
序章　茶の湯へのいざない

1 重文 清拙正澄墨蹟　秋来偈頌 1幅 鎌倉時代　元徳2年（1330） 京都　野村美術館

2 無準師範墨蹟　二大字　茶入 1幅 中国・南宋時代　13世紀 東京　五島美術館

3
吉野絵懐石道具のうち 
飯椀・汁椀・坪椀・平椀・大丸盆

1式 江戸時代　18世紀

4 黒塗小丸椀（飯椀・汁椀） 1式 江戸時代　19世紀

5 国宝 虚堂智愚墨蹟　法語（破れ虚堂） 1幅 中国・南宋時代　景定4年（1263） 東京国立博物館

6 国宝 古林清茂墨蹟　月林道号 1幅 中国・元時代　泰定4年（1327） 京都　長福寺

7 万代屋釜　 与次郎作 1口 桃山時代　16─17世紀 京都　今日庵

8 備前矢筈口耳付水指 1口 桃山時代　16世紀 文化庁

9 唐物文琳茶入　酸漿文琳 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 ヤング開発株式会社

10 国宝 大井戸茶碗　銘 喜左衛門　　　 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 京都　孤篷庵

11 重文 黒楽茶碗　銘 ムキ栗　 長次郎作 1口 桃山時代　16世紀 文化庁

12 重文 舟行送別図 伝 周文筆 
南江宗沅等六僧賛 1幅 室町時代　15世紀 京都国立博物館

13 青磁貼花牡丹唐草文瓢形瓶　銘 顔回 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 京都　曼殊院

14 重文 佐竹本三十六歌仙絵　坂上是則 詞：伝 後京極良経筆 
絵：伝 藤原信実筆 1幅 鎌倉時代　13世紀 文化庁

15 青磁貼花牡丹唐草文瓶 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 京都国立博物館

16 斗々屋茶碗　銘 高山寺 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀

17 釘彫伊羅保茶碗　銘 嵯峨秋 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　17世紀

18 釘彫伊羅保茶碗　銘 あらし山 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　17世紀

19 柳枝垂桜蒔絵大棗（嵯峨棗） 1合 江戸時代　17世紀

20 藤籠蒔絵棗（嵯峨棗） 1合 江戸時代　17世紀

第１章　喫茶文化との出会い

21 茶経 2冊 中国・明時代　嘉靖21年（1542）刊 大阪　公益財団法人武田科
学振興財団　杏雨書屋

頁替

22 白磁碗　邢州窯系 1口 中国・唐時代　9世紀 京都国立博物館

23 響銅鋺・朱塗托・盆 1式 中国・南宋─元時代　13─14世紀 神奈川　円覚寺

24 茶臼 1基 中国・南宋時代　13─14世紀 京都　野村美術館

25 重文 五百羅漢図　 周季常・林庭珪筆 82幅のうち8幅 中国・南宋時代 
淳熙5─15年（1178─88） 京都　大徳寺

羅漢会、阿弥陀画像供養、
飯僧、喫茶の準備

観音画像礼拝、浴室、 
乗輿、喫茶

26 重文 別尊雑記　北斗法（本・末） 57巻のうち2巻 平安時代　12世紀 京都　仁和寺 本巻 末巻

27 国宝 太平御覧 103冊のうち2冊 中国・南宋時代　慶元5年（1199）刊 京都　東福寺 帖替

№ 指定 作品名称 作者等 員数 時代・世紀 所蔵 前期
10/8─11/6

後期
11/8─12/4

・� �グレーの部分が展示期間です。
・�作品番号は本展図録および会場内の番号と一致しますが、
展示の順番とは必ずしも一致しません。

・�指定名称には次の略称を用いています。�
重要文化財…重文　重要美術品…重美

・�都合により、展示作品・展示期間を変更する場合があります。

［主　　催］�京都国立博物館、読売新聞社、文化庁
［特別協賛］�キヤノン、大和証券グループ、三井不動産、三菱地所、明治ホールディングス
［協　　賛］��JR東日本、清水建設、髙島屋、竹中工務店、三井住友銀行、三菱商事
［特別協力］��表千家不審菴、裏千家今日庵、武者小路千家官休庵、藪内家燕庵
［協　　力］�ＮＩＳＳＨＡ、非破壊検査
［後　　援］�京都商工会議所

