
№ 指定作品名 作者・所用者等 時代 世紀 所蔵者 期間

1 江戸暦　安政三年辰年 江戸 安政3年<1856> ＊＊

2 公事根源　巻乾　二冊の内 一条兼良著 江戸 17世紀 ＊＊

3 御当家年中行事　巻上　三冊の内 江戸 寛政7年<1795> ＊＊

4 尾張名所図会 前編　巻三　七冊の内
岡田啓・野口道直編、小田切春江等画

大脇家寄贈
江戸 天保7年<1836> ＊

5 朝岡小笠原流躾法五節句飾物次第 朝岡国軌著 江戸 18-19世紀 ＊＊ 頁替

6 小朝拝･朔旦冬至図屏風　六曲一双 板谷慶舟筆 江戸 18世紀 ＊ B

7 〇 十二ヶ月図屏風　六曲一双 田中訥言筆　岡谷家寄贈 江戸 19世紀 ＊ A

華洛四季遊戯図巻　二巻の内 上巻 詞書 高橋宗直筆・絵 円山応挙筆 江戸 18世紀 ＊ A

華洛四季遊戯図巻　二巻の内 下巻 詞書 高橋宗直筆・絵 円山応挙筆 江戸 18世紀 ＊ B

9 六美新図 歌川国貞筆 江戸 天保12年<1841> ＊ 頁替

江戸風俗十二ヶ月  三月潮干狩 楊洲周延画 明治 明治22-23年<1889-90> ＊ B

江戸風俗十二ヶ月  八月月見之宴 楊洲周延画 明治 明治22-23年<1889-90> ＊ A

千代田之御表　御謡初ノ図・御鏡開ノ図 楊洲周延画 明治 明治30年<1897> ＊ A

千代田之御表　玄猪諸侯登城大手下馬ノ図・嘉祥ノ図 楊洲周延画 明治 明治30年<1897> ＊ B

12 絵本倭文庫　六編四　三十冊の内 西川祐信画　大脇家寄贈 江戸 18世紀 ＊

13 絵本倭文庫　二編一　三十冊の内 西川祐信画　大脇家寄贈 江戸 延享2年<1745> ＊

14 大名かるた 江戸 19世紀 ＊

15 葵紋付左義長羽子板　二枚 江戸 19世紀 ＊

16 土佐日記 紀貫之著 江戸 17-18世紀 ＊＊

17 まゆだま　亀井戸 昭和 20世紀 個人蔵

18 雲図抄 江戸 18世紀 ＊＊

19 古今和歌集　巻上　二巻の内 江戸 17-18世紀 ＊＊

20 絵入版本 源氏物語　巻二十三　六十冊の内 山本春正編 江戸 承応3年<1654> ＊

21 七種若菜考 阿部照任著 江戸 19世紀 ＊＊ 頁替

22 絵本倭文庫　三編四　三十冊の内 西川祐信画　大脇家寄贈 江戸 延享4年<1747> ＊

23 七草図 浮田一蕙筆 江戸 19世紀 個人蔵

唐物竹組菜籠（炭取） 中国・明 17-18世紀 ＊

24 年中行事絵巻 模本  賭弓 猪飼嘯谷旧蔵 江戸 19世紀 個人蔵

25 女訓絵入雛遊之記 西川祐信画 江戸 寛延2年<1749>

26 享保雛　一対 江戸 19世紀

27 日本歳時記　巻春　四冊の内 貝原好古著 江戸 貞享5年<1688> ＊＊

　毎年同
おな

じ時季に繰り返される年中行事は、季節の移ろいの中で人々の生活に欠かすことのできない文化、慣例として受け継がれてきました。年中行

事には、上巳
じょう し

の節供（雛まつり）など、現在の文化に色濃く根付
ね づ

いている行事もあれば、今では我々の生活から縁遠くなってしまった行事、あるいは

変容して息づく行事などがあります。

　本展では、五節供を中心に江戸時代の様々な年中行事を紹介します。徳川美術館の年中行事となった「尾張徳川家の雛まつり」展とあわせて、お楽

しみください。

＊

＊＊

[凡例]・指定欄の〇は重要美術品を示します。

　　　・都合により出品作品が変更となる場合がございます。

　　　・展示リストの順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

　　　・所蔵者：＊＊は名古屋市蓬左文庫、＊は徳川美術館を示します。

　      ・A期間:２月５日(土)～３月４日(金)　B期間:３月５日(土)～４月3日(日)

　　　・年中行事の日付は全て旧暦です。

　　　・四季の区分は旧暦に基づき、春：1～3月　夏：4～6月　秋：7～9月　冬：10～12月とします。

　　　・「頁替」はA・B期間で、展示するページ、場面が変わります。

         ・特別協力：深雪アートフラワー
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〇

主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫

令和4年(2022） 2月5日(土) ～ ４月3日(日)

