●休館日＝毎月曜日（七月十八日は開館）
、七月十九日［火］
●都合により予告なく一部展示替をすることがあります。
●館内整備のため休館＝二〇二二年八月一日［月］―八月二十六日［金］
●次回展示＝
［館蔵］秋の優品展 二〇二二年八月二十七日［土］―十月十六日［日］
★印は絵葉書（一枚八〇円）になっています。

時代・世紀・制作年

手指の消 毒、こまめな手洗
いにご協力ください。

出品番号・指定・作品名・作者名

江戸時代・十九世紀

展示ケースや壁等にはお手
を触れないでください。

⓲ 涅槃図 冷泉為恭筆

昭和時代・二十世紀

大正二年（一九一三）頃

⓴ 猛獅虎の図 大橋翠石筆

昭和時代・二十世紀

空

★ 明時代・十六世紀

商時代・紀元前十三～十一世紀

 木鼡 奥村土牛筆

⓳ 藤に馬 橋本関雪筆

会 話は控え、静かなご鑑賞
にご協力ください。

時代・世紀

商時代・紀元前十三～十一世紀

三国（新羅）時代・六世紀

人と人との間隔は十分に空
けてください。

【ご入場の皆さまへのお願い】 ＊発熱・せき・のどの痛みなど風邪の症状がある方や体調がすぐれない方は、入場をお控えください。
マス クの 着 用 と「咳エチ ケ
ット」にご協力ください。

