
 

 ●国宝　◎重要文化財　○重要美術品　

・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

【1室】 指定 作品名 作者 時代

1 ◎ 樹下美人図 中国　唐時代　8世紀

2 ◎ 山水図 伝 馬遠 中国　南宋時代　13世紀

3 ◎ 寒江独釣図 伝 馬麟 中国　元時代　14世紀

4 寒山拾得図 梁楷 中国　南宋時代　13世紀

5 叭々鳥図 伝 牧谿 中国　南宋時代　12～13世紀

6 青磁大壺 郊壇官窯 中国　南宋時代　12～13世紀

7 青磁天鶏壺 中国　南朝時代　6世紀

8 三彩鳳首瓶 中国　唐時代　8世紀

9 青磁牡丹唐草文瓶 耀州窯 中国　北宋時代　11世紀

10 ◎ 黒釉金彩瑞花文茶碗 定窯 中国　北宋時代　11～12世紀

11 青磁筍花生 龍泉窯 中国　南宋時代　13世紀

12 釉裏紅鳳凰文瓶 景徳鎮窯 中国　元時代末～明時代初期　14世紀

13 青花蓮池水禽文鉢 景徳鎮窯 中国　元時代　14世紀

14 〇 五彩双鳳唐草文盤　古赤絵 景徳鎮窯 中国　明時代　16世紀

15 〇 五彩瓢形瓶　金襴手 景徳鎮窯 中国　明時代　嘉靖期　16世紀

16 五彩透彫龍文長方合子 景徳鎮窯 中国　明時代　万歴年間（1573～1620）

17 粉彩団龍文瓶 景徳鎮窯 中国　清時代　雍正年間（1723～35）

18 青花紅彩龍濤文盤 景徳鎮窯 中国　清時代　雍正年間（1723～35）

19 故事人物図屏風 長谷川等伯 桃山時代　17世紀

【2室】 指定 作品名 作者 時代

20 ◎ 過去現在絵因果経断簡 奈良時代　8世紀

21 ◎ 平兼盛像　佐竹本三十六歌仙切 鎌倉時代　13世紀

22 ◎ 源重之像　上畳本三十六歌仙切 鎌倉時代　13世紀

23 ○ 源三位頼政像 鎌倉時代　13世紀

24 西行像 鎌倉時代　14世紀

25 ● 色絵藤花文茶壺 野々村仁清 江戸時代　17世紀

26 ● 紅白梅図屏風 尾形光琳 江戸時代　18世紀

27 妙法蓮華経　巻第八　 伝 平基親 平安時代　12世紀

【3室】 指定 作品名 作者 時代

28 ● 手鑑　翰墨城 奈良～室町時代

29 本阿弥切 伝　小野道風 平安時代　12世紀初期

30 〇 白河切 伝 西行 平安時代　12世紀後期

31 清拙正澄墨跡　拈香偈 鎌倉時代　14世紀

32 一休宗純墨跡　一行書 室町時代　15世紀

33 〇 千鳥波蒔絵硯箱 室町時代　15世紀
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34 ◎ 布袋図 黙庵霊淵　了庵清欲賛 南北朝時代　14世紀

35 寒山図　 一山一寧賛 南北朝時代　14世紀

36 ◎ 白衣観音像 吉山明兆 室町時代　応永32年（1425）

37 ◎ 楼閣山水図屛風 海北友松 桃山時代　17世紀初期

38 ◎ 聖観音菩薩立像 奈良時代　8世紀

39 ◎ 十一面観音立像 奈良時代　8世紀

40 ◎ 阿弥陀如来立像 鎌倉時代　13世紀

41 ○ 聖徳太子立像 康俊 鎌倉時代　元応2年（1320）

【4室】 指定 作品名 作者 時代

42 ◎ 阿弥陀如来及両脇侍坐像 平安時代　12世紀

43 ◎ 金光明最勝王経註釈断簡　飯室切 奈良時代　8世紀

44 ○ 大般若波羅蜜多経　巻第五百三十二 奈良時代  天平12年（740）

45 広弘明集　巻第十六（中尊寺経） 平安時代　12世紀

46 ○ 錫杖頭　鉄造 奈良時代　8世紀

47 ◎ 錫杖頭　銅造鍍金 鎌倉時代　13世紀

48 五鈷鈴　銅造鍍金 平安時代　9世紀

49 ○ 三鈷鈴　銅造鍍金 鎌倉時代　13世紀

50 草花文香炉　銅造鍍金 平安時代　11～12世紀

51 ◎ 仙盞形水瓶 平安時代　9～10世紀

52 ◎ 鳥牡丹彩絵曲物笥 平安時代　9～10世紀

【5室】 指定 作品名 作者 時代

53 ◎ 染付草花文瓶　伊万里 江戸時代　17世紀初

54 染付蔓草文手鉢　伊万里 江戸時代　17世紀初

55 色絵五艘船文大平鉢　伊万里 江戸時代　17世紀末～18世紀初期

56 色絵牡丹文大皿　伊万里　古九谷様式 江戸時代　17世紀

57 色絵酒宴図大平鉢　伊万里　古九谷様式 江戸時代　17世紀

58 色絵蔓花文銚子　伊万里　古九谷様式 江戸時代　17世紀

59 色絵粟鶉文八角鉢　伊万里　柿右衛門様式 江戸時代　17世紀

60 色絵花鳥文蓋物　伊万里　柿右衛門様式 江戸時代　17世紀

61 ◎ 色絵桃花文皿　鍋島 江戸時代　17世紀末～18世紀初期

62 色絵橘文皿　鍋島 江戸時代　17世紀末～18世紀初期

63 色絵椿文皿　鍋島 江戸時代　17世紀末～18世紀初期

64 ウォーターフォール 千住　博 平成9年（1997）

65 薄墨桜 菅原健彦 平成9年（1997）

【6室】 指定 作品名 作者 時代

66 練り上げ手花影文陶筥 松井康成 平成3年（1991）

67 籃胎盛器 小森邦衞 平成19年（2007）

68 南鐐花器　「海風」 大角幸枝 平成9年（1997）

69 乾漆菊華鉢 増村紀一郎 平成16年（2004）

70 流水文蒔絵盤 中野孝一 平成13年（2001）

71 耀彩鉢　極光 三代徳田八十吉 平成3年（1991）

72 鉄釉掛分条文鉢 福島善三 平成15年（2003）



73 切嵌象嵌接合せ箱　夕凪 山本 晃 平成26年（2013）

作品名 作者 時代

73 月下紅白梅図 杉本博司 2017年

74 花籃　銘 つるむすび 飯塚琅玕斎 昭和27年（1952）頃

75 金沙釉蕗葉彫刻花瓶 板谷波山

76 晴白練上壺 松井康成 平成元年（1989）

77 色絵銀彩角鉢 前田正博 平成21年（2009）

78 八つの面 畠山耕治 平成23年（2011）

79 蒔絵割貝飾箱 田口善国 平成7年（1995）

80 乾漆割貝蒔絵飾箱　銀碧 小椋範彦 平成23年（2011）

81 王と王妃 ヘンリー・ムア 1952-1953年

82 アポロンと瞑想　走りよる詩神 たち
エミール・アントワーヌ・ブール
デル

1912年

83 春 アリスティード・マイヨール 1910-1911年

84 海景　熱海 杉本博司 1997年

2022.2.23
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