
テーマ1　古代中国の動物
1 双羊尊 1個 青銅 中国・おそらく湖南省　紀元前13−11世紀 大英博物館

2 ◎ 双羊尊 1個 青銅 中国・おそらく湖南省　紀元前13−11世紀 根津美術館

3 ○ 虎卣 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前11世紀 泉屋博古館

4 虎鴞兕觥 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12世紀 泉屋博古館

5 兕觥 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前11−10世紀 泉屋博古館

6 鴟鴞卣 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 泉屋博古館

7 ○ 戈卣 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 泉屋博古館

8 ○ 犠首方尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 泉屋博古館

9 見卣 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前11−10世紀 泉屋博古館

10 耳卣 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前11−10世紀 泉屋博古館

11 蛙蛇文盤 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前7世紀 泉屋博古館

12 ○ 羽文盦 1個 青銅 中国・前漢時代〜後漢時代　紀元前後 泉屋博古館

13 嵌玉一角獣形鎮子 1個
青銅、金・ルビー・トルコ石・
ラピスラズリ・水晶・真珠の象嵌

中国・前漢時代　紀元前2世紀 泉屋博古館

14 鍍金双獣形鎮子 1個 青銅、鍍金、玉とトルコ石の象嵌 中国・前漢時代　紀元前2世紀 泉屋博古館

15 犠尊 1個 青銅、金銀、瑪瑙象嵌 中国・北宋時代　10−11世紀 泉屋博古館

16 小犠尊 1個 青銅、金銀象嵌 中国・北宋時代　10−11世紀 泉屋博古館

17 細文地狩猟文鏡 1面 青銅 中国・秦時代　紀元前3世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代または地方・世紀 所蔵先 備考

出品目録 ・指定の◎は重要文化財、○は重要美術品です。
・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。
・都合により出品作品が変更になることがあります。

　未
ひつじ

年にちなみ、羊をはじめとする動物モチーフを扱った絵画・工芸の作品約
70件をご覧いただく特別展「動物礼讃 ―大英博物館から双羊尊がやってき
た！」を開催いたします。
　テーマは４つ。最初は、大英博物館や京都・泉屋博古館が所蔵する中国古代
の青銅器の名品です。続いて、神仏に仕える霊獣たちを表わす仏教絵画、権威
や吉祥の動物がテーマとなった水墨画や屏風絵、最後は茶会や日常生活の場に
用いる品々を飾る愛らしい動物たちが並びます。動物に対する畏怖や憧れ、身
近な動物の愛らしさなど、多様な造形をお楽しみください。

会期　2015年1月10日（土）〜2月22日（日）
会場 展示室1・2



18 方格規矩四神鏡 1面 青銅 中国・前漢時代　紀元前1世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

19 神仙騎馬画像鏡 1面 青銅 中国・後漢時代　1−2世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

20 狩猟文画像鏡 1面 青銅 中国・後漢時代　2世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

21 四神十二支文鏡 1面 青銅 中国・隋時代　6世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

22 方格四獣十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

23 海獣葡萄鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

24 海獣葡萄方鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7−8世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

25 双鳳天馬八稜鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

26 狩猟文八稜鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

27 遊禽瑞花八稜鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

28 月宮図鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

29 雲龍八花鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

30 双鳳鏡 1面 青銅 中国・北宋時代　10−11世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

31 牡丹飛鳳鏡 1面 青銅 中国・元時代　13−14世紀 根津美術館 村上英二氏寄贈

32 蚕 1個 ガラス 中国・後漢時代　1−2世紀 根津美術館 卯里欣侍氏寄贈

33 鍍金蚕 1個 青銅 中国・後漢時代　1−2世紀 根津美術館 卯里欣侍氏寄贈

34 鳩杖頭部 1個 青銅 中国・戦国時代　紀元前3世紀 根津美術館 卯里欣侍氏寄贈

テーマ2　仏教絵画に描かれた動物 
35 ◎ 仏涅槃図 行有・専有筆 1幅 絹本着色 日本・南北朝時代　康永4年（1345） 根津美術館

36 文殊菩薩像 1幅 絹本着色 日本・南北朝時代　14世紀 根津美術館

37 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本着色 日本・室町時代　15世紀 根津美術館

38 ◎ 十二因縁絵巻 1巻 紙本着色 日本・鎌倉時代　13世紀 根津美術館

テーマ3　画題になった動物 
39 龍図　　 伝 牧谿筆 1幅 絹本着色 中国・南宋〜元時代　13世紀 根津美術館

40 猿猴図　　 黄筌印 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 根津美術館

41 ○ 人馬図　　　 賢江祥啓筆 2幅 紙本着色 日本・室町時代　15世紀 根津美術館 小林中氏寄贈

42 牡丹猫図　　 蔵三筆 1幅 紙本着色 日本・室町時代　16世紀 根津美術館

43 林檎鼠図　　　 元信印 1幅 絹本着色 日本・室町時代　16世紀 根津美術館

44 虎図 1幅 絹本着色 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 根津美術館

45 花鳥図屏風 芸愛筆 6曲1双 紙本着色 日本・室町時代　16世紀 根津美術館

46 染付松虎文壺 1口 磁器 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 根津美術館 秋山順一氏寄贈

