
雲母に光を！
1 小島切 伝 小野道風筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00348

2 大字朗詠集切 伝 藤原行成筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 植村和堂氏寄贈 00466

3 ○ 伊予切 伝 藤原行成筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00065

4 本阿弥切 伝 小野道風筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11−12世紀 植村和堂氏寄贈 00468

5 太田切 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 植村和堂氏寄贈 00457

6 松葉屋色紙 伝 紀貫之筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00345

7 民部切 伝 源俊頼筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00003

8 巻子本古今集切 藤原定実筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 個人蔵

9 尾形切 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00004

10 ○ 東大寺切 伝 源俊頼筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　保安元年（1120） 00001

11 戸隠切 伝 聖徳太子筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 植村和堂氏寄贈 00427

12 鶉切 伝 藤原顕輔筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 植村和堂氏寄贈 00475

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

「染め」のバリエーション
14 註楞伽経巻第四断簡 1枚 紙本墨書 奈良時代　8世紀 植村和堂氏寄贈 00358

15 紫紙金字華厳経巻第六十七断簡 1枚 紫紙金字 奈良時代　8世紀 植村和堂氏寄贈 00388

16
紺紙銀字華厳経巻第五十

（二月堂焼経）断簡
1枚 紺紙銀字 奈良時代　8世紀 植村和堂氏寄贈 00391

17 紺紙金銀字法華経巻第七断簡 1幅 紺紙金銀字 平安時代　11世紀 植村和堂氏寄贈 00423

18 ◉ 無量義経 1巻 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00284

19 華厳経巻第三十七（泉福寺焼経） 1巻 彩箋墨書 平安時代　11世紀 植村和堂氏寄贈 00403

20 ○ 香紙切 伝 小大君筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00001

21 今城切 藤原教長筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00004

22 ○ 棟梁集切 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00001

23 和泉式部続集切 伝 藤原行成筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11−12世紀 植村和堂氏寄贈 00465

24 愛知切 伝 小野道風筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00003

25 名家家集切（是則集） 伝 紀貫之筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 植村和堂氏寄贈 00448

26 難波切 伝 源順筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 植村和堂氏寄贈 00476

27 中院切 伝 源実朝筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00004

28 八幡切　 伝 飛鳥井雅有筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 00003

29 八幡切　 伝 飛鳥井雅有筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 00003

30 三十六歌仙短冊貼交屏風 6曲1隻 彩箋墨書 江戸時代　17−18世紀 10357

出品目録
No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 寄贈者 所蔵者・当館列品番号
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・都合により出品作品が変更になることがあります。
・とくに記載がない作品はすべて根津美術館蔵です。

会期 2017年5月25日（木）〜7月2日（日）
会場 展示室1・2

Technique and Expression
in Traditional  Japanese Art: Decorated Papers



金銀の多彩な飾り
31 蝶鳥下絵経切 伝 光明皇后筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00006

32 下絵朗詠集切 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00004

33 下絵拾遺抄切 藤原定実筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 個人蔵

34 烏丸切 伝 藤原定頼筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00003

35 砂子切 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00347

36 ○ 戊辰切 藤原伊行筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 小林中氏寄贈 00303

37 箔切 伝 藤原為家筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 00003

38 ○ 五徳義御書巻 伝 後陽成天皇筆 1巻 彩箋墨書 桃山時代　16−17世紀 小林中氏寄贈 00307

39 花卉摺絵古今集和歌巻断簡 伝 本阿弥光悦筆 1幅 彩箋墨書 江戸時代　17世紀 植村和堂氏寄贈 00487

40 平家物語画帖 3帖のうち下 彩箋墨書 江戸時代　17世紀 10386

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

42 ○ 風俗図 3幅 紙本着色 江戸時代　17世紀 10279

43 勅撰集和歌屏風 松花堂昭乗筆 6曲1双 彩箋墨書 江戸時代　17世紀 静嘉堂文庫美術館蔵

さまざまな装飾技法
44 大聖武 伝 聖武天皇筆 1幅 彩箋墨書 奈良時代　8世紀 00003

45 巻子本古今集切 藤原定実筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 個人蔵

46 和漢朗詠集巻下断簡 伝 後京極良経筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 00068

47 白氏詩巻 伝 藤原佐理筆 1巻 彩箋墨書 南北朝時代　14世紀 00082

48 筋・通切 藤原定実筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 個人蔵

49 相生橋図 冷泉為恭筆 1幅 彩箋墨画 江戸時代　19世紀 植村和堂氏寄贈 10793

50 ○ 嘉元百首切 伝 世尊寺行尹筆 1枚 彩箋墨書 鎌倉時代　14世紀 00001

51 巻物切 伝 後円融天皇筆 1枚 彩箋墨書 鎌倉時代　14世紀 00003

52 本願寺本三十六人家集（模本） 田中親美模 6帖 彩箋墨書 大正～昭和時代　20世紀
〔原本：天永3年（1112）頃〕 東京国立博物館蔵

　‒1 貫之集上
　‒2 貫之集下
　‒3 伊勢集
　‒4 赤人集
　‒5 元真集
　‒6 能宣集上
53 石山切（貫之集下） 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 小林中氏寄贈 00304

54 石山切（貫之集下） 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 個人蔵

55 石山切（伊勢集） 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00350

56 岡寺切 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00067

57 平家納経（模本） 田中親美模 4巻 彩箋墨彩書 大正～昭和時代　20世紀
〔原本：長寛2年（1164）〕 東京国立博物館蔵

　‒1 提婆品第十二
　‒2 安楽行品第十四
　‒3 薬王品第二十三
　‒4 厳王品第二十七
　

【展示室3・ホール・地階】 仏教美術の魅力 ─金銅仏─　The Allure of Buddhist Art ─ Gilded Bronze Sculpture─
1 ◎ 釈迦多宝仏並坐像 1基 銅造鍍金 中国・北魏時代　太和13年（489） 根津美術館 20059 展示室3

