
№ 指定 作品名 作者･銘･所用者･寄贈者 時代 世紀 所蔵者

1
寿老人･桐に鳳凰･竹に鶴図
三幅対

伝呂紀筆 明 16-17

2 ⦿ 蓬萊文白銅鏡 銘 天下一中嶋和泉守 江戸 17

3 葵紋散松竹梅蒔絵短冊箱 江戸 18

4 紅綾地松竹に宝尽文陣羽織
大丸松坂屋寄贈
松坂屋コレクション

江戸 18

5 松竹梅文染付火入 明 17

6 松喰鶴蒔絵散米衝重 室町-桃山 16 個人蔵

7 江戸 19

8 鶴香合　｢金城東山｣印 江戸 19 個人蔵

9 銀蓑亀形文鎮 江戸 17

10 織部亀香合 江戸 17

11 四季花鳥図屏風　六曲一双 伝狩野山楽筆 江戸 17

12
長生殿之図･不老門之図
二幅対

佐竹永湖筆

13
和漢朗詠集
下巻　二巻の内

冷泉持為筆 室町 15

14 高砂図　二幅対 蛎崎波響筆　松本家寄贈

15 百番謡本の内　高砂
伝観世黒雪筆
平戸松浦家伝来 岡谷家寄贈

江戸 17

16 御所人形　宝船曳き 大正-明治 20

17 御所人形　宝船曳き 吉田家寄贈 明治 20

18 枝珊瑚樹 江戸 18-19

19 狂言面  夷 元利栄満作 江戸 17-18

20 狂言面　大黒 江戸 18

21 狂言面　毘沙門 伝宝来作 江戸 17-18

22 福神吉方阿そび　 歌川国芳画 江戸 19

23
歴代聖賢図巻
下巻　二巻の内

狩野探梁筆 江戸 17

24 小槌 江戸 18

25 茶地錦菊牡丹模様大黒袋 江戸 18

･⦿は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品を指します。
･都合により出品作品が変更になることがあります。

　　　･所蔵者が空欄の作品はすべて徳川美術館の所蔵品です。

唐銅鶴香炉  俊恭院福君(尾張家11代斉温継室)所用

年の　初めの　ためしとて

蓬萊の意匠　松竹梅･鶴亀

七福神･宝船

明治33年<1900>

江戸･文政9年<1826>

徳川美術館 企画展示

2015年1月4日(日) →2月1日(日)

主催：徳川美術館･日本経済新聞社

一．めでたさを彩るアイテム



№ 指定 作品名 作者･銘･所用者･寄贈者 時代 世紀 所蔵者

26 伊勢暦 蓬左文庫蔵

27 江戸暦　九冊の内 蓬左文庫蔵

28
熱田祭奠年中行事図会
巻第十　年の市　十冊の内

江戸 19 蓬左文庫蔵

29 十二ヶ月ノ内　師走餅つき 歌川豊国(三代)画 江戸 19

30 羽子板見世の賑ひ 歌川国貞(三代)画

31 ○
華洛四季遊戯図巻
下巻　二巻の内

絵 円山応挙筆
詞書 高橋宗直筆

江戸 18

32 注連に鶯図 鳥居清忠筆 明治-大正 19-20

33 絵本倭文庫　四編二 西川祐信画

34 化物草紙 江戸 17

35
熱田祭奠年中行事図会
巻第一　十冊の内

江戸 19

36
張州雑志
巻第五十三　百冊の内

内藤東甫編 江戸 18 蓬左文庫蔵

37
要筐弁志年中行事
四冊の内

蓬左文庫蔵

38 絵本倭文庫　六編四 西川祐信画 江戸 18

39 絵本倭文庫 西川祐信画

40 絵本倭文庫　初編二 西川祐信画

41 絵本倭文庫　五編三 西川祐信画

42 絵本倭文庫　五編四 西川祐信画

43 徳川時代貴婦人の図　鏡餅 楊洲周延画 明治 19

44
小朝拝･朔旦冬至図屏風
六曲一双

板谷慶舟広当筆 江戸 18

45 子の日図 板谷桂舟広隆筆

46
絵入版本 源氏物語
六十冊の内

山本春正編

47 ⦿ 初音蒔絵料紙箱
霊仙院千代姫(尾張家2代光友
正室)所用

48 絵本倭文庫　三編四

49 七草図 浮田一蕙筆 江戸 19 個人蔵

50 尾張名所図会　巻三
岡田啓･野口道直等編
小田切春江等画　大脇家寄贈

51 ◎
紫紙金字金光明最勝王経
巻第六　二巻の内

奈良 8

江戸･天保15年<1844>

江戸･文政2年<1819>

江戸･承応3年<1654>

江戸･寛永16年<1639>

二．初春を迎える

江戸･安政-慶応
　　　　<1854-1865>

江戸･文化4年<1807>

明治25年<1892>

江戸･明和5年<1768>

江戸･文化4年<1807>

江戸･寛延3年<1750>

江戸･元文4年<1739>

江戸･延享3年<1746>

江戸･明和4年<1767>

門松･注連縄

正月棚･鏡餅

三．初春の行事

江戸･延享4年<1747>

年の瀬

暦



№ 指定 作品名 作者･銘･所用者･寄贈者 時代 世紀 所蔵者

52 賭弓之式
藤原定家筆
徳川光友(尾張家2代)遺品

鎌倉 13

53
年中行事絵巻　賭弓
(白描模本)

