
八代市立博物館未来の森ミュージアム　「京都相国寺と金閣・銀閣の名宝展」  出品リスト・解説

1 夢窓疎石頂相 自賛 一幅 南北朝時代（14世紀） 相国寺所蔵

2 夢窓疎石墨蹟「別無工夫」 夢窓疎石 一幅 南北朝時代（14世紀） 相国寺所蔵

3 ◎ 春屋妙葩頂相 自賛 一幅 南北朝時代（14世紀） 慈照寺所蔵

4 ◎ 足利義満像 飛鳥井雅縁賛 一幅 室町時代（15世紀） 鹿苑寺所蔵

5 ○ 一行書「放下便是」 足利義満 一幅 南北朝時代（14世紀） 相国寺所蔵

6 ◎ 明成祖（永楽帝）勅書 一幅 明・永楽5年（1407） 相国寺所蔵

7 足利義政像 古渓性琴賛 一幅 江戸時代（18世紀） 慈照寺所蔵

8 ◎ 十牛頌（うち第一「尋牛」、第八「人牛倶忘」） 絶海中津 二幅 室町時代（14世紀） 相国寺所蔵

9 ○ 一華号偈 横川景三 一幅 室町時代（15世紀） 鹿苑寺所蔵

10 ◎ 毘沙門天図 雪舟 一幅 室町時代（15～16世紀） 相国寺所蔵

11 江天暮雪図 牧谿 一幅 南宋時代（13世紀） 鹿苑寺所蔵

12 ◎ 十六羅漢図（うち第二、第十三） 陸信忠 二幅 元時代（13世紀） 相国寺所蔵

13 ◎ 鳴鶴図 文正 双幅 明時代（14世紀） 相国寺所蔵

14 唐物小丸壷茶入 一口 南宋時代（13世紀） 慈照寺所蔵

15 砧青磁篠木茶碗 一口 南宋時代（13世紀） 大光明寺所蔵

16 砧青磁茶碗　銘雨龍 一口 南宋時代（13世紀） 鹿苑寺所蔵

17 青磁浮牡丹文香炉 一口 元時代（14世紀） 相国寺所蔵

18 法花蓮花文水指 一口 明時代（15～16世紀） 鹿苑寺所蔵

19 螺鈿楼閣牡丹文食籠 一口 元時代（14世紀） 大光明寺所蔵

20 螺鈿楼閣人物文食籠 一口 元時代（14世紀） 鹿苑寺所蔵

21 堆朱碁打図盒子 一口 明時代（14世紀） 相国寺所蔵

22 存星瓢箪龍文食籠 一口 明時代（16世紀） 慈照寺所蔵

23 琉球箔絵楼閣山水人物文食籠 一口 江戸時代（17世紀） 相国寺所蔵

24 堆黒倶利香合 一口 明時代（15世紀） 慈照寺所蔵

25 堆黒倶利香合 一口 明時代（15世紀） 鹿苑寺所蔵

26 堆朱花鳥文香合 一口 明時代（15世紀） 鹿苑寺所蔵

27 堆朱布袋唐子図香合 一口 明時代（15世紀） 鹿苑寺所蔵

28 赤楽茶碗　銘天狗 長次郎 一口 桃山時代（16世紀） 鹿苑寺所蔵

29 ◎ 赤楽茶碗  加賀  本阿弥光悦 一口 江戸時代（17世紀） 相国寺所蔵

30 竹茶杓　 千利休 一口 桃山時代（16世紀） 慈照寺所蔵

31 竹茶杓 古田織部 一口 江戸時代（17世紀） 慈照寺所蔵

32 竹茶杓　歌銘さらさ 小堀遠州 一口 江戸時代（17世紀） 慈照寺所蔵

33 金海州浜形茶碗　銘藤浪 一口 朝鮮時代（17世紀） 鹿苑寺所蔵

34 伊羅保茶碗　銘猿沢 一口 朝鮮時代（17世紀） 鹿苑寺所蔵

35 古刷毛目呼継茶碗　大の字 一口 朝鮮時代（16～17世紀） 鹿苑寺所蔵

36 斗々屋茶碗 一口 朝鮮時代（16世紀） 鹿苑寺所蔵

37 古瀬戸丸壷茶入　銘七夕 一口 室町時代（15～16世紀） 慈照寺所蔵

38 古瀬戸柿茶入　銘安宅 一口 室町時代（15～16世紀） 鹿苑寺所蔵

39 瀬戸黒茶碗（利休在判） 一口 桃山時代（16世紀） 慈照寺所蔵

40 黒織部沓茶碗 一口 桃山時代（16～17世紀） 相国寺所蔵

41 ◎ 黄瀬戸大根文輪花鉦鉢 一口 桃山時代（16～17世紀） 相国寺所蔵

42 七宝花唐草文蓮華形水指 一口 明時代（16～17世紀） 鹿苑寺所蔵

43 信楽一重口水指 一口 江戸時代（17世紀） 慈照寺所蔵

44 膳所焼縄耳三ツ足水指 一口 江戸時代（17世紀） 慈照寺所蔵

45 古染付葡萄棚水指 一口 明時代（17世紀） 鹿苑寺所蔵

46 ◎ 竹林猿猴図屏風 長谷川等伯 六曲一双 桃山時代（16世紀） 相国寺所蔵

47 京名所図屏風 六曲一隻 江戸時代（17世紀） 相国寺所蔵

48 牡丹百合図 伊藤若冲 双幅 江戸時代（18世紀） 慈照寺所蔵

49 竹虎図 伊藤若沖 双幅 江戸時代（18世紀） 鹿苑寺所蔵

50 中鶏・左右梅図 伊藤若沖 三幅 江戸時代（18世紀） 鹿苑寺所蔵

51 厖児戯帚図 伊藤若沖 一幅 江戸時代（18世紀） 鹿苑寺所蔵

52 立鶴図 伊藤若沖 一幅 江戸時代（18世紀） 大光明寺所蔵

53 梅花文大壷 野々村仁清 一口 江戸時代（17世紀） 慈照寺所蔵

54 呉器写茶碗 野々村仁清 一口 江戸時代（17世紀） 鹿苑寺所蔵

55 銹絵寒山拾得図茶碗 野々村仁清 一口 江戸時代（17世紀） 鹿苑寺所蔵

56 色絵龍田川透かし鉢 尾形乾山 一口 江戸時代（17～18世紀） 慈照寺所蔵

57 古清水色絵竹桜文六角段重 一組 江戸時代（17～18世紀） 相国寺所蔵

58 色紙葉虫香合 野々村仁清 一口 江戸時代（17世紀） 大光明寺所蔵
　　　◎は国指定重要文化財　　○は重要美術品

１　足利将軍と禅　　 北山・東山文化のルーツ・相国寺。その立役者たる将軍と禅僧の姿。

２　唐物愛好　　 足利義満や義政がこよなく愛した中国ブランド品＝「唐物」の名品たち。

３　数寄の世界　　 茶の湯、「侘び寂び」の世界を彩る数々の名器たち。

４　絵画の精華　　 長谷川等伯と伊藤若冲。天才画家の競演、八代に実現。

５　京焼の美　 　野々村仁清と尾形乾山。今なお人々を魅了する都の彩り。


