
展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 所蔵者11/28〜

12/10
12/12〜
12/17

12/19〜
12/24

12/26〜
1/20

序章　ここは扇の国
1-3 山水図扇面 狩野探幽 画 一本 東京国立博物館
1-5 松に白鷺図扇面 英一蝶 画 一本 東京国立博物館
1-6 雀図扇面 長沢芦雪 画 一本 東京国立博物館
1-8 雛に蛤図扇面 谷文晁 画 一本 東京国立博物館

1-11 遊女図扇面 歌川豊国 画 一本 東京国立博物館
1-12 九紋龍史進図扇面 歌川国芳 画 一本 東京国立博物館

第1章　扇の呪力
2 重要文化財 彩絵檜扇 一握 島根・佐太神社（島根県立古代出雲歴史博物館寄託）
3 重要文化財 龍胆瑞花鳥蝶文彩絵扇箱 一合 島根・佐太神社（島根県立古代出雲歴史博物館寄託）
4 国宝 彩絵檜扇（熊野速玉大社古神宝類のうち） 十握のうち一握 和歌山・熊野速玉大社
6 重要美術品 檜扇 一握 MIHO MUSEUM
7 重要文化財 彩絵檜扇（熱田神宮古神宝類のうち） 三握のうち一握 愛知・熱田神宮
8 蝙蝠扇 五握のうち一握 愛知・熱田神宮

三橋 二橋 9-1 重要文化財 扇骨（薬師如来像納入品のうち） 五橋 三重県津市・四天王寺
パネル 9-2 重要文化財 結縁交名状（薬師如来像納入品のうち） 一通 三重県津市・四天王寺

10 檜扇残欠（伊勢国朝熊山経ケ峯経塚出土品のうち） 四枚のうち一枚 金剛證寺・三重県教育委員会
11 扇残欠（伊勢国朝熊山経ケ峯経塚出土品のうち） 四枚のうち一枚 金剛證寺・三重県教育委員会
12 国宝 扇面法華経冊子　巻第一 五帖のうち一帖 大阪・四天王寺
13 重要文化財 扇面法華経冊子断簡（巻第一） 一幅 滋賀・総本山西教寺

表 裏 15 山口県指定有形文化財 陣扇（毛利秀就関係資料のうち） 一握 毛利博物館
16 野府記（小右記）　十五 藤原実資 著 一巻 宮内庁書陵部
17 後月輪殿扇次第 九条兼孝 筆 二枚 宮内庁書陵部

第2章　流れゆく扇
18 後撰和歌集 東常縁 写 一冊 宮内庁書陵部
20 長谷寺験記　下巻 二帖のうち一帖 奈良・長谷寺
21 長谷寺験記（天正写本）　下巻 二冊のうち一冊 奈良・長谷寺
22 婦女遊楽図屛風 六曲一双 サントリー美術館
23 柳橋扇面流遊女図屛風 六曲一隻 島根県立石見美術館
24 柳橋扇面流図屛風 二曲一隻 大阪市立美術館（田万コレクション）
25 扇面流図屛風 伝 本阿弥光悦 画 六曲一隻 東京国立博物館
26 重要文化財 扇面流図（名古屋城御湯殿書院一之間北側襖絵） 狩野杢之助 画 四面 名古屋城総合事務所
28 浜松に扇面散図屛風 六曲一双 個人蔵
29 扇面散・農村風俗図屛風 四曲一双 泉屋博古館
30 扇地紙流双鶴鏡 一面 京都国立博物館
31 扇面散双鶴鏡 一面 東京国立博物館

右隻 左隻 32 大織冠図屛風 六曲一双 個人蔵
場面替え 33 源氏物語絵巻　湖水五十四帖 一巻 滋賀・石山寺

三面 三面 34 重要美術品 舞踊図 六面 サントリー美術館

第3章　扇の流通
35 臥雲日件録抜尤 瑞渓周鳳 著　惟高妙安 抜写 一冊 国立歴史民俗博物館
36 臥雲日件録　下 瑞渓周鳳 著 二冊のうち一冊 国立歴史民俗博物館

　　　　   = 展示期間

・本展覧会は、2019年3月20日から5月6日まで山口県立美術館に巡回します。
・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、展示順序とは必ずしも一致しません。
・作品番号は、二会場での通し番号であり、サントリー美術館で展示されない作品は欠番となります。
・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を予定外に変更する場合があります。