2022年10月8日（土）─12月4日（日）
［休館日］月曜日　※ただし10月10日（月・祝）は開館、翌11日（火）休館
※会期等は今後の諸事情より、変更する場合があります。

出品一覧・
展示替予定表



28 延喜式　巻二十三 50冊のうち1冊 江戸時代　18世紀 京都国立博物館

29 国宝 仁和寺御室御物実録 1巻 平安時代　天暦4年（950） 東京　前田育徳会

30 重文 宮城図 1巻 鎌倉時代　元応元年（1319） 京都　陽明文庫

31 緑釉陶器釜・火舎・碗 3口 平安時代　8─9世紀 京都市考古資料館

32 青磁碗・白磁碗 2口 中国・唐時代　9世紀 京都市考古資料館

33 四頭茶礼道具 1式 江戸時代　17─19世紀 京都　建仁寺

34 重文 朱漆塗輪花天目盆 1面 室町時代　享徳4年（1455） 奈良　西大寺

35 重文 朱漆塗輪花天目盆 1面 室町時代　享徳4年（1455） 文化庁

36 銅水瓶 1口 南北朝時代　14世紀 大阪　和泉市久保惣記念美術館

37 建盞・花卉堆黒天目台 1対 建盞：中国・南宋時代　12─13世紀 
天目台：中国・南宋時代　13世紀

38 建盞 1口 中国・南宋時代　12─13世紀 京都国立博物館

39 明庵栄西像 絶海中津賛 1幅 南北朝─室町時代　14─15世紀 京都　両足院

40 明庵栄西像 一庵一麟賛 1幅 室町時代　応永14年（1407） 京都　両足院

41 観音・龍虎図 3幅 室町時代　15─16世紀 愛知　妙興寺

42 重文 龍虎図 伝 牧谿筆 2幅 中国・南宋時代　咸淳5年（1269） 京都　大徳寺

43 重文 白衣観音図 正悟筆　雲外雲岫賛 1幅 中国・元時代　14世紀 京都国立博物館

44 青磁花瓶・花台・青磁雲龍文香炉 1式
花瓶：中国・元時代　14世紀 
花台：鎌倉時代　14世紀 
香炉：中国・元時代　13─14世紀

神奈川　称名寺 
（神奈川県立金沢文庫保管）

45 重文 三具足 1式 中国・明時代　15─16世紀 奈良　唐招提寺

46 国宝
覚禅抄（阿弥陀法） 

「称名寺聖教・金沢文庫文書」のうち
16692点・4149
通のうち1点 鎌倉時代　元応3年（1321） 神奈川　称名寺 

（神奈川県立金沢文庫管理）

47 国宝
霊波所有軽重物帳 

「称名寺聖教・金沢文庫文書」のうち
16692点・4149
通のうち1通 南北朝時代　14世紀 神奈川　称名寺 

（神奈川県立金沢文庫管理）

48 喫茶養生記　断簡 1幅 南北朝時代　14世紀 京都　建仁寺

49 花鳥文堆黒長方盆 1枚 中国・元─明時代　14─15世紀

50 孔雀牡丹文堆朱盆 1枚 中国・元─明時代　14─15世紀

51 斗牛文堆黒小香合 1合 中国・明時代　14─15世紀

52 屈輪文堆黒小香合 1合 中国・南宋時代　13世紀

53 鳳凰牡丹文堆朱香合 1合 中国・南宋─元時代　13世紀

54 重文 清水寺縁起絵巻　巻上
詞書： 三条実香・甘露

寺元長ほか筆
絵：土佐光信筆

3巻のうち1巻 室町時代　永正17年（1520）頃 東京国立博物館

55 重文 不動利益縁起絵巻 1巻 南北朝時代　14世紀 東京国立博物館

56 酒飯論絵巻 伝 狩野元信筆 1巻 室町時代　16世紀 文化庁

57 酒飯論絵巻 1巻 江戸時代　17世紀 京都　三時知恩寺

58 青磁刻花蓮弁文碗 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 京都国立博物館

59 青磁酒海壺 1口 中国・元時代　13─14世紀 東京　出光美術館

60 重文 蘆屋浜松図真形釜 1口 室町時代　15世紀 文化庁

61 重文 青磁竹子花入 1口 中国・南宋時代　13世紀 東京　根津美術館

62 重文 慕帰絵　巻第五 詞書：六条有光筆 
絵：藤原隆章筆 10巻のうち1巻 南北朝時代　観応2年（1351） 京都　西本願寺 10/8─23

63 慕帰絵　巻第五（模本） 木本高嶺筆 10巻のうち1巻 明治時代　明治35年（1902）頃 東京国立博物館 10/25─12/4

64 重文 祭礼草紙 1巻 室町時代　15世紀 東京　前田育徳会

65 重文 福富草紙　巻下 2巻のうち1巻 室町時代　15世紀 京都　春浦院

66 国宝
金沢貞顕書状（正月廿三日付） 

「称名寺聖教・金沢文庫文書」のうち　
16692点・4149
通のうち1通 鎌倉時代　元徳2年（1330） 神奈川　称名寺 

（神奈川県立金沢文庫管理）

67 国宝
金沢貞顕書状（三月四日付） 

「称名寺聖教・金沢文庫文書」のうち　
16692点・4149
通のうち1通 鎌倉時代　元徳2年（1330） 神奈川　称名寺 

（神奈川県立金沢文庫管理）

68 重文 祇園社家記録 9冊のうち1冊 南北朝時代　康永2年（1343） 京都　八坂神社

