
第１章　昔むかし―お伽草子の源流へ
巻替え 2 ◎ 浦嶋明神縁起絵巻 一巻 南北朝時代 京都・浦嶋神社

3 ◎ 長谷雄草紙 一巻 鎌倉～南北朝時代 公益財団法人　永青文庫
4 ◎ 掃墨物語絵巻 二巻のうち、巻上 南北朝～室町時代 徳川美術館

巻替え 5 ◎ 福富草紙 二巻 室町時代 京都・春浦院
6 福富草紙詞書断簡（粉河寺縁起　紙背のうち） 貞成親王筆　 一巻 室町時代 宮内庁書陵部

第２章　武士の台頭 ―「 酒呑童子」を中心に
巻替え 7 化物草紙 一巻 江戸時代 大阪市立美術館（田万コレクション）
巻替え 8 ◎ 大江山絵詞 二巻 南北朝時代 公益財団法人　阪急文化財団
巻替え 9 酒伝童子絵巻 狩野元信画 三巻 大永 2 年（1522） サントリー美術館

10 ◎ 実隆公記　享禄四年三月～八月 三条西実隆筆 一冊 室町時代 東京大学史料編纂所

展示期間
作品番号 指定 作品名 作者 員数 時代 所蔵者

9/19 ～ 24 9/26 ～ 10/1 10/3 ～ 8 10/10 ～ 15 10/17 ～ 22 10/24 ～ 29 10/31～ 11/4
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文正さうし

二十三冊 江戸時代 慶應義塾図書館

1-2 鉢かづき
1-3 小町草紙
1-4 御曹子島渡
1-5 唐糸さうし
1-6 木幡狐
1-7 七草草紙
1-8 猿源氏草紙
1-9 物くさ太郎

1-10 さざれ石
1-11 蛤の草紙
1-12 小敦盛
1-13 二十四孝
1-14 梵天国
1-15 のせ猿さうし
1-16 猫のさうし
1-17 浜出草紙
1-18 和泉式部
1-19 一寸法師
1-20 さいき
1-21 浦島太郎
1-22 横笛草紙
1-23 酒呑童子

 展 示 替 リスト
2012年9月19日（水）〜11月4日（日）

　　　　   = 他章での展示期間　　　　   = 展示期間◉＝国宝　◎＝重要文化財



11 言経卿記　文禄五年（慶長元年） 山科言経筆 一冊 桃山時代 東京大学史料編纂所
12 酒呑童子絵巻 伝 狩野孝信画 三巻のうち、巻下 桃山末期～江戸時代初期 東京国立博物館
13 綱絵巻 一巻 室町時代 東京国立博物館
14 大江山縁起図屏風 六曲一双 江戸時代 東京・池上本門寺

場面替え 15 岩竹 二冊 江戸時代 西尾市岩瀬文庫

第 3 章　お伽草子と下剋上
巻替え 16 地蔵堂草紙絵巻 一巻 室町時代 個人蔵

17 硯破草紙絵巻 一巻 明応 4 年（1495） 細見美術館
18 鶴の草紙 一巻 室町時代 京都国立博物館
19 ◎ 実隆公記　文明六年八月～十二月 三条西実隆筆 一冊 室町時代 東京大学史料編纂所
20 ◎ 実隆公記　文明七年正月～三月 三条西実隆筆 一冊 室町時代 東京大学史料編纂所
21 新蔵人物語絵巻 一巻 室町時代 サントリー美術館
22 稚児今参絵巻 一巻 室町時代 個人蔵

巻替え 巻替え 23 法師物語絵巻 一巻 南北朝～室町時代 個人蔵
巻替え 巻替え 24 物語説話断簡（駿牛絵詞　紙背のうち） 貞成親王筆　 一巻 室町時代 宮内庁書陵部

25 天稚彦物語絵巻 二巻 江戸時代 サントリー美術館
巻替え 26 玉藻前草子絵巻 二巻 桃山時代 個人蔵

27 玉藻前草子絵巻 三巻 江戸時代初期 サントリー美術館
28 言継卿記　弘治三年 山科言継筆 一冊 室町時代 東京大学史料編纂所
29 ◎ 上井覚兼日記　天正十三年 上井覚兼筆 一冊 桃山時代 東京大学史料編纂所

巻替え 30 ◎ 善教房絵巻 画・詞　伝後光厳院 一巻 鎌倉時代 サントリー美術館
巻替え 31 善教房絵詞模本 岡田為恭画 一巻 天保 12 年（1841） 大和文華館
巻替え 32 ささやき竹物語 一巻 江戸時代 西尾市岩瀬文庫
巻替え 33 おようのあま絵巻 二巻 室町時代 サントリー美術館
巻替え 34 福富草紙 一巻 室町時代 兵庫県立歴史博物館

35 浦島太郎絵巻 一巻 室町時代
36 浦島絵巻 一巻 室町時代 日本民藝館
37 かみ代物語 一巻 室町時代 西尾市岩瀬文庫

場面替え 場面替え 38 かるかや 二帖 室町時代 サントリー美術館
巻替え 39 忠信次信物語絵巻 二巻 桃山時代 大和文華館

〈巻三〉   40-1＊ 鼠草子絵巻 五巻 室町～桃山時代 サントリー美術館
41 鼠草子絵巻 一巻 江戸時代 東京国立博物館
42 小敦盛絵巻 一巻 室町時代 サントリー美術館
43 小敦盛 一巻 室町時代 慶應義塾図書館
44 小あつもり 伝 尊朝法親王筆 一巻 室町～桃山時代 天理大学附属天理図書館
45 酒呑童子 三巻 江戸時代前期 慶應義塾図書館

