
1 ○ 桜下蹴鞠図屏風 6曲1双のうち右隻 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 10302

2 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

3 観雪官女図 住吉広守筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　17世紀 10558 福島静子氏寄贈

4 誰が袖美人図屏風 6曲1双 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10328

5 誰が袖図屏風 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 10326

6 誰が袖図屏風 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 10327

7 ○ 風俗図 3幅 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10279

8 洛中洛外図屏風 8曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 10576 福島静子氏寄贈

9 美人図 宮川長春筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 10565 福島静子氏寄贈

10 見立那須与一図 宮川長春筆 2幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 10285

11 砧打ち図 窪俊満筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 10281

12 高尾大夫吉原通船図 歌川広重筆 2幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 10280

13 色絵姫皿 伊万里 1枚 色絵陶器 日本・江戸時代　18世紀 41762 山本正之氏寄贈

14 色絵弓矢文皿 伊万里 1枚 色絵陶器 日本・江戸時代　18世紀 41763 山本正之氏寄贈

15 染錦人物花卉文四方瓶 伊万里 1口 色絵陶器 日本・江戸時代　18世紀 41410 山本正之氏寄贈

16 色絵婦人人形 伊万里 1軀 色絵陶器 日本・江戸時代　18世紀 42054 山本正之氏寄贈

17 色絵男子人形 伊万里 1軀 色絵陶器 日本・江戸時代　18世紀 42053 山本正之氏寄贈
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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。
・出品作品はすべて根津美術館蔵です。

　「これは誰の袖なのか」。そんな風変わりな名で呼ばれる絵があります。衣桁
や屏風にたくさんの衣裳を掛け並べた様子を描く「誰が袖図」です。「誰が袖図」
には、秘められた室内空間を覗き見て、そこに掛けられた美しい衣裳を愛で、
薫きしめられた香りをイメージし、ひいてはそれを着る人の面影をしのぶ、そ
んな多層的な趣向が備わっています。
　本展は、華やかで、かつ少し謎めいた、当館が所蔵する3点の「誰が袖図屏風」
を中心に、やはり描かれた衣裳の美しさを見所のひとつとする美人画などもあ
わせ、近世の風俗画をお楽しみいただく展覧会です。

会期　2014年11月13日（木）～12月23日（火・祝）
会場　展示室1



同時開催 テーマ展示

【展示室2】 婚礼衣裳−旧竹田宮家所蔵品を中心に−　Bridal Robes-Featuring the Former Takedanomiya Family Collection
1 鳳凰桐文打掛 1領 絹 日本・明治時代　19世紀 70245

2 鳳凰桐文打掛 1領 絹 日本・明治時代　19世紀 70244

3 鳳凰桐文打掛 1領 絹 日本・明治時代　19世紀 70246

4 鳳凰桐文打掛 1領 絹 日本・明治～大正時代　19−20世紀 70237

5 唐衣・裳装束 1襲 日本・昭和時代　20世紀 70298 竹田恆正氏寄贈

　‒1 間着 1領 絹

　‒2 長袴 1腰 絹

　‒3 幸菱文単 1領 絹

　‒4 立涌文五衣 1領 絹

　‒5 打衣 1領 絹

　‒6 松菱花丸文表着 1領 絹

　‒7 鳳凰松竹梅文裳 1腰 絹　

　‒8 亀甲窠文唐衣 1領 絹

6 髪上具 1具
銅製鍍金・

木胎漆塗
日本・昭和時代　20世紀 70299 竹田恆正氏寄贈

7 帖紙 1包 紙 日本・昭和時代　20世紀 70300 竹田恆正氏寄贈

【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
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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

【展示室5】 館蔵の名碗20撰　A Selection of Twenty Tea Bowl Masterpieces from the Nezu Collection
1 ○ 曜変天目茶碗 建窯 1口 中国・南宋時代　12−13世紀 40288