展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 所蔵者11/28〜

12/10
12/12〜
12/17

12/19〜
12/24

12/26〜
1/20

37 善隣国宝記　中巻 瑞渓周鳳 編著 三冊のうち一冊 京都府立京都学・歴彩館
38 梅図扇面 夢窓疎石 所持 一枚 京都・大本山天龍寺
45 庭訓往来古註 一冊 東京大学総合図書館
48 扇屋軒先図 二曲一隻 大阪市立美術館（田万コレクション）
49 重要文化財 兼仲卿記　永仁元年十月～十一月記　紙背文書 一巻 国立歴史民俗博物館
50 重要文化財 経光卿記　嘉禄二年四月～九月記 藤原経光 筆 一巻 国立歴史民俗博物館
51 教言卿記　応永十四年五月～七月記 山科教言 筆 一冊 宮内庁書陵部

二枚 二枚 52 国宝 東寺百合文書　絵所益継扇代物請取 六角益継 筆 四枚 京都府立京都学・歴彩館
54 諏訪神事図扇面 一面 個人蔵
55 京名所図扇面 「元秀」印 一面 東京藝術大学
56 京名所図扇面 「元秀」印 二曲一隻 東京藝術大学
57 瀟湘八景図 伝 狩野元信 画 一幅 個人蔵
58 十牛図 狩野松栄 画 一本 個人蔵

二幅 一幅 59 扇面画 「元久」印 六幅のうち三幅 個人蔵
一隻 一隻 60 重要美術品 扇面貼交屛風 狩野派ほか 画 六曲八隻のうち二隻 京都・南禅寺

場面替え 61 扇面画帖 二帖 九州国立博物館
場面替え 62 扇面画帖 狩野派ほか 画 一帖 奈良国立博物館

64 阿弥陀聖衆来迎図 一幅 日本民藝館
65 阿弥陀聖衆来迎図 一幅 日本民藝館

第4章　扇と文芸
66 源氏物語「朝顔」図扇面 一面 和泉市久保惣記念美術館
67 伊勢物語「芥川・武蔵野」図扇面 一面 和泉市久保惣記念美術館

場面替え 68-2 平家物語画帖　下帖 三帖のうち一帖 根津美術館
69 曽我物語図扇面 一面 個人蔵

一面 一面 70 酒呑童子絵扇面 三十六面のうち二面 個人蔵
右隻 左隻 71 尾道市重要文化財 源氏物語絵扇面散屛風 六曲一双 広島・浄土寺
右隻 左隻 73 源平合戦扇面貼交屛風 六曲一双 個人蔵
右隻 左隻 74 藤井寺市指定有形文化財 北野天神縁起絵扇面貼付屛風 六曲一双 大阪・道明寺天満宮

75 建内記　嘉吉三年二月記 万里小路時房 筆 一巻 宮内庁書陵部
76 重要文化財 萩薄扇面双雀文鏡 一面 大阪市立美術館（田万コレクション）
77 源氏絵扇面蒔絵文庫 一合 サントリー美術館
79 扇面蒔絵螺鈿硯箱 一合 大阪市立美術館（田万コレクション）
80 花鳥風月物語絵巻断簡 一幅 個人蔵

場面替え 81 奈良絵扇面散画帖（扇の草子） 一帖 日本民藝館
場面替え 82 扇の草紙 一巻 個人蔵
場面替え 83 扇の絵尽し絵巻 一巻 サントリー美術館
場面替え 84 扇面歌意画巻 一巻 根津美術館

85 合せ貝 一八三点のうち二十八点 京都工芸繊維大学美術工芸資料館

第5章　花ひらく扇
86 ぢがみうり　中村富十郎 鳥居清広 画 一枚 千葉市美術館
87 見立那須与一 　屋島の合戦 鈴木春信 画 一枚 個人蔵
88 東海道五十三次之内　鳴海之図 歌川国貞 画 一枚 太田記念美術館
89 東海道五十三次之内　鳴海之図 歌川国貞 画 一枚 和泉市久保惣記念美術館
90 百人一首絵抄　坂上是則 歌川国貞（三代豊国） 画 一枚 和泉市久保惣記念美術館
91 高麗煎餅見世先 鳥居清満・鳥居清経 画 一枚 千葉市美術館
92 役者大首絵尽し 鳥居派 画 一枚 千葉市美術館

場面替え 場面替え 93 絵本舞台扇 勝川春章・一筆斎文調 画 二冊のうち一冊 太田記念美術館
94 東扇　三代目大谷広右衛門 勝川春章 画 一枚 千葉市美術館
95 役者舞台扇　瀬川路考と沢村源之助 歌川豊国 画 一枚 奈良県立美術館
96 扇面貼交屛風 宗達派 画 六曲一隻 個人蔵
97 重要文化財 扇面鳥兜螺鈿蒔絵料紙箱 本阿弥光悦 作 一合 滴翠美術館