蓬左文庫展示室1・2 徳川美術館・名古屋市蓬左文庫　令和３年度企画展

Thematic Exhibition: Annual Festivals and Celebrations, Past and Present
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№ 指定作品名 作者・所用者等 時代 世紀 所蔵者 期間

28 年中行事絵巻 模本  灌仏会 猪飼嘯谷旧蔵 江戸 19世紀 個人蔵

29 名古屋東照宮祭礼図　巻第一　九巻の内 森高雅筆 江戸 文政5年<1822> ＊ 頁替

30 拾芥抄　巻上　六冊の内 洞院公賢増補 江戸 17世紀 ＊＊

31 日本書紀　巻二十二　十五冊(三十巻)の内 江戸 寛文9年<1669> ＊＊

32 日本歳時記　巻夏　四冊の内 貝原好古著 江戸 貞享5年<1688> ＊＊

33 骨董集　上編上　四冊の内 山東京伝著 江戸 19世紀 ＊＊

34 徳川直七郎(尾張家11代斉温)節供旗飾図 江戸 文政8年<1825> ＊ A

35 徳川義知初幟図 大正 大正元年<1912> ＊ B

36 蓬菖蒲図三所物　銘 程乗作  光美(花押) 江戸 17世紀 ＊

37 蓬菖蒲粽図目貫　二対 江戸 18-19世紀 ＊

38 黒塗緋威鎧 江戸 元禄4年<1691> ＊

39 石合戦図　二幅対 森村宜稲筆 明治-昭和 19-20世紀 ＊

定紋幕屏風 吉田友昭氏寄贈 江戸 18-19世紀 ＊

40 都名所図会　巻六　六冊の内 秋里籬島編 江戸 安永9年<1780> ＊＊

41 尾張名所図会 前編　巻一　七冊の内 
岡田啓･野口道直編､小田切春江等画

大脇家寄贈
江戸 天保15年<1844> ＊

42 名古屋若宮祭礼図巻 江戸 18-19世紀 ＊ 頁替

43 江家次第 　第八冊　十九冊の内 大江匡房編 江戸 承応2年<1653> ＊＊

44 尾州家年中儀式 江戸 18世紀 ＊＊

45 絵本倭文庫　五編一　三十冊の内 西川祐信画　大脇家寄贈 江戸 寛保4年<1744> ＊

46 富嶽百景 初編 葛飾北斎画 江戸 天保5-6年<1834-35> ＊＊

47 桑机 江戸 18-19世紀 ＊

48 松に園池蒔絵硯蓋 江戸 18世紀 ＊

49 団扇に山水秋の野蒔絵硯箱 松平義真(梁川松平家3代)所用 江戸 17世紀 ＊

50 菊折枝蒔絵角盥 俊恭院福君(尾張家11代斉温継室)所用 江戸 19世紀 ＊

51 葵紋散蒔絵広蓋 江戸 19世紀 ＊

52 琵琶　銘 小虎 南北朝 観応2年<1351> ＊

53 黒塗衣桁 江戸 19世紀 ＊

54 大和名所図会　巻三　七冊の内 秋里籬島編、竹原春潮斎画 江戸 寛政3年<1791> ＊

55 徳川家光自筆書状　酒井忠世宛 江戸 元和5年<1619> ＊

56 尾張名所図会附録　巻五　六冊の内 岡田啓著　若山善三郎編 ＊

57 西京雑記　巻乾　二冊の内 江戸 元禄3年<1690> ＊＊

58 枕草子　巻一　四冊の内 江戸 17世紀 ＊＊

59 後水尾院当時年中行事 後水尾天皇編 江戸 18世紀 ＊＊

60 絵本倭文庫　五編三　三十冊の内 西川祐信画　大脇家寄贈 江戸 延享3年<1746> ＊

61 菊蒔絵香盆 江戸 17世紀 ＊

古銅耳付胴束砂物鉢 中国・明 15-16世紀 ＊

62 摂津名所図会　巻九　九巻（十二冊）の内 秋里籬島編･竹原春潮斎画 江戸 寛政8-10年<1796-98> ＊＊

63 天和長久四季あそび 複製 大正 大正11年<1922> ＊＊

64 絵本倭文庫　二編五　三十冊の内 西川祐信画　大脇家寄贈 江戸 明和5年<1768> ＊

65 絵本倭文庫　初編三　三十冊の内 西川祐信画　大脇家寄贈 江戸 安永4年<1775> ＊

66 日本歳時記　巻冬　四冊の内 貝原好古著 江戸 貞享5年<1688> ＊＊

67 政事要略　巻二十九 第八冊　 二十五冊の内 惟宗允亮編 江戸 19世紀 ＊

68 古面 桃山 16世紀 ＊

昭和5年<1930>
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