








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第7回　日本と中国の美術―16世紀までの名品から―）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 喪乱帖 王羲之 一幅 中国・唐時代（7世紀）（搨本) p. 9

2 草書孝経 伝賀知章 一巻 中国・唐時代（8世紀） p. 10-11

3 阿毘達磨大毘婆沙論 一巻 中国・唐時代（8世紀） p. 10-11

4 紫紙金字法華経 一巻 奈良時代（8世紀） p. 12-13

5 大安寺縁起 伝菅原道真 一巻 鎌倉時代（12世紀） p. 12-13

6 孫過庭書譜断簡 伝空海 一幅 平安時代（10世紀） p. 14

7 与本国使請共帰啓 伝空海 一巻 平安時代（11世紀） p. 15

8 益田池碑銘断簡 伝空海 一巻 平安時代（12世紀） p. 15

9 屏風土代 小野道風 一巻 平安時代（延長6年（982）） p. 16-17

10 玉泉帖 小野道風 一巻 平安時代（10世紀） p. 18-19

11 恩命帖 藤原佐理 一巻 平安時代（10世紀） p. 18-19

12 敦康親王初覲関係文書 藤原行成 一幅 平安時代（寛弘2年（1005）） p. 20

13 帥大納言経信卿消息 伝源経信 一幅 平安時代（11世紀） p. 21

14 藤原朝隆書状 藤原朝隆 一幅 平安時代（12世紀） p. 20

15 平重盛書状 平重盛 一幅 平安時代（12世紀） p. 21

16 藤原師長書状 藤原師長 一幅 平安時代（12世紀） p. 22

17 藤原定家記文草案 藤原定家 一幅 鎌倉時代（13世紀） p. 22

18 藤原為家書状 藤原為家 一幅 鎌倉時代（13世紀） p. 23

19 阿仏尼書状 伝阿仏尼 一幅 鎌倉時代（13世紀） p. 23

20 結夏衆僧名 尊円親王 一巻 南北朝時代（建武2年（1335）) p. 24-25

21 往来物手本 尊円親王 一巻 南北朝時代（14世紀） p. 26-27

22 庭訓往来　上巻 尊鎮親王 一巻 室町時代（大永7年（1527）） p. 26-27

23 御注孝経 三条西実隆 一巻 室町時代（享禄4年（1531）） p. 28

24 十六羅漢図 伝貫休 十六面 中国・五代～宋時代（10～13世紀） p. 29-32

25 蘿蔔蕪菁図 伝牧谿 二幅 中国・宋時代（13世紀） p. 33

26 蘭竹図 雪窓 四幅 中国・元時代（至正3年（1343）） p. 34-35

27 竹石図 李衎 一幅 中国・元時代（延祐7年（1320）） p. 36

28 墨梅図 王冕 一幅 中国・元時代（14世紀） p. 37

29 星曼荼羅 一幅 鎌倉時代（13世紀） p. 40



30 小野道風像 伝頼寿 一幅 鎌倉時代（13世紀） p. 38

31 柿本人麿像 一幅 室町時代（15世紀） p. 39

32 法興寺蹴鞠図 一幅 室町時代（16世紀） p. 41

33 耕作図 伝狩野元信 二幅 室町時代（16世紀） p. 42-43

34 厩図屏風 六曲一双 室町時代（15世紀） p. 44-47

35 木画箱（法隆寺献納宝物） 一合 中国・唐時代（7～8世紀） p. 48-49

36 賢聖瓢壺（法隆寺献納宝物） 一口 中国・唐時代（8世紀） p. 50

37 唐組垂飾（法隆寺献納宝物） 飛鳥時代（7世紀） p. 51

38 金絵香木把烏犀鞘刀子（法隆寺献納宝物） 一口 奈良時代（8世紀） p. 52

39
碧瑠璃把緑地斑竹文樺巻鞘刀子・碧瑠璃把斑
犀鞘刀子（法隆寺献納宝物）

二口 奈良時代（8世紀） p. 52

40 黒柿把鞘樺巻刀子（法隆寺献納宝物） 一口 奈良時代（8世紀） p. 52

41 花菱文木画荘把鑽（法隆寺献納宝物） 一口 奈良時代（8世紀） p. 53

42
黒柿把蘇芳染金銀絵鞘小刀（法隆寺献納宝
物）

一口 奈良時代（8世紀） p. 53

43 魚形（法隆寺献納宝物） 一個 奈良時代（8世紀） p. 52

44 漆皮箱（法隆寺献納宝物） 一合 奈良時代（8世紀） p. 53

45 逆沢瀉威鎧雛形（法隆寺献納宝物） 一領 平安時代（12世紀） p. 54

46 青磁浮牡丹文花瓶（法隆寺献納宝物） 一対 中国・宋～元時代（13～14世紀） p. 55

47 青磁千鳥香炉 一口 中国・宋～元時代（13～14世紀） p. 56

48 垣に秋草蒔絵伽羅箱 一合 室町時代（15世紀） p. 56

































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・各展覧会図録中，作品名や作者，制作年などの表記は，図録発行当時のものです。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録の著作権はすべて宮内庁に属し，本ファイルを改変，再配

布するなどの行為は有償・無償を問わずできません。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録（PDF ファイル）に掲載された文章や図版を利用する場合

は，書籍と同様に出典を明記してください。また，図版を出版・放送・ウェブサイト・

研究資料などに使用する場合は，宮内庁ホームページに記載している「三の丸尚蔵館収

蔵作品等の写真使用について」のとおり手続きを行ってください。なお，図版を営利目

的の販売品や広告，また個人的な目的等で使用することはできません。 

 