2 ◎ 弥勒如来立像 1基 銅造鍍金 中国・北魏時代　太和22年（498） 泉屋博古館 展示室3

3 七連仏坐像 1基 銅造鍍金 中国・隋～唐時代　7世紀 根津美術館 20073 展示室3

4 五尊仏像 1面 銅造鎚鍱鍍金 中国・唐時代　7−8世紀 根津美術館 20076 展示室3

5 如来立像 1軀 銅造鍍金 朝鮮・統一新羅時代　8世紀 泉屋博古館 展示室3

6 観音菩薩立像 1軀 銅造鍍金 日本・飛鳥時代　7世紀後半 根津美術館 20002 展示室3

7 観音菩薩立像 1軀 銅造鍍金 日本・飛鳥時代～奈良時代　8世紀 根津美術館 20005 展示室3

同時開催 テーマ展示
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8 弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 根津美術館 20097 ホール

9 四面仏碑像 1基 石造（石灰岩） 中国・北魏時代　6世紀 根津美術館 20063 ホール

10 如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北魏時代　6世紀 根津美術館 20061 ホール

11 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 根津美術館 20338 ホール

12 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北魏時代　6世紀 根津美術館 20070 ホール

13 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 根津美術館 20066 ホール

14 菩薩坐像頭部 天龍山石窟第21窟 1個 石造（砂岩） 中国・唐時代　8世紀 根津美術館 20082 ホール

15 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 根津美術館 20067 ホール

16 ◎ 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 根津美術館 20341 ホール

17 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 根津美術館 20078 ホール

18 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） 根津美術館 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 走獣葡萄鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 30036

22 海獣葡萄鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30035

23 鸚哥禽獣葡萄鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30041

【展示室5】 焼き締め陶　Yakishime: Unglazed Stoneware
1 壺 信楽または伊賀 1口 無釉陶器 日本・鎌倉～室町時代　14−16世紀 卯里欣侍氏寄贈 42121

2 蹲花入 信楽または伊賀 1口 無釉陶器 日本・室町～桃山時代　16世紀 40311

3 鬼桶水指 信楽または伊賀 1口 無釉陶器 日本・桃山時代　16世紀 40607

4 矢筈口水指 信楽または伊賀 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40600

5 茶碗　銘 水の子 信楽または伊賀 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40157

6 瓢形水指　銘 呂洞賓 信楽または伊賀 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40599

7 胴〆水指 信楽または伊賀 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40604

8 耳付花入　銘 寿老人 伊賀 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40309

9 姥口水指 信楽 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40606

10 煎餅壺 信楽 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40314

11 双耳壺（水屋甕） 備前 1口 無釉陶器 日本・室町～桃山時代　16世紀 41138

12 種壺形水指 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40585
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13 矢筈口水指　銘 黙雷 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40582

14 筒形花入 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40581

15 肩衝茶入　銘 面壁 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40075

16 火襷鶴首徳利 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40323

17 三日月形手鉢 備前 1枚 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40799

18 徳利 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 秋山順一氏寄贈 41259

19 徳利 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 秋山順一氏寄贈 41258

20 伊部丸壺茶入　銘 霜夜 備前 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40074

21 伊部耳付水指 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40584

22 伊部水次 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40583

23 鉢 丹波 1枚 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40881

24 飴釉手桶形水指 丹波 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40634

25 信楽写芋頭形水指 野々村仁清作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40615

26 不識水指 常滑 1口 無釉陶器 日本・室町～桃山時代　15−16世紀 40638

27 備前写皿 伊奈長三作（常滑） 1枚 無釉陶器 日本・明治～大正時代　19世紀 40821

【展示室6】 涼一味の茶　Refreshing: Tea for Sultry Days
1 竹翡翠蒔絵手付煙草盆 小川破笠作 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 50689

2 色絵竹節形火入 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 41052

3 山雲二大字 天祐紹杲筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00040

4 古銅象耳花入 1口 青銅 中国・明時代　16世紀 福島静子氏寄贈 30266

5 山水図 伝 賢江祥啓筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　16世紀 小林中氏寄贈 10616

6 網文鶴首釜 江戸 1口 鉄 日本・江戸時代　18世紀 30190

7 唐銅風炉 1口 青銅漆塗 日本・江戸時代　19世紀 30264

8 青磁浮牡丹文水指 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・元時代　13−14世紀 40657

9 桑中次 1合 木胎漆塗 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 50389

10 彫三島茶碗　銘 九重 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185

11 染付輪花蓋置 景徳鎮窯 1個 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 41087

12 七宝繋蒔絵香合 中山胡民作 1合 竹胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50302

13 茶杓　共筒 桑山左近作 1本 竹 日本・桃山時代　16世紀 60038

14 蕪口擂座花入 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40318

15 砂張胴〆水指 1口 響銅 東南アジア　16−18世紀 30175

16 　 尻膨茶入　銘 夜舟 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40033

17 青井戸茶碗　銘 凉及 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40221

18 信楽写耳付水指　銘 優曇華 本阿弥光甫作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40622

19 　 人物漆絵茶器 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16−17世紀 50387

20 　 黒楽茶碗 伝 山田宗徧作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17−18世紀 40123

21 安南染付鳥文茶碗 1口 施釉陶器 ヴェトナム　17世紀 小林中氏寄贈 41293

22 織部扇形向付 美濃 1枚 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40990

23 掛分釉手鉢 小代 1枚 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40819

24 祥瑞瑠璃釉瓢形徳利 景徳鎮窯 2口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40929

【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

〒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

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