右隻 左隻 98 葛下絵扇面散屛風 六曲一双 泉屋博古館
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99 葦図 宗達派 画 一幅 個人蔵
100 蓮華草図 宗達派 画 一幅 個人蔵
101 達磨慧可図 尾形光琳 画 一幅 個人蔵
102 寿老図 尾形光琳 画 一幅 個人蔵
103 秋草月図 中村芳中 画 一幅 個人蔵
104 立葵図 中村芳中 画 一幅 個人蔵
105 江亭晩眺図 池大雅 画 一幅 個人蔵
106 山中独釣図 池大雅 画 一面 個人蔵
107 松図 徳山玉瀾 画 一本 個人蔵
108 山水図 徳山玉瀾 画 一本 個人蔵
109 「花の香や」自画賛 与謝蕪村 画 一幅 MIHO MUSEUM
110 「美人図」自画賛 与謝蕪村 画 一幅 個人蔵
111 曳杖過野橋図 浦上玉堂 画 一面 個人蔵
112 大坂文人合作書画 浦上玉堂ほか 画 一面 個人蔵
114 熨斗に海老図 長沢芦雪 画 一本 太田記念美術館
115 寿老図 呉春 画 一本 太田記念美術館
119 小禽図 森蘭斎 画 一本 太田記念美術館
120 蟹図 森蘭斎 画 一本 太田記念美術館
123 牡丹図 谷文晁ほか 画 一本 太田記念美術館
126 雷神図 酒井抱一 画 一本 太田記念美術館
128 月図 酒井抱一 画 一本 太田記念美術館
130 源氏物語図 酒井抱一 画 一本 太田記念美術館
131 朝顔図 鈴木其一 画 一本 太田記念美術館
134 物想う美人図 葛飾北斎 画 一本 太田記念美術館
136 四代目瀬川路考図 歌川豊国 画 一本 太田記念美術館
138 夕立図 歌川国貞 画 一本 太田記念美術館
139 中洲納涼図 鍬形蕙斎（北尾政美） 画 一本 太田記念美術館
140 山姥と金太郎図 河鍋暁斎 画 一本 太田記念美術館

終章　ひろがる扇
141 織部扇面形蓋物 一合 梅澤記念館
142 織部扇面向付 五客 東京国立博物館
144 伊万里染付扇形蓋物 一合 サントリー美術館
145 銹絵染付絵替扇形向付 尾形乾山 作 五客 MIHO MUSEUM
146 銹絵山茶花図扇面手鉢 尾形乾山 作 一枚 MIHO MUSEUM
148 七宝草花文扇面形釘隠 四個 東京国立博物館
149 重要文化財 桜に破扇図鐔 伝 林又七 作 一枚 永青文庫
150 地紙散透鐔 伝 正阿弥 作 一枚 東京国立博物館
151 扇に金嚢図目貫 一組 個人蔵
152 扇散図笄・小柄 後藤光晃 作 一組 東京国立博物館
153 紅水浅葱段扇夕顔模様唐織 一領 髙島屋史料館
154 鬱金濃茶段桜扇模様縫箔 一領 髙島屋史料館
155 萌黄地扇地紙夕顔麻葉模様長絹 一領 髙島屋史料館
156 紅絖地御簾檜扇模様絞縫振袖 一領 国立歴史民俗博物館
157 御簾扇桜模様小袖 一領 女子美術大学美術館
158 梅樹扇模様帷子 一領 女子美術大学美術館
159 白綸子地梅樹扇面散模様小袖 一領 奈良県立美術館
160 黒綸子地扇面散模様鹿子絞振袖 一領 京都工芸繊維大学美術工芸資料館
162 扇面蒔絵香棚 一基 松栄堂　松寿文庫

場面替え 163 扇面かるた 伝 細川三斎 筆 一九九枚のうち 永青文庫
場面替え 164 三十六歌仙扇面画帖 津田一清 画 一帖 個人蔵

165 三重県指定有形文化財 風流踊・水掛祝図屛風 六曲一双 三重・十念寺
166 埼玉県指定有形文化財 一の谷合戦図屛風 海北友雪 画 六曲一双 埼玉県立歴史と民俗の博物館

167 『NIPPON』復刻版　出島図 フィリップ・フランツ・
フォン・シーボルト 著 五冊のうち一冊 東京大学総合図書館
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