山形蔵王IC・福島飯坂ICより
R13で約50分
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「刀剣乱舞‑ONLINE‑」とコラボ!!

コレクション展

次回展覧会予告 「初公開 上杉家ゆかりの名品と地域の歴史を語る資料」
2017年10月28日㈯▶2018年１月14日㈰

伝国の杜 ファンクラブ・サポーター 募集中
〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-2-1 TEL 0238-26-8001 FAX 0238-26-2660
URL http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp
ｆａｃｅｂｏｏkやってます！

◎伝国の杜ファンクラブ
◎伝国の杜サポーター

……もっと楽しみたい方に！ 特典いろいろ。
……人とつながる 自分をいかせるボランティア。