69 国宝
南大門前一服一銭茶売人道覚等連署条々請文 

「東寺百合文書」のうち

3863巻・ 
1172冊・6帖・
67幅・13695通
のうち1通

室町時代　応永10年（1403） 京都府立京都学・歴彩館

№ 指定 作品名称 作者等 員数 時代・世紀 所蔵 前期
10/8─11/6

後期
11/8─12/4



70 国宝
南大門前茶商人沙弥浄音条々請文 

「東寺百合文書」のうち

3863巻・ 
1172冊・6帖・
67幅・13695通
のうち1通

室町時代　応永18年（1411） 京都府立京都学・歴彩館

71
闘茶表 

（重要有形民俗文化財 元興寺庶民信仰資料のうち）
1通 南北朝時代　14世紀 奈良　元興寺

72 闘茶表 1幅 南北朝時代　観応2年（1351）

第2章　唐物賞玩と会所の茶

73 国宝 圜悟克勤墨蹟　印可状（流れ圜悟） 1幅 中国・北宋時代　宣和6年（1124） 東京国立博物館

74 国宝 馮子振墨蹟　易元吉巻跋 1幅 中国・元時代　14世紀 東京　常盤山文庫

75 国宝 宮女図 伝 銭選筆 1幅 中国・元時代　13─14世紀 10/8─11/2

76 国宝 桃鳩図 伝 徽宗筆 1幅 中国・北宋時代　大観元年（1107）款 11/3─6

77 国宝 秋景冬景山水図 伝 徽宗筆 2幅 中国・南宋時代　12世紀 京都　金地院

78 国宝 煙寺晩鐘図 伝 牧谿筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 東京　畠山記念館

79 重文 遠浦帰帆図　 伝 牧谿筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 京都国立博物館

80 蘿蔔蕪菁図 伝 牧谿筆 2幅 中国・南宋時代　13世紀 東京　宮内庁三の丸尚蔵館

81 重文 六祖截竹図 梁楷筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 東京国立博物館

82 六祖破経図 伝 梁楷筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 東京　三井記念美術館

83 君台観左右帳記 1巻 室町時代　永禄2年（1559） 東北大学附属図書館 巻替

84 重文 洞庭秋月図 玉澗筆・自賛 1幅 中国・南宋時代　13世紀 文化庁

85 重文 廬山図 玉澗筆・自賛 1幅 中国・南宋時代　13世紀 岡山県立美術館

86 重文 秋塘図 伝 趙令穣筆 1幅 中国・北宋時代　12世紀 奈良　大和文華館

87 国宝 雪中帰牧図 李迪筆 2幅 中国・南宋時代　12世紀 奈良　大和文華館

88 重文 梅花双雀図 伝 馬麟筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 東京国立博物館

89 重文 梅花小禽図 伝 馬麟筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 東京　五島美術館 10/25─11/6

90 重文 茉莉花図 伝 趙昌筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 東京　常盤山文庫

91 国宝 林檎花図 伝 趙昌筆 1幅 中国・南宋時代　12─13世紀 東京　畠山記念館

92 鴨図 伝 徽宗筆 1幅 中国・南宋時代　12─13世紀 東京　五島美術館 10/8─23

93 重文 猿図 伝 毛松筆 1幅 中国・南宋時代　12─13世紀 東京国立博物館

94 国宝 青磁下蕪花瓶 1口 中国・南宋時代　13世紀 東京　アルカンシエール美術財団

95 古銅鴨形香炉 1基 中国・南宋時代　13世紀

96 南蛮毛織抱桶水指 1口 イラン・サファヴィー朝　16世紀 京都　野村美術館

97 重文 青磁茶碗　銘 馬蝗絆 1口 中国・南宋時代　13世紀 東京国立博物館

98 国宝 曜変天目 1口 中国・南宋時代　12─13世紀 京都　龍光院 10/8─23

99 重文 耀変天目 1口 中国・南宋時代　12─13世紀 滋賀　MIHO MUSEUM

100 重文 油滴天目 1口 中国・南宋時代　12─13世紀 京都　龍光院 10/25─11/6

101 国宝 玳玻天目 1口 中国・南宋時代　12─13世紀 京都　相国寺

102 唐物小丸壺茶入 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 京都　慈照寺

103 重文 唐物肩衝茶入　北野肩衝 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 東京　三井記念美術館

