
                                              

           開催期間…平成 24年 4月 22日（土）～平成 28年 3月 31日（木） 

        入館料…通常の常設展入館料金でこちらも見れます。 

伊達政宗公が送り出した支倉六右衛門ら慶長遣欧使節の壮挙。来年は、その出帆から４００年の記念

すべき年を迎えます。その祝賀の気運を盛り上げてくことを目的として、小さな特別展「写真でみる支

倉常長の遣欧使節行」を開催することとなりました。 

近年の当館の現地取材で撮影したメキシコ、スペイン、イタリア、バチカンでの支倉使節関係の建造

物・史跡・実物資料などの写真を中心に、仙台市博物館様、公益財団法人慶長遣欧使節船協会様ご所蔵

資料の写真を、地図や解説とともに計１１０点展示し、その使節行を追体験していただくとともに、そ

の実態を表現していきます。 

当館が「慶長使節４００年記念歴史文化機関連絡会」の会員館としておこなう事業であり、同会の仙

台市博物館様、公益財団法人慶長遣欧使節船協会様はじめ会員館の皆様のご協力なくしてこの特別展は

開催できず、写真展示のご許可を賜りました各国諸団体・諸機関の皆様とともに、開催にあたり多大な

るご協力を賜りましたことに、心より厚く御礼申し上げ、開催のご挨拶といたします。 

 

⇒展示写真の左上に赤字で示した数字が、下記の写真番号に対応します。 

写真番号 資 料 名 備   考 
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 2 

 3 

 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

サン・ファン・バウティスタ号(復元船、解纜中) 

サン・ファン・バウティスタ号(復元船、係留中) 

