
 

PRESS RELEASE 
 

 

 

企画展「名刀は語る展」の開催について 

愛媛県美術館では、令和４年４月１６日（土）から６月１２日（日）まで、静岡県・佐野美術館所

蔵品による大規模な刀剣展を開催します。つきましては、本展の取材及び報道にご協力賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、一般公開日の４月１６日（土）10：00から開展式及び特別鑑賞会を行います。 

 

 記 

 

展覧会情報 

１ 展覧会名  企画展「名刀は語る展」 

 

２ 内  容    名刀が美しい輝きを放っているのは、鍛刀されてから今日に至るまでの数

百年の間、絶えず日本刀を守り、磨き続けていた人々の手があったからです。

本展では、日本有数の刀剣コレクションを誇る佐野美術館の収蔵品から、平

安時代から江戸時代にかけての国宝・重要文化財に指定されている刀剣、刀

装具、約 100点を展示します。なかでも国宝「太刀 銘 一」は、実に36年ぶ

りに愛媛で展示されます。さらに「刀剣乱舞」のキャラクターにもなった、名槍

「蜻蛉切」、重要文化財「松井江」といった珠玉の名品たちも展示されるほか、

伊予今治城主藤堂高虎が所有した名刀「正宗」（重要文化財）といった愛媛ゆ

かりの刀剣が県内初公開されます。また伊佐爾波神社・東雲神社に伝わった

名刀（重要文化財）を、本展にあわせて特別公開します。約千年にわたる日本

刀の歴史を通じて、日本人が培ってきた美意識や文化をお伝えすることがで

きれば幸いです。※「正宗」の展示期間は、4月 16日から 5月 13日までで

す。 

 

３ 会  期   令和 4年 4月 16日（土）～6月 12日（日） 

 ※４月１６日（土）10時～ 開展式、特別鑑賞会 

 ※初日４月１６日（土）は 11時開場 

           休館日：月曜日 ※ただし 5/2（月）、6/6（月）は開館し、6/7（火）は休館。

5/6（金）は企画展のみ特別開館。 

           開館時間：9時 40分～18時（入場は 17時 30分まで） 

 

 

令和４年３月１０日 



４ 会  場    愛媛県美術館本館１階、企画展示室 1・2 

５ 主  催    「名刀は語る展」実行委員会（愛媛県、あいテレビ） 

 

６ 特別協力   公益財団法人 佐野美術館 

 

７ 後  援     松山市、松山市教育委員会、愛媛県市町教育委員会連合会、愛媛県小中学校

長会、愛媛県美術会、愛媛美術教育連盟、愛媛県文化協会、（公財）愛媛県文

化振興財団、日本美術刀剣保存協会愛媛県支部、（公財）松山観光コンベンシ

ョン協会、伊予鉄グループ、愛媛新聞社、朝日新聞松山総局、読売新聞松山支

局、毎日新聞松山支局、産経新聞社、南海放送、テレビ愛媛、愛媛朝日テレビ、

愛媛 CATV、ＦＭ愛媛、えひめリビング新聞社 

 

８ 制作協力  NHKプロモーション 

 

９ 観覧料    一般 1３00円（前売１１00円）、６５歳以上１２００円、高大生９00円（前売７ 

00円）、小中生４00円（前売２00円）  

・障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者 1名は無料です。 

・満 65 歳以上の方は当日 1200 円でご入場いただけます。年齢の分かるも

のをご呈示ください。 

・団体（20名以上）の方は前売料金で当日入場できます。 

・本展観覧券半券でコレクション展もご覧いただけます。 

・マチカカードとマチカアプリどちらもご利用いただけます。 

・大口購入で割引があります。詳しくは、事務局までお問合せください。 

 

１０ 前売券販売所  愛媛県美術館、あいテレビ（本社受付、オンラインチケット）、いよてつ髙島屋、

フジグラン県内各店（10 店舗）、明屋書店県内各店（※一部除く）、コープえひ

め生活文化サービス、ローソンチケット（Ｌコード：61599）、チケットぴあ（Ｐ

コード：685-962）、CN プレイガイド、ファミリーマート、セブンイレブン、チ

ケット愛媛、伊予鉄道主要各駅 他 

          ※前売券販売期間は、4月 15日（金）まで 

【問合せ先】：「名刀は語る展」実行委員会事務局（あいテレビ営業推進部内） 

TEL.089-921-2192（平日 9時～17時 30分） 

 

イベント   ※事前予約が必要なイベントの予約は、当館電話・FAX にて受付けます。定員が

変更になる場合がございます。当館 HPにおいてご確認ください。 

◎記念講演会「日本刀の魅力」  

４月１６日（土）14:00～15:３0 

講師：渡邉妙子氏（佐野美術館理事長） 

場所等：当館講堂、定員６０名（予定）、要事前申込、無料 

※本展観覧券（半券可）をご呈示ください。 



 

         ◎講演会「江戸時代の大名と刀剣贈答―今治藩の事例から―」 

４月３０日（土）14：00～15：30 

講師：藤本誉博氏（今治城学芸員） 

場所等：当館講堂、定員６０名（予定）、要事前申込、無料 

※本展観覧券（半券可）をご呈示ください。 

 

