
展示期間
番号 指定　 作品名 作者 員数 所蔵者9/15～

9/20
9/22～

9/27
9/29～

10/4
10/6～
10/11

10/13～
10/18

10/20～
10/26

10/27～
10/31

絵画に見るもののふの姿
1 前九年合戦絵巻 一巻 東京国立博物館

2 ◎ 後三年合戦絵巻 詞書／持明院保脩　画／飛騨守惟久 三巻のうち巻中 東京国立博物館

場面替 3 石山寺縁起絵巻 谷文晁 七巻のうち第六巻 サントリー美術館

4 源平合戦図押絵貼屛風 六曲一双 徳川美術館

5 屋島合戦図屛風 二曲一双 徳川美術館

6 橋合戦図屛風 六曲一隻 林原美術館

場面替 7 平家物語図扇面（手鑑「尾陽」所収） 六十面のうち 徳川美術館

場面替 場面替 8 平家物語絵巻
三十六巻のうち六巻
 （一下、四上、四中、
　五上、八下、十下）

林原美術館

9 曽我物語図屛風 六曲一双 林原美術館

10 堀川夜討図・大森彦七図色紙貼込屛風 六曲一双 徳川美術館

祈りを託された剣と刀　古社寺伝来の刀剣
63 ◎ 太刀  菊御作 一口 京都国立博物館

64 ◎ 太刀　銘 大和則長 一口 京都・泉涌寺

65 〇 太刀　銘 幡枝八幡宮藤原国広造／慶長四年八月彼岸　附金梨地鳩紋蒔絵糸巻太刀拵 一口 京都・幡枝八幡宮

66 菊紋蒔絵毛抜形太刀拵 一口 京都・仁和寺

67 ◉ 剣　無銘　附黒漆宝剣拵 一口 大阪・金剛寺

68 三鈷柄剣 一口 京都・高山寺

87 〇 太刀　銘 平安城住国路作／慶長拾七暦十月廿二日 一口 京都・御靈神社

88 黒漆太刀拵　太刀　銘 備州長舩則光／享徳二年八月日 一揃のうち

89 クリス 一口 京都・石清水八幡宮

90 ◎ 薙刀　銘 是介　附鉄鎺 一口

91 薙刀　銘 洛陽住／文珠包重造之 一口 京都・仁和寺

92 太刀　銘 (菊紋)山城守藤原国清／寛永十年二月日 一口 京都・新日吉神宮

93 太刀　銘 粟田口住人善太夫忠縄／播州於姫路作之　
刀身銘 山城稲荷大明神奉捧御剣／寛永十四年二月吉日 一口 京都・伏見稲荷大社

94 刀　銘 鎮国神器伯耆国大柿宮本能登守菅原朝臣包則／明治元年十月八日奉稲荷社納稲荷神山剣石百日
参籠シテ謹鍛之 一口 京都・伏見稲荷大社

　　　　   = 展示期間 ◉＝国宝　◎＝重要文化財　○＝重要美術品　□ = 滋賀県指定有形文化財

サントリー美術館 開館60周年記念展

刀剣　もののふの心 2021年9月15日（水）〜10月31日（日）

展示替リスト

※ 39〜56、79、92〜94は3階第3展示室に展示しています。



展示期間
番号 指定　 作品名 作者 員数 所蔵者9/15～

9/20
9/22～

9/27
9/29～

10/4
10/6～
10/11

10/13～
10/18

10/20～
10/26

10/27～
10/31

武将が愛した名刀　武士と刀剣
場面替 62 〇 往昔抄（天文16年写本） 一冊 個人蔵

69 ◎ 黒漆剣 一口 京都・鞍馬寺

70 太刀　銘 有綱　附黒漆革包太刀拵 一口

71 ◎ 太刀　銘 成高 一口 京都国立博物館

72 ◎ 太刀　銘 □忠（名物膝丸・薄緑） 一口 京都・大覚寺

73 ◎ 太刀　銘 □□国則宗（名物二ツ銘則宗） 一口 京都・愛宕神社

74 ◎ 革包太刀拵(号 笹丸) 一口 京都・愛宕神社

75 ◎ 刀　金象嵌銘　永禄三年五月十九日義元討捕刻彼所持刀／織田尾張守信長（名物義元左文字） 一口 京都・建勲神社

76 ◎ 薙刀直シ刀　無銘（名物骨喰藤四郎） 一口 京都・豊国神社

77 ◎ 倶利迦羅龍守刀　銘 尚宗 一口 京都・妙心寺

79 ◎ 短刀　銘 吉光 （名物秋田藤四郎 ) 一口 京都国立博物館

もののふの装いと出で立ち　甲冑武具と刀装具
30 色々糸威鎧 一領

31 ◎ 紺糸威胴丸　兜・大袖付 一領 京都・建勲神社

32 黒韋威胸赤白腹巻 一領 京都国立博物館

33 ◎ 縹糸威胴丸　兜・大袖付　 一領 京都国立博物館

34 ◎ 黒韋威肩紫紅白糸胴丸　大袖付 一領 京都国立博物館

35 □ 朱漆塗燻韋威縫延胸目綴腰取二枚胴具足 一領 彦根城博物館

36 朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足　伝豊臣秀次所用 一領 サントリー美術館

37 薄蜘蛛蒔絵鞍 一背 サントリー美術館

38 法螺貝蒔絵鞍 小笠原長旨 一背 サントリー美術館

39 ◎ 牡丹造梅花皮鮫鞘腰刀拵 一口 京都国立博物館

40 ◎ 金熨斗刻鞘大小拵 一腰 京都国立博物館

41 黒蝋色塗鞘大小拵・小さ刀拵 一腰 彦根城博物館

