
申年にちなんで
1 猿廻蒔絵印籠 自得斎玉山 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18−19世紀 50204

2 藤花猿図提箪笥 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50399

3 桃猿図小柄 後藤光文作 1本 朧銀片切彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80301

4 親子猿桃図小柄 後藤光文作 1本 朧銀高彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80302

5 老松子連猿図小柄 和田一真作 1本 赤銅高彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80333

6 馬猿図小柄 青木春貫作 1本 赤銅高彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80429

7 猿図縁頭 篠山篤興作 1具 朧銀高彫色絵 日本・江戸〜明治時代　19世紀 80626

8 猿図縁頭 岩本昆寛作 1具 赤銅高彫色絵 日本・江戸時代　18世紀 80721

9 猿猴捉月図鐔 1枚 鉄地高彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80958

10 柿枝猿図鐔 1枚 鉄地高彫色絵 日本・江戸時代　18世紀 80987

松竹梅を愛でる
11 松下人物図 伝 馬遠筆 1幅 絹本墨画淡彩 中国・明時代　15−16世紀 10486

12 松蔭閑遊図 伝 銭穀筆 2幅 絹本墨画淡彩 中国・明時代　15−16世紀 10481

13 岩竹図 伝 檀芝瑞筆 2幅 絹本墨画 中国・元〜明時代　14世紀 10448

14 林和靖観梅図 伝 馬遠筆 1幅 絹本墨画淡彩 中国・元時代　14世紀 10485

15 墨梅図 陸復筆 1幅 絹本墨画 中国・明時代　16世紀 10813

16 松鶴図屏風 6曲1双 紙本着色 日本・桃山時代　17世紀 10306

17 秋景山水図 狩野山雪筆 1幅 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10223

・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。
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会期 2016年1月9日（土）～2月14日（日）
会場 展示室1

　松と竹と梅とを組み合わせて、祝儀のデザインとして用いるようになったのは、
室町時代以後のことです。しかし、松・竹・梅は、それ以前から日本人の文化や
生活に深くかかわってきました。松の風格ある幹や枝ぶり、常に緑深い葉などに、
ひとびとは神秘的な力を見出し、青々とまっすぐで、凛とした姿の竹にも、霊性が
あると考えました。また、花のない時期に、老木から生命が再生するように可憐な
花を咲かせる梅にも不可思議な力を感じとったのです。松・竹・梅を単独に、あ
るいは組み合わせて描いた絵画や、それらをデザインした工芸品に込められた、
長寿の願いや祝意を感じ取っていただければ幸いです。

新年を寿ぐ吉祥のデザイン



18 小松引図 冷泉為恭筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　19世紀 10146

19 商山四皓図 啓宗筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　16世紀 10620 小林中氏寄贈

20 風竹図 徳川家慶筆 1幅 紙本墨画 日本・江戸時代　天保12年（1841） 10241

21 梅四十雀図 狩野玉楽筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 10635 小林中氏寄贈

22 梅下寿老図 渡辺始興筆 1幅 紙本墨画 日本・江戸時代　18世紀 10153

松竹梅を身につける
23 紅地松竹梅鶴文振袖 1領 絹　 日本・江戸時代　19世紀 70238

24 鶸色地松草花文小袖 1領 絹　 日本・江戸時代　19世紀 70230

25 白地松竹梅鶴亀文小袖 1領 絹　 日本・江戸時代　19世紀 70241

26 紫地松梅鴛鴦文小袖 1領 絹　 日本・江戸〜明治時代　19世紀 70229

27 松竹梅図揃金具 中川一匠作 1具 赤銅高彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80207

28 松竹梅図三所物 後藤光覧作 1具 赤銅高彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80227

29 梅竹図三所物 和田一真作 1具 赤銅高彫色絵 日本・江戸時代　19世紀 80238

松竹梅で祝う
30 　 染付色絵松竹梅文皿 肥前　鍋島藩窯 1枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 41904 山本正之氏寄贈

31 染付松竹梅文皿 肥前　鍋島藩窯 1枚 施釉磁器 日本・江戸時代　18世紀 41445 山本正之氏寄贈

32 染付松虎図壺 1口 施釉磁器 朝鮮・朝鮮時代　18世紀 41222 秋山順一氏寄贈

33 銹絵梅図角皿 尾形乾山作・尾形光琳画 1枚 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 40673

