
    3 階展示室 

館蔵品企画展 土佐派の画家と歌人たち おかえりなさい 源氏物語図屏風  

令和元年 12 月 14 日(土) ～ 令和 2 年 3 月 22 日(日) 
館蔵品の中から、様々な文化財を選抜してご紹介します 

   
 

作者 ・ 資料名 時代 形態 
文化財 
指 定 

溝口素丸 画賛 柿本人麻呂像 江戸 紙本 墨画賛  

狩野一信  画  加藤千浪  賛  

柿本人麻呂像 
江戸 絹本 彩色 

 

柳所宣恭  画  鈴木重嶺  賛    

柿本人麻呂像 
江戸～明治 紙本 彩色 

 

阪 正臣 画賛 柿本人麻呂図 明治～昭和 絹本 彩色  

野々口立圃 画賛 菅原道真像 江戸 紙本 墨画賛  

金竜敬雄 画賛 菅原道真像 江戸 紙本 彩色  

窪俊満 画 大田南畝ほか 賛  江戸 紙本 彩色  

野々口立圃 画賛 西行像 江戸 紙本 墨画賛  

河野李由 画賛 西行像 江戸 紙本 墨画賛  

松村呉春 画 伴蒿蹊 賛 宗祇像 江戸 紙本 彩色  

東常縁 書 短冊 室町 紙本 墨書  

牡丹花肖柏 書 短冊 室町 紙本 墨書  

三十六歌仙図屏風 近衛信尋 江戸 
紙本 彩色  

 屏風 六曲一隻  
 

近衛信尋 書 江戸 紙本 墨書  

近衛前久  書 短冊 江戸 紙本 墨書  

近衛信尹 書  室町～江戸 紙本 墨書  

藤原俊成 書 古今集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原定家 書 拾遺集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原為家 書 古今集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原為家 書 新古今集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原為家 書 新古今集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原為家 書 新古今集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原為家 書 新勅撰集 野路切 鎌倉 紙本 墨書  

阿仏尼  書 後撰集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原(二条)為明 書 鎌倉～室町 紙本 墨書  

冷泉為富 書 短冊 室町 紙本 墨書  

冷泉為広 書 短冊 室町 紙本 墨書  

冷泉為和 書 短冊 (三幅対) 室町 紙本 墨書  

蜷川親当 書 短冊 室町 紙本 墨書  

源平合戦図屏風（一の谷・屋島）  江戸 紙本 彩色  ◎市指定文化財 



3 階展示室 

土佐光信  屏風 六曲一双  

住吉如慶 画 江戸 紙本 彩色  

土佐光貞  画  柴野栗山  賛   

秦の河勝像 
江戸 絹本 彩色 

 

土佐光貞 書 短冊 江戸 紙本 墨書  

土佐光貞 画 加茂季鷹 賛 江戸 紙本 彩色  

土佐光孚 画 加茂季鷹 賛 江戸 紙本 墨画賛  

土佐光孚 書 短冊 江戸 紙本 墨書  

浮田一蕙 画 江戸 紙本 墨画  

福島隣春 画賛 (団扇面) 江戸～明治 絹本 墨画賛(金文字)  