42 革包糸巻太刀拵 一口 林原美術館

43 有職文衛府太刀拵 一口 林原美術館

44 魚鱗包鞘脇差拵 一口 林原美術館

45 菊に文箱図三所物 後藤程乗 一組 林原美術館

46 宇治川合戦図三所物 後藤光晃（方乗） 一組 林原美術館

47 漢楚軍談図三所物 山崎一賀 一組 林原美術館

48 三社図三所物 後藤光美（真乗） 一組 林原美術館

49 笹に虫図鐔 藻柄子宗典 一枚 林原美術館

50 錦鶏図鐔 石黒政明 一枚 林原美術館

51 七福神透鐔 中井善助友恒 一枚 林原美術館

52 賀茂の御生図鐔 一宮長常 二枚 林原美術館

53 龍虎図鐔 鈴木勝容 一枚 林原美術館

54 富士見業平図鐔 石黒政美 一枚 林原美術館

55 蘭花散し図鐔 大森英満 一枚 林原美術館



展示期間
番号 指定　 作品名 作者 員数 所蔵者9/15～

9/20
9/22～

9/27
9/29～

10/4
10/6～
10/11

10/13～
10/18

10/20～
10/26

10/27～
10/31

56 福禄寿に鶴図鐔 六代土屋安親 一枚 林原美術館

展示替 78 ◎ 豊臣棄丸所用小形武具 一揃のうち 京都・妙心寺

祭礼と刀剣　祇園祭礼図を中心に
80 長刀　銘 （裏菊紋）和泉守藤原来金道／（菊紋）大法師法橋来三品栄泉　延宝三年二月吉日 一口 長刀鉾保存会

81 日吉山王祇園祭礼図屛風 六曲一双 サントリー美術館

82 祇園祭礼図屛風 六曲一隻 サントリー美術館

83 ◎ 太刀　銘 豊後国行平作 一口 京都・八坂神社

84 ◎ 太刀　銘 出羽大掾藤原国路　金具御大工躰阿弥／祇園社御太刀承応三甲午年九月吉日　附金梨地　
木瓜紋蒔絵糸巻太刀拵 三口のうち一口 京都・八坂神社

85 剣　銘 出羽大掾藤原国路　金具御大工躰阿弥／祇園社御剣　承応三甲午年九月吉日 三口のうち一口 京都・八坂神社

86 太刀　銘 （菊紋）越中守藤原正俊／祇園社御剣　慶安二年正月吉日／奉寄進　松原長左衛門尉正俱 二口のうち一口 京都・八坂神社

躍動するもののふのイメージ　物語絵と武者絵
場面替 13 ◎ 酒伝童子絵巻 画／狩野元信　詞書／近衛尚通

定法寺公助　青蓮院尊鎮 三巻のうち サントリー美術館

14 綱絵巻 一巻 東京国立博物館

15 玉藻前草紙絵巻 三巻のうち サントリー美術館

場面替 16 小敦盛絵巻 一巻 サントリー美術館

場面替 17 浄瑠璃物語絵巻 三巻のうち サントリー美術館

18 源頼光公舘土蜘作妖怪圖 歌川国芳 大判錦絵三枚続 平木浮世絵財団

19 八嶋大合戰 歌川国芳 大判錦絵三枚続 個人蔵

20 頼光朝臣酒呑童子オ退治之圖 勝川春亭 大判錦絵三枚続 個人蔵

21 和漢準源氏　源賴光　薄雲 歌川国芳 大判錦絵 平木浮世絵財団

22 太平記英勇傳　大多上總介平春永公（織田上総介平信長） 歌川国芳　 大判錦絵 平木浮世絵財団

23 太平記英勇傳　稲川治部太夫源義基（今川治部大輔義元） 歌川国芳 大判錦絵 平木浮世絵財団

24 今川義元 歌川豊国 大判錦絵 個人蔵

25 朝比奈義秀 勝川春英 大判錦絵 平木浮世絵財団

26 燿武八景　石橋山秋月 歌川国芳 大判錦絵 個人蔵

27 和漢準源氏　末つむ花　無官大夫敦盛 歌川国芳 大判錦絵 平木浮世絵財団

28 見立三十六句撰　五郎兵衛正宗　團九郎 三代歌川豊国 大判錦絵 平木浮世絵財団

29 三人形之内　二代目澤村田之助 歌川国安 大判錦絵 個人蔵

絵画に見るもののふの暮らし　武家風俗画の世界
11 平家物語忠度出陣図屛風 伝　俵屋宗達 六曲一隻 個人蔵

12 家康・信玄・謙信家臣図 三幅対 個人蔵

57 ◎ 調馬・厩馬図屛風 六曲一双 滋賀・多賀大社

58 ◎ 厩図屛風 六曲一双 東京国立博物館

場面替 59 職人尽図屛風 六曲四隻のうち サントリー美術館

場面替 60 〇 職人尽図 六面のうち三面 サントリー美術館

場面替 61 職人尽図絵巻 一巻 個人蔵

・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、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。



祈りを託された剣と刀
古社寺伝来の刀剣

武将が愛した名刀
武士と刀剣

もののふの装いと
出で立ち
甲冑武具と刀装具

絵画に見るもののふの姿

躍動するもののふのイメージ
物語絵と武者絵

祭礼と刀剣
祇園祭礼図を
中心に 絵画に見るもののふの暮らし

武家風俗画の世界

4 階 第1展示室

第2・3展示室3階


