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展示替リスト
　　　　   = 展示期間　◎＝重要文化財　

展示期間 作品
番号

指
定 作品名 作者・産地等 時代　年代世紀 員数 所蔵者6/29 ～

7/4
7/6 ～
7/11

7/13 ～
7/18

7/20 ～
7/25

7/27 ～
8/1

8/3 ～
8/8

8/10 ～
8/15

8/17 ～
8/23

8/24 ～
8/28

第一章　歌枕の世界
1 吉野龍田図 江戸時代　十七世紀 六曲一双 根津美術館
2 春秋花鳥図屛風 土佐光起 江戸時代　十七世紀 二曲一双 サントリー美術館
3 吉野図屛風 室町時代　十六世紀 六曲一隻 サントリー美術館
4 柳橋水車図屛風 桃山時代　十六〜十七世紀 六曲一双 京都国立博物館
5 柳橋水車図屛風 桃山時代　十七世紀 六曲一隻
6 武蔵野図屛風 江戸時代　十七世紀 六曲一双 サントリー美術館
7 宇津の山図 山本探川 江戸時代　十八世紀 二曲一隻 静岡県立美術館

第二章　歌枕の成立
8 関戸本古今和歌集切「みちのくうた」 伝 藤原行成 平安時代　十一世紀 一幅 東京国立博物館
9 関戸本古今集切「よしのがは」 伝 藤原行成 平安時代　十一世紀 一幅 公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館

10 ◎ 寸松庵色紙「ちはやふる」 伝 紀貫之 平安時代　十一世紀 一幅 京都国立博物館
11 筋切　古今集断簡 藤原定実 平安時代　十一世紀 一幅 MIHO MUSEUM
12 下絵古今集切 伝 藤原定頼 平安時代　十二世紀 一幅 五島美術館
13 堺色紙 伝 藤原公任 平安時代　十二世紀 一幅 五島美術館
14 今城切 藤原教長 平安時代　十二世紀 一幅 書芸文化院
15 今城切 藤原教長 平安時代　十二世紀 一幅 根津美術館

16 今城切（古今集巻第八） 藤原教長 平安時代　十二世紀 一幅 慶應義塾ミュージアム・コモンズ
（センチュリー赤尾コレクション）

17 烏丸切 伝 藤原定頼 平安時代　十二世紀 一幅 根津美術館
18 後撰集切 伝 源俊頼 平安時代　十二世紀 一幅 東京国立博物館
19 唐紙拾遺抄切 伝 源俊頼 平安時代　十二世紀 一幅 五島美術館
20 拾遺抄切 伝 藤原公任 平安時代　十二世紀 一幅 書芸文化院
21 中院切 伝 源実朝 平安時代　十二世紀 一幅 五島美術館
22 中院切 伝 源実朝 平安時代　十二世紀 一幅 書芸文化院
23 箔切 伝 藤原為家 鎌倉時代　十三世紀 一幅 根津美術館
24 詞花集賀歌切 伝 藤原俊成 平安時代　十二世紀 一幅 書芸文化院
25 歌仙絵　左京大夫顕輔 鎌倉時代　十三世紀 一幅 サントリー美術館
26 蔦下絵新古今集和歌色紙 俵屋宗達画　本阿弥光悦書 江戸時代　十七世紀 一幅 サントリー美術館
27 能因哥枕 能因 元禄九年（一六九六）刊 一冊 人間文化研究機構国文学研究資料館

頁替 28 八雲御抄 順徳院 寛永十二年（一六三五）刊 七冊のうち第五巻 人間文化研究機構国文学研究資料館
29 最勝四天王院障子和歌 後鳥羽院ほか 江戸時代前期写 一冊 国立歴史民俗博物館
30 建保内裏名所百首和歌 順徳院ほか 江戸時代中期写 一冊 東京都立中央図書館加賀文庫
31 勅撰名所和謌要抽書 永正元年（一五〇四）写 一冊 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫

第一冊 第二冊 32 勅撰名所和歌抄出 宗碩編 室町時代後期写　
原本　永正三年（一五〇六）編　 二冊 国立歴史民俗博物館

33 歌枕名寄 澄月編 室町時代後期写 七冊のうち 国立歴史民俗博物館
34 倭歌方輿勝覧集 後陽成院編 慶長二年（一五九七） 一冊 国立歴史民俗博物館

第三章　描かれた歌枕
35 本願寺本三十六人家集　貫之集　上（模本） 田中親美 大正時代　二十世紀　

原本　平安時代　十二世紀 二冊のうち一冊 東京国立博物館

36 本願寺本三十六人家集　能宣集　上（模本） 田中親美 大正時代　二十世紀　
原本　平安時代　十二世紀 二冊のうち一冊 東京国立博物館

37 源氏物語絵巻　関屋　絵（復元模写） 加藤純子 平成十七年（二〇〇五）　
原本　平安時代　十二世紀 一面 徳川美術館

38 佐竹本三十六歌仙絵（模本）　巻下 中山養福 天保七年（一八三六） 一巻 東京国立博物館
39 伊勢物語下絵梵字経断簡 鎌倉時代　十三世紀 六幅のうち第九段絵 公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館
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40 鏡山図 伝 姉小路長隆画　伝 藤原家隆賛 鎌倉時代　十三〜十四世紀 一幅 根津美術館
第五巻 第三巻 41 石山寺縁起絵巻（模本） 谷文晁 江戸時代　十九世紀 七巻のうち第三巻・第五巻 サントリー美術館

42 西行物語絵巻（著色本）　上巻 室町時代　十五世紀 三巻のうち上巻 サントリー美術館
43 ◎ 酒伝童子絵巻　巻上 狩野元信画　近衛尚通詞 大永二年（一五二二） 三巻のうち上巻 サントリー美術館

場面替 44 住吉物語絵巻　巻下 室町時代　十六世紀 二巻のうち下巻 サントリー美術館
第一章にて展示 場面替 45 扇の絵尽し絵巻 室町時代　十六世紀 一巻 サントリー美術館

右隻 左隻 46 伊勢物語色紙貼交屛風 土佐派 室町〜桃山時代　十六世紀 六曲一双 サントリー美術館
場面替 場面替 場面替 47 百人一首画帖 原図　狩野探幽 原図　江戸時代　十七世紀 一冊 跡見学園女子大学図書館

場面替 48 松川十二景和歌画帖 狩野探雪 江戸時代　十八世紀 一帖
上巻 下巻 49 順徳院御製名所和歌二十首図巻 狩野探信守政 江戸時代　十八世紀 二巻 大阪青山歴史文学博物館

50 井手玉川・佐野渡図屛風 狩野探信守政 江戸時代　十七〜十八世紀 六曲一双 静岡県立美術館
51 井手玉川・大堰川図屛風 狩野探信守道 江戸時代　十九世紀 六曲一双 静岡県立美術館
52 秋景富士三保清見寺図 狩野常信画　近衛家熈賛 元禄十二年（一六九九）頃 一幅 静岡県富士山世界遺産センター

第五章にて展示 53 銹絵雪景富士図角皿 尾形光琳画　尾形乾山作 江戸時代　十八世紀 一枚 サントリー美術館
場面替 54 大和名所図画帖 狩野栄信　狩野養信 江戸時代　十九世紀 一帖 京都国立博物館

55 勿来関・松島・象潟図 狩野栄信 江戸時代　十九世紀 三幅対
56 天橋立・須磨・明石図 狩野養信 江戸時代　十九世紀 三幅対
57 源氏物語　浮舟図 清原雪信 江戸時代　十七世紀 一幅 板橋区立美術館
58 朝妻舟図 英一蝶 江戸時代　十七世紀 一幅 板橋区立美術館
59 佐野渡図 住吉広守画　冷泉為村賛 江戸時代　十八世紀 一幅 板橋区立美術館
60 萩の玉川図 葛飾北斎 江戸時代　十八〜十九世紀 一幅 板橋区立美術館
61 清凉殿名所絵下絵 土佐光貞　土佐光時　土佐光孚 江戸時代　十八世紀 一巻 京都市立芸術大学芸術資料館
62 飛香舎鳥居障子小下絵　 土佐光貞　土佐光時 江戸時代　十八世紀 一巻 京都市立芸術大学芸術資料館

頁替 63 和歌伊勢海 享保五年（一七二〇）刊 一冊

巻一・巻三 巻四・巻五 巻六・巻七 64 江戸名所図会 長谷川雪旦画 天保七年（一八三六）刊 七巻のうち第一・三・四・
五・六・七巻 東京都立中央図書館特別文庫室