巻替え 46 祢兵衛鼠絵巻 一巻 江戸時代中期 大阪青山歴史文学博物館

第４章　お伽草子と〈場〉― すれ違う物語・行きかう主人公
47 物臭太郎絵巻 一巻 室町～桃山時代 大阪府立大学学術情報センター
48 物ぐさ太郎 一巻 江戸時代前期 大阪青山歴史文学博物館
49 物くさ太郎 二冊 寛永年間（1624 ～ 44） 慶應義塾図書館

巻替え 50 松姫物語絵巻 一巻 大永 6 年（1526） 東洋大学附属図書館
巻替え 51 しぐれ絵巻 三巻 永正 10 年（1513） 個人蔵

52 観音本地 二冊 江戸時代前期 慶應義塾図書館
53 伏見常盤絵巻 二巻 桃山時代 サントリー美術館

展示期間
作品番号 指定 作品名 作者 員数 時代 所蔵者

9/19 ～ 24 9/26 ～ 10/1 10/3 ～ 8 10/10 ～ 15 10/17 ～ 22 10/24 ～ 29 10/31～ 11/4

（第 4 章）で展示



54 伏見常盤絵巻 一巻 室町時代 大阪市立美術館（田万コレクション）
55 一本菊 三巻 江戸時代前期 大阪青山歴史文学博物館
56 一もときく 三冊 寛文 11 年（1671） 天理大学附属天理図書館
57 小おとこのそうし 一巻 室町時代末期 天理大学附属天理図書館

場面替え 58 小男のさうし 一冊 江戸時代 西尾市岩瀬文庫
59 蛙草紙絵巻 一巻 室町時代 根津美術館

巻替え 60 賢覚草紙絵巻 二巻 室町時代 根津美術館
巻替え 61 藤袋草子絵巻 一巻 室町時代 サントリー美術館

62 義経記 十六冊 江戸時代 西尾市岩瀬文庫
63 天狗の大裏 二冊 元禄年間（1688 ～1704 ） 天理大学附属天理図書館
64 伏屋の物語 一冊 江戸時代前期 慶應義塾図書館

場面替え 65 鉢かつき 三冊 江戸時代 西尾市岩瀬文庫
66 清水寺参詣曼荼羅 一幅 室町時代 北法相宗大本山 音羽山 清水寺
67 ◉ 中務大輔家久公御上京日記（島津家文書のうち） 一巻 桃山時代 東京大学史料編纂所
68 ◎ 実隆公記　文明七年七月～九月 三条西実隆筆 一冊 室町時代 東京大学史料編纂所
69 言継卿記　享禄五年（天文元年） 山科言継筆 一冊 室町時代 東京大学史料編纂所

〈巻二〉   40-2＊ 鼠草子絵巻 五巻 室町～桃山時代 サントリー美術館
70 雀の小藤太絵巻 二巻 室町時代 サントリー美術館
71 小藤太物語 一巻 室町時代 西尾市岩瀬文庫
72 雀の発心草子絵巻 一巻 室町時代 個人蔵

場面替え 73 ゑんがく 二冊 江戸時代 西尾市岩瀬文庫

第５章　見えない世界を描く― 異類・異界への関心
〈巻五〉   40-3＊ 鼠草子絵巻 五巻 室町～桃山時代 サントリー美術館

74 鼠の草子 一巻 室町時代 天理大学附属天理図書館
75 ◎ 是害房絵巻 一巻 南北朝時代 公益財団法人　泉屋博古館
76 是害坊絵巻 一巻 江戸時代前期 慶應義塾図書館

巻替え 77 付喪神絵巻 二巻 室町時代 岐阜市・崇福寺
巻替え 78 付喪神絵巻 二巻 江戸時代後期 個人蔵
巻替え 79 ◎ 百鬼夜行絵巻 一巻 室町時代 京都・真珠庵
巻替え 80 百鬼夜行図巻 原在中画 一巻 江戸時代後期 大阪市立美術館
巻替え 81 百鬼夜行絵巻 一巻 江戸時代後期 京都市立芸術大学芸術資料館

巻替え 82 百器夜行絵巻 一巻 江戸時代 兵庫県立歴史博物館
83 殿様蛙行列図屏風 渡辺南岳画 六曲一双 江戸時代後期 大和文華館

巻替え 巻替え 84 三十二番職人歌合絵巻 一巻 室町時代 サントリー美術館
85 ◎ 蒔絵籬菊文机 一基 室町時代 大和文華館
86 木地蒔絵秋草鹿梅竹楓文様唐櫃 一合 桃山時代 大和文華館
87 桐紋芒蒔絵箪笥 一基 桃山時代 サントリー美術館
88 海松貝蒔絵手拭掛 一基 江戸時代 サントリー美術館

・展示室内の温度・湿度・照度は、所蔵者の貸出条件及び作品保護に適した環境に調整されています。
・作品名については、各所蔵先の意向に従いました。
・作品番号はキャプション及び図録の番号と一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。
・作品番号に＊印を付した作品は、同一の作品です。
・作品の状態、その他やむを得ぬ事情により、展示作品や展示期間を予定外に変更する場合があります。

展示期間
作品番号 指定 作品名 作者 員数 時代 所蔵者

9/19 ～ 24 9/26 ～ 10/1 10/3 ～ 8 10/10 ～ 15 10/17 ～ 22 10/24 ～ 29 10/31～ 11/4
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第5章  見えない世界を描く

4 階 第1展示室

第2・3展示室3階


