
蓬左文庫・徳川園新装オープン10周年記念

古典文学の世界
大名文化と古典

平成26年 １１月１５日(土)～１２月１４日(日)

日本や中国の古典文学は、年月を超えて読み継がれ、芸術・文化をはじめ様々な分野

に影響を与え続けてきました。江戸時代の大名家においても古典文学に関する知識・教

養がたしなみとされ、多数の書籍が蒐集されるとともに、豪華な調度本が作られました。

尾張徳川家伝来の品々から、大名文化と古典文学の諸相を紹介します。

※本リストの番号は必ずしも展示の順序に即してはいません。

※所蔵者のうち＊は徳川美術館を示しています｡

※作品の保存のため、展示作品および出陳期間を変更する場合があります。

№ 名 称 時代 世紀 所蔵者

第一章 尾張徳川家の蔵書目録

1 御書籍目録 二冊 江戸 17

2 瑞龍院様御隠居以後従表御取寄御逝去後迎凉 江戸 寛保３年<1743>

閣御文庫江入御書籍 赤林新助編

第二章 中国古典の世界
四書五経と儒学
3 文林宝帖 徳川義直(尾張家初代)筆･同撰 四冊 江戸 寛永９年<1632> ＊

4 ｢迎凉閣｣額 徳川義直(尾張家初代)筆 江戸 17 ＊

5 五経図 明 章達・廬謙同撰 明 万暦42年<1614>

6 五経大全 明 胡廣ほか撰 七十三冊の内 朝鮮王朝 16-17

7 四書輯釈章図通義大成 二十三冊の内 朝鮮王朝 隆慶４年〈1570〉

8 ｢周易｣の語｢知進退存亡｣ 江戸 17 ＊

徳川義直(尾張家初代)筆

9 ｢大学｣の語｢君子必慎其独也｣ 江戸 17 ＊

徳川義直(尾張家初代)筆

10 ｢中庸｣の語｢君子之道｣ 江戸 17 ＊

徳川義直(尾張家初代)筆

11 聖賢図屏風 六曲一双の内 明 17 ＊

12 歴代君臣図像 明 周進隆編 二冊の内 朝鮮王朝 嘉靖５年<1526>

13 歴代君鑑 明 景宗撰 明 景泰４年<1453>

徳川光友(尾張家2代)所蔵 十冊の内



№ 名 称 時代 世紀 所蔵者

詩文集

14 箋註靖節先生集(陶潜集) 晋 陶潜(淵明)撰 朝鮮王朝 万暦11年<1583>

駿河御譲本 二冊の内

15 白氏文集 唐 白居易撰 十冊の内 嘉靖17年<1538>

16 集千家註分類杜工部詩(杜甫集) 唐 杜甫撰 南北朝 永和２年<1376>

五山版 駿河御譲本 十三冊の内

17 分類補註李太白詩(李白集) 唐 李白撰 朝鮮王朝 16

駿河御譲本 十五冊の内

18 唐詩画譜 徳川光友(尾張家2代)所蔵 明 16-17

五冊の内

説 話

19 有象列仙全伝 明 王世貞編 明 16

徳川義直(尾張家初代)所蔵 五冊の内

20 新鐫増補全像評林古今列女伝 明 万暦15年<1587>

駿河御譲本 三冊の内

21 呉姫百媚 明 呉下宛瑜子編 明 16

徳川義直(尾張家初代)所蔵

22 歴代聖賢図巻 上巻 狩野探梁筆 二巻の内 江戸 17 ＊

小説・戯曲

23 三国志伝通俗演義 明 羅本撰 明 万暦19年<1591>

駿河御譲本 六冊の内

24 三国志伝 明 羅本撰 駿河御譲本 十冊の内 明 16-17

25 李卓吾先生批評三国志 明 羅本撰 明 16-17

徳川光友(尾張家2代)所蔵 十六冊の内

26 槐蔭堂第六才子書西廂記 元 王實甫撰 清 18-19

六冊の内

27 第五才子書水滸伝 元 施耐庵撰 清 18

二十四冊の内

28 西遊眞詮 清 陳子斌撰 二十冊の内 清 18

29 剪燈新話句解 明 瞿佑撰 朝鮮王朝 16

駿河御譲本 二冊の内

30 遊V 仙 蛹 窟A唐 ｒ張 ｣ ? 撰�江]戸ﾋ慶c

31 元曲選 明 臧懋循編 明 万暦33年<1605>

徳川光友(尾張家2代)所蔵 三十冊の内

32 重校琵琶記 元 高明著 明 16

徳川義直(尾張家初代)所蔵



№ 名 称 時代 世紀 所蔵者