104 唐物肩衝茶入　銘 残月 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 文化庁

105
山上宗二記 

（天正十六年二月廿七日付　雲州岩屋寺宛）
1巻 桃山時代　天正16年（1588） 京都　不審菴

第3章　わび茶の誕生と町衆文化

106 重文 馬祖龐居士問答図 愚極智慧賛 1幅 中国・元時代　13世紀 京都　天寧寺

107 重文 薬山李翺問答図 馬公顕筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 京都　南禅寺

108 心の一紙　　　 鴻池道億写 1幅 江戸時代　18世紀 京都　今日庵文庫

109 漁村夕照図 珠光筆 1幅 室町時代　15─16世紀 東京　三井記念美術館

110 古銅下蕪耳付花入　銘 青海波 1口 中国・明時代　14─15世紀 10/8─11/13

111 古銅花入　銘 杵のをれ 1口 中国･元─明時代　14─15世紀 愛知　徳川美術館 11/15─12/4

112 備前筒花入　銘 北向 1口 室町時代　16世紀

№ 指定 作品名称 作者等 員数 時代・世紀 所蔵 前期
10/8─11/6

後期
11/8─12/4



113 青磁中蕪花入　銘 吉野山 1口 中国・元時代　14世紀

114 国宝 宗峰妙超墨蹟　与宗悟大姉法語 1幅 鎌倉時代　元徳2年（1330） 京都　大仙院

115 国宝 清拙正澄墨蹟　遺偈（棺割の墨蹟・毘嵐巻） 1幅 南北朝時代　暦応2年(1339) 東京　常盤山文庫

116 金輪寺茶器 1合 室町時代　14世紀 京都　大雲院 10/8─11/13

117 重文 備前水指　銘 青海 1合 室町時代　16世紀 愛知　徳川美術館 11/15─12/4

118 銅水指　銘 玉輿 1合 15─16世紀

119 唐物茄子茶入　宗伍茄子 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 東京　五島美術館

120 竹茶杓　 武野紹鷗作 1本 室町時代　16世紀 東京　三井記念美術館 10/8─11/13

121 重文 白天目 1口 室町時代　16世紀 愛知　徳川美術館 11/15─12/4

122 黄瀬戸茶碗 1口 室町─桃山時代　16世紀

123 灰被天目　銘 夕陽 1口 中国・元─明時代　14─15世紀

124 国宝 観楓図屛風 狩野秀頼筆 6曲1隻 室町─桃山時代　16世紀 東京国立博物館 10/8─23

125 珍皇寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16─17世紀 京都　六道珍皇寺 10/25─12/4