47 染付鯉耳人物文瓶 景徳鎮窯 1口 磁器 中国・明時代　17世紀 根津美術館

テーマ4　生活を彩る動物 
48 ○ 黄瀬戸獅子香炉 1基 陶器 日本・桃山時代　16−17世紀 根津美術館

49 染付竹虎文捻輪花皿 肥前 1枚 磁器 日本・江戸時代　17世紀 根津美術館 山本正之氏寄贈

50 染付波兎文変形皿 肥前 1枚 磁器 日本・江戸時代　17世紀 根津美術館 山本正之氏寄贈

51 色絵獅子置物 肥前 1基 磁器 日本・江戸時代　17−18世紀 根津美術館 山本正之氏寄贈

52 堆彩漆龍文香合 1合 木胎漆塗 琉球　17世紀 根津美術館

53 堆朱龍文香合 1合 金属または陶胎漆塗 中国・清時代　17−18世紀 根津美術館

54 螺鈿獏文香合 1合 木胎漆塗 中国・明〜清時代　17−18世紀 根津美術館

55 蟹蓋置 道斎作 1個 青銅 日本・江戸時代　18世紀 根津美術館

56 笹蟹蓋置 1個 鉄 日本・江戸時代　18世紀 根津美術館

57 色絵備前猿置物 備前 1軀 陶器 日本・江戸時代　18−19世紀 根津美術館

58 藤花猿図提箪笥 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 根津美術館

59 兎鶏鹿蒔絵提箪笥 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 根津美術館

60 牛曳蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 根津美術館

61 鹿秋草蒔絵硯箱 迎田秋悦作 1合 木胎漆塗 日本・明治〜昭和時代　20世紀 根津美術館 福島静子氏寄贈

62 伊勢海老置物 好山銘 1個 銅 日本・明治〜昭和時代　20世紀 根津美術館

63 雉香炉 山尾光侶作 1基 銅、金銀象嵌 日本・大正時代　大正7年（1918） 根津美術館

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代または地方・世紀 所蔵先 備考



64 鼠短檠 1基 銅合金、木胎漆塗 日本・江戸時代　18−19世紀 根津美術館

65 伊賀木兎香合 伊賀 1合 陶器 日本・江戸時代　18世紀 根津美術館

66 色絵太鼓鶏形香炉 仁清　繭印　御室窯 1基 陶器 日本・江戸時代　17世紀 根津美術館

67 桜下麝香猫図屏風   狩野宗信筆 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 根津美術館

68 松梟竹鶏図　　　 狩野山雪筆 2幅 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 根津美術館

同時開催 テーマ展示

【展示室3・ホール・地階】 仏教彫刻の魅力　The Fascinations of Buddhist Sculpture
1 弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 20097 ホール

2 四面仏碑像 1基 石造（石灰岩） 中国・北魏時代　6世紀 20063 ホール

3 如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北魏時代　6世紀 20061 ホール

4 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

5 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北斉時代　6世紀 20070 ホール

6 菩薩立像頭部 天龍山石窟第10窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20066 ホール

7 交脚菩薩像頭部 天龍山石窟第10窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20065 ホール

8 如来坐像頭部 天龍山石窟第16窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20067 ホール

9 ◎ 十一面観音立像龕 宝慶寺 1個 石造（石灰岩） 中国・唐時代　7世紀 20341 ホール

10 如来坐像頭部 天龍山石窟第18窟 1個 石造（砂岩） 中国・唐時代　8世紀 20078 ホール

11 観音菩薩立像 1軀 木造漆箔 日本・飛鳥時代　7世紀 20001 展示室3

12 ◎ 地蔵菩薩立像 1軀 木造彩色 日本・平安時代　久安3年（1147） 20011 展示室3

13 毘沙門天立像 1軀 木造彩色 日本・平安時代　12世紀 20014 展示室3

14 梵鐘 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 青銅 朝鮮・朝鮮時代　康煕29年（1690） 30136 地階

【展示室4】 古代中国の青銅器　Ancient Chinese Bronzes
1 ◎ 饕餮文方盉 伝 河南省安陽殷墟侯家荘出土 3個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90063−65

2 饕餮文爵 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90105

3 饕餮文觚 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90102

4 ○ 饕餮文卣 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90086

5 ◎ 饕餮文斝 伝 河南省安陽殷墟侯家荘出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90067

6 ◎ 饕餮文瓿 伝 河南省安陽殷墟侯家荘出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90080

7 ◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽殷墟侯家荘出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90069