姉小路基綱 書 短冊 室町 紙本 墨書  

一条冬良 書 短冊 室町 紙本 墨書  

中御門宣胤 書 短冊 室町 紙本 墨書  

甘露寺親長 書 短冊 室町 紙本 墨書  

甘露寺伊長 書 短冊 室町 紙本 墨書  

飛鳥井雅康 書 短冊 室町 紙本 墨書  

飛鳥井雅俊 書 短冊 室町 紙本 墨書  

谷宗牧 書 短冊 室町 紙本 墨書  

梶井宮応胤法親王 短冊 室町 紙本 墨書  

東坊城盛長 書 桃山～江戸 紙本 墨書  

細川持賢 書 短冊 室町 紙本 墨書  

細川幽斎 書 短冊 室町～桃山 紙本 墨書  

三条西実隆 書 短冊 (拾遺和歌) 室町 紙本 墨書  

正親町三条 公頼 書 短冊 室町 紙本 墨書  

九条稙通 書 短冊 室町～桃山 紙本 墨書  

里村紹巴 書 短冊 室町～桃山 紙本 墨書  

里村玄仲 書 短冊 桃山～江戸 紙本 墨書  

烏丸光宣 書 短冊 桃山～江戸 紙本 墨書  

烏丸光広 書 短冊 江戸 紙本 墨書  

『清少納言枕草紙』5 冊 写本  紙本 墨書 《列帖装》  

『枕草子』3 冊 写本 勧修寺教秀 室町～桃山 紙本 墨書 《列帖装》  

『枕草紙』1 冊 写本 室町 紙本 墨書 《袋綴》  

『清少納言枕草子』1 冊  写本  

日野弘資 
江戸 紙本 墨書 《列帖装》 

 

松野梅山 画 江戸 絹本 彩色  

加藤千蔭 賛 山桂達 画 江戸 絹本 彩色  

菊池容斎 画  (三幅対) 江戸 紙本 彩色   



    3 階展示室 

 

館蔵品企画展 土佐派の画家と歌人たち おかえりなさい 源氏物語図屏風  

令和元年 12 月 14 日(土) ～ 令和 2 年 3 月 22 日(日) 
源氏物語 コーナー    

作者 ・ 資料名 時代 形態 
文化財 
指 定 

源氏物語図屏風（須磨・浮舟）  

土佐光信 
室町  

紙本 彩色  

 屏風 六曲一双  
◎市指定文化財 

『源氏物語』 54 帖 里村紹巴  安土桃山 紙本 写本 《列帖装》  ◎市指定文化財 

『源氏物語』 53 帖 嫁入り本  室町 紙本 写本 《列帖装》  
◎市指定文化財 

『葵 あふひ』1 冊 写本  

飛鳥井雅親  
室町 紙本 写本 《列帖装》  

 

『朝顔 あさかほ』1 冊 写本  

 藤原(二条)為明  
鎌倉～室町 紙本 写本 《列帖装》  

 

『玉鬘 たまかずら』1 冊 写本  

 冷泉為相 
鎌倉 紙本 写本 《列帖装》  

 

『初音 はつね』1 冊 写本  

 冷泉為相 
鎌倉 紙本 写本 《列帖装》  

 

『篝火 かかりび』1 冊 写本  

 青蓮院宮尊朝法親王 
室町～桃山 紙本 写本 《列帖装》  

 

『『雨夜談抄 はゝきゝの巻注』  

 1 冊 写本 飯尾宗祇 
室町 紙本 写本 《袋綴》  

 

『河海抄』10 冊 写本 四辻善成 室町 紙本 写本 《列帖装》  
 

『花鳥余情』15 冊 写本 一条兼良 室町 紙本 写本 《列帖装》  
 

『源氏雲隠六帖抄〈全〉』1 冊 写本  紙本 写本 《袋綴》  
 

『源氏物語歌』1 冊 写本 

 猪苗代兼載 
室町～桃山 紙本 写本 《列帖装》  

 

『（絵入）源氏物語〈上・中・下〉』 

 3 冊 刊本 
江戸 紙本 刊本 《袋綴》  

 

『光源氏のちうこかゝみ〈上・下〉』 

 2 冊 写本 花山院忠長 
江戸 紙本 写本 《列帖装》  

 

『源氏大鏡 ひかるけんし一ふの

うたならひにことは』3 冊 写本 
 紙本 写本 《袋綴》  

 

『紫女七論〈全〉』1 冊 写本 

 安藤年山 
江戸 紙本 写本 《袋綴》  

 

『紫式部家集〈全〉』1 冊 写本 江戸 紙本 写本 《袋綴》  
 

『源氏物語詩〈全〉』1 冊 写本 江戸 紙本 写本 《袋綴》  
 

『源氏物語和歌集』1 冊 写本 江戸 紙本 写本 《袋綴》  
 

『源氏物語「須磨巻」』１巻 写本 

 下田歌子 
江戸～昭和 紙本 写本  巻子  

 


