
展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 年代 所蔵7/18-

7/30
8/1-
8/6
8/8-
8/14

8/15-
8/20

8/22-
9/2

第1章　琉球の染織
1 黄色地垣根に牡丹鳳凰模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 大和文華館

2 黄色地菊牡丹松竹梅模様胴衣 一領 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

3 黄色地松皮菱繋に檜扇団扇菊椿模様胴衣 一領 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

4 白地流水蛇籠に桜葵菖蒲小鳥模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

5 白地霞に尾長鳥牡丹菖蒲模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 日本民藝館

6 白地鶴に貝藻波模様子ども着 一領 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

7 水色地霞に鶴鳥松梅楓模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

8 水色地鳥に貝藻模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

9 浅地稲妻に松窓絵散し模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

10 緋色地波頭桜樹模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 女子美術大学美術館

11 花色地遠山に菊模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

12 染分地遠山に松竹梅模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

13 薄紅麻地総絣衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 女子美術大学美術館

14 白地御絵図柄衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 日本民藝館

15 紺地御絵図柄衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 日本民藝館

16 黄色地御絵図柄衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 日本民藝館

17 白地花織衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 日本民藝館

18 焦茶地経縞模様衣裳 一領 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

19 紺地朱格子経緯絣衣裳 一領 第二尚氏時代～明治時代　19～20世紀 サントリー美術館

20 水色地松皮菱繋に扇団扇菊椿模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

21 緋色地絣模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

22 黄色地牡丹蝶鳥に桐桜模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

23 桜波連山仕切り模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

24 花色地瑞雲霞に鳳凰模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

25 流水蛇籠菖蒲葵に小禽模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

26 水色地窓絵流水桜模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

27 水色地流水桜散し模様裂地 一枚 第二尚氏時代　19世紀 サントリー美術館

28 雀竹瓢箪模様染地型紙 一枚 第二尚氏時代　咸豊8年（1858） サントリー美術館

29 流水に菊桜模様白地型紙 一枚 第二尚氏時代　光緒5年（1879） サントリー美術館

◉ = 国宝　琉球国王尚家関係資料　◎ = 重要文化財　□ = 沖縄県指定文化財　◆ = 浦添市指定文化財　　　　   = 展示期間

The Ryukyu Kingdom: A Treasure Chest of Beauty
琉 球 美の宝庫



展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 年代 所蔵7/18-

7/30
8/1-
8/6
8/8-
8/14

8/15-
8/20

8/22-
9/2

第２章　琉球絵画の世界
30 □ 白沢之図 城間清豊（欽可聖、号 自了） 一幅 第二尚氏時代　17世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

31 李白観瀑図 伝 城間清豊（欽可聖、号 自了） 一幅 第二尚氏時代　17世紀 沖縄県立博物館・美術館

32 松下三仙図 伝 城間清豊（欽可聖、号 自了） 一幅 第二尚氏時代　17世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

