
1 伊勢物語図屏風 8曲1隻 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 10710

2 伊勢物語図 板谷広長筆 2幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 10675 小林中氏寄贈

3 源氏物語図屏風 8曲1隻 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 10710

4 源氏物語朝顔図 土佐光起筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　17世紀 10143

5 源氏物語画帖 伝 土佐光元筆 1帖 紙本着色 日本・桃山〜江戸時代　17世紀 10575

6 源氏物語画帖 伝 住吉具慶筆 1帖 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 10528

7 源氏物語図屏風
6曲1双
のうち

紙本着色 日本・桃山〜江戸時代　17世紀 10308

8 源氏物語浮舟図屏風 6曲1隻 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10343

9 源氏物語図屏風 住吉具慶筆 6曲1双 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10349

10 曾我物語図屏風 6曲1双 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10356

11 平家物語画帖
3帖
のうち

紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10386

12 西行物語絵巻 2巻 紙本着色 日本・室町時代　15世紀 10690

13 蛙草紙絵巻 伝 土佐光信筆 1巻 紙本着色 日本・室町時代　16世紀 10376

14 玉藻前物語絵巻 2巻 紙本着色 日本・室町時代　16世紀 10378

15 賢覚草紙絵巻 2巻 紙本着色 日本・室町時代　16世紀 10375

16 酒吞童子絵巻 伝 狩野山楽筆 3巻 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10702 茂木克己氏寄贈

・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。
・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・世紀 列品番号 備考

出品目録

会期 2015年11月14日（土）〜12月23日（水・祝）
会場 展示室1・2

　物語は、古くから絵に描かれ、楽しまれました。たとえば、伊勢物語の存在が
はじめて文献上に知られるのは源氏物語のなかですが、そこにおいて伊勢物語は
すでに絵巻として登場します。もちろん源氏物語も、成立後まもなく絵に描かれ
始めたと考えられています。また、中世まではもっぱら絵巻や冊子、色紙といった
小画面に描かれた物語絵は、近世になると大画面の屏風にも描かれるようになり、
物語が室内を彩りました。
　このたびの展覧会では、伊勢や源氏の王朝文学から平家物語、曾我物語、西行
物語、そして酒吞童子をはじめとするお伽草子まで、さまざまな物語を描いた多
彩な形式の絵画作品を集めます。晩秋のひとときを、物語と絵とともにお過ごしく
ださい。



同時開催 テーマ展示

【展示室3・ホール・地階】 仏教美術の魅力　The Allure of Buddhist Art

1 春日若宮大般若経 浄阿筆
540帖＋
1巻のうち

紙本墨書
日本・鎌倉時代　
寛喜元年（1229）−仁治3年（1242）

00239・

00286
展示室3

2 春日厨子 1基 木造漆塗
日本・鎌倉時代　
寛元元年および3年（1243・1245）銘

50481 展示室3

3 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

4 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

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

6 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

7 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北魏時代　6世紀 20070 ホール

8 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

9 菩薩像頭部 天龍山石窟第21窟 1個 石造（砂岩） 中国・唐時代　8世紀 20082 ホール

10 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

11 ◎ 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

12 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

13 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　おそらく湖南省　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 細文地龍鳳文鏡 1面 青銅 中国・秦時代　前3世紀 90233 村上英二氏寄贈

22 細文地狩猟文鏡 1面 青銅 中国・秦時代　前3世紀 90234 村上英二氏寄贈

23 細文地四鳳文鏡 1面 青銅 中国・秦時代　前3世紀 90235 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



【展示室5】 扇面歌意画巻　Fan-shaped Paintings with Waka Scroll
1 扇面歌意画巻 1巻 紙本着色・墨書 日本・江戸時代　17世紀 10371

2 和歌懐紙 勧修寺晴豊筆 1枚 紙本墨書 日本・桃山時代　16世紀 00003

3 和歌懐紙 大炊御門経孝筆 1枚 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00003

4 和歌懐紙 広橋綏光筆 1枚 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00003

5 百人一首帖 智仁親王筆 1帖 彩箋墨書 日本・江戸時代　17世紀 00084

6 壬二集和歌色紙 本阿弥光悦筆 1幅 彩箋墨書 日本・江戸時代　17世紀 00301

7 古今集和歌色紙 本阿弥光悦筆 1幅 彩箋墨書 日本・江戸時代　17世紀 00308 小林中氏寄贈

8 和漢朗詠集詩歌巻 本阿弥光悦筆 1巻 彩絹墨書 日本・江戸時代　寛永3年（1626） 00087

9 新古今集和歌巻 尾形宗謙筆 1巻 彩絹墨書 日本・江戸時代　寛文12年（1672）　 00302

10 織部扇形皿 美濃 10口のうち 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40990

11 染付波文扇形皿 肥前 1枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 41774 山本正之氏寄贈

【展示室6】 炉開きの茶会　Opening the Winter Hearth Ceremony
1 　 茶味三老図 冷泉為恭筆 1幅 紙本墨画 日本・江戸時代　19世紀 10761 植村和堂氏寄贈

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

3 独楽莨入 1合 木胎漆塗 東南アジア　16−17世紀 50549

4 籐組炭斗 1口 籐 日本・江戸時代　18−19世紀 60065

5 青鸞羽箒 1本 羽根 日本・江戸時代　18−19世紀 60077

6 桑柄火箸 1対 鉄、桑 日本・江戸時代　18−19世紀 30223

7 鐶 明珍政幸作 1組 鉄 日本・江戸時代　18−19世紀 30221

8 桑柄灰匙 1本 青銅、桑 日本・江戸時代　18−19世紀 60100

9 火襷灰器 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41116

10 ◎ 月江正印墨蹟　偈 1幅 紙本墨書 中国・元時代　至正8年（1348） 00055

11 　 十王口釜 天明 1口 鉄 日本・室町時代　16世紀 30192

12 　 南蛮縄簾水指 1口 無釉陶器 ヴェトナム　16−17世紀 40640

13 　 丸壺茶入　銘 青山 福州窯系 1口 施釉陶器 中国・南宋〜元時代　13−14世紀 40094

14 ○ 井戸茶碗　銘 宗及 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40214

15 　 赤楽宝珠香合 楽道入作 1合 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40470

16 　 象牙茶杓 千利休作 1本 象牙 日本・桃山時代　16世紀 60033

17 青磁三閑人蓋置 龍泉窯 1個 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 41086

18 砂張棒先建水 1口 東南アジア  15−16世紀 30181

19 　 一重切花生　銘 三井寺 千宗旦作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60013

20 　 矢筈口水指 伊賀 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40600

21 口広手茶入　銘 天筒山 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40022

22 紅葉呉器茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40186

23 五彩雲龍文四方水指 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　万暦年間（1573−1620） 40668

24 秋草蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　16世紀 50376

25 紅志野茶碗 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山〜江戸時代　16−17世紀 40142

26 銹絵楼閣山水図茶碗 尾形乾山作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 41194

27 色絵菊花形向付 京都 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 40999

28 平鉢 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40800

29 　 織部格子文水注 美濃 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40574
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【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 イギリス　18−19世紀 30305
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〒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）


