
2018年10月13日（土）→12月2日（日）

番
号

指
定 名　称 制作者 材　質 員　数 時　代 年　号 法　量 所蔵機関 展示期間

70 利休居士像 土佐光芳筆 紙本著色 1幅 江戸時代 85.3×37.4 和泉市久保惣記念
美術館蔵

全期間

71 紫式部像 土佐光芳筆 絹本墨画
淡彩

1幅 江戸時代 62.1×33.6 個人蔵 全期間

72 十二ヶ月景物図巻 土佐光芳筆 絹本著色 2巻のうち 江戸時代 寛延2年（1749） （上巻）32.9×565.1
（下巻）32.9×570.6 サントリー美術館蔵 全期間

73 五節句図 土佐光孚筆 絹本著色 5幅のうち 江戸時代 （各）30.0×34.9 個人蔵 全期間

74 □ 東照宮縁起絵巻 住吉如慶筆 紙本著色
第1巻、第
2巻のうち 江戸時代 正保3年（1646） （第1巻）36.2×1014.9

（第2巻）36.2×2407.8 紀州東照宮蔵 全期間

75 多武峯縁起絵巻 住吉如慶・具慶合筆 紙本著色 1巻 江戸時代 寛文8年（1668） 45.0×949.1 談山神社蔵 全期間

76 播州書写山縁起絵巻 伝住吉如慶筆 紙本著色 1巻 江戸時代 寛永21年（1644） （絵）33.8×2240.6
（詞）33.7×985.6 圓教寺蔵 前期

77 源氏物語画帖 住吉如慶筆 紙本著色 1帖 江戸時代 （絵各）17.4×17.4 サントリー美術館蔵 全期間

78 源氏絵下絵（住吉家粉本） 住吉如慶筆 紙本墨画 1巻 江戸時代 縦28.5 東京藝術大学大学
美術館蔵

全期間

79 伊勢物語絵巻 愛宕通福書・住吉如慶筆 紙本墨書・
紙本著色

第3巻、第
6巻のうち 江戸時代

(第3巻)30.3×1599.3
(第6巻)30.3×1526.0 東京国立博物館蔵 全期間

80 堀川夜討物語絵巻 住吉如慶筆 紙本著色 下巻 江戸時代 （下巻）29.0×1220.1 東京国立博物館蔵 後期

81 徒然草図屏風 伝住吉如慶筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代 （各）82.0×265.4 熱田神宮蔵 前期

82 三十六歌仙画帖 住吉如慶筆 紙本著色 1帖 江戸時代
（詞各）9.1×17.4
（絵各）17.0×17.2 個人蔵 全期間

83 三十六歌仙画帖 住吉如慶筆 絹本著色 1帖 江戸時代 （絵各）15.0×15.0 和泉市久保惣記念
美術館蔵

全期間

84 三十六歌仙下絵 住吉如慶・具慶筆 紙本墨画 1巻 江戸時代 28.3×1016.7 個人蔵 全期間

85 四季山水図座屏 住吉如慶筆 絹本著色 4図のうち 江戸時代 （径）36.5 相国寺蔵 全期間

86 年中行事図屏風 住吉如慶筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代 （各）91.9×267.8 東京国立博物館蔵 11／6～18