33 花鳥図 山口〔神谷〕宗季（呉師虔） 一幅 第二尚氏時代　康煕44年（1705） 個人蔵

34 花鳥図 山口〔神谷〕宗季（呉師虔） 一幅 第二尚氏時代　康煕45年（1706） 個人蔵

35 花鳥図 山口〔神谷〕宗季（呉師虔） 一幅 第二尚氏時代　康煕54年（1715） 大和文華館

36 □ 神猫図 山口〔神谷〕宗季（呉師虔） 一幅 第二尚氏時代　雍正3年（1725） 那覇市歴史博物館

37 関羽像 山口〔神谷〕宗季（呉師虔） 一幅 第二尚氏時代　雍正5年（1727） 一般財団法人 沖縄美ら島財団

38 琉球美女図 真栄城徳実 一幅 第二尚氏時代　18世紀 沖縄県立博物館・美術館

39 琉球美女図 真栄城徳実 一幅 第二尚氏時代　18世紀 個人蔵

40 □ 雪中雉子之図 座間味庸昌（殷元良） 一幅 第二尚氏時代　18世紀 沖縄県立博物館・美術館

41 雪中花鳥図 章声 一幅 清時代　17世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

42 雪景山水図 座間味庸昌（殷元良） 一幅 第二尚氏時代　18世紀 沖縄県立博物館・美術館

43 山水図 座間味庸昌（殷元良） 一幅 第二尚氏時代　18世紀 東京国立博物館

44 船上武人図 座間味庸昌（殷元良） 一幅 第二尚氏時代　18世紀 大和文華館

45 山水図 屋慶名政賀（呉著温・呉著仁） 一幅 第二尚氏時代　18世紀 沖縄県立博物館・美術館

46 山水図 屋慶名政賀（呉著温・呉著仁） 一幅 第二尚氏時代　18世紀 東京国立博物館

47 雪景山水図 屋慶名政賀（呉著温・呉著仁） 一幅 第二尚氏時代　18世紀 沖縄県立博物館・美術館

48 薔薇に文鳥図 小橋川朝安（向元瑚） 一幅 第二尚氏時代　18～19世紀 個人蔵

49 秋景山水図 泉川寛英（慎思九） 一幅 第二尚氏時代　18～19世紀 沖縄県立博物館・美術館

50 漁父図 泉川寛英（慎思九） 一幅 第二尚氏時代　18～19世紀 個人蔵

51 釣人之図 泉川寛英（慎思九） 一幅 第二尚氏時代　19世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

52 うやんまあの図 泉川寛道（慎克煕） 一幅 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

53 花鳥図 佐渡山安健（毛長禧） 一幅 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

54 仲田青毛之図 佐渡山安健（毛長禧） 一幅 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

55 花房闘鶏之図 佐渡山安健（毛長禧） 一幅 第二尚氏時代　道光23年（1843） 一般財団法人 沖縄美ら島財団

56 牡丹尾長鳥図 佐渡山安健（毛長禧） 一幅 第二尚氏時代　19世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

57 鷹雀枯木芙蓉図 佐渡山安健（毛長禧） 一幅 第二尚氏時代　19世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

58 傘をさす婦人の図 島袋宗展（張長荘） 一幅 第二尚氏時代　19世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

59 虎の絵 二幅 第二尚氏時代　18世紀 沖縄県立博物館・美術館

60 虎図 一幅 第二尚氏時代　19世紀 東京国立博物館

61 琉球少婦逍遥之図 一幅 第二尚氏時代　18～19世紀 個人蔵

62 程順則画像 一幅 第二尚氏時代　18世紀 個人蔵

63 □ 喜久村絜聡像 一幅 第二尚氏時代　乾隆24年（1759） 個人蔵

64 魏学源肖像 一幅 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

65 孔子像及び四聖配像 一幅 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館



66 琉球美人 絵画：作者不詳　書：鄭嘉訓 六曲一双 第二尚氏時代　19世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

67 王子按司大礼服并通常服の図 一幅 第二尚氏時代～明治時代　19世紀 東京国立博物館

68 王子婦人大礼服并通常服の図 一幅 第二尚氏時代～明治時代　19世紀 東京国立博物館

69 首里之士族通常服の図 一幅 第二尚氏時代～明治時代　19世紀 東京国立博物館

70 那覇士族婦人通常服の図 一幅 第二尚氏時代～明治時代　19世紀 東京国立博物館

71 ◆ 琉球交易港図屏風 六曲一隻 第二尚氏時代　19世紀 浦添市美術館

72 首里那覇港図屏風 八曲一隻 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

73 琉球進貢船図屏風 六曲一隻 第二尚氏時代　19世紀 京都大学総合博物館

74 琉球貿易図屏風 六曲一隻 第二尚氏時代　19世紀 滋賀大学経済学部附属史料館

75 ◆ 琉球交易港図 三幅 第二尚氏時代　19世紀 浦添市美術館

76 進貢船の図 一幅 第二尚氏時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

77 那覇港図 一幅 第二尚氏時代　19世紀 個人蔵

78 琉球図 一枚 江戸時代　天保4年（1833） 西尾市岩瀬文庫

79 中山花木図 一巻 江戸時代　享保11年（1726） 一般財団法人 沖縄美ら島財団

80 中山花木図 一巻 江戸時代　19世紀 西尾市岩瀬文庫

81 楼閣山水図 謝天游 二幅 清時代　17～18世紀 永青文庫

82 鳳凰牡丹図 孫億 一幅 清時代　康煕30年（1691） 九州国立博物館

83 花鳥図 孫億 一幅 清時代　康煕44年（1705） 沖縄県立博物館・美術館

84 ◆ 花鳥図 孫億 一幅 清時代　康煕49年（1710） 浦添市美術館

巻き替え 85 花鳥図巻 孫億 一巻 清時代　康煕51年（1712） 九州国立博物館

巻き替え 86 □ 奉使琉球図 朱隺年 一巻 清時代　18世紀 沖縄県立博物館・美術館

87 琉球来聘使登営図 文囿 一巻 江戸時代　天保14年（1843） 東京国立博物館

巻き替え 88 琉球使節江戸登城行列図 二巻 江戸時代　19世紀 九州国立博物館

89 琉球人来朝図 五枚 江戸時代　19世紀 東京国立博物館

90 琉球人行列図 一枚 江戸時代　天保13年（1842） 西尾市岩瀬文庫

巻き替え 91 琉球舞楽図巻 一巻 江戸時代　19世紀 九州国立博物館

92 琉球人舞楽之図 一幅 江戸時代　19世紀 沖縄県立博物館・美術館

93 琉球人舞楽之図 一幅 江戸時代　18～19世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

4枚 ４枚 94 琉球八景 葛飾北斎 八枚 江戸時代　19世紀 公益社団法人 川崎・砂子の里資料館

頁替 95 琉球国志略 周煌 六冊のうち一冊 江戸時代　天保2年（1831） 西尾市岩瀬文庫

第３章　琉球国王尚家の美
96 ◉ 玉冠（付簪） 一具 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