江戸 19 個人蔵

54
徒然草絵巻
巻九　一八〇巻の内

江戸 17-18

55 四季の詠　二見浦初詣 楊斎延一画

56
尾張名所図会
巻七　甚目寺初詣

岡田啓･野口道直等編
小田切春江等画　大脇家寄贈

57 富士図 狩野晴川院養信筆 江戸 19

58 宝船図 明治 19 個人蔵

59 富士に茄子蒔絵餌合子 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸 18-19

60 富士に茄子蒔絵餌合子 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸 18-19

61 四字一行書｢福如東海｣ 徳川斉荘(尾張家12代)筆 江戸 19

62 古薩摩瓢形茶入 江戸 17

63 黒樂茶碗　銘 若水
樂了入(樂家9代)作
岡谷家寄贈

江戸 18-19

64 高台寺蒔絵高麗卓
中村宗哲(7代)作
真光院良子(尾張家18代義礼夫
人)所用

江戸 19

65 白高麗水指 明 17

66 亀甲口釜 大西浄寿(大西家11代)作 江戸 19

67 能面 白式尉 伝元休満総作 江戸 18

68 浅葱地蜀江文狩衣 江戸 19

69 紫地八ッ藤文指貫 江戸 19

70 葵紋紗綾形蒔絵面箱 江戸 17

71 翁烏帽子 江戸 19

72 翁扇 江戸 18-19

73 能面 黒式尉 江戸 17-18

74 黒地若松に鶴亀文直垂 江戸 18

75 鈴 江戸 19

76 文正草子絵巻三巻の内
俊恭院福君(尾張家11代斉温継
室)所用

江戸 17-18

江戸･天保15年<1844>

読書初め

初釜

謡初め

初詣

初夢

四．新春　事始め

明治30年<1897>
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77

78 江戸 19

79

80
絵本隅田川両岸一覧
築地の凧 佃住吉恵方
三冊の内

葛飾北斎画 江戸 19

81 春の明ぼの　凧揚げ 歌川国輝画 江戸 19

82
尾張名所図会
巻二　富士見原　七冊の内

岡田啓･野口道直等編
小田切春江等画　大脇家寄贈

83 奴凧図 鳥居清方筆 明治-大正 19-20

84
千代田之大奥
羽根付き　かるた

楊洲周延画

85 百人一首かるた 中村家寄贈 江戸 19

86 おさな遊び正月双六 歌川広重画 江戸 19

87 新板春手始将棋双六 歌川貞房画 江戸 19

88 葵紋付左義長羽子板　二枚 江戸 19

89 手鞠 吉田家寄贈 明治 19

90 毬杖 江戸 19

91 ポチ袋
真光院良子(尾張家18代義礼夫
人)収集

明治-大正 19-20

92 絵本倭文庫　六編三

93 富士三十六景駿河町 歌川広重画

94
江戸風俗　十二ヶ月の内
正月万才説之図

楊洲周延画

95
尾張名所図会　前編
巻一　七冊の内

岡田啓･野口道直等編
小田切春江等画　大脇家寄贈

96 絵本倭文庫　六編二 西川祐信画

97 大江戸芝居年中行事 安達吟光画

98
歌舞伎座新狂言
三浦や格子先の場

豊原国周画

99 七福神恵方入船 歌川国政(4代)画

100 千歳座開業式曽我対面 豊原国周画

101 三浦や格子先の場 楊洲周延画

追
加

熱田祭奠年中行事図会
巻第二　熱田踏歌の神事

江戸 19

明治30年<1897>

明治29年<1896>

明治20年<1887>

明治17年<1884>

江戸･天保15年<1844>

明治22-23年<1889-90>

明治27-29年<1894-96>

江戸･天保15年<1844>

江戸･寛文10年<1670>

江戸･延享4年<1747>

江戸･安政6年<1859>

江戸･延享4年<1747>

凧揚げ･羽根付き

墨梅図　徳川光友(尾張家2代)･六郎(光友6男)合筆

踏石図　徳川斉荘(尾張家12代)筆･同賛

歳旦五詩　松平春嶽(慶永･福井松平家14代)筆

書き初め

五．正月の遊び

明治2年<1869>

初春の芸能

明治17年<1884>