◎「蜻蛉切」の魅力に迫る！櫻井トオルトークイベント 

声優・櫻井トオル氏をゲストにお迎えし、戦国武将・本多忠勝が愛用したことで 

知られており、「天下三名槍」のひとつ、「蜻蛉切」についてのトークなどを展 

開！ 

日時：５月４日（水・祝）開演 14:00（開場 13：00） 

場所：松山市民会館 中ホール  

料金（本展観覧券込）：一般 2,200円、高大生 1,800円、小中生 1,300円 

※「名刀は語る展」観覧券付き。 

※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名は一人 1,100円 

＜注意事項＞ 

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で開催いたします。 

※発熱や体調の悪い方のご参加はご遠慮いただきます。 

※会場にてご連絡先のご記入、身分証明書のご呈示をお願いする場合があり 

ます。 

※「あいテレビオンラインチケット」にて販売。 

※チケット情報などの詳細については、４月上旬頃あいテレビ HPでご案内し 

ます。 

 

       ◎ダンボール兜をつくろう！ 

日時：５月５日（木・祝）、７日（土） 

①11：00～11：45 ②14：00～14：45  

場所：当館南館ギャラリー１ 

定員：５歳～小学生（各５名） 

※小学校低学年以下は保護者の方とご参加ください 

料金：８００円 

※要事前申し込み 

 

       ◎刀に関するワークショップ 日本刀入門（日本刀の歴史と科学） 

日本刀の取り扱いや楽しみ方について、質疑応答を交えて、お伝えします。 

講師：渡邊 聡氏（公財）日本美術刀剣保存協会 刀剣指導員 

日時：５月２８日（土）、６月４日（土）14：00～15：30（受付 13：30～） 

場所：当館南館ギャラリー１ 

定員：３０名 



料金：無料 

※要事前申し込み 

 

◎親子対象講座「みてみよう 拵
こしらえ

のいろいろ」 

「拵」について、佐野美術館の作品を使って実際に見て知れる講座です。 

佐野美術館の作品２点を虫メガネを使って親子で観察してみましょう。 

講師：志田理子氏（佐野美術館学芸員） 

日時：５月１４日（土）13：00～13：50、14：00～14：50 

場所：当館南館ギャラリー１ 

定員：親子４組（総勢８名） 

対象：小学校 4年生以上のお子様とその保護者の方 

料金：無料 

※要事前申し込み 

 

 

提供画像一覧  

※希望される方は下記愛媛県美術館担当またはＨＰお問い合わせにてご連絡ください。 

※画像を複数枚掲載する際は、余白部分の左右の幅を合わせるか、トリミングをしてご利用

ください。 

①  ②  

 国宝 

≪太刀 銘 一≫ 

鎌倉時代中期（13世紀）個人蔵（佐野美術館寄託） 

展示期間：通期 

 静岡県指定文化財 

≪大笹穂槍 銘 藤原正真作（号 蜻蛉切）≫ 

室町時代末期（1６世紀）個人蔵（佐野美術館寄

託） 

展示期間：通期 



 

招待券   

・希望される方には読者プレゼント用として一般用招待券（１０枚まで）をご提供いたし

ます。下記連絡先までお申し出いただくか、当館 HP お問合せフォームよりご連絡くだ

さい。 

※なくなり次第受付を終了させていただきますので、あしからずご了承ください。 

 

フォトスポット   

・刀剣乱舞‐ONLINE‐コラボレーション企画 

名将・本多忠勝が愛用した名槍≪大笹穂槍（号 蜻蛉切）≫、細川家家老松井家伝 

来の名刀≪義弘／本阿（花押）名物 松井江≫の公開を記念して等身大パネルを 

③    ④ 

 

 

 重要文化財 

≪刀 無銘 正宗≫ 

鎌倉時代末期（1４世紀）佐野美術館蔵 

展示期間：4/１６～5/１３ 

 重要文化財 

≪刀 朱銘 義弘／本阿（花押）≫（名物 松井江） 

鎌倉時代末期（1４世紀）佐野美術館蔵 

展示期間：通期 

⑤    ⑥  

 重要美術品 

≪脇指 銘 相模国住人廣光／康安二年十月日（号 火車

切）≫ 

康安 2年（1362）佐野美術館蔵 

展示期間：通期 

 ≪枝梅水仙図縁頭 銘 （縁）一宮長常（花押）≫ 

より縁 一宮長常 

江戸時代 佐野美術館蔵 

展示期間：通期 

⑦    ⑧  

 ≪道成寺物語図縁頭 銘 大森英秀（花押）≫ より縁 

大森英秀  

江戸時代 佐野美術館蔵 

展示期間：通期 

 ≪茶席図鐔 銘 西陣住人／埋忠重長≫  

江戸時代 佐野美術館蔵 

展示期間：通期 



設置。あわせて刀剣男士「蜻蛉切」「松井江」関連既存グッズを販売。 

（展覧会オリジナルグッズではありません） 

「蜻蛉切」「松井江」等身大パネル展示 

通常 ver.４月１６日（土）～５月１３日（金） ※初日４月１６日（土）は 11時より 

戦闘 ver. ５月１４日（土）～６月１２日（日） 

 

展示替えについて  

当展覧会では、「正宗」「大兼光」については、展示替えがございます。 

【展示期間】 

〇４月１６日（土）～５月１３日（金） 

・重要文化財≪刀 無銘 正宗≫佐野美術館蔵 

〇５月１４日（土）～６月１２日（日） 

・重要文化財≪刀 金象嵌銘 備前国兼光／本阿弥（花押）≫（名物 大兼光）佐野美術 

館蔵 

 

 ※愛媛県美術館では、「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

に基づき、サーマルカメラによる検温や混雑状況表示システムの導入等、感染拡大予

防の取り組みを行っております。 

連絡先 愛媛県美術館学芸課 長井・石﨑 

TEL.089-932-0010 FAX.089-932-0511 

美術館HP：https://www.ehime-art.jp/ 

 


