
番号 指定 名  称 作 者 材 質 員 数 時 代 展⽰

1 重要⽂化財 墨蹟 法語 円爾筆 紙本墨書 1幅 鎌倉時代 前
2 重要⽂化財 墨蹟 上堂語 蘭溪道隆筆 紙本墨書 1幅 鎌倉時代 後
3 重要⽂化財 墨蹟 頌古 ⼀⼭⼀寧筆 紙本墨書 1幅 嘉元2年(1304) 前
4 墨蹟 偈頌 竺⽥悟⼼筆 紙本墨書 １幅 中国・元時代 後
5 重要⽂化財 達磨図 清拙正澄讃 絹本墨画 1幅 嘉暦元年(1326) 後

6 重要⽂化財 布袋図
惟馨周徳筆
千林宗桂讃

紙本墨画 1幅 室町時代 前

7 重要⽂化財 響銅 ⽔甁 1⼝ 奈良時代 全
8 ⻘銅 軍持（布薩形⽔甁） 1⼝ 南北朝時代 全
9  国宝 ⻘磁 鳳凰⽿花⽣ 銘万声 1⼝ 中国・南宋時代 全
10 重要⽂化財 ⻩瀬⼾ ⽴⿎花⼊ 銘旅枕 1⼝ 桃⼭時代 全
11 重要⽂化財 唐津 茶碗 銘三宝 1⼝ 桃⼭時代 全
12 ⽩釉 碗       1⼝ 中国・北宋時代 全
13 ⽟⼦⼿ 茶碗       1⼝ 朝鮮王朝時代 全
14 粉引 茶碗       1⼝ 朝鮮王朝時代 全
15 堆朱 布袋図⾹盒 1合 中国・明時代 全
16 堆朱 柳下釣⼈図⾹盒 1合 中国・明時代 全
17 螺鈿  松下⽴⼥図⾹盒 1合 中国・明時代 全

第６展⽰室
番号 指定 名  称 作 者 材 質 員 数 時 代 展⽰

18 重要⽂化財 法華経巻第三 薬草喩品第五(⼤字経) 紙本墨書 1巻 奈良時代 前
19 重要⽂化財 法華経巻第⼀ ⽅便品第⼆ 紙本墨書 1巻 平安時代 後
20 重要⽂化財 法華経巻第三 化城喩品第七 紙本墨書 1巻 平安時代 前
21 重要⽂化財 宝篋印陀羅尼経 伏⾒天皇宸翰 紙本墨書 1巻 鎌倉時代 後
22 国宝 歌仙歌合 紙本墨書 1巻 平安時代 前
23 重要⽂化財 貫之集下断簡（⽯⼭切） 藤原定信筆 紙本墨書 1幅 平安時代 前
24 重要⽂化財 熊野懐紙 藤原範光筆 紙本墨書 1幅 正治2年(1200) 前
25 重要⽂化財 ⼗王経図巻 紙本墨書著⾊ 1巻 中国･五代〜北宋時代 後
26 重要⽂化財 鍾馗図 絹本著⾊ １幅 中国・元時代 後
27 紅蓮鴛鴦図 絹本著⾊ １幅 中国・元時代 後
28 重要⽂化財 駒競⾏幸絵巻 紙本著⾊ 1巻 鎌倉時代 前
29 重要⽂化財 伊勢物語絵巻 紙本著⾊ 1巻 鎌倉時代 後
30 重要⽂化財 ⼭王霊験記絵巻 紙本著⾊ 2巻のうち 室町時代 全
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31 重要⽂化財 ⼭崎架橋図 絹本著⾊ 1幅 鎌倉時代 後
32 北野天神縁起絵巻 紙本著⾊ 3巻のうち 鎌倉時代 全
33 弘法⼤師⾏状絵巻 紙本著⾊ 12巻のうち 江⼾時代 全
34 重要⽂化財 枯⽊鳴鵙図 宮本武蔵筆 紙本墨画 1幅 江⼾時代 前
35 重要⽂化財 ⽊造 胎蔵界⼋葉院曼荼羅刻出龕 1基 平安〜鎌倉時代 全
36 重要⽂化財 響銅 鵲尾形柄⾹炉 1柄 中国・南北朝時代 全
37 重要⽂化財 ⻘銅 「建武五年」半円⽅格重列神獣⽂画像鏡 1⾯ 中国・南⻫時代 全
38 重要⽂化財 ⻘銅 梅樹檜垣⾶⿃⽂鏡 1⾯ 鎌倉時代 全
39 重要⽂化財 ⻘銅 菊花流⽔双鶴⽂鏡 1⾯ 鎌倉時代 全
40 重要⽂化財 ⻘銅 牡丹流⽔蝶⿃⽂鏡 1⾯ 鎌倉時代 全
41 重要⽂化財 ⻘銅 蓬萊図⽅鏡 1⾯ 室町時代 全
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42 写⽣図 円⼭応挙筆 紙本著⾊ 14⾯のうち 江⼾時代 全
43 乗興⾈ 伊藤若冲筆 紙本拓版 1巻 明和4年(1767) 全

※番号は展⽰順とは関係ありません。御了承下さいますようよろしくお願い申し上げます。
※出陳リストをご所望の⽅はお近くの係員までお申し出下さい。