第4章　わび茶の発展と天下人

126 北野大茶湯図 浮田一蕙筆 1幅 江戸時代　天保14年（1843） 京都　北野天満宮 10/25─11/27

127 北野大茶湯図 浮田一蕙筆 1幅 江戸時代　19世紀 京都　有斐斎弘道館
11/29─

12/4

128 重文 三十三間堂通矢図屛風 6曲1隻 桃山時代　17世紀 大阪　公益財団法人阪急文
化財団　逸翁美術館

129 重文 阿国歌舞伎図屛風 6曲1隻 桃山時代　17世紀 京都国立博物館

130 重文 調馬・厩馬図屛風 6曲1双 桃山時代　17世紀 滋賀　多賀大社

131 重文 吉野花見図屛風 6曲1双 桃山時代　17世紀 京都　細見美術館

132 重文 四条河原遊楽図屛風 2曲1双 江戸時代　17世紀 東京　静嘉堂文庫美術館 10/8─23

133 北野社頭遊楽図屛風 狩野孝信筆 6曲1隻 桃山時代　17世紀 10/8─23

134 武家邸内図屛風 狩野定信筆 6曲1双 江戸時代　17世紀 福井　萬徳寺 10/25─11/13

135 重文 遊楽図屛風（相応寺屛風） 8曲1双 江戸時代　17世紀 愛知　徳川美術館 11/15─12/4

136 国宝 志野茶碗　銘 卯花墻 1口 桃山時代　16─17世紀 東京　三井記念美術館

137 重文 豊臣秀吉像 玄圃霊三・ 
惟杏永哲賛 1幅 桃山時代　慶長5年（1600）賛 滋賀　西教寺

138 重文 豊臣秀吉像 近衞信尹賛 1幅 桃山時代　慶長3年（1598）賛 東京　畠山記念館

139 重文 千利休像 長谷川等伯筆 
春屋宗園賛 1幅 桃山時代　文禄4年（1595）賛 京都　不審菴

140 重文 千利休像　 伝 長谷川等伯筆 
古渓宗陳賛 1幅 桃山時代　天正11年（1583）賛 大阪　正木美術館

141 黒漆塗手桶水指および千利休書状 水指：記三作 
書状：千利休筆

水指：1合 
書状：1幅 桃山時代　16世紀 京都　不審菴

142 黒漆塗中棗 宗旦在判 1合 桃山時代　16世紀 京都　今日庵

143 黒漆塗尻張棗 利休在判　盛阿弥作 1合 桃山時代　16世紀 京都　今日庵

144 竹茶杓　タヽ イヘ様 千利休作 1本 桃山時代　16世紀 京都　北村美術館

145 竹茶杓　天正二年春 千利休作 1本 桃山時代　天正2年（1574）

146 湯の釜 与次郎作 1口 桃山時代　16世紀 京都　官休庵

147 真台子・釜・風炉・唐銅皆具 真台子：盛阿弥作 
釜・風炉：与次郎作 1式 桃山時代　16世紀 京都　不審菴

148 黒楽茶碗　銘 利休 長次郎作 1口 桃山時代　16世紀

149 竹尺八花入 千利休作 1口 桃山時代　16世紀 京都　今日庵 10/8─23

150 耳付籠花入 1口 桃山時代　16世紀 10/25─11/6

151 鉈鞘籠花入 1口 桃山時代　16世紀

152 唐物円座肩衝茶入　利休円座 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 東京　五島美術館

153 青磁筒花入 1口 中国・南宋時代　13世紀 東京　三井記念美術館 10/8─11/13

154 青磁香炉　銘 千鳥 1口 中国・南宋時代　13世紀 愛知　徳川美術館 11/15─12/4

155 盆石　銘 末の松山 1基 中国・明時代　15世紀 京都　西本願寺

156 重美 唐物肩衝茶入　銘 新田 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 茨城　徳川ミュージアム

