
特別展特別展特別展特別展「「「「いけばないけばないけばないけばな～～～～歴史歴史歴史歴史をををを彩彩彩彩るるるる日本日本日本日本のののの美美美美」」」」出品作品出品作品出品作品出品作品リストリストリストリスト
・ 会期中12月7日、14日、21日に一部の作品を展示替えします。 ・都合により、会期途中でも予告なく展示期間が変更される場合があります。

・本リストに番号のないものは東京会場には出品されません。  ・ №160映画「日本の花卉芸術」は出口映像コーナーでご覧になれます。

　　　　プロローグプロローグプロローグプロローグ　　　　いけばなのいけばなのいけばなのいけばなの源流源流源流源流

1111 重文 日吉山王本地仏曼荼羅図 滋賀・延暦寺 南北朝時代　14世紀 11/23～12/6

2222 日吉山王垂迹神曼荼羅図
京都・龍谷大学学術情報セン
ター大宮図書館

江戸時代 12/22～1/17

3333 日吉山王垂迹神曼荼羅図
京都・龍谷大学学術情報セン
ター大宮図書館

江戸時代 12/8～12/20

4444 金銅一面器(火舎、六器、花瓶) 奈良国立博物館 平安時代後期　12世紀

5555 重文 金銅蓮華文華鬘 滋賀・神照寺 室町時代

7777
青白磁唐子蓮華唐草文百合口花入・青白磁
曲輪文三足香炉

京都・海住山寺 中国・宋時代　12～13世紀

8888 鳥獣人物戯画　甲巻　(模本）
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

明治26年（1893）

9999 春日権現験記絵（写し）　巻十一・巻十五 京都・陽明文庫
江戸時代　享保20年
（1735）写

巻十一 12/22～1/17
巻十五 11/23～12/20

10101010 慕帰絵詞（模本）　巻一・巻八・巻十 東京国立博物館 明治時代
巻一12/22～1/17巻八11/23～
12/20、巻十12/22～1/17

11111111 明月記 東京・国立公文書館
江戸時代　享保年間（1716
～36）

12121212 やすらい祭
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

江戸時代　19世紀 11/23～12/20

13131313 春日社　千切花
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

明治時代　19世紀

　　　　第第第第1111章章章章　　　　いけばなのいけばなのいけばなのいけばなの成立成立成立成立

15151515 迎陽記 東京・宮内庁書陵部 江戸時代　18世紀

16161616 看聞日記 京都大学文学研究科図書館 明治時代　19世紀

17171717 満済准后日記 東京・宮内庁書陵部 明治時代　19世紀

19191919 祭礼草紙（影印本） 個人蔵 昭和4年（1929）

20202020 碧山日録 東京・前田育徳会尊経閣文庫 室町時代  15世紀 11/23～12/13

21212121 蔭凉軒日録 京都大学文学研究科図書館 明治時代　19世紀

22222222
足利将軍家の書院飾り　東求堂同仁斎の書
院飾り再現

読売新聞大阪本社メディア戦
略室撮影

平成20年（2009）

23232323 山科家礼記 東京・宮内庁書陵部 室町時代  15世紀

24242424 二水記 京都府立総合資料館 江戸時代　19世紀

25252525 重文 鋳銅三具足 奈良・唐招提寺 中国・明時代　16世紀初頃

26262626 君台観　巻第四・第五 東京国立博物館
江戸時代　慶長十二年
（1607）

巻四 11/23～12/13
巻五 12/22～1/17

27272727 君台観左右帳記 京都・野村美術館 江戸時代　18世紀末頃

28282828 賢珠花伝抄（文阿弥花伝書） 滋賀・西教寺
室町時代　永禄元年
（1558）

所蔵 時代・年代

2009年11月23日（月・祝～2010年1月17日（日）

№ 指定 名称 展示期間



所蔵 時代・年代№ 指定 名称 展示期間

29292929 文阿弥花伝書 京都・鹿王院 室町時代

30303030 義政公御成式目（都林泉名勝図会 巻之二) 江戸東京博物館
江戸時代　寛政11年
（1799）

31313131 仙伝書 京都・池坊短期大学 江戸時代前期

33333333 酒飯論絵巻 京都・茶道資料館 室町時代　16世紀

34343434 三具足の飾り 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代中期

35353535 観音・山水図 京都・仁和寺 江戸時代前期　17世紀 11/23～12/20

36363636 虎渓三笑図・山水図 京都市立芸術大学 江戸時代前期　17世紀 12/22～1/17

37373737 花王以来の花伝書 京都・華道家元池坊総務所 室町時代

38383838 道閑花伝書 個人蔵
室町時代　永正3（1506年）
相伝転写本

40404040 花伝書（大巻并座敷荘厳図） 京都・華道家元池坊総務所
室町時代　天文14年
（1545）

41414141 池坊専栄肖像 京都・華道家元池坊総務所 桃山時代

42424242 立花図屏風 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代

　　　　第第第第2222章章章章　　　　豪華豪華豪華豪華になるいけばなになるいけばなになるいけばなになるいけばな

43434343 池坊専好（初代）大砂物［ＣＧ］ 平成21年（2009）

44444444
文禄三年前田亭御成記（続群書類従　巻第
六百六十三）

東京・国立公文書館 江戸時代　19世紀

45454545 槐記 京都・陽明文庫 江戸時代中期

46464646 池坊専好書状 京都・陽明文庫 江戸時代前期 11/23～12/20

47474747 池坊専好消息 京都・華道家元池坊総務所
江戸時代　寛永（1624～
44）頃

12/22～1/17

48484848 後水尾天皇肖像 京都・泉涌寺 江戸時代 11/23～12/20

49494949 後水尾天皇肖像 京都・泉涌寺 江戸時代 12/22～1/17

50505050 重文 立花之次第九捨三瓶有［池坊専好立花図］ 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

51515151 重文 池坊専好立花図 京都・曼殊院 江戸時代　17世紀

52525252 池坊専好立花図 京都・陽明文庫 江戸時代

53535353 紫檀御花道具 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

54545454 池坊専好立花図屏風 京都・野村美術館 江戸時代前期
右隻 11/23～12/20
左隻 12/22～1/17

55555555 寛永行幸記　上下 京都府立総合資料館 江戸時代　寛永3年（1626）

56565656 重文 寛永六年紫宸殿立花御会席割指図 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

57575757 仙洞寛永十年七夕七遊記 京都府立総合資料館 江戸時代前期写



所蔵 時代・年代№ 指定 名称 展示期間

58585858 言上扣 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

59595959 大住院立花砂物図 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代　延宝6年（1678）

60606060 釈家之来由　関東台覧立花砂之物図 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代中期

