
展示期間
番号 指定 作品名 作者・制作地 員数 制作年代

7/14〜8/9 8/11〜8/29

 プロローグ

82 尾上菊五郎 一枚 明治8年（1875）頃

 第１章　うらうらする

1 能面　小面 是閑吉満 一面 桃山時代　16 ～17世紀

2 能面　山姥 是閑吉満 一面 桃山時代　17世紀

3 ◎ 色絵五艘船文独楽形鉢 有田 一口 江戸時代　18世紀

4 赤樂茶碗　銘 熟柿 本阿弥光悦 一口 江戸時代　17世紀

5 色絵菊文透盃台 尾形乾山 一口 江戸時代　18世紀

6 三彩鉢 青木木米 一口 江戸時代　文化4 ～5年
（1807～ 1808）頃

7 千鳥蒔絵鏡箱 一合 室町時代　15世紀

8 柏葉螺鈿沈金高杯 一口 桃山時代　17世紀

9 吉野絵椀 五合のうち 江戸時代　18 ～19世紀

10 野々宮蒔絵硯箱 一合 江戸時代　17世紀

11 東こぎん　着物 一領 江戸～明治時代　19～20世紀

12 東こぎん　着物 一領 江戸～明治時代　19～20世紀

13 東こぎん　全肩 一枚 江戸～明治時代　19～20世紀

14 東こぎん　全肩 一枚 江戸～明治時代　19～20世紀

15 東こぎん　全肩 一枚 江戸～明治時代　19～20世紀

16 東こぎん　全肩 一枚 江戸～明治時代　19～20世紀

17 西こぎん　全肩 一枚 江戸～明治時代　19～20世紀

18 三縞こぎん　全肩 一枚 江戸～明治時代　19～20世紀

19 弁財天曼荼羅図 一幅 室町時代　応永13年（1406）

20 邸内遊楽図屛風 六曲一隻 江戸時代　17世紀

21 多賀社参詣曼荼羅 二曲一隻 室町時代　16世紀

22 ◎ 菊蒔絵文台 一基 室町時代　15世紀

23 秋草図屛風 伝 尾形光琳 二曲一双 江戸時代　18世紀

24 能装束　菊水霞模様縫箔 一領 江戸時代　18世紀

25 能装束　段に市松入子菱に朝顔蝶菊模様唐織 一領 江戸時代　18 ～19世紀

 第２章　ちょきちょきする

26 舞踊図 六面 江戸時代　17世紀

右隻 左隻 27 四季耕作図屛風 狩野晴川院養信 六曲一双 江戸時代　文政8年（1825）

左隻 右隻 28 波涛図屛風 狩野晴川院養信 六曲一双 江戸時代　文政8年（1825）

2021年7月14日（水）〜 8月29日（日）

展示替リストサントリー美術館 開館60周年記念展

ざわつく日本美術
　　　　   = 展示期間◉＝国宝　◎＝重要文化財　　



展示期間
番号 指定 作品名 作者・制作地 員数 制作年代

7/14〜8/9 8/11〜8/29

29 ◎ 泰西王侯騎馬図屛風 四曲一双 桃山時代　17世紀

30 ◎ 佐竹本・三十六歌仙絵  源順 伝 藤原信実　画
伝 後京極良経　書 一幅 鎌倉時代　13世紀

31 鹿下絵新古今集和歌巻断簡 俵屋宗達　 画
本阿弥光悦　書 一幅 江戸時代　17世紀

32 蓮下絵百人一首和歌巻断簡 俵屋宗達　 画
本阿弥光悦　書 一幅 江戸時代　17世紀

33 水色地霞牡丹枝垂桜流水菊菖蒲模様裂地 一幅 琉球王国～明治時代　19世紀

34 黄色地松皮菱霞松藤流水菊薄模様裂地 一幅 琉球王国～明治時代　19世紀

35 富士鷹茄子松竹梅模様筒描蒲団地 一枚 昭和時代　20世紀

36 波兎模様筒描蒲団地 一枚 大正時代　20世紀

頁替 37 染革見本帖 一帖 江戸時代　19世紀

38 薩摩切子　紅色被筆筒 一口 江戸時代　19世紀

39 薩摩切子　紅色被栓付瓶 一合 江戸時代　19世紀

 第３章　じろじろする

40 茶練緯地宝尽模様腰巻 一領 江戸時代　19世紀

41 黒綸子地宝尽竹模様腰巻 一領 江戸時代　18世紀

42 鍍金龍文螺鈿説相箱 一双 江戸時代　19世紀

43 色絵鳳凰文大皿 有田 一枚 江戸時代　17世紀

44 能装束　段に流水海松貝模様縫箔 一領 江戸時代　18 ～19世紀

45 能装束　桧垣に秋海棠模様縫箔 一領 江戸時代　19世紀

46 能装束　間道縞に桜蜘蛛巣模様縫箔 一領 江戸時代　19世紀

47 能装束　網目に花束花舟模様縫箔 一領 江戸時代　18世紀

48 梅蒔絵香合 一合 平安時代　12世紀

49 睡童子図反射板 一枚 江戸時代　19世紀

50 ◎ 病草紙断簡「不眠の女」 一幅 平安時代　12世紀

51 氷室の節供図 渡辺始興 一幅 江戸時代　18世紀

52 雨宿り図屛風 高嵩谷 六曲一隻 江戸時代　18世紀

 第４章　ばらばらする

53 桐竹蒔絵硯箱 一合 南北朝時代　14世紀