34 色絵松竹梅文菊花形皿 5口のうち 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 40999

35 呉州染付松竹梅文香炉 漳州窯系 1口 施釉磁器 中国・明時代　16−17世紀 40459

36 祥瑞松竹梅文太鼓胴水指 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40662

37 色絵梅樹鳥文輪花皿 肥前　柿右衛門　 20枚のうち 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 40693

38 染付松竹梅文碗 景徳鎮窯 5口のうち 施釉磁器 中国・清時代　18世紀 41149

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

40 　 染付松竹梅図壺 肥前　鍋島藩窯 1口 施釉磁器 日本・江戸時代　18−19世紀 41369 山本正之氏寄贈

41 染付色絵岩竹文皿 肥前　鍋島藩窯 4枚のうち 施釉磁器 日本・江戸時代　17−18世紀 40685

同時開催 テーマ展示

【展示室2】 華麗なる能装束　
1 　 茶地立涌雪持松文縫箔 　 1領 絹　 日本・江戸時代　17世紀 70180 　

2 　 白地紋尽文縫箔  1領 絹　 日本・江戸時代　18−19世紀 70182

3 　 白地青海波扇文縫箔 　 1領 絹　 日本・江戸時代　17世紀 70179

4 　 紅白浅葱段桜尾長鳥文縫箔 　 1領 絹　 日本・江戸時代　18世紀 70183

5 　 紺地立涌巴牡丹文厚板 　 1領 絹　 日本・江戸時代　18−19世紀 70163 　

6 　 縹地龍文半切 　 1領 絹　 日本・江戸時代　19世紀 70270

7 　 白地松立涌文狩衣  1領 絹　 日本・江戸時代　18−19世紀 70189

8 　 紅浅葱段鉄線唐草文唐織 　 1領 絹　 日本・江戸時代　18世紀 70150 　

9 　 紅浅葱段籠目草花文唐織 　 1領 絹　 日本・江戸時代　18世紀 70151 　

10 白地菱桐花文唐織 　 1領 絹　 日本・江戸時代　18世紀 70141

11 紫地桜尾長鳥文長絹 　 1領 絹　 日本・江戸時代　18−19世紀 70199
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【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
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【展示室5】 百椿図　
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　鍋島藩窯 1枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17−18世紀 41902 山本正之氏寄贈

3 染錦椿菊牡丹文十角鉢 肥前 1口 施釉磁器 日本・江戸時代　17−18世紀 41673 山本正之氏寄贈

4 椿山水蒔絵硯箱・料紙箱 1組 木胎漆塗 日本・江戸時代　18−19世紀
50066・
50067

【展示室6】 初月の茶会　
1 　 猿舞図 葛飾戴斗筆 1幅 紙本墨画 日本・江戸時代　19世紀 10282

2 日出鶴蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 50005

3 古染付高砂手花入 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40367

4 一行書 江雪宗立筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00314

5 朱漆手桶水指 赤地友哉作 1口 木胎漆塗 日本・昭和時代　20世紀

6 三猿釜 1口 鉄 日本・江戸時代　19世紀 30203

7 桐菊蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17−18世紀 50378

8 御本立鶴茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40184

9 染付器台形蓋置 景徳鎮窯 1個 施釉磁器 中国・清時代　18世紀 41312

10 建水 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　19世紀 41304

11 交趾烏帽子鳥香合 漳州窯系 1合 施釉陶器 中国・明時代　17世紀 40561

12 　 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

13 　 青磁浮牡丹文瓢形花入 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・南宋〜元時代　13−14世紀 40351

14 　 南蛮海老耳水指 1口 無釉陶器 ヴェトナム　17世紀 40648

15 利休瀬戸茶入　銘 不聞猿 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40050

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

17 　 白地石畳唐草文水指 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・北宋時代　11世紀 41341

18 青海波桐菊蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17−18世紀 50379

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

20 茶碗 大樋 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40170

21 　 織部六角向付 美濃 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40987

22 象嵌十字文俵形鉢 萩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40809

23 黒漆螺鈿人物文食籠 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50496

【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


