
№ 指定 作品名 作者名 年代 員数 展示期間

1 竹に栗鼠図 狩野栄信 江戸時代後期(19世紀) １幅 前期

2 市文 観音図 陳賢 中国・明時代末期(17世紀) １幅 後期

3 重美 仏本行集経 奈良時代(8世紀) 1巻

4 重美 紺帋金銀字金剛頂説文殊五字勝相 平安時代(12世紀) 1巻

5 重文 消息　十月八日 藤原定家 建仁元年(1211) 1幅

6 重美 宸翰 書状 後光巌天皇 南北朝時代(14世紀) 1幅

7 重文 伊勢物語 塗籠本 伝民部卿局 鎌倉時代(13世紀) 1帖

8 重美 三十番神像 室町時代(15世紀) 1幅

9 重美 宸翰 御和歌懐紙「うき身には」 後水尾天皇 江戸時代初期(17世紀) 1幅

10 県文 青磁牡丹唐草文大花瓶 中国・元時代(14世紀) 1対 全期間

11 県文 御自筆御歌集断簡　広沢切 伏見天皇 鎌倉時代(13世紀) 1幅

12 県文 不動明王三大童子五部使者像 鎌倉時代前期(13世紀) 1幅

13 県文 魚籃観音花鳥図 章経 15～16世紀 3幅対

14 県文 宸翰和歌懐紙 後西天皇 江戸時代前期(17世紀) 1幅

15 県文 遺誡 仏頂 正徳5年(1715) 1幅

16 県文 蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画（右隻） 与謝蕪村 江戸時代中期(18世紀) 1隻

17 県文 山水図 余夙夜 寛政8年(1796) 1幅

18 県文 米法山水図 岡田半江 江戸時代後期(19世紀) 1幅

19 県文 善導大師像　伝比丘曇省賛 伝李龍眠 鎌倉～室町時代(13～15世紀) 1幅

20 県文 尺牘 無準師範 中国・南宋時代(13世紀) 1幅

21 県文 玉志亭唱和懐紙 松尾芭蕉 元禄2年(1689) 1幅

22 県文 蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画（左隻） 与謝蕪村 江戸時代中期(18世紀) 1隻

23 県文 高士像 円山応挙 天明3年(1783) 1幅

24 県文 山水図 余夙夜 江戸時代中期(18世紀) 1幅

25 県文 曽根原魯卿除別図 福原五岳 明和6年(1769) 1幅

26 市文 雲中文殊之図 狩野常信 江戸時代前期(17世紀) 1幅

27 市文 布袋図 香川黄中賛 伊藤若冲 江戸時代中期(18世紀) 1幅

28 市文 四睡図 長沢芦雪 江戸時代中期(18世紀) 1幅

29 市文 狗児図 扇面 長沢芦雪 江戸時代中期(18世紀) 1扇

30 市文 赤穂義士報酬図 安田雷洲 江戸時代後期(19世紀) 1幅

31 市文 酒田・鶴岡二絶詩 頼三樹 江戸時代後期(19世紀) 双幅

32 市文 羅漢図 室町時代中～末期(15～16世紀) 1幅

33 市文 霊昭女図 小野通女 桃山時代(16世紀後半) 1幅

34 市文 沢庵和尚像 春沢賛 啓叔宗迪 江戸時代前期(17世紀) 1幅

35 市文 葡萄図 皆川湝園 江戸時代中期(18世紀) 1幅

36 市文 猿図 扇面 森狙仙 江戸時代後期(19世紀) 1扇

37 市文 千鳥和歌 松平定信 江戸時代後期(19世紀) 1幅

38 市文 高麗青磁蒲柳水禽文浄瓶 朝鮮・高麗時代(12世紀) 1口

39 市文 色絵葡萄鳥文瓢形水注 江戸時代前期(17世紀) 1口

40 くりくり盆 中国・明時代ヵ(14～15世紀) 1枚

41 太刀 無銘（月山） 室町時代 1振

42 消息 吉田兼好 南北朝時代(14世紀) 1幅

43 白烏図 皆川湝園賛 円山応挙 天明7年(1787) 1幅

44 記録切 明月記断簡 藤原定家 建仁元年(1201) 1幅

45 瀟湘八景図巻
狩野探幽・尚信
　　安信・益信

江戸時代前期(17世紀) 2巻

46 俳画「おらがよや」 小林一茶 江戸時代後期(19世紀) 1幅

47 高麗青磁瓜形水注 朝鮮・高麗時代(12世紀) 1口

48 色絵鳳凰草花文八角鉢 江戸時代前期(17世紀) 1口
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49 八景釜 江戸時代前期(17世紀) 1口

50 県文 安南染付龍虎文水指 ベトナム／17世紀 1口

51 古染付雲鶴文水指 中国・明時代末期(17世紀) 1口

52 県文 高麗青磁象嵌平茶碗 朝鮮・高麗時代(13世紀) 1口

53 県文 割高台茶碗 朝鮮・李朝時代(16世紀) 1口

54 重美 大井戸茶碗 銘酒井 朝鮮・朝鮮時代(16世紀) 1口

55 県文 古瀬戸平茶碗 室町時代(15世紀) 1口

56 市文 瀬戸黒茶碗 桃山時代(16世紀後半) 1口

57 市文 黒楽茶碗 銘さび介 長次郎 桃山時代(16世紀後半) 1口

58 禾手天目茶碗 中国・南宋時代(13世紀) 1口

59 県文 唐物大海茶入 銘内大海 中国・南宋時代(13世紀) 1口

60 唐物茄子茶入 中国・南宋時代(13世紀) 1口

61 唐物丸壺茶入 中国・元～明時代(14～15世紀) 1口

62 高取鶴首茶入 江戸時代前期(17世紀) 1口

63 市文 眠斎賦 春屋宗園 慶長7年(1602) 1幅

64 市文 円頓止観語 松花堂昭乗 江戸時代前期(17世紀) 1幅

65 市文 三猿狂歌 沢庵宗彭 寛永9年(1632) 1幅

66 本阿弥光悦 消息 桃山時代(16世紀後半) 1幅

67 梅図 江月賛 松花堂昭乗 江戸時代前期(17世紀) 1幅

68 歌入消息 沢庵宗彭 江戸時代前期(17世紀) 1幅

69 茶杓(共筒) 沢庵宗彭 江戸時代前期(17世紀) 1本

70 茶杓 小堀遠州 江戸時代前期(17世紀) 1本

71 唐物堆朱布袋香合 中国・明時代(16～17世紀) 1口

72 唐物堆朱菱形人物彫三段香合 中国・明時代(16～17世紀) 1口

73 唐三彩香炉 中国・唐時代(7～8世紀) 1口

74 七官青磁獅子香炉 中国・明時代(17世紀) 1口

 ※展示作品はすべて本間美術館所蔵です。

　 都合により、展示作品を変更する場合があります。
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