第三章 日本古典の世界

歴史書
33 古事記 稲葉通邦書写 三冊 江戸 19

34 続日本紀 金沢文庫旧蔵・駿河御譲本 鎌倉 13

四十巻の内 重要文化財

35 大鏡 徳川義直(尾張家初代)所蔵 三冊 室町 15

36 水鏡 徳川義直(尾張家初代)所蔵 三冊 室町 15

37 増鏡 徳川義直(尾張家初代)所蔵 三冊 室町 15

詩 歌
38 懐風藻 江戸 17

39 万葉集 二十冊の内 江戸 17

本寿院於福(尾張家3代綱誠側室)所蔵

40 右衛門切本古今和歌集 巻第十九 伝寂蓮筆 平安-鎌倉 12 ＊

岡谷家寄贈

41 筑後切 拾遺和歌集 残巻 伏見天皇宸筆 鎌倉 13-14 ＊

42 香紙切 麗花集 伝藤原佐理筆 平安 11 ＊

岡谷家寄贈 重要美術品

43 戊辰切 和漢朗詠集 遊女 藤原定信筆 平安 12 ＊

岡谷家寄贈

44 石山切 貫之集下 藤原定信筆 平安 天永3年<1112>頃 ＊

高松家寄贈 重要美術品 展示期間:11/15～11/24

45 六条切 八代和歌抄 伝光厳天皇宸筆 鎌倉 14

展示期間:11/26～12/14

46 大治元年摂政左大臣家歌合 平安

(二十巻本類聚歌合) 伝西行筆 12 個人蔵

47 柏木切 二十巻本類聚歌合(未詳歌合) 平安 11-12 ＊

伝藤原忠家筆

48 狂雲集 一休宗純著 駿河御譲本 室町 文亀３年<1503>

姫君たちの調度本
49 二十一代集 附 葵紋散蒔絵書物箪笥 江戸 寛永16年〈1639〉 ＊

転陵院好君(尾張家9代宗睦正室)所蔵

四十冊の内

50 源氏物語（青表紙本系） 里村紹巴奥書 桃山 天正８年<1580>

附 桐木目蒔絵書物箪笥

本寿院於福(尾張家3代綱誠側室)所蔵

五十五冊の内

51 つれづれ草(奈良絵本) 附 唐草文溜塗箱 江戸 17

瑩珠院新君(尾張家3代綱誠夫人)所蔵

六冊の内



№ 名 称 時代 世紀 所蔵者

52 くさ物語(奈良絵本) 二冊 江戸 18

光雲院安己君(尾張家6代継友夫人)所蔵

53 大黒舞(奈良絵本) 二冊 江戸 18

光雲院安己君(尾張家6代継友夫人)所蔵

物語と随筆
54 源氏物語(河内本) 附 桐宇治橋蒔絵書物箪笥 鎌倉 正嘉２年<1258>

駿河御譲本 二十三帖の内 重要文化財

55 竹取物語 室町 16

56 宇津保物語 二十冊の内 江戸 17

瑩珠院新君(尾張家3代綱誠夫人)所蔵

57 落窪物語 四冊の内 江戸 17

58 伊勢物語(天福本) 伝松木宗満筆 室町 15

59 大和物語 徳川義直(尾張家初代)所蔵 二冊 室町 明応５年<1496>

60 狭衣物語絵巻(模本) 江戸 18-19

外題 松平定信(白河松平家3代)筆 ＊

61 土佐日記 紀貫之筆 江戸 17

徳川義直(尾張家初代)所蔵

62 方丈記(嵯峨本) 駿河御譲本 江戸 17

63 なぐさみ草絵巻 十二巻の内 江戸 19 ＊

軍記物と説話
64 平治物語絵詞六波羅行幸巻(模本) 今村随学模 江戸 天明元年<1781> ＊

65 後三年合戦絵巻(模本) 中巻 江戸 明和6年<1769> ＊

絵 土佐光芳模 詞書 庭田重煕模

66 保元物語 駿河御譲本 二冊 江戸 17

67 平治物語 駿河御譲本 三冊 江戸 17

68 源平盛衰記 四十八冊の内 江戸 慶長16年<1611>

69 太平記鈔 附 音義 十冊の内 江戸 17

徳川義直(尾張家初代)所蔵(慶長二十年購入)

70 曽我物語 十二冊の内 江戸 17 ＊

71 今昔物語集 徳川光友(尾張家2代)所蔵 江戸 17

二十八冊の内

72 宇治拾遺物語 徳川義直(尾張家初代)所蔵 江戸 17

五冊の内

73 東鑑 六十九冊の内 江戸 17

74 酒呑童子屏風 美濃部重克氏寄贈 六曲一双 江戸 17 ＊

以上