8 ◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽大司空村出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90070

9 饕餮文尊 伝 河南省安陽出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90071

10 饕餮文尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90075

11 鳳文罍 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前10世紀 90084

12 ◎ 饕餮文方罍 伝 河南省安陽大司空村出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90079

13 饕餮文方罍 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90081

14 饕餮文瓿 1個 青銅 中国・殷〜西周時代　紀元前11世紀 90082

15 ◎ 饕餮文方彜 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前10世紀 90094

16 鳳文方壺 1対 青銅 中国・西周時代　紀元前9世紀 90097・98

17 蟠螭文壺 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前7−6世紀 90099

18 蟠螭文鎛 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前6−5世紀 90120

19 ○ 蟠螭文鑑 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前5世紀 90113

20 ○ 雲文鑑 1個 青銅 中国・戦国時代　紀元前5−4世紀 90112

21 狻猊鸚哥文八稜鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30046

22 羽状獣文地花菱文鏡 1面 青銅 中国・戦国時代　紀元前3世紀 90229 村上英二氏寄贈

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考

・出品作品はすべて根津美術館蔵です。

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代または地方・世紀 所蔵先 備考



〒107-0062　東京都港区南青山6丁目5番1号　TEL 03（3400）2536  ホームページ http://www.nezu-muse.or.jp
 webアプリ    http://www.nezu-muse-app.jp（携帯）

23 団華文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 90279 村上英二氏寄贈

24 双鶴鴛鴦八稜鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 90287 村上英二氏寄贈

【展示室5】 百椿図　One Hundred Camellias Scrolls
1 百椿図 伝 狩野山楽筆 2巻 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10701 茂木克己氏寄贈

2 色絵青海波椿文皿 肥前 1枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 41902 山本正之氏寄贈

3 染付椿樹文皿 肥前 1枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 41642 山本正之氏寄贈

4 染錦椿菊牡丹花文十角鉢 肥前 1口 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 41673 山本正之氏寄贈

5 色絵椿文輪花向付 京都　尾形乾山作 5口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 41002

6 白備前椿鳥香炉 備前 1個 施釉陶器 日本・江戸時代　19世紀 40416

【展示室6】 初月を祝う−新年の茶会−　Tea to Celebrate the New Year
1 富士図 野崎抱青筆 1幅 絹本着色 日本・明治時代　19世紀 10155

2 赤絵唐子文火入　 景徳鎮窯 1口 色絵磁器 中国・明時代　17世紀 41056

3 独楽莨入 　 1合 木胎漆塗 東南アジア　16−17世紀 50549

4 ◎ 梅松文真形霰釜 芦屋　大江宣秀作 1口 鉄 日本・室町時代　永正14年（1517） 30187

5 賀歌切（古今和歌集断簡） 伝 藤原公任筆 1幅 紙本墨書 日本・平安時代　12世紀 00564 植村和堂氏寄贈

6 桐文釜 越前（芦屋系） 1口 鉄 日本・室町時代　16世紀 30210

7 南鐐皆具 1具 銀 日本・明治〜大正時代　19−20世紀 30265

8 肩衝茶入　銘 八雲 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40029

9 御本立鶴茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40184

10 色絵ぶりぶり香合 京都　野々村仁清作 1合 色絵陶器 日本・江戸時代　17世紀 40486

11 茶杓　共筒　銘 二人静 杉木普斎作 1本 竹 日本・江戸時代　17−18世紀 60116

12 青磁梅枝文花生 景徳鎮窯 1口 青磁 中国・明時代　15−16世紀 40360  

13 瓢形水指　銘 呂洞賓 伊賀 1口 施釉陶器 日本・桃山〜江戸時代　16−17世紀 40599

14 肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・桃山〜江戸時代　17世紀 40009

15 玉子手茶碗　銘 小倉 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40184

16 祥瑞太鼓胴水指 景徳鎮窯 1口 青花磁器 中国・明時代　17世紀 40662

17 菊桐蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17−18世紀 50378

18 志野源氏香文茶碗 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山〜江戸時代　16−17世紀 40144

19 色絵結文文茶碗 京都　野々村仁清作 1口 色絵陶器 日本・江戸時代　17世紀 40173

20 赤絵金彩花鳥文向付 景徳鎮窯 1口 色絵磁器 中国・明時代　16世紀 41018

21 志野扇形鉢 美濃 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18−19世紀 40789

22 呉州赤絵魁字文鉢 漳州窯 1口 色絵磁器 中国・明時代　16−17世紀 40867

【特別ケース】 宝飾時計　Decorated Clock
1 宝飾時計 ジョン・モットラム作 1基 イギリス　18−19世紀 30302

2 宝飾時計 機械：C・トンプソン作 1基 イギリス　18世紀 30301

3 宝飾時計 1基 30305

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考