157 重文 赤楽茶碗　銘 太郎坊 長次郎作 1口 桃山時代　16世紀 京都　今日庵

№ 指定 作品名称 作者等 員数 時代・世紀 所蔵 前期
10/8─11/6

後期
11/8─12/4



158 重文 大井戸茶碗　銘 筒井筒 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀

159 古瀬戸肩衝茶入　藤四郎肩衝 1口 室町時代　16世紀 京都　藪内燕庵

160 唐物茶壺　銘 橋立 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 京都　不審菴

161 古三島茶碗　二徳三島 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 東京　三井記念美術館

162 重文 粉引茶碗　三好粉引 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 東京　三井記念美術館

163 唐物瓢簞茶入　上杉瓢簞 1口 中国・元時代　14世紀 京都　野村美術館

164 唐物茶壺　銘 楊柳 1口 中国・明時代　14─15世紀 和歌山　紀州東照宮 10/8─11/13

165 重文 唐物茶壺　銘 松花 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 愛知　徳川美術館 11/15─12/4

166 黄瀬戸茶碗　銘 朝比奈 1口 桃山時代　16─17世紀 北陸大学

167 重文 瀬戸黒茶碗　銘 小原木 1口 桃山時代　16─17世紀 京都　不審菴

168 重文 志野茶碗　銘 広沢 1口 桃山時代　16─17世紀 大阪　湯木美術館

169 重文 鼠志野茶碗　銘 峯紅葉 1口 桃山時代　16─17世紀 東京　五島美術館

170 黒織部百合文沓茶碗 1口 桃山時代　17世紀

171 織部黒茶碗　銘 悪太郎 1口 桃山時代　17世紀

172 重文 伊賀耳付花入　小倉伊賀 1口 桃山時代　16─17世紀

173 重文 黄瀬戸立鼓花入　銘 旅枕 1口 桃山時代　16世紀 大阪　和泉市久保惣記念美術館

174 重文 唐津茶碗　銘 三宝 1口 桃山時代　16─17世紀 大阪　和泉市久保惣記念美術館

175 唐津筒茶碗　銘 ねのこ餠 1口 桃山時代　16─17世紀 北陸大学

176 重文 鼠志野草花文鉢 1口 桃山時代　17世紀 文化庁

177 織部大徳利 1口 桃山時代　17世紀 文化庁

178 織部扇形蓋物 1口 桃山時代　17世紀 京都国立博物館

179 志野梅文向付 10口のうち5口 桃山時代　17世紀

第5章　茶の湯の広まり　大名、公家、僧侶、町人

180 古田織部書状（正月廿七日付　織田有楽斎宛） 1幅 桃山時代　16─17世紀 奈良　大和文華館

181 古田織部書状（十二月十九日付　藪内紹智宛）　 1幅 桃山時代　17世紀 京都　藪内燕庵

182 古井戸茶碗　銘 老僧 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 大阪　藤田美術館

183 重文 割高台茶碗 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 東京　畠山記念館

184 黒織部菊文茶碗 1口 桃山時代　17世紀

185 御所丸茶碗　古田高麗 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16─17世紀 ※ただし、11/11、12は展示なし