61616161 七夕花扇使図 京都・陽明文庫 江戸時代後期　19世紀 11/23～12/20

62626262 七夕花扇使図 奈良県立美術館 江戸時代後期　19世紀 12/22～1/17

63636363 花車図屏風 京都・真正極楽寺（真如堂） 江戸時代　17世紀

64646464 花車置物 東京国立博物館 江戸時代  19世紀

65656565 花籠形釣香炉 東京国立博物館 江戸時代  18世紀

　　　　第第第第3333章章章章　　　　流派流派流派流派のののの誕生誕生誕生誕生といけばなといけばなといけばなといけばな大流行大流行大流行大流行

66666666 替花伝秘書 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

67676767 六角堂池坊并門弟立花砂之物図 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

68686868 第一永代門弟帳 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

69696969 古今　立花大全 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

70707070 頭書　立華指南　一～四 神奈川・清漣文庫 江戸時代　貞享5年（1688）

71717171 立花時勢粧 神奈川・清漣文庫 江戸時代　貞享5年（1688）

72727272 立華訓蒙図彙　一～六 神奈川・清漣文庫 江戸時代　元禄9年（1696）

73737373 雫流生花書 神奈川・清漣文庫
江戸時代　元禄～享保
（1688～1736）頃写

74747474 新撰　瓶花図彙 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代前期

75757575 邸内遊楽図屏風 京都・角屋保存会 江戸時代前期　17世紀 12/22～1/17

76767676 武家邸内図屏風 福井・萬徳寺 江戸時代前期　17世紀

77777777 座敷飾絵図　付口傳書 京都府立総合資料館 江戸時代

78787878 立花風俗色紙 個人蔵 江戸時代　17世紀

79797979 湯女立花図 個人蔵 江戸時代　17世紀後期

80808080 女重宝記　一之巻
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

江戸時代　元禄5年（1692）

81818181 大字増補　男重宝記 江戸東京博物館 江戸時代

82828282 絵本時津風 　上
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

江戸時代中期  18世紀

83838383 永代節用無尽蔵 江戸東京博物館 江戸時代後期

84848484 女教大全姫文庫
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

江戸時代　安永5年（1776）



所蔵 時代・年代№ 指定 名称 展示期間

85858585 女有職莩文庫
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

江戸時代　慶応2年(1866)