第四章　旅と歌枕
場面替 場面替 65 西行物語絵巻（著色本）　中巻 室町時代　十五世紀 三巻のうち中巻 サントリー美術館

第二巻 第三巻 66 西行物語絵巻（白描本） 室町時代　十五世紀 四巻のうち第二・三巻 サントリー美術館

巻三 場面替 巻二 場面替 67 西行法師行状絵巻 江戸時代　十七世紀 四巻のうち巻二・三 慶應義塾ミュージアム・コモンズ
（センチュリー赤尾コレクション）

巻第二 巻第八 68 一遍上人縁起絵 江戸時代　十七世紀 十巻のうち巻第二・八 清浄光寺（遊行寺）
69 十六夜日記 阿仏尼 万治二年（一六五九）刊 二冊のうち上巻
70 名所方角抄 伝 宗祇編 寛文七年（一六六七）刊 一冊 国立歴史民俗博物館

頁替 頁替 71 増補名所方角抄 伝 宗祇編 宝永四年（一七〇七） 刊 三冊 東京都立中央図書館特別文庫室
72 富士三保松原図屛風 室町時代　十六世紀 六曲一双 静岡県立美術館
73 大和十景図 狩野探幽 寛文七年（一六六七） 十曲一隻 京都国立博物館
74 ◎ 奥之細道図 与謝蕪村 安永七年（一七七八） 二巻のうち上巻 京都国立博物館

頁替 頁替 頁替 75 芭蕉翁繪詞傳 五升庵蝶夢編　狩野正栄原画
吉田偃武画 寛政五年（一七九三）刊 三冊 人間文化研究機構国文学研究資料館

上巻 中巻 下巻 76 六義園図 上巻・狩野常信　中巻・狩野周信
下巻・狩野岑信 宝永元年（一七〇四）頃 三巻 公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会

77 六義園記 柳澤吉保 宝永元年（一七〇四） 一巻 公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会
2枚 2枚 2枚 78 諸国六玉河 歌川広重 天保六〜七年（一八三五〜三六）頃 六枚 中外産業株式会社原安三郎コレクション

79-1 百人一首之内　中納言行平 歌川国芳 天保十三〜十四年（一八四二〜四三） 一枚 跡見学園女子大学図書館
79-2 百人一首之内　在原業平朝臣 歌川国芳 天保十三〜十四年（一八四二〜四三） 一枚 跡見学園女子大学図書館
79-3 百人一首之内　権中納言定頼 歌川国芳 天保十三〜十四年（一八四二〜四三） 一枚 跡見学園女子大学図書館
79-4 百人一首之内　源俊頼朝臣 歌川国芳 天保十三〜十四年（一八四二〜四三） 一枚 跡見学園女子大学図書館

第五章　暮らしに息づく歌枕
80 住江蒔絵手箱（模造） 六角紫水 大正十二年（一九二三）　

原品　安貞二年（一二二八） 一合 東京国立博物館

81 ◎ 塩山蒔絵硯箱 室町時代　十五世紀 一合 京都国立博物館
82 ◎ 小倉山蒔絵硯箱 室町時代　十五世紀 一合 サントリー美術館
83 住吉蒔絵硯箱 室町時代　十五世紀 一合 京都国立博物館
84 ◎ 初瀬山蒔絵硯箱 室町〜桃山時代　十六世紀 一合 東京国立博物館
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85 古今和歌集蒔絵硯箱 桃山時代　十六世紀 一合 妙法院
86 八橋蒔絵硯箱 江戸時代　十七世紀 一合 サントリー美術館
87 海浜松桜蒔絵硯箱 室町時代　十六世紀 一合 サントリー美術館
88 野々宮蒔絵硯箱 江戸時代　十七世紀 一合 サントリー美術館
89 忍草蒔絵小硯箱 室町時代　十五世紀 一合 サントリー美術館
90 塩屋蒔絵小硯箱 室町時代　十六世紀 一合 サントリー美術館
91 柴舟蒔絵小硯箱 室町時代　十五〜十六世紀 一合 徳川美術館
92 長柄橋蒔絵硯箱 江戸時代　十七〜十八世紀 一合 大阪歴史博物館
93 長柄文台 江戸時代　十七世紀 一基 大阪歴史博物館
94 ◎ 源氏物語抜書 伝 伏見天皇 鎌倉〜南北朝時代　十四世紀 一巻 国立歴史民俗博物館
95 ◎ 大原野千句連歌懐紙 細川藤孝ほか 元亀二年（一五七一） 十一帖のうち第六・九 勝持寺