2 青磁碗 龍泉窯 1口 青磁 中国・南宋時代　12−13世紀 40295

3 珠光青磁碗　銘 遅桜 同安窯系 1口 青磁 中国・南宋時代　12−13世紀 40297

4 祥瑞水玉茶碗 景徳鎮窯 1口 青花磁器 中国・明時代　17世紀 40304

5 安南染付蜻蛉茶碗 ヴェトナム 1口 軟質磁器 ヴェトナム　17世紀 40305

6 狂言袴茶碗　銘 ひき木 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40279

7 三島茶碗　銘 上田暦手 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40235

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

9 小井戸茶碗　銘 忘水 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40215

10 粉引茶碗　銘 花の白河 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40252

11 ◎ 青井戸茶碗　銘 柴田 1口 高麗茶碗 朝鮮　朝鮮時代　16世紀 40218

12 堅手茶碗　銘 長崎 1口 高麗茶碗 朝鮮　朝鮮時代　16世紀 40267

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

14 志野茶碗 美濃 1口 施釉陶器 日本　江戸時代　17世紀 40142

15 ◎ 鼠志野茶碗　銘 山端 美濃 1口 施釉陶器 日本　江戸時代　17世紀 40140

16 黒織部茶碗　 美濃 1口 施釉陶器 日本　江戸時代　17世紀 40147

17 信楽茶碗　銘 水の子 信楽 1口 焼締陶器 日本　江戸時代　17世紀 40157

18 色絵鉄仙花文茶碗 京都　  野々村仁清作 1口 色絵陶器 日本　江戸時代　17世紀 40174

19 色絵武蔵野茶碗 京都　  野々村仁清作 1口 色絵陶器 日本　江戸時代　17世紀 41194

20 ◎ 雨漏堅手茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮　朝鮮時代　16世紀 40271

【展示室6】 霜月の茶　Tea for a Frosty Month
1 金銀象嵌草花文手燭 　 1対 鉄・金銀象嵌 日本・江戸時代　19世紀 30250

2 瓢花生　銘 ふくら雀  1口 瓢胎漆塗 日本・江戸時代　17−18世紀 60011

3 古染付叭々鳥香合 景徳鎮窯 1合 青花磁器 中国・明時代　17世紀 40527

4 籐組炭斗 　 1口 籐 日本・江戸時代　18−19世紀 60065

5 野雁羽箒 　 1本 羽根 日本・江戸時代　18−19世紀 60080
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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）

6 桑柄火箸 1組 鉄、桑 日本・江戸時代　18−19世紀 30223

7 環 明珍政幸作 1組 鉄 日本・江戸時代　18−19世紀 30221

8 火襷灰器 備前 1口 焼締陶器 日本・江戸時代　17世紀 41116

9 墨蹟 玉室宗珀筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　元和7年(1621) 00030

10 広口釜 伊勢（芦屋系） 1口 鉄 日本・桃山時代　16世紀 30193

11 矢筈口水指 伊賀 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40600

12 丸壺茶入　銘 霜夜 備前 1口 焼締陶器 日本・江戸時代　17世紀 40074

13 黒楽茶碗　銘 雪峰 楽道入作 1口 軟質施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40104

14 鼠短檠 1基
銅合金、
木胎漆塗

日本・江戸時代　18−19世紀 50675

15 宋胡録柿香合 シーサッチャナーライ窯 1合 軟質磁器 タイ　16世紀 40566

16 茶杓　共筒　銘 老翁　 藤村庸軒作 1本 竹 日本・江戸時代　17世紀 60044

17 蓋置　 千利休 花押 1個 竹 日本・桃山時代　16世紀 60062

18 尺八花生　銘 去年 千宗旦作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60012

19 三島芋頭水指 1口 粉青沙器 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 40639

20 大海茶入　銘 節季 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・室町時代　16世紀 40003

21 熊川茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40230

22 斑釉水指 上野 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41192

23 村雲蒔絵棗 小島漆壺斎作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50386

24 塩笥茶碗 唐津 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40135

25 黒織部茶碗 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40145

26 色絵菊形向付 京都 1口 色絵陶器 日本・江戸時代　18世紀 40999

27 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

28 沓形鉢 唐津 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40792

【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
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