186 大井戸茶碗　銘 須弥 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 東京　三井記念美術館

187 重文 伊賀塁座水指　銘 破袋 1口 桃山時代　17世紀

188 竹茶杓　銘 城泉州様参　 古田織部作 1本 桃山時代　慶長18年（1613） 名古屋市博物館 10/8─11/13

189 竹茶杓　銘 宗句参　 古田織部作 1本 桃山─江戸時代　17世紀 愛知　徳川美術館 11/15─12/4

190 重文 柿図・栗図 伝 牧谿筆 2幅 中国・南宋時代　13世紀 京都　龍光院

191 重文 芙蓉図 伝 牧谿筆 1幅 中国・南宋時代　13世紀 京都　大徳寺

192 蕣図
松花堂昭乗筆　 
小堀遠州・江月宗玩・ 
松花堂昭乗賛

1幅 江戸時代　17世紀 大阪　湯木美術館

193 重文 古瀬戸肩衝茶入　銘 在中庵 1口 室町─桃山時代　16世紀 大阪　藤田美術館

194 古銅象耳花入　銘 杵ナリ 1口 中国・明時代　14─15世紀 泉屋博古館東京

195 小堀遠州書状（八月十八日付　片桐貞昌宛） 1幅 江戸時代　17世紀 奈良　大和文華館

196 小堀遠州書状（廿四日付　加藤明成宛） 1幅 江戸時代　17世紀 奈良　大和文華館

197 重美 井戸香炉　銘 此世 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 東京　根津美術館

198 重文 菊花天目 1口 室町時代　16世紀 大阪　藤田美術館

199 黄天目　銘 鷰 1口 中国・元─明時代　14─15世紀 泉屋博古館東京

200 高取面取茶碗 1口 江戸時代　17世紀 東京　三井記念美術館

201 唐物文琳茶入　奈良文琳 1口 中国・南宋─元時代　13─14世紀 東京　出光美術館

202 千利休書状（卯月廿二日付　瀧本坊実乗宛） 1幅 桃山時代　天正18年（1590） 東京　三井記念美術館

203 老茄子茶器 1合 江戸時代　17世紀 東京　畠山記念館

204 小井戸茶碗　銘 六地蔵 1合 朝鮮半島・朝鮮時代　16世紀 泉屋博古館東京

№ 指定 作品名称 作者等 員数 時代・世紀 所蔵 前期
10/8─11/6

後期
11/8─12/4



205 国宝 青磁鳳凰耳花入　銘 万聲 1口 中国・南宋時代　13世紀 大阪　和泉市久保惣記念美術館

206 重文 青磁鳳凰耳花入　銘 千聲 1口 中国・南宋時代　13世紀 京都　陽明文庫

207 金森宗和書状（閏六月七日付　堀利長宛） 1幅 江戸時代　承応2年（1653） 奈良　大和文華館

208 重文 清拙正澄墨蹟　与鉗大冶蔵主法語 1幅 中国・元時代　14世紀 東京　公益財団法人永青文庫

209 流釉茶碗　銘 片男波 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀

210 重文 銹絵水仙文茶碗 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀 京都　天寧寺

211 褐釉四方茶入 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀 京都国立博物館

212 重文 色絵若松図茶壺　 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀 文化庁

213 重文 赤楽茶碗　銘 乙御前 本阿弥光悦作 1口 江戸時代　17世紀

214 重文 黒楽茶碗　銘 時雨 本阿弥光悦作 1口 江戸時代　17世紀 名古屋市博物館

215 冠形大耳付水指　修学院焼 1口 江戸時代　17世紀 兵庫　滴翠美術館

