








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第63回　三笠宮家ゆかりの染織美－貞明皇后，いつくしみの御心）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 産着 白平絹地蓬萊紋付 二組 p. 12

2 振袖・袖無し羽織 白紋縮緬地 一組 p. 13

3 振袖・袖無し羽織 白紋縮緬地 一組 p. 13

4 振袖 桃色紋縮緬地 菊桜折枝雲立涌鳥丸模様 一組 p. 14

5 振袖 白茶紋紗縮緬地 松撫子鷺模様 一組 p. 15

6 振袖 染分紋縮緬地 四君子伊達紋付 一組 p. 16

7 振袖 紫紋縮緬地 竹梅水仙雪花模様 一組 p. 17

8 振袖 浅葱絽地 秋草浮線綾模様 一組 p. 18

9
振袖 薄萌黄綾地 鶴破れ花菱亀甲に

紅葉藤菊折枝模様
一組 p. 19

10 和服洋のマント・帽子　クリーム色 一組 p. 20

11 和服洋のマント・帽子　鼠色 一組 p. 21

12
振袖・袖無し羽織

萌黄紋縮緬地 雲桜松紅葉模様
一枚 p. 22

13
振袖・袖無し羽織

紫絞染紋縮緬地 糸菊伊達紋付
一組 p. 22

14 振袖・袖無し羽織 紫斑染縮緬地 一組 p. 23

15
振袖・袖無し羽織

鶸色紋縮緬地 若松鶴模様
一組 p. 23

16
振袖・被布

紫変わり紋縮緬地 若松鶴伊達紋付
二枚 p. 24

17 振袖 白紋縮緬地 燕模様 一組 p. 25

18 振袖 紫菊海松立涌紋縮緬地 一枚 p. 25

19 振袖 紫斑染縮緬地 一枚 p. 26

20 振袖 薄黄縮地 朽木菖蒲楓芍薬丸模様 一組 p. 26

21
振袖・袖無し羽織　紫変わり紋縮緬地・

山吹茶色斑染紋縮緬地 桜模様
一枚 p. 27

22 振袖 紫紋縮緬地 槍梅模様 一枚 p. 27

23 振袖 紫白染分縮緬地 花扇蝶鳥模様 一組 p. 28-29

24
振袖 黒紅綸子地 落瀧津模様、

白長袴・白袴 生絹地
一組 p. 30-31

25 振袖 濃縹絽縮緬地 紅葉秋草鶉模様 一組 p. 32

26 振袖 浅葱縦絽地 雲鶴模様 一枚 p. 33

27 振袖 浅葱縮地 柳桔梗朝顔花菱模様 一組 p. 33

28 茶ビロード地洋服・帽子、白ブラウス 一組 p. 36

29 紺セーラー服・帽子 一組 p. 36

30 白セーラー服 一組 p. 37



31 振袖 紫平絹地 雲立涌尾長鳥花折枝模様 一枚 p. 38

32 白袴 生絹地 一枚 p. 38

33 振袖 黒縮緬地 梅枝小葵模様 一組 p. 39

34 振袖 紺紋縮緬地 一枚 p. 40

35 振袖 縹変わり紋縮緬地 一組 p. 40

36 振袖 白地錨に波模様 一枚 p. 41

37 振袖 浅葱絽地 一枚 p. 41

38 黒リボン付き紺セーラー服 一組 p. 42

39 紫リボン付き紺セーラー服 一組 p. 42

40 白コート・帽子 一組 p. 43

41 振袖 黒羽織・袴 一組 p. 44-45

42 振袖 鶸色紋絽地 一枚 p. 46

43 筒袖 薄浅葱紋縮緬地 一枚 p. 46

44 振袖 臙脂縮緬地 四季草木器物鶴模様 一組 p. 47-48

45 振袖 海松色縮緬地 流水鯉芦鷺撫子模様 一組 p. 49

46 振袖 薄海松色綾地 一枚 p. 49

47 御拝服 一式 p. 50-51

48 学習院初等科制服風の御服 一点 p. 52

49 学習院初等科制服風の御服・帽子 一組 p. 52

50 学習院初等科制服（正服） 一組 p. 53

51 学習院初等科一年の運動服・地下足袋 一組 p. 53

52 学習院初等科制服（略服） 一組 p. 54

53 学習院初等科のコート 一点 p. 54

54 野球チーム「青山澄宮」のユニホーム 一組 p. 55

55 野球チーム「青山澄宮」のユニホーム 一組 p. 55

56 水泳帽 五点 p. 55

57 ポシェット 一点 p. 56

58 乗馬用キュロット 一点 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。 

 