86868686 瓶史 早稲田大学図書館 江戸時代

87878787 本朝瓶史　抛入岸之波 東京大学附属図書館 江戸時代　寛延3年（1750）

88888888 瓶史国字解 個人蔵 江戸時代　文化6年（1809）

89898989 袁中郎流挿花図会 個人蔵 江戸時代

90909090 抛入花伝書 東京大学附属図書館
江戸時代　貞享元年
（1684）

91919191 源氏　活花記　上中下 神奈川・九曜文庫 江戸時代　明和2年（1765）

92929292 源氏流瓶花規範絵巻 神奈川・九曜文庫 江戸時代後期　19世紀

93939393 源氏物語五拾四帖之生方図 神奈川・九曜文庫 江戸時代後期　19世紀

94949494 相阿弥流秘伝書 神奈川・清漣文庫 江戸時代中期　18世紀

95959595 瓶花群載 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代中期

96969696 生花評判　当世垣のぞき 東京大学附属図書館 江戸時代　明和3年（1766）

97979797 抛入狂花園 東京大学附属図書館 江戸時代中期

98989898 一目千本 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代　安永3年（1774）

99999999 挿花古実化 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代中期

100100100100 当世穴さがし　巻三 東京大学附属図書館 江戸時代中期

101101101101 手毎の清水 江戸東京博物館 江戸時代　安永6年（1777）

102102102102 古流生花四季百瓶図　天地人 神奈川・清漣文庫 江戸時代　安永７年(1778）

103103103103 挿花衣之香 京都・遠州　正風宗家
江戸時代　享和元年
（1801）

104104104104 挿花百練 大阪・未生流家元
江戸時代　文化13年
（1816）

105105105105 挿花百規 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代後期

106106106106 茶席挿花集 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代後期　19世紀

107107107107 生花早満奈飛 京都府立植物園（大森文庫）
江戸時代　天保6年～嘉永
4年（1835～51）

108108108108 都林泉名勝図会　巻之一 江戸東京博物館
江戸時代　寛政11年
（1799）

109109109109 近世花くらべ　遠州

110110110110 近世花くらべ　松月堂古流

111111111111 近世花くらべ　未生流

112112112112 近世花くらべ　池坊



所蔵 時代・年代№ 指定 名称 展示期間

113113113113 近世花くらべ　宏道流

114114114114 近世花くらべ　華道相阿彌流

115115115115 近世花くらべ　古流松應会

116116116116 重美 茶の湯と花　　山下又太郎　中村富十郎
東京・財団法人 平木浮世絵
財団

江戸時代　宝暦5～7年
（1755～57）頃

11/23～12/20

117117117117 花を立てる 個人蔵
江戸時代　明和5～7年
（1768～70）頃

118118118118 浮世美人寄花　南の方 松坂屋内 野風 藤 個人蔵
江戸時代　明和5～7年
（1768～70）頃

119119119119 青楼美人合姿鏡　巻之一・二 愛知・西尾市岩瀬文庫
江戸時代　安永５年
（1776）

120120120120 生花
東京・財団法人 平木浮世絵
財団

江戸時代　寛政6～7年
（1794～95）頃

12/22～1/17

121121121121 遊君五節生花会　松葉屋内代々とせ 個人蔵
江戸時代　享和（1801～
04）頃

122122122122 生花の図 個人蔵
江戸時代　寛政～享和
（1789～1804）頃

123123123123 吐雲楼生花会 個人蔵

江戸時代　寛政（1789～
1801）後期～文化（1804～
18）前期頃

124124124124 生花会の図 個人蔵
江戸時代　寛政～享和
（1789～1804）頃

125125125125 風流挿花会 個人蔵
江戸時代 寛政（1789～
1801）頃