出品目録

動物の饗宴

出品番号・指定・作品名・作者名

―

■展示室
陸

重要美術品 玻璃握豚

 鴟梟形白玉


展示室２前室に展示 後漢時代・二世紀後半

前漢～後漢時代・紀元前一世紀～紀元後一世紀

国宝 金銅馬具類 宮崎県百塚原古墳群出土

❸
重要美術品 神人龍鹿画像鏡
宇野雪村コレクション

 四季花鳥図屏風 尾形乾山筆

重要文化財 五彩透彫水注（金襴手） 景徳鎮窯

明時代・十六〜十七世紀
宇野雪村コレクション

明治二十九年（一八九六）頃

江戸時代・寛保三年（一七四三） 大東急記念文庫蔵

明時代・十七世紀
奈良時代・八世紀

 游鶴図 橋本雅邦筆

大正時代・二十世紀

重要文化財 沙門地獄草紙断簡（益田家本甲巻）火象地獄図

 真鶴図 今尾景年筆

大正時代・二十世紀

❽

 茄子に雀 跡見花蹊筆

昭和時代・二十世紀

大東急記念文庫蔵

大東急記念文庫蔵

展示室２前室に展示 江戸時代・十七世紀

鎌倉時代・十三世紀

鎌倉時代・十三世紀

平安時代・十二世紀

 喜雀 竹内栖鳳筆

昭和時代・二十世紀

重要文化財 北野天神縁起絵巻断簡（弘安本）菅公贈位

 梅に小鳥 平福百穂筆

昭和時代・二十世紀

❾

 新竹 西山翠嶂筆

昭和時代・二十世紀

重要文化財 北野天神縁起絵巻断簡（弘安本）銅細工娘受福

 啄木 小杉放菴筆

昭和時代・二十世紀

❿

鎌倉時代・十三世紀

 楊柳白鷺図 冨田溪仙筆

昭和時代・二十世紀

重要文化財 駿牛図断簡

室町時代・十六世紀

 鶴 金島桂華筆

⓬ 猿図 僊可筆
⓭ 霰馬地紋釜

商時代・紀元前十三～十一世紀

海・湖・川
★ 江戸時代・十七世紀

 歙州羅紋仿唐八陵澄泥硯

清時代・十八世紀

清時代・十八〜十九世紀

宇野雪村コレクション

宇野雪村コレクション

明時代・十七世紀
江戸時代・十八世紀

 歙州水波羅紋横行君子硯

 青花形替寄向付（古染付） 景徳鎮窯

★ 江戸時代・十八～十九世紀

⓯ 業平東下り図（伊勢物語富士山図） 伝 俵屋宗達筆 江戸時代・十七世紀
⓰ 猿図 白隠慧鶴筆
⓱ 光琳蒔絵佐野渡硯箱

 魚形佩玉

⓮ 鹿下絵和歌巻断簡 本阿弥光悦筆 伝 俵屋宗達下絵

⓫

❼ 麻布山水図

❻ 九貢墨 呉去塵作

❺ 按図求駿馬墨 汪春元作

❹

❷ 犠首形彫玉

❶
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宇野雪村コレクション

謎本

 古今俄選

江戸時代・十九世紀刊

時代・世紀・刊行年

清時代～中華民国・十九～二十世紀
宇野雪村コレクション

 謎書抜小本
江戸時代・十九世紀刊

出品番号・指定・作品名

清時代〜中華民国・十九〜二十世紀
宇野雪村コレクション

 新板なぞ〳〵づくし
江戸時代・十九世紀刊

時代・世紀・制作年・刊行年

中華民国・一九四六年
宇野雪村コレクション

 謎なぞ合
江戸時代・十九世紀刊

出品番号・作品名・作者名

 青花水盂

朝鮮時代・十九世紀
宇野雪村コレクション

 江戸の花なぞ都々いつぬき書文句

 白磁辰砂魚形水滴
 古銅鯉形水滴

江戸時代・安永四年（一七七五）刊

 羣蝦図 斉白石筆

十九〜二十世紀
宇野雪村コレクション

 羣蝦図 斉白石筆 楊昭儁賛

清～中華民国・十九～二十世紀

 古銅文鎮（蛤櫂）

江戸時代・十九世紀刊

江戸時代・嘉永五年（一八五二）刊

江戸時代・十九世紀刊

 謎々国字譬 二編

 新撰謎合

宇野雪村コレクション

古墳時代・五世紀
桃山～江戸時代・十六～十七世紀

 水禽埴輪
 灰釉魚形水滴
 役者見立なぞつくし
▲ 江戸時代・十九世紀刊

宇野雪村コレクション

 なぞ合名所百景 赤坂
▽ 江戸時代・十九世紀刊

江戸時代・十七世紀
江戸時代・十七〜十九世紀

 なそ合三十六句 お初

 灰釉魚形水滴

昭和時代・二十世紀

 目貫・笄・小柄 前田家伝来
 鯉 棟方志功筆

江戸時代・十九世紀刊

地口・口合本

 地口絵合大全

江戸時代・十九世紀刊

昭和時代・二十世紀

？

 ぢぐちあんどう

 鰹 小谷津任牛筆

 風雷神天狗落種 芝全交作

俄本

 風流俄選

江戸時代・文政四年（一八二一）刊

茶番本

 茶番早合点 初編

江戸時代・文政七年（一八二四）刊

 新撰謎々合

明治十七年（一八八四）刊

明治十六年（一八八三）刊

明治時代の本

 茶番早合点 二編

江戸時代・十九世紀刊

江戸時代・十九世紀刊

大東急記念文庫蔵

大東急記念文庫蔵

大東急記念文庫蔵

大東急記念文庫蔵

 地口行燈

江戸時代・天明二年（一七八二）刊

 俵藤太振出百薬 芝全交作
江戸時代・寛政二年（一七九〇）刊

江戸時代・寛政九年（一七九七）刊

 芝全交夢寓書 式亭三馬作

 腹皷臍囃曲 式亭三馬作
江戸時代・寛政十年（一七九八）刊

 式亭三馬自惚鏡 式亭三馬作
 新撰謎々合

明治時代・十九世紀刊

大東急記念文庫蔵

 びつくり草紙なぞ〳〵尽し

明治時代・十九世紀刊

江戸時代・寛政十三年（一八〇一）刊

 新案地口絵手本

明治時代・十九世紀刊

 嬲訓歌字尽 式亭三馬作

 新趣向開花ニ○カ

大東急記念文庫蔵

昭和二十七年（一九五二）

江戸時代・文化二年（一八〇五）刊

 野獣 宇野雪村筆

明治十六年（一八八三）頃刊

 口上茶番頓智論

明治二十年（一八八七）頃刊

 新板はんじ物虫

▽ 江戸時代・十九世紀刊

▲ 江戸時代・十九世紀刊

■展示室 前室



重要文化財 愛染明王坐像

展示予定期間
▲＝〈前期〉六月二十五日［土］―七月十日［日］
▽＝〈後期〉七月十二日［火］―七月三十一日［日］

★ 鎌倉時代・十三世紀

 江戸名所はんじもの

判じ物

 新撰口上ちやばん立茶番楽屋の正本

昭和二十七年（一九五二）

大東急記念文庫特集展「
示 江戸時代の言葉遊び」 新収蔵作品を中心に

 龍のポーズ 宇野雪村筆

―

■展示室２

江戸時代・十八世紀刊

十八世紀の本

 なぞ

江戸時代・十八世紀刊

▲ 江戸時代・十八世紀刊

江戸時代・十八世紀刊

▲ 江戸時代・十八世紀刊

 はんじ物づくし当世なぞの本
 とんさく新じ口
 風流なぞ絵尽
 絵本軽茂草

▽ 江戸時代・宝暦六年
（一七五六）刊

江戸時代・元文二年（一七三七）刊

 穿当珍話

▽ 江戸時代・宝暦六年
（一七五六）刊

 絵本珎口記 下

 清神秘録
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