月浦
つきのうら

の入り江 

伊達政宗、ソテロ、支倉の図 

支倉六右衛門画像 

八月十二日、茂庭石見（綱元）宛、伊達政宗書状 

アカプルコ湾 

サン・ディエゴ要塞 

サン・ディエゴ要塞から望む古い港あたり 

アカプルコ歴史博物館展示の日本刀 

コステラ・ミゲル・アレマン通りの支倉常長像① 

コステラ・ミゲル・アレマン通りの支倉常長像② 

旧・メキシコ副王庁 

メキシコの歴史大壁画（フレスコ画） 

スペイン人征服者エルナン・コルテス（フレスコ画） 

サン・フランシスコ教会（外観） 

サン・フランシスコ教会（内部） 

公益財団法人 慶長遣欧使節船協会所蔵 

公益財団法人 慶長遣欧使節船協会所蔵 

石巻市月浦 

仙台市博物館所蔵 佐久間徳郎筆、明治前期 

仙台市博物館所蔵 国宝・慶長遣欧使節関係資料中 

仙台市博物館所蔵 

メキシコ 

アカプルコ 

アカプルコ 

サン・ディエゴ要塞内 

アカプルコ 佐藤忠良作 2008年撮影 

アカプルコ 佐藤忠良作 2008年撮影 

メキシコシティ 現・国立宮殿  

国立宮殿内 ディエゴ・リベラ作 

国立宮殿内 ディエゴ・リベラ作 

メキシコシティ 

メキシコシティ 



18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

タイルの家（カーサ・デ・アスレーホス） 

メトロポリタン大聖堂 

コリア・デル･リオのグアダルキビール川 

コリア・デル･リオの支倉常長像 

支倉研究者ビクトール・バレンシア・ハポン氏と 

コリア・デル・リオの街 

アルカサール宮殿（Ｒｅａｌ Ａｌｃａｚａｒ） 

乙女のパティオ 

カテドラル（大聖堂）とヒラルダの塔 

セビージャ市役所 

セビージャ市宛、伊達政宗書状 

フラメンコ 

サン・フランシスコ・エル・グランデ教会① 

サン・フランシスコ・エル・グランデ教会② 

サン・フランシスコ・エル・グランデ教会③ 

マドリッド王宮 

フェリーペ三世画像 

支倉六右衛門肖像画 

サン・パウロ学院教会 

デスカルサス・レアレス（王立跣足派）女子修道院（外観） 

デスカルサス・レアレス女子修道院付属教会（内部） 

聖遺物のチャペル 

日本でつくられた南蛮漆器の洋櫃 

日本でつくられた南蛮漆器の聖書書見台 

日本でつくられた南蛮漆器の聖書書見台（ＩＨＳ） 

旧・議事堂 

バルセロナ市庁舎 

カテドラル（大聖堂） 

旧・王立武器庫（外観）① 

旧・王立武器庫（外観）② 

旧・王立武器庫内部 

バルセロナの海岸 

クィリナーレ宮殿 

ローマ教皇パウロ五世画像 

コラツィエーリの間のフレスコ画 

コラツィエーリの間のフレスコ画「支倉使節一行」 

サン・ピエトロ広場 

スイス人衛兵 

サン・フランシスコ教会の向かい側 

メキシコシティ 

スペイン  

スペイン 佐藤忠良作 

ロレト修道院内（セビージャ近郊） 

スペイン 

セビージャ（スペイン） 

アルカサール宮殿内 

セビージャ 

スペイン 

セビージャ文化芸術院所蔵 

タブラオ「エル・パティオ・セビィジャーノ」にて 

マドリッド（スペイン） 

マドリッド 

マドリッド 

スペイン 

プラド美術館所蔵 ベラスケス作 

ボルゲーゼ宮所蔵（ローマ） 

マカオ 

マドリッド 

マドリッド 

デスカルサス・レアレス女子修道院内 

デスカルサス・レアレス女子修道院所蔵 

デスカルサス・レアレス女子修道院所蔵 

デスカルサス・レアレス女子修道院所蔵 

バルセロナ（スペイン） 現・カタルーニャ自治政庁 

カタルーニャ自治政庁の向かい側 

バルセロナ 

バルセロナ 現・海洋博物館 

バルセロナ 現・海洋博物館 

バルセロナ 現・海洋博物館 

カタルーニャ歴史博物館前あたりの入り江 

ローマ（イタリア） 現・イタリア大統領官邸 

仙台市博物館所蔵 国宝・慶長遣欧使節関係資料中 

クィリナーレ宮殿内 

クィリナーレ宮殿内 

バチカン市国 

サン・ピエトロ大聖堂正面 



56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

サン・タンジェロ城（聖天使城） 

サンタ・マリア・イン・アラチェリ教会 

サン・ピエトロ大聖堂 

ローマ教皇パウロ五世宛、伊達政宗書状 

ドームの内部とバルダギーノ（大天蓋） 

グレゴリオ13世のチャペル 

コロッセオ 

パンテオン 

サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ教会 

コンスタンティン帝洗礼場 

コンスタンティン洗礼場内部 

支倉のローマ市公民権証書 

シピオーネ・アマチ編「伊達政宗遣使録」 

フィレンツェの展望 

サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂 

バックなどの皮革製品 

水の都・ベェネツィア 

サン・マルコ教会とドゥカーレ宮殿 

ロレト修道院周辺の田園風景 

ロレト修道院のパティオ 

ロレト修道院の塔状の建物 

黄金の塔とグアダルキビール川 

六月二十二日、支倉勘三郎宛、支倉六右衛門書状 

ローマ 

ローマ 

バチカン市国 

ヴァチカン図書館所蔵 

サン・ピエトロ大聖堂内 

サン・ピエトロ大聖堂ドーム内 

ローマ 

ローマ 

ローマ 

サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ教会アプス奥北詰 

サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ教会アプス奥北詰 

仙台市博物館所蔵 国宝・慶長遣欧使節関係資料中 

仙台市博物館所蔵 イタリア語版・ドイツ語版 

イタリア 

フィレンツェ（イタリア） 

ベェッキオ橋付近（フィレンツェ） 

イタリア 

ベェネツィア 

セビージャ近郊（スペイン） 

セビージャ近郊（スペイン） 

セビージャ近郊（スペイン） 

セビージャ（スペイン） 

東京大学史料編纂所所蔵 
                        

歴 史 博 物 館 

青葉城資料展示館 

電話 022－227－7077担当学芸員・大沢 慶尋 

〒980-0862 仙台市青葉区青葉城本丸跡 

 



 
支倉一行宿泊のサン・ディエゴ要塞（アカプルコ） 

 

 
フェリーぺ三世に謁見したマドリッド王宮（スペイン） 



 

 
支倉一行宿泊のアルカサール宮殿（セビージャ） 

 

 
小寺外記洗礼のコンスタンティン洗礼場（ローマ） 



 

 
帰路に訪問したフィレンツェ（イタリア） 


