
特別陳列　刻の玉手箱--久保惣コレクションのその時--　出陳リスト
平成2299年44月88日（土）〜55月2288日（日）前期：44月88日〜3300日　後期：55月22日〜2288日
※番号は展示順ではありません、展示期間空欄は全期間展示

番号 指定 作品名 作者 形状 員数 時代 展示期間 何時
11 青銅「黄武六年」重列神獣文鏡 11面 中国・黄武66年（222277） 前 三国志の時代
22 青銅「黄龍元年」重列神獣文鏡 11面 中国・黄龍元年（222299） 後 三国志の時代
33 青銅「泰始九年張氏作」半円方格神獣文鏡 11面 中国・泰始99年（227733） 前 三国志終焉の時
44 青銅鍍金  化仏龍文碑板 11面 中国・開元2299年（774411） 後 開元の治、唐王朝絶頂の時
55 青銅鍍金  誕生釈迦仏立像 11躯 飛鳥時代 釈迦誕生の時
66 華厳経巻第八（二月堂焼経） 紺紙金泥 11巻 奈良時代 寛文77年（11666677）、二月堂罹災の時
77 国宝 歌仙歌合 紙本墨書 11巻 平安時代 前 三十六歌仙成立前夜
88 重文 十王経図巻 紙本著色 11巻 中国・五代〜北宋時代 後 極楽と地獄、狭間の時
99 青銅  経筒伝太宰府北山出土 11基 保安22年（11112211）銘 経筒が作られた時
1100 国宝 青磁  鳳凰耳花生「銘万声」 11口 中国・南宋時代 将軍家隆盛の時
1111 重文 鍾馗図 絹本著色 11幅 中国・元時代 前 玄宗皇帝夢見の時
1122 重文 伊勢物語絵巻 紙本著色 11巻 鎌倉時代 前 恋人を想う時
1133 重文 駒競行幸絵巻 紙本著色 11巻 鎌倉時代 後 後一条天皇行幸啓の時
1144 重文 山崎架橋図 絹本著色 11幅 鎌倉時代 後 霊験があらわれる時
1155 重文 達磨図 絹本墨画 11幅 鎌倉時代・嘉暦元年（11332266） 前 悟りを開く時
1166 重文 熊野懐紙 藤原範光筆 紙本墨書 11幅 鎌倉時代・正治22年（11220000） 前 後鳥羽上皇、熊野参詣の時
1177 重文 頌古 一山一寧筆 紙本墨書 11幅 嘉元22年（11330044） 後 円覚寺在住の刻
1188 光忍上人絵伝断簡 紙本著色 11幅 鎌倉時代 後 光忍上人困惑の時
1199 胎蔵旧図様 紙本墨画 22巻のうち 鎌倉時代 後 密教図像伝播の時
2200 北野天神縁起絵巻 紙本著色 33巻のうち 鎌倉時代 前 着彩の時
2211 重文 法華経巻第三化城喩品第七 紙本墨書 11巻 奈良時代 前 足利将軍家で受け継がれた時
2222 重文 法華経巻第一方便品第二 紙本墨書 11巻 平安時代 後 釈迦、霊鷲山説法の時
2233 長谷寺縁起絵巻断簡 紙本著色 11幅 室町時代 前 稲藁が下賜された時
2244 重文 山王霊験記絵巻 紙本著色 22巻のうち 室町時代 前 狩野探幽が目にした時
2255 日本島図 ボルドーネ,,BB.. 紙本墨刷� 11枚 11552288年 日本が西洋に知られた時
2266 重文 枯木鳴鵙図 宮本武蔵筆 紙本墨画 11幅 江戸時代 後 獲物を狙う一瞬の時
2277 三十六歌仙画帖 住吉如慶筆 絹本著色 11帖 江戸時代 前 如慶晩年の時
2288 新三十六歌仙画帖 土佐光成筆 絹本著色 11帖 江戸時代 後 三十六歌仙刷�新の時
2299 西行物語画帖 住吉具慶筆 紙本墨刷� 11帖 江戸時代 西行出家決意の時
3300 天文成象 渋川春海制作 絹本著色 11幅 元禄1122年（11669999） 日時を知る手段
3311 栄華物語 紙本墨刷� 99冊のうち 江戸時代 競馬が行われた時
3322 東海道分間絵図 菱川師宣筆 紙本墨刷� 55冊のうち 元禄1166年（11770033） 印刷�出版盛行の時
3333 三国通覧図説 林子平著 紙本色刷� 11組 天明55年（11778855） 海外情報摂取の時
3344 画本虫撰 喜多川歌麿筆 紙本色刷� 11冊 天明88年（11778888） 狂歌流行の時
3355 絵暦天明六年 紙本色刷� 11帖 天明66年（11778866） 年始の時
3366 絵暦寛政二年 紙本色刷� 1144枚のうち 寛政22年（11779900） 年始の時
3377 絵暦寛政三年 紙本色刷� 1133枚のうち 寛政33年（11779911） 年始の時
3388 二世市川門之助の伊達の与作 東洲斎写楽筆 大判錦絵 11枚 寛政66年（11779944）55月 寛政66年（11779944）55月
3399 三世坂東彦三郎の鷺坂左内 東洲斎写楽筆 大判錦絵 11枚 寛政66年（11779944）55月 寛政66年（11779944）55月
4400 当時三美�人 喜多川歌麿筆 大判錦絵 11枚 江戸時代 寛政年間の美�人たち
4411 相馬の古内裏 歌川国芳筆 大判錦絵 33枚続 江戸時代 妖怪が現れた時
4433 三顧茅廬図 歌川芳梅筆 大判錦絵 33枚続 江戸時代 建安1122年((220077))劉備玄徳歓喜の時
4444 天文現象図 玄々堂松本儀平筆 紙本色刷� 11組 天保1133年（11884422） 銅版画流行の時
4455 東海道名所風景 湯川周�麿((河鍋暁斎ほか筆 大判錦絵 115588枚のうち 文久33年（11886633） 文久33年将軍家茂上洛の時
4466 天満天神祭之図 橋本貞秀筆 大判錦絵 33枚続 江戸時代 後 天神祭りの時
4477 京阪名所図会　大阪天神橋大湖水之図 野村芳国筆 大判錦絵 11枚 明治1188年 大阪大洪水の時