87 承安五節会下絵 住吉如慶筆 紙本墨画 1巻 江戸時代 36.0×806.1 個人蔵 全期間

88 蓮蛙図 住吉如慶筆 絹本著色 1幅 江戸時代 70.7×28.0 和泉市久保惣記念
美術館蔵

全期間

89 源氏物語絵巻 住吉具慶筆 絹本著色 1巻 江戸時代 25.7×559.2 東京国立博物館蔵 後期

90 源氏物語絵巻 住吉具慶筆 紙本著色
第1巻、第
2巻のうち 江戸時代

（第1巻）30.5×990.9
（第2巻）30.5×991.5

MIHO MUSEUM蔵 全期間

91 源氏物語図屏風（若菜上・下） 住吉具慶筆 紙本著色 6曲1双 江戸時代 （各）99.0×280.0 根津美術館蔵 後期

92 伊勢物語花の賀図屏風 伝住吉具慶筆 紙本著色 6曲1隻 江戸時代 94.4×255.2 個人蔵 11／6～18

93 富士見業平図 住吉具慶筆 絹本著色 1幅 江戸時代 75.6×33.1 和泉市久保惣記念
美術館蔵

全期間

94 橋姫物語絵巻 伝住吉具慶筆 紙本著色 1巻 江戸時代 33.6×1401.3 東京国立博物館蔵 前期

95 徒然草画帖 住吉具慶筆 絹本著色 1帖 江戸時代 （絵各）17.5×24.2 東京国立博物館蔵 前期

96 徒然草其他下絵（住吉家粉本） 住吉具慶筆 紙本墨画 2巻のうち 江戸時代
（上巻）縦31.2
（下巻）縦31.7

東京藝術大学大学
美術館蔵

全期間

97 西行物語画帖 住吉具慶筆 絹本著色 1帖 江戸時代 （各）14.0×12.8 和泉市久保惣記念
美術館蔵

後期

98 洛中洛外図巻 住吉具慶筆 絹本著色 1巻 江戸時代 41.0×1061.0 東京国立博物館蔵 後期

99 ◇ 都鄙図巻 住吉具慶筆 絹本著色 1巻 江戸時代 36.0×1094.0 興福院蔵 前期

100 洛中洛外図下絵（住吉家粉本） 住吉具慶筆 紙本墨画
第1巻、第
2巻のうち 江戸時代

（第1巻）28.3×1195.5
（第2巻）29.2×453.3

東京藝術大学大学
美術館蔵

全期間

101 洛中洛外図屏風 伝住吉具慶筆 紙本著色 6曲1双 江戸時代
（右隻）167.0×362.2
（左隻）166.3×361.0 個人蔵 11／20～12／2

102 洛中洛外図屏風 紙本著色 6曲1隻 江戸時代 109.3×268.8 個人蔵 11／20～12／2

103 伊勢物語図 板谷広長筆 絹本著色
2幅対
のうち

江戸時代 （各）112.0×43.8 根津美術館蔵 全期間

104 負文亀・獅子狛犬図 住吉広行・板谷慶舟筆 絹本著色 1巻 江戸時代 寛政6年（1794） 44.5×346.9 徳川美術館蔵 後期



出 陳 目 録
名称、制作者名が判明しているものに限り制作者名、材質、員数、時代、法量および所蔵機関を記した。
指定品は、重要文化財を◎、重要美術品を○、県指定文化財を□、市指定文化財を◇で示した。
法量は原則として縦×横で表記し、単位はセンチメートルとした。
前期：10月13日（土）→11月4日（日） 後期：11月6日（火）→12月2日（日）  

