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和歌を詠む
1 ◎ 熊野類懐紙 飛鳥井雅経筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　12−13世紀 00077

2 春日懐紙 憲清筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00480 植村和堂氏寄贈

3 和歌短冊 鴨祐夏筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉〜南北朝時代　14世紀 00094

4 和歌短冊 冷泉為秀筆 1幅 紙本墨書 日本・南北朝時代　14世紀 00093

5 和歌短冊 足利義政筆 1幅 紙本墨書 日本・室町時代　15世紀 00123

和歌を書写する
6 ◎ 内大臣殿歌合 伝 西行筆 1巻 紙本墨書 日本・平安時代　12世紀 00064

7 ◎ 古今和歌集 藤原為氏筆 1帖 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00074

8 ○ 荒木田永元集 伝 藤原為家筆 1巻 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00072

9 　 民部切（古今和歌集断簡） 伝 源俊頼筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　11世紀 00003

10  本阿弥切（古今和歌集断簡） 伝 小野道風筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　11−12世紀 00005

11 　 今城切（古今和歌集断簡） 藤原教長筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　12世紀 00004

12 　 烏丸切（後撰和歌集断簡） 伝 藤原定頼筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　12世紀 00003

13 ○ 伊予切（和漢朗詠集断簡） 伝 藤原行成筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　11世紀 00065

14 下絵朗詠集切（和漢朗詠集断簡） 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　12世紀 00004

15  尾形切（業平集断簡） 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　12世紀 00004

16 石山切（貫之集下断簡） 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　12世紀 00304 小林中氏寄贈

17 ○ 棟梁集切（棟梁集断簡） 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　12世紀 00001
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　季節の移ろいや心の微妙なありようを、31文字に託して詠んだ和

歌は、日本美術と密接な関わりをもち、さまざまなジャンルで造形

化されてきました。人々は和歌を詠み、流麗な手跡で文字に表し、

また、絵画や工芸に表現された意匠から和歌を読みとき、茶道具に

は歌銘を付して新たな価値を見出してきたのです。

　本展では、館蔵品の古筆、屏風絵、蒔絵の硯箱、茶道具など和歌

にちなんだ名品を厳選し、重要文化財9件を含む30件余を展示いた

します。なお「扇面歌意画巻」は修理後初のお披露目であり、展覧

会で100図すべてを公開する初めての機会となります。平安時代か

ら江戸時代にわたる、和歌と日本美術のさまざまな結びつきの姿を

お楽しみください。

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。
・表示のある作品以外はすべて根津美術館蔵です。

会期　2014年1月9日（木）〜2月16日（日）
会場　展示室1



和歌を描く－歌仙絵と歌絵－
18 柿本人麿像 1幅 絹本着色 日本・室町時代　16世紀 10129 1/9 〜 2/2に展示

19 ◎ 柿本人麿像 詫磨栄賀筆　性海霊見賛 1幅 絹本着色 日本・南北朝〜室町時代　14世紀 常盤山文庫蔵 2/4 〜 2/16に展示

20 大中臣頼基像（宣房本三十六歌仙絵断簡） 1幅 紙本着色 日本・南北朝〜室町時代　14−15世紀 10878 植村和堂氏寄贈

21 ○ 藤原兼輔像（時代不同歌合絵断簡） 1幅 紙本着色 日本・鎌倉時代　13世紀 10134

22  平貞文・藤原重家像（時代不同歌合絵断簡） 1幅 紙本着色 日本・南北朝〜室町時代　14−15世紀 00075

23 鏡山図 1幅 紙本着色 日本・鎌倉時代　13−14世紀 10138

24 紅葉流水図 1幅 紙本着色 日本・南北朝〜室町時代　14−15世紀 10672 小林中氏寄贈

25 扇面歌意画巻 1巻 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10371

和歌を描く－名所絵－
26 吉野龍田図屏風 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 10325

27 武蔵野図屏風 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 10333

和歌を名づける
28 ◎ 鼠志野茶碗　銘 山の端　 美濃 1口 日本・桃山時代　16−17世紀 40140

29 ◎ 丸壺茶入　銘 相坂 瀬戸 1口 日本・南北朝〜室町時代　14−15世紀 40001

30  文琳茶入　銘 亀尾 薩摩 1口 日本・江戸時代　17世紀 40063

和歌を読みとる
31 ◎ 花白河蒔絵硯箱 　 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50001

32 ◎ 嵯峨山蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50002

33 ◎ 春日山蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50003

同時開催 テーマ展示

【展示室2】小袖の彩り　The Colors of Kosode
1 白地石畳将棋文様小袖 1領 絹　染・刺繍 日本・江戸時代　17世紀 70220

2 白地染分け草花文様小袖 1領 絹　染・刺繍 日本・江戸時代　18世紀 70222

3 紫地御簾猫桜文様単衣 1領 絹　染・刺繍 日本・江戸時代　19世紀 70232

4 紅地丸文様小袖 1領 絹　染 日本・江戸時代　19世紀 70221

5 紅地鶴松竹梅文様振袖 1領 絹　染 日本・江戸時代　19世紀 70238

6 萌黄地鷹草花文様振袖 1領 絹　染・刺繍 日本・江戸時代　19世紀 70239

7 白地立涌草花文様小袖 1領 絹　染・刺繍 日本・江戸時代　19世紀 70226

8 紫地松梅鴛鴦文様小袖 1領 絹　染・刺繍 日本・江戸〜明治時代　19世紀 70229

9 白地菊文様小袖 1領 絹　刺繍 日本・明治時代　19世紀 70228

10 山水花鳥蒔絵箪笥 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50730

【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
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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 20069 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 ◎ 双羊尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90074

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　前3世紀 90229 村上英二氏寄贈

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
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【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

【展示室6】初釜︲来福を願う　Tea for a New Year Good Fortune for All
1 富士図 狩野安信筆 1幅 紙本墨画 日本・江戸時代　17世紀 10227 　

2 赤絵火馬文火入 景徳鎮窯 1口 　 中国・明時代　17世紀 41053 　

3 独楽莨入 　 1口 木胎漆塗 東南アジア　16−17世紀 50549

4 ◎ 金襴手宝相華文花生 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　16−17世紀 40361

5 和歌懐紙 飛鳥井雅縁筆 1幅 紙本墨書 日本・室町時代　15世紀 00086  

6 桐文釜 越前（芦屋系） 1口 鉄 日本・室町時代　16世紀 30210

7 唐銅三具  1口 青銅 中国・明時代　16世紀 30152

8 大海茶入　銘 大鳥 瀬戸 1口  日本・室町時代　16世紀 40002

9  油滴天目 建窯 1口 中国・南宋時代　12−13世紀 40289

10 交趾柘榴馬文香合　 漳州窯 1合 　 中国・明時代　17世紀 40557

11 茶杓 千利休作 1本 象牙 日本・桃山時代　16世紀 60033

12 野馬文釜 芦屋 1口 鉄 日本・桃山時代　16世紀 30188

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

14 茶入　銘 躍駒 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40040

15 中尾唐津茶碗　銘 福寿草 唐津 1口 日本・桃山時代　16世紀 40127 　

16 祥瑞蜜柑水指 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 40661

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

18 　 赤楽茶碗　銘 緋縅 楽左入作　 1口 　 日本・江戸時代　18世紀 40120

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

20 色絵椿文向付 尾形乾山作 1口 日本・江戸時代　18世紀 41002

21 六角桐文銚子 高橋因幡作 1口 鉄 日本・江戸時代　19世紀 30246 　

22 呉州赤絵魁字文鉢 漳州窯 1口 　 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