126126126126 江戸名所百人美女　するがだい 江戸東京博物館 江戸時代　安政5年（1858）

127127127127 春遊源氏廼活花 神奈川・九曜文庫 江戸時代　文久2年（1862）

128128128128 春のあした生花稽古 神奈川・九曜文庫
江戸時代　弘化4年～嘉永
5年（1847～52)

129129129129 重文 砧青磁鳳凰耳花生　銘 千声 京都・陽明文庫 中国・南宋時代　13世紀 12/22～1/17

130130130130 砧青磁鳳凰耳花生 兵庫・白鶴美術館
中国・南宋時代　12～13世
紀

131131131131 青磁桔梗口不遊環耳瓶 東京国立博物館 中国・元時代　13～14世紀

132132132132 重文 青磁琮形瓶 東京国立博物館
中国・南宋時代　12～13世
紀

133133133133 胡銅象耳花入 東京国立博物館 室町時代　15～16世紀

135135135135 砂張舟花入　銘 淡路屋船 京都・野村美術館 中国・明時代 15～16世紀

136136136136 輪花口宝結文蝶耳付立花瓶 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代後期

137137137137 銅薄端花器　銘 六玉川 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代後期

138138138138 銅瓢耳付小砂鉢 京都・華道家元池坊総務所 江戸時代後期

139139139139 重文 色絵瓔珞文花生 京都・仁和寺 江戸時代　17世紀

140140140140 色絵笙形花入
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

江戸時代　18世紀

第第第第4444章章章章　　　　はなのはなのはなのはなの器器器器



所蔵 時代・年代№ 指定 名称 展示期間

141141141141 備前角形花生 京都文化博物館 江戸時代前期　17世紀

142142142142 唐物竹組木耳籠花入 京都・野村美術館 中国・明時代

143143143143 花留 個人蔵 江戸時代後期

144144144144 生花図屏風 東京・財団法人 草月会
江戸時代　寛文（1661～
73）頃

145145145145 生花図屏風 個人蔵 江戸時代　17～18世紀 11/23～12/20

146146146146 瓶花図屏風 個人蔵
江戸時代　享保～宝暦
（1716～64)頃

12/22～1/17

147147147147 瓶梅之図 個人蔵 江戸時代　天保5年（1834）

　　　　エピローグエピローグエピローグエピローグ　　　　いけばなのいけばなのいけばなのいけばなの近現代近現代近現代近現代とととと広広広広がりがりがりがり

148148148148 Japanese Pottery 東京大学附属図書館 1890年

149149149149
The Flowers of Japan and The Art of
Floral Arrangement

東京大学大学院工学系研究
科建築学専攻

1891年

150150150150 盛花と贈花 個人蔵 明治41年（1908）

151151151151 婦人風俗尽　挿花（『婦人風俗画帖』より） 江戸東京博物館 明治24年（1891）

152152152152 女礼式十二ヶ月寿語録 江戸東京博物館 明治25年(1892）

153153153153 千代田の大奥　茶の湯廻り花 江戸東京博物館 明治28年(1895）

モースの見た日本のいけばな
アメリカ・ピーボディ・エセック
ス博物館

明治時代　19世紀

154154154154 花の志雄理 京都・華道家元池坊総務所 明治時代

155155155155 盛花瓶華集 兵庫・小原流 大正7年（1918）

156156156156 小原豊雲書簡集 兵庫・小原流 昭和20～22年(1945～47)

157157157157 風流生活 江戸東京博物館 昭和9年(1934)

158158158158 日本の生花（第7版） 個人蔵 昭和22年(1947)

159159159159 『瓶史』（復刻版） 江戸東京博物館 昭和50～51年(1975～76)

160160160160 映画「日本の花卉芸術」 財団法人 国際交流基金 昭和10年（1935）

161161161161 『いけばな芸術』 個人蔵 昭和24～30年（1949～55）


