








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第39回　やまとうた―美のこころ）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 本阿弥切本古今和歌集 伝小野道風 一巻 平安時代（12世紀） p. 14-15

2 大江切本古今和歌集 伝藤原行成 一巻 平安時代（12世紀） p. 16-17

3 粘葉本和歌朗詠集 伝藤原行成 二帖 平安時代（11世紀） p. 18-19

4 巻子本和漢朗詠集 伝藤原公任 二巻 平安時代（12世紀） p. 20-21

5 安宅切本和漢朗詠集 伝源俊頼 一巻 平安時代（12世紀） p. 22-23

6 古今和歌集　賀歌三首 伝藤原公任 一幅 平安時代（12世紀） p. 24

7 和歌色紙 伝飛鳥井雅経 一幅 鎌倉時代（12～13世紀） p. 25

8 古今和歌集 伝藤原俊成 二冊 鎌倉時代（13世紀） p. 26-27

9 古今和歌集 伝藤原為世 一冊(二冊のうち) 鎌倉時代（13～14世紀） p. 28

13 古今和歌集 道晃親王 一冊 江戸時代（17世紀） p. 33

14 古歌屏風（左隻） 智仁親王
六曲一隻

（一双のうち）
桃山時代（16～17世紀） p. 34-35

18 新六歌仙 近衞家熈 一帖 江戸時代（17～18世紀） p. 39

21 古筆手鑑（二号） 一帖 p. 42-43

21-1 　歌合色紙　小野篁像 伝鷹司輔信か 一葉 江戸時代（18世紀） p. 42

21-2 　歌合色紙　西行法師像 伝鷹司輔信か 一葉 江戸時代（18世紀） p. 42

21-3 　新古今集切 伝吉田兼好 二葉 鎌倉～南北朝時代（13～14世紀） p. 43

22 古筆手鑑（四号） 一帖 p. 44

22-1 　歌仙絵　藤原清正像 伝小野通女 一葉 江戸時代（17世紀） p. 44

22-2 　和歌色紙（萩下絵） 伝本阿弥光悦 一葉 江戸時代（17世紀） p. 45

22-3 　古今集切 伝花山院忠長 一葉 江戸時代（17世紀） p. 45

22-4 　古今集切 伝阿仏尼 一葉 鎌倉時代（13世紀） p. 46

22-5 　古今集切 伝世尊寺行俊 一葉 南北朝時代（14世紀） p. 47

22-6 　新古今集色紙切 伝道澄 一葉 室町時代（16世紀） p. 46

22-7 　新古今集色紙切 伝蜻菴 一葉 室町時代（16世紀） p. 46

23 小野道風像 伝頼寿 一幅 鎌倉時代（13世紀） p. 48

24 柿本人麿像 一幅 室町時代（15世紀） p. 49

25 柿本人麿像 小堀政俊 一幅 江戸時代（17世紀） p. 50

28 人麿明石眺望図 土佐光起 一幅 江戸時代（17世紀） p. 52

29 大江千里像 渡邊崋山 一幅 江戸時代（19世紀） p. 53

32 三十六歌仙貼交屏風（左隻） 六曲一隻 江戸時代（18世紀） p. 56-57



33 井手玉川・大井川図屏風 狩野探幽 六曲一双 江戸時代（17世紀） p. 58-61

34 秋野図・佐野渡図屏風 六曲一双 江戸時代（18世紀） p. 62-63

35 西行物語絵巻（巻第一・巻第二） 尾形光琳 二巻（四巻のうち） 江戸時代（18世紀） p. 64-67

36 六玉川図巻 住吉広守 一巻 江戸時代（18世紀） p. 68

38 塩山蒔絵十種香道具 一具 江戸時代（18世紀） p. 73-75

39 山路菊蒔絵文台・料紙箱・硯箱

図案：川端玉章、歌文

字：三条實美、蒔絵：池

田泰真

一具 明治26年（1893） p. 76-77

40 秋草流水蒔絵螺鈿棚 川之邊一朝 一基 明治28年（1895） p. 78

41 古今集歌絵蒔絵香盆（桑木地飾棚棚飾品） 川之邊一朝 一点 明治40年（1907） p. 79

42 歌絵蒔絵文台・重硯箱

図案：神坂雪佳、文台：

江馬長閑、硯箱：神坂祐

吉

一具 大正8年（1919） p. 80

43
梅花蒔絵硯箱

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品）
植松包美 一点 昭和3年（1928） p. 81

47 忍草蒔絵短冊箱 一点 江戸時代（18世紀） p. 85

48 蔦細道蒔絵文台・硯箱（上杉家伝来） 一具 江戸時代（17～18世紀） p. 86-87

49 伊勢物語図蒔絵料紙箱・硯箱 一具 江戸時代（19世紀） p. 88-89

50 物語図蒔絵硯箱 一点 江戸時代（19世紀） p. 90

























































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 














