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開館 50 周年記念展 河野美術館名品展 前期展  

平成 30 年 7 月 7 日(土) ～ 平成 30 年 9 月 9 日(日) 

館蔵品の中から、鎌倉時代～昭和までの様々な文化財を選抜してご紹介します 

 

 

作者 ・ 資料名 時代 形態 
文化財 

指 定 

古今和歌集（嘉禄本）(伝)阿仏尼 鎌倉 紙本 写本 列帖装  ◎市指定文化財 

金葉和歌集 (伝)藤原為家 鎌倉  紙本 写本 列帖装  
◎文部省指定重要

美術品 

藤原俊成 書 古今集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原定家 書 拾遺集切 鎌倉 紙本 墨書  

藤原為家 書 古今集切 鎌倉 紙本 墨書  

阿仏尼  書 後撰集切 鎌倉 紙本 墨書  

祇園梶女 書 江戸 紙本 墨書  

山桂達 画 加藤千蔭 賛 江戸 絹本 彩色  

大田垣蓮月 画賛 江戸 紙本 彩色  

信貴山縁起絵巻〈1～3 巻〉源為叙 江戸 紙本 彩色 ◎市指定文化財 

伊勢物語絵巻〈上中下〉(伝)聖護院 江戸 紙本 彩色  

三条西実隆 書 短冊 室町 紙本 墨書  

伊勢物語（天福本）三条西実隆 室町 紙本 写本 列帖装  ◎市指定文化財 

伊勢物かたり (伝)藤原良経 室町 紙本 写本 列帖装  ◎市指定文化財 

源氏物語 54 帖 里村紹巴  安土桃山 紙本 写本 列帖装  ◎市指定文化財 

里村紹巴 書 短冊 安土桃山 紙本 墨書  

源氏物語「須磨巻」 下田歌子  江戸～昭和 
紙本 墨書  

 巻子 一巻 

 

源氏物語図屏風（須磨・浮舟）  

土佐光信 
室町  

紙本 彩色  

 屏風 六曲一双  
◎市指定文化財 

菊池容斎 画 江戸 
紙本 彩色  

 三幅対 

 

茶の湯秘伝書 古田織部 書 
安土桃山～

江戸 

紙本 墨書  

 巻子 一巻 

 

伊達政宗 書翰 室町～江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

加藤清正 領知宛行状 安土桃山 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

福島正則 知行宛行状 安土桃山 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

加藤嘉明 書翰 室町～江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 

池田光政 書翰 江戸 紙本 墨書 ◎市指定文化財 
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北村季吟 書 短冊 江戸 紙本 墨書  

松尾芭蕉 画賛 江戸 紙本 墨画  

狩野常信 画 上島鬼貫 賛 江戸 紙本 墨画  

小林一茶 画賛 江戸 紙本 墨画  

華岡青洲 書 江戸 紙本 墨書  

高野長英 画賛 江戸 紙本 墨画  

半井梧庵 書 短冊 江戸 紙本 墨書  

虎図屏風 作者不詳 室町 
紙本 墨画  

 屏風 六曲一双  

 

林子平 書 江戸 紙本 墨書  

平賀源内 書 短冊 江戸 紙本 墨書  

仁阿弥道八 画 江戸 紙本 彩色  

柴田是真 画 江戸～明治 絹本 彩色  

三浦竹泉（3 代） 画 大正～昭和 紙本 彩色  

彭城百川 画賛 江戸 紙本 墨画  

祗園南海 画賛 江戸 紙本 墨画  

歌川国貞(初代)豊国(３代) 画 江戸 絹本 彩色  

歌川(安藤)広重 画  江戸 紙本 彩色 木版画  

立原杏所 画 江戸 紙本 彩色  

平田玉蘊 画 木下幸文 賛 江戸 絹本 彩色  

菅茶山 書 江戸 紙本 墨書  

雨森芳洲 書 江戸 紙本 墨書  

千宗室（4 世）裏千家 書翰  江戸 紙本 墨書  

千宗左（7 世）表千家 画賛  江戸 紙本 墨書  

誠拙周樗 画賛 江戸 紙本 墨書  

瑞巌宗碩 書 明治～昭和 紙本 墨書  

中江兆民 書 江戸～明治 紙本 墨書  

伊藤博文 書翰 江戸～明治 紙本 墨書  

加藤友三郎 書 明治～大正 紙本 墨書  

正岡子規 書 明治 紙本 墨書  

南方熊楠 原稿 明治～昭和 原稿用紙 墨書  

西条八十 書  大正～昭和 紙本 墨書 額  

与謝野晶子 書 明治～昭和 紙本 墨書  

中村不折 画賛 明治～昭和 絹本 彩色  