96 流水山吹に文字文様小袖 江戸時代　十八世紀 一領 松坂屋コレクション　
J.フロント　リテイリング史料館

97 鼡縮緬地淡路島文字入小袖 江戸時代　十八世紀 一領 大阪歴史博物館
98 黒麻地蛇籠桜花文字模様絞縫帷子 江戸時代　十八世紀 一領 国立歴史民俗博物館
99 白麻地山吹流水模様染縫帷子 江戸時代　十九世紀 一領 国立歴史民俗博物館

100 杜若に八橋模様小袖 江戸時代　十九世紀 一領 松坂屋コレクション　
J.フロント　リテイリング史料館

101 宇治の景文様小袖 江戸時代　十八世紀 一領 松坂屋コレクション　
J.フロント　リテイリング史料館

102 能装束　網代に桜楓模様縫箔 江戸時代　十八世紀 一領 サントリー美術館
第二冊 第四冊 103 新板小袖御ひいなかた 菱川師宣 延宝五年（一六七七）刊 四冊のうち第二・四 サントリー美術館
上巻 下巻 104 諸国名所雛形 白葉洞南枝 元禄十二年（一六九九）刊 二冊 サントリー美術館

105 塩山蒔絵細太刀拵 飯塚桃葉 江戸時代　十八世紀 一口 東京国立博物館
106 龍田川蒔絵櫛 江戸時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
107 八橋蒔絵櫛 江戸時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
108 蔦の細道蒔絵櫛 江戸時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
109 東下富士蒔絵櫛 江戸時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
110 隅田川蒔絵櫛 江戸〜明治時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
111 忍草蒔絵櫛 江戸〜明治時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
112 鼈甲台小倉山蒔絵櫛 江戸〜明治時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
113 吉野龍田川蒔絵鼈甲櫛 江戸時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
114 鼈甲台柳橋蒔絵櫛 江戸〜明治時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
115 淀城男山蒔絵櫛 江戸〜明治時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
116 三保の松原蒔絵櫛 江戸時代　十九世紀 一枚 サントリー美術館
117 隅田川彫漆櫛・笄 江戸時代　十九世紀 一組（二点） サントリー美術館
118 象牙武蔵野蒔絵櫛・笄 江戸〜明治時代　十九世紀 一組（二点） サントリー美術館
119 流水桜花文透擬甲入歯銀櫛・流水桜花文透銀笄 江戸〜明治時代　十九世紀 一組（二点） サントリー美術館
120 八橋蒔絵扇形紅板 江戸時代　十九世紀 一合 サントリー美術館
121 東下図紅板 江戸時代　十九世紀 一合 サントリー美術館
122 武蔵野蒔絵紅板 江戸〜明治時代　十九世紀 一合 サントリー美術館
123 龍田川蒔絵紅板 江戸時代　十九世紀 一合 サントリー美術館
124 吉野山蒔絵棚 江戸時代　十九世紀 一基 東京国立博物館
125 富士文柄鏡 江戸時代　十九世紀 一面 サントリー美術館
126 楓流水蒔絵車透香枕 桃山時代　十七世紀 一個 サントリー美術館
127 色絵佐野渡形香炉 古清水 江戸時代　十八世紀 一合 公益財団法人香雪美術館
128 ◎ 白泥染付金彩薄文蓋物 尾形乾山 江戸時代　十八世紀 一合 サントリー美術館
129 吸坂焼武蔵野皿 肥前・有田 江戸時代　十七世紀 五枚 北村美術館
130 色絵龍田川文向付 尾形乾山 江戸時代　十八世紀 六口 公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館
131 色絵龍田川文皿 肥前・鍋島藩窯 江戸時代　十七世紀末期〜十八世紀初期 一枚 サントリー美術館
132 色絵桜楓文透鉢 仁阿弥道八 江戸時代　十九世紀 一口 サントリー美術館
133 嵯峨嵐峡蒔絵中次 桃山時代　十六世紀 一合 湯木美術館
134 色絵柳橋図水指 野々村仁清 江戸時代　十七世紀 一口 湯木美術館
135 唐物文琳茶入　銘 吹上 中国・元時代　十四世紀 一口 五島美術館
136 瀬戸茶入　銘 広沢 江戸時代　十七世紀 一口 北村美術館
137 色絵和歌陶板 尾形乾山 江戸時代　十八世紀 八枚のうち五枚 MIHO MUSEUM
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第5章
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・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、その他やむを得ぬ事情により、展示作品や展示期間、展示場面が予定外に変更される場合があります。