番
号

指
定 名　称 制作者 材　質 員　数 時　代 年　号 法　量 所蔵機関 展示期間

1 ◎ 浜松図屏風 紙本著色 6曲1双 室町時代 （各）106.0×312.0 東京国立博物館蔵 10／13～10／28

2 ◎ 日月松鶴図屏風 紙本金地
著色

6曲1双 室町時代
（右隻）157.0×353.2 
（左隻）157.0×367.4 三井記念美術館蔵 10／30～11／18

3 ◎ 四季花鳥図屏風 伝土佐広周筆 紙本著色 6曲1双 室町時代 （各）150.0×361.8 サントリー美術館蔵 11／20～12／2

4 秋冬花鳥図屏風 紙本著色 4曲1双 室町時代 （各）181.4×291.4 サントリー美術館蔵 前期

5 一遍上人絵伝断簡 伝土佐経隆筆 紙本墨画 1幅 室町時代 28.7×49.2 個人蔵 前期

6 ◎ 石山寺縁起絵巻 紙本著色
第1巻、第
5巻のうち

鎌倉～
南北朝時代

（第1巻）33.2×1532.4
（第5巻）33.7×1791.2 石山寺蔵 全期間

7 ◎ 星光寺縁起絵巻 伝土佐光信筆 紙本著色 上巻 室町時代 33.0×1063.9 東京国立博物館蔵 後期

8 鶴の草紙 伝土佐光信筆 紙本著色 1巻 室町時代 17.3×1014.0 京都国立博物館蔵 後期

9 ◎ 桃井直詮像 伝土佐光信筆 紙本著色 1幅 室町時代 89.6×41.8 東京国立博物館蔵 11／6～18

10 源氏物語絵合巻 伝土佐光信筆 紙本著色 1冊 室町時代 25.4×17.2 天理大学附属天理
図書館蔵

10／13～11／11

11 源氏物語画帖 伝土佐光信筆 紙本著色 1帖 室町～
桃山時代

（各）19.4×17.0 出光美術館蔵 11／13～12／2

12 ◎ 當麻寺縁起絵巻 土佐光茂筆 紙本著色
上巻、中巻
のうち

室町時代 享禄4年（1531） （上巻）35.0×2269.4
（中巻）35.0×2251.5 當麻寺蔵 全期間

13 ◎ 桑実寺縁起絵巻 土佐光茂筆 紙本著色
2巻のう
ち

室町時代 天文元年（1532） （上巻）35.2×1367.3
（下巻）35.1×938.0 桑實寺蔵 全期間

14 □ 長谷寺縁起絵巻 土佐光茂筆 紙本著色
第3巻、第
4巻、第6
巻のうち

室町時代
（第3巻）17.9×1159.3
（第4巻）17.9×698.6
（第6巻）17.9×775.1

長谷寺蔵 全期間

15 堅田図 伝土佐光茂筆 紙本著色 2幅 室町時代 （各）76.4×37.9 東京国立博物館蔵 11／20～12／2

16 十念寺縁起絵巻 伝土佐光茂筆 紙本著色 下巻 室町時代 （下巻）34.4×978.9 十念寺蔵 前期

17 源氏物語画帖 伝土佐光元筆 紙本著色 2帖のうち 室町時代 （各）25.7×22.5 京都国立博物館蔵 後期

18 源氏物語画帖 伝土佐光元筆 紙本著色 1帖 桃山～
江戸時代

（各）23.0×20.1 根津美術館蔵 前期

19 ◎ 源氏物語手鑑 土佐光吉筆 紙本金地
著色

3面のうち 桃山時代 慶長17年（1612）
（葵）19.7×26.1
（横笛二）19.9×26.1
（手習一）19.8×26.0

和泉市久保惣記念
美術館蔵

全期間

20 源氏物語図色紙 土佐光吉筆 紙本著色 3面のうち 桃山時代 （各）26.1×21.6 石山寺蔵 全期間

21 源氏物語画帖 土佐光則筆 紙本著色 1帖 江戸時代 （絵詞各）15.5×14.1 徳川美術館蔵 10／13～10／28

22 源氏物語画帖 土佐光則筆 紙本著色 1帖 江戸時代
（絵各）13.9×13.5
（詞各）14.0×13.7 任天堂株式会社蔵 10／30～12／2

23 色紙 尊鎮法親王書・土佐光則筆 紙本墨書・
紙本著色

1幅 室町時代（書） 
江戸時代（絵）

（書）19.2×15.1
（絵）13.4×13.2 東京国立博物館蔵 前期

24 白描源氏物語図貼交屏風 伝土佐光則筆 紙本墨画
6曲1双
のうち

江戸時代
（各）98.5×300.0
（絵各）13.4×14.2
（詞各）16.7×14.0

東京国立博物館蔵 全期間

25 源氏物語画帖 伝土佐光則筆 紙本著色 1帖 江戸時代 （各）13.2×13.0 石山寺蔵 前期

26 源氏物語扇面貼交屏風 伝土佐光則筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代
(各）92.5×242.8
（扇面各）7.8×21.7

和泉市久保惣記念
美術館蔵

全期間

27 雑画帖 土佐光則筆 紙本著色 下帖 江戸時代 （各）13.5×13.3 東京国立博物館蔵 後期

28 土佐光則像・喜多見勝忠像 土佐派・土佐光則筆 紙本墨画 2枚 江戸時代 23.3×38.0 京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

前期

29 武野宗瓦像 土佐光則筆 紙本墨画 1枚 江戸時代 元和2年（1616） 32.3×42.8 京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

後期

30 天王寺屋宗凡像 土佐光則筆 紙本墨画 1枚 江戸時代 63.4×46.8 京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

前期

31 長谷川藤広像 土佐光則筆 紙本著色 1枚 江戸時代 21.2×33.3 京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

後期

32 祐心像 土佐光則筆 紙本墨画 1枚 江戸時代 元和6年（1620） 47.8×48.1 京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

前期

33 箔屋了宅像 土佐光則筆 紙本墨画 1枚 江戸時代 31.8×43.4 京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

後期

34 源氏物語図色紙 土佐派筆 紙本著色 3図のうち 江戸時代 （各）24.7×21.4 堺市博物館蔵 全期間

番
号

指
定 名　称 制作者 材　質 員　数 時　代 年　号 法　量 所蔵機関 展示期間

35 源氏物語図貼交屏風 土佐派筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代
（各）150.7×285.0
（澪標）21.3×18.2
（手習）21.2×18.3

和泉市久保惣記念
美術館蔵

前期

36 源氏物語朝顔図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 84.8×43.0 根津美術館蔵 後期

37 源氏物語東屋図扇面 土佐光起筆 紙本著色 1面 江戸時代 15.3×39.9 個人蔵 全期間

38 源氏物語手習図扇面 土佐光起筆 紙本著色 1面 江戸時代 15.2×39.8 個人蔵 全期間

39 源氏物語画帖 伝土佐光起筆 紙本著色 1帖 江戸時代
（絵各）17.4×16.4
（詞各）17.0×16.1 根津美術館蔵 全期間

40 源氏物語図色紙貼交藤棚図屏風 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代
（各隻）171.5×376.6
（各色紙）29.1×24.8 石山寺蔵 前期