玉冠（付簪）復元 一具 平成26年（2014） 那覇市歴史博物館

97 ◉ 赤地龍瑞雲嶮山模様繻珍唐衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

98 ◉ 紺地龍丸模様緞子唐衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

99 ◉ 石帯 一条 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

100 ◉ 黄組物帯 一条 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

101 ◉ 靴 一足 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

102 ◉ 黄色地鳳凰瑞雲霞模様衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

103 ◉ 紅色地龍宝珠瑞雲模様衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

104 ◉ 空色地花籠燕模様衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館



105 ◉ 白地紅葉流水模様衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

106 ◉ 緋色地枡形菱繋模様衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

107 ◉ 黄色地石畳模様衣裳 一領 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

108 ◉ 美御前御揃 一具 第二尚氏時代　15～18世紀 那覇市歴史博物館

108-1 ◉ 金杯 一口 第二尚氏時代　15～16世紀 那覇市歴史博物館

108-2 ◉ 銀杯洗 一口 第二尚氏時代　15～16世紀 那覇市歴史博物館

108-3 ◉ 托付銀鋺 二口 第二尚氏時代　15～16世紀 那覇市歴史博物館

108-4 ◉ 銀脚杯
大：二口
中：二口
小：二口

第二尚氏時代　15～16世紀 那覇市歴史博物館

108-5 ◉ 御玉貫 二口 第二尚氏時代　17～18世紀 那覇市歴史博物館

108-6 ◉ 朱漆巴紋牡丹七宝繋沈金御籠飯 一合 第二尚氏時代　18世紀 那覇市歴史博物館

108-7 ◉ 朱漆巴紋牡丹七宝繋沈金足付盆 大：三基
小：一基 第二尚氏時代　18世紀 那覇市歴史博物館

109 ◉ 朱漆巴紋牡丹沈金馬上盃 一具 第二尚氏時代　18世紀 那覇市歴史博物館

110 ◉ 黒漆雲龍螺鈿東道盆 一合 第二尚氏時代　19世紀 那覇市歴史博物館

111 ◉ 黒漆葡萄螺鈿箱 一合 第二尚氏時代　18世紀 那覇市歴史博物館

112 朱漆三巴文漆絵盤 一枚 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館（岡信孝コレクション）

113 朱漆巴紋牡丹沈金透彫足付盆 一基 第二尚氏時代　16～17世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