54 ◎ 小倉山蒔絵硯箱 一合 室町時代　15世紀

55 蓬莱蒔絵硯箱 一合 室町時代　16世紀

56 海浜松桜蒔絵硯箱 一合 桃山時代　16世紀

57 楓菊桐蒔絵硯箱 一合 桃山時代　17世紀

58 酸漿蒔絵硯箱 伝 五十嵐道甫 一合 江戸時代　17世紀

59 色絵鶏図硯箱 有田 一合 江戸時代　17～18世紀

60 貝尽蒔絵硯箱 小川破笠 一合 江戸時代　18世紀

61 ◎ 桐竹鳳凰蒔絵文台・硯箱 一具 桃山時代　17世紀

62 色絵巻子形水注 薩摩 一合 江戸～明治時代　19世紀

63 七宝飾花形鉄製銚子 一合 江戸時代　19世紀



展示期間
番号 指定 作品名 作者・制作地 員数 制作年代

7/14〜8/9 8/11〜8/29

64 朱漆塗ガラス絵蓋付椀 五合 江戸～明治時代　19世紀

65 菊秋草蒔絵徳利 二合 江戸時代　17世紀

66 切子　蓋付鉢 一合 江戸時代　19世紀

 第５章　はこはこする

67
黒樂四方茶碗　 銘 山里

「黒樂四方茶碗　 銘 山里」（No.67）の箱

樂道入 一口 江戸時代　17世紀

68
色絵鶴香合

「色絵鶴香合」（No.68）の箱

野々村仁清 一合 江戸時代　17世紀

69
色絵春草文汁注

「色絵春草文汁注」（No.69）の箱

尾形乾山 一合 江戸時代　18世紀

70
笙　銘 小男鹿丸

「笙　銘 小男鹿丸」（No.70）の箱

行円 一管 鎌倉時代　建保3年（1215）

71
中啓形蒔絵硯箱

「中啓形蒔絵硯箱」（No.71）の箱

一合 江戸時代　19世紀

72
亀貝尽螺鈿蒔絵盃・波鴛鴦螺鈿蒔絵盃台

「亀貝尽螺鈿蒔絵盃・波鴛鴦螺鈿蒔絵盃台」（No.72）の箱

永田友治 （盃）三口　（盃台）一基 江戸時代　18世紀

73
松竹梅花鳥蒔絵医療器具入

「松竹梅花鳥蒔絵医療器具入」（No.73）の箱

一合 江戸時代　17～18世紀

74
徒然草絵巻　第八巻

「徒然草絵巻」（No.74）の箱

海北友雪 一巻（二十巻のうち） 江戸時代　17世紀

75
江戸桜

「江戸桜」（No.75）の箱

鏑木清方 一幅 昭和7年（1932）

76
薩摩切子　大皿

「薩摩切子　大皿」（No.76）の箱

一口 江戸時代　19世紀

77
薩摩切子　紫色被皿

「薩摩切子　紫色被皿」（No.77）の箱

一枚 江戸時代　19世紀

78
薩摩切子　蓋付鉢

「薩摩切子　蓋付鉢」（No.78）の箱

一合 江戸時代　19世紀

79
雷文三つ組盃

「雷文三つ組盃」（No.79）の箱

三口 江戸～明治時代　19世紀

80
切子小鉢　銘 うろこ絞

「切子小鉢　銘 うろこ絞」（No.80）の箱

小林菊一郎 一口 昭和38年（1963）

81
◉ 浮線綾螺鈿蒔絵手箱

「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」（No.81）の箱

一合 鎌倉時代　13世紀

 第６章　ざわざわする

巻替 83 放屁合戦絵巻 一巻 室町時代　文安6年（1449）写

巻替 84 道成寺縁起絵巻 一巻 江戸時代　元禄5年（1692）

85 袋法師絵巻 一巻 江戸時代　17 ～18世紀

86 墨梅図（「棲鸞園画帖」のうち） 伊藤若冲 一枚（十五図のうち） 江戸時代　18世紀

87 立てる裸婦 小出楢重 一面 昭和元年（1926）

88 色絵松竹梅鶴文注器 有田 一合 江戸時代　18世紀



第2章  ちょきちょきする

第3章
じろじろする

第1章
うらうらする

第4章
ばらばらする

第5章  はこはこする

第6章  ざわざわする

・出品作品はすべてサントリー美術館の所蔵です。
・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。
・展示室内の温度・湿度・照度は、作品保護に適した環境に調整されています。
・作品の状態、その他やむをえない事情により、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・制作地 員数 制作年代

7/14〜8/9 8/11〜8/29

89 輪花縁氷コップ 一口 大正～昭和時代　20世紀

90 猿猴捉月図野溝釜 一口 江戸時代　17世紀

91 相思図 石川豊信 二幅 江戸時代　18世紀

92 美人図 西川祐信 一幅 江戸時代　18世紀

エピローグ

93 天部像頭部 一個 平安時代　12世紀