41 源氏物語画帖下絵（土佐派絵画資料） 土佐派筆 紙本墨画 4枚のうち 江戸時代

（第1紙）29.1×38.6
（第6紙）32.4×37.0
（第18紙）32.6×37.4
（第27紙）32.5×37.3

京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

全期間

42 源氏物語図屏風（須磨・橋姫） 土佐派筆 紙本著色 6曲1隻 江戸時代 150.3×358.6 サントリー美術館蔵 前期

43 徒然草絵巻 土佐光起筆 絹本著色 1巻 江戸時代 延宝3年（1675） 26.3×510.3 個人蔵 全期間

44 鷹匠図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 99.3×40.4 MIHO MUSEUM蔵 前期

45 朝儀図屏風 土佐光起筆 絹本著色
6曲1双
のうち

江戸時代 （各）139.5×347.0 茶道資料館蔵 全期間

46 朔旦冬至図下絵（土佐派絵画資料） 土佐左兵衛筆 紙本墨画
淡彩

1枚 江戸時代 24.4×80.4 京都市立芸術大学芸術
資料館蔵

全期間

47 二三四帖 土佐光起筆 絹本著色 1帖 江戸時代
（絵各）17.8×16.0
（詞各）17.8×16.3 個人蔵 全期間

48 業平歌意図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 88.1×40.9 東京国立博物館蔵 前期

49 新三十六歌仙図帖 土佐光起筆 絹本著色 1帖 江戸時代
（絵各）17.7×16.4
（詞各）17.4×16.5

東京藝術大学大学
美術館蔵

後期

50 女房三十六歌仙帖 土佐光起筆 絹本著色 1帖 江戸時代 （絵詞各）18.6×15.8 三井記念美術館蔵 前期

51 神農黄帝岐伯図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 111.6×49.9 個人蔵 全期間

52 蘇東坡像 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 97.5×48.0 東京藝術大学大学
美術館蔵

後期

53 簡狄鶉鳩図 土佐光起筆 絹本著色 3幅対 江戸時代 （各）118.7×46.2 MIHO MUSEUM蔵 前期

54 鶉図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 41.0×40.0 三井記念美術館蔵 後期

55 芙蓉図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代
承応3～延宝9年
（1654～1681） 26.8×38.6 大阪市立美術館蔵

（田万コレクション）
前期

56 海棠図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 30.9×49.9 個人蔵 前期

57 水辺白菊図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 47.4×74.2 三井記念美術館蔵 後期

58 豆鳥図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 22.6×28.0 個人蔵 後期

59 貝尽図 土佐光起筆 絹本著色 1幅 江戸時代 24.5×36.4 東京藝術大学大学
美術館蔵

後期

60 ○ 厳島・松島図屏風 土佐光起筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代 （各）122.1×366.6 徳川美術館蔵 前期

61 ○ 須磨・明石図屏風 土佐光起筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代 （各）153.9×328.2 出光美術館蔵 11／6～18

62 須磨・宇治図屏風 土佐光起筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代 （各）136.4×479.6 堺市博物館蔵 11／20～12／2

63 石山寺縁起絵巻模本 伝土佐光起筆 紙本著色
第2巻、第
5巻のうち 江戸時代 明暦元年（1655）頃 （第2巻）34.7×1344.7

（第5巻）34.7×1751.9 石山寺蔵 全期間

64 新三十六歌仙図帖 土佐光成筆 絹本著色 1帖 江戸時代 （絵詞各）19.0×16.8 個人蔵 前期

65 新三十六歌仙図帖 土佐光成筆 絹本著色 1帖 江戸時代 （絵各）31.7×23.5 和泉市久保惣記念
美術館蔵

後期

66 新六哥仙画帖 土佐光成筆 絹本著色 1帖 江戸時代 （絵各）31.8×43.8 和泉市久保惣記念
美術館蔵

前期

67 十體和歌画帖 土佐光成筆 絹本著色 1帖 江戸時代
元禄9～宝永7年
（1696～1710） （絵各）22.1×28.4 個人蔵 後期

68 月夜桜図 土佐光成筆 絹本著色 1幅 江戸時代
延宝9～元禄9年
（1681～1696） 48.4×72.0 個人蔵 全期間

69 洛中洛外図屏風 伝土佐光高筆 紙本著色
6曲1双
のうち

江戸時代 （各）153.0×361.6 サントリー美術館蔵 11／6～18