114 □ 聞得大君御殿雲龍黄金簪 一本 第二尚氏時代　16～17世紀 沖縄県立博物館・美術館

面替え 115 神扇 一扇 第二尚氏時代 沖縄県立博物館・美術館

116 御玉貫 一対 第二尚氏時代　18～19世紀 沖縄県立博物館・美術館

頁替え 117 ◉ 御絵図帳 七冊のうち二冊 第二尚氏時代　18～19世紀 那覇市歴史博物館

頁替え 118 ◉ 唐冠服図帳 一冊 第二尚氏時代　19世紀 那覇市歴史博物館

119 尚育王御後絵（彩色模写復元） 東京藝術大学大学院保存修復
日本画研究室 一幅 平成26年（2014） 一般財団法人 沖縄美ら島財団

第４章　琉球漆芸の煌き
120 □ 黒塗菊花鳥虫沈金丸外櫃及び緑塗鳳凰雲沈金丸内櫃 二合 第二尚氏時代　15世紀 個人蔵

121 ◆ 黒漆孔雀牡丹唐草沈金食籠 一合 第二尚氏時代　16～17世紀 浦添市美術館

122 ◆ 潤塗花鳥箔絵密陀絵丸形食籠 一合 第二尚氏時代　16～17世紀 浦添市美術館

123 ◆ 朱漆花鳥沈金膳 一基 第二尚氏時代　16～17世紀 浦添市美術館

124 □ 朱漆牡丹尾長鳥螺鈿卓 一基 第二尚氏時代　16～17世紀 浦添市美術館

125 ◆ 黒漆葡萄栗鼠螺鈿箔絵箱 一合 第二尚氏時代　16～17世紀 浦添市美術館

126 黒漆葡萄栗鼠螺鈿箔絵箱 一合 第二尚氏時代　16～17世紀 個人蔵

127 朱漆椿密陀絵沈金椀 一口 第二尚氏時代　16～17世紀 サントリー美術館

128 黒漆草花漆絵足付台 一基 第二尚氏時代　16～17世紀 サントリー美術館

129 □ 黒漆雲龍螺鈿大盆 一枚 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

130 黒漆雲龍螺鈿大盆 一枚 第二尚氏時代　17世紀 サントリー美術館

131 ◆ 朱漆竹虎連珠沈金螺鈿座屏 一基 第二尚氏時代　17～18世紀 浦添市美術館

132 黒漆花円文螺鈿合子 一合 第二尚氏時代　17～18世紀 浦添市美術館

133 ◆ 黒漆騎馬人物螺鈿箱 一合 第二尚氏時代　17～18世紀 浦添市美術館



展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 年代 所蔵7/18-

7/30
8/1-
8/6
8/8-
8/14

8/15-
8/20

8/22-
9/2

134 □ 黒漆葵紋螺鈿箱 一合 第二尚氏時代　17～18世紀 浦添市美術館

135 黒漆山水螺鈿印籠 一個 第二尚氏時代　17～18世紀 浦添市美術館

136 朱漆牡丹沈金六角食籠・台盆 一具 第二尚氏時代　17～18世紀 サントリー美術館

137 朱漆七宝繋鳳凰沈金盤 一口 第二尚氏時代　17～18世紀 サントリー美術館

138 黒漆鳳凰麒麟牡丹密陀絵盆 一枚 第二尚氏時代　17～18世紀 サントリー美術館

139 ◆ 黒漆花鳥螺鈿箔絵密陀絵漆絵盆 一枚 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

140 □ 黒漆牡丹唐草螺鈿卓 一基 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

141 黒漆雲龍堆錦印籠 一個 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

142 朱漆樹下人物堆錦印籠 一個 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

143 黒漆ビードロ入り山水楼閣螺鈿硯屏 一基 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

144 ◆ 白檀塗楼閣山水箔絵湯庫 一個 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

145 ◆ 黒漆桐鳳凰螺鈿東道盆 一具 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

146 黒漆樹下人物葡萄螺鈿沈金八角食籠 一具 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

147 黒漆花鳥螺鈿料紙硯箱 一具 第二尚氏時代　18～19世紀 浦添市美術館

148 朱黒漆山水楼閣人物松竹堆錦螺鈿風炉先屏風 二曲一隻 第二尚氏時代　18～19世紀 一般財団法人 沖縄美ら島財団

149 朱漆花鳥沈金足付盆 一基 第二尚氏時代　18～19世紀 サントリー美術館

150 朱漆山水人物箔絵重箱 一具 第二尚氏時代　18～19世紀 サントリー美術館

151 朱漆塗葡萄巴紋箔絵櫃 一合 第二尚氏時代　18～19世紀 サントリー美術館

152 朱漆山水人物箔絵東道盆 一合 第二尚氏時代　18～19世紀 サントリー美術館

153 朱漆花鳥漆絵重箱 一具 第二尚氏時代　18～19世紀 サントリー美術館

154 黒漆山水楼閣人物箔絵革箱 三合 第二尚氏時代　17～19世紀 サントリー美術館

155 朱漆山水楼閣人物箔絵東道盆 一具 第二尚氏時代　19世紀 個人蔵

156 朱漆松岩堆錦煙草入 一合 第二尚氏時代 個人蔵

157 漆器山水絵下図 一幅 第二尚氏時代 沖縄県立博物館・美術館

158 御用植木鉢下図 一幅 第二尚氏時代 沖縄県立博物館・美術館

頁替え 159 琉球漆器考 石沢兵吾 一冊 明治22年（1889） 西尾市岩瀬文庫

エピローグ：琉球王国の記憶
二冊 二冊 160 ◎ 琉球芸術調査記録（鎌倉ノート） 鎌倉芳太郎 八一冊のうち四冊 大正時代末～昭和時代初期　20世紀 沖縄県立芸術大学附属図書・

芸術資料館

・作品番号はキャプションおよび図録番号と一致しますが、展示順序とは一致しません。
・展示構成は、図録の構成とは必ずしも一致しません。
・展示室内の温度・湿度・照度は、所蔵者の貸出条件および作品保護に適した環境に調整されています。
・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が予定外に変更される場合があります。
・作品によっては異なる章に展示されている場合があります。（第4章 No.120は４Ｆ第1展示室入口すぐに展示）
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