216 御切形茶碗　修学院焼 1口 江戸時代　17世紀 兵庫　滴翠美術館

217 青花有馬筆香合 1合 中国・明時代　17世紀 京都　野村美術館

218 後西院御茶之湯記 真敬法親王筆 1冊 江戸時代　17世紀 奈良　唐招提寺

219 重文 伏見天皇宸翰歌集　断簡（広沢切） 1巻 鎌倉時代　14世紀 京都国立博物館

220 合わせ貝香合　東福門院下賜 1合 江戸時代　17世紀 京都　不審菴

221 唐子遊図大袋台子および下船 小襖：三上左近将曹筆 1具 江戸時代　安政2年（1855） 京都　霊鑑寺

222 旅用茶道具　光格天皇下賜　 1式 江戸時代　19世紀 京都　宝鏡寺

第6章　多様化する喫茶文化　煎茶と製茶

223 重文 隠元隆琦像　 喜多元規筆 
隠元隆琦賛 1幅 江戸時代　寛文11年（1671）賛 京都　萬福寺 10/8─11/13

224 隠元隆琦像 喜多道矩筆 
隠元隆琦賛 1幅 江戸時代　寛文8年（1668）賛 神戸市立博物館 11/15─12/4

225 紫泥茶罐 　宜興窯 1口 中国・明時代　17世紀 京都　萬福寺

226 紫泥大茶罐　宜興窯 1口 中国・明時代　17世紀 京都　萬福寺

227 羅漢図 2幅 中国・南宋時代　13世紀

228 売茶翁像 伊藤若冲筆 
月海元昭賛 1幅 江戸時代　宝暦7年（1757）賛

229 染付煎茶図茶壺 尾形周平作 1口 江戸時代　19世紀 京都国立博物館

230 言経卿記　自筆本 35冊のうち1冊 桃山時代　天正19年（1591） 東京大学史料編纂所

231 重文 義演准后日記　自筆本 62冊のうち1冊 江戸時代　元和5年（1619） 京都　醍醐寺

232 宇治製茶図屛風 鶴澤探索筆 6曲1双 江戸時代　18世紀 京都　大徳寺

233 宇治製茶図巻 海北友泉筆 2巻 江戸時代　18世紀 京都　今日庵文庫 上巻 下巻

第7章　近代の茶の湯　数寄者の茶と教育

234 茶道の源意 玄々斎筆 1幅 明治時代　明治5年（1872） 京都　今日庵

235 上申書 一指斎筆 1通 明治時代　明治5年（1872） 京都　官休庵

236 唐銅抱桶水指 1口 江戸時代　17─18世紀 同志社大学茶道部

237 竹茶杓　銘 よろこび 新島八重作 1本 大正時代　大正10年（1921） 同志社大学茶道部

238 赤楽茶碗　銘 寿 小川長楽作 1口 大正時代　大正14年（1925） 同志社大学茶道部

239 北野献茶祭図巻 榊原文翠筆 1巻 明治時代　明治20年（1887） 京都　茶道資料館 巻替

240 北野天満宮献茶道具 1式

楽茶碗：明治時代　19世紀
八角松梅唐草皆具： 
大正時代　20世紀
松唐草天目・梅唐草天目 
および天目台：大正時代　20世紀
真形釜・風炉：明治時代　19世紀
茶碗：明治時代　19世紀

京都　北野天満宮

241 練上志野茶碗　銘 猛虎 1口 桃山時代　17世紀 京都　野村美術館

242 紅葉呉器茶碗 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　16─17世紀 泉屋博古館東京

243 金海茶碗　銘 西王母 1口 朝鮮半島・朝鮮時代　17世紀

244 重文 色絵鱗波文茶碗 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀 京都　北村美術館

245 黒漆塗点茶盤・喫架・円椅　玄々斎好 1式 明治時代　19世紀 京都　今日庵

№ 指定 作品名称 作者等 員数 時代・世紀 所蔵 前期
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