
七 夕
―星にこめる願い―

平成21年 ５月２７日(水)～７月２０日(月)

旧暦七月七日の夜、牽牛(彦星)と織女(織姫)が年に一度天の川を渡り、愛を語る七夕
の伝説は中国で生まれました。奈良時代にはすでに日本にも伝わり、その後平安時代の
宮廷儀式として発展しました。もともとは「乞巧奠」と呼ばれ、裁縫や機織りが巧みに
なるよう願う祭りでしたが、糸や絃にちなんで楽器演奏をはじめ諸芸学問などの上達を
祈りました。供え物をして、香をたき詩歌管弦を楽しみました。江戸時代、幕府は雛祭
りとおなじく五節句の行事の一つとし、民間にも普及しました。本展では、七夕にちな
む絵画や工芸品や物語に焦点をあてます。

今年はガリレオ・ガリレイが望遠鏡をはじめて用いた天体観測から四百年を記念した
「世界天文年」にあたります。七夕を機会に、古美術や詩歌にあらわれたさまざまな星
を眺めてみませんか。

No. 名 称 時代 世紀(年号) 所蔵者

七夕の祭り
１ 続日本紀 上松有園等校合 20冊の内 江戸 慶応３年<1867> ＊
２ 歌切｢ひこほしの｣(｢宸翰御消息｣所収) 鎌倉 13
３ 和漢朗詠集 上巻 冷泉持為筆 ２巻の内 室町 15
４ 寛永十年仙洞七夕法楽 江戸 17-18 ＊
５ 和歌色紙 徳川宗睦(尾張家9代)筆 17枚の内 江戸 18
６ 千代田之大奥 楊州周延画 明治 明治27-29年<1894-96>
７ 江戸風俗十二ヶ月 七月七日 筋違見附八辻 楊州周延他画

明治 明治22年<1889>
８ 牽牛織女願糸竹 曲亭馬琴著 歌川国貞（三代豊国）画

尾崎久弥コレクション ３冊の内 江戸 文政10年<1827> ＊
９ 尾張名所図会 後編 天保十五年版 岡田啓･野口道直編・小田切春江等挿絵

雑賀コレクション ７冊の内 明治 明治13年<1880> ＊

七夕と星座
11 天文図解 ５冊の内 江戸 元禄２年<1689> ＊
12 初学天文指南鈔 ５冊の内 江戸 宝永３年<1706> ＊
13 星之図 江戸 18-19 ＊
14 天文図象玩占 ４冊の内 明 16 ＊
15 大明天元玉暦祥異図説 ２冊の内 明 万暦47年<1619> ＊

七夕の飾り
16 青磁三ツ足香炉 明 15-16
17 菊折枝蒔絵角盥 俊恭院福君(尾張家11代斉温夫人)所用 江戸 19
18 桑机 江戸 18-19
19 菊折枝蒔絵文台 俊恭院福君(尾張家11代斉温夫人)所用 江戸 19
20 梨子地葵紋松竹梅蒔絵硯箱 江戸 19 ＊＊
21 箏 銘 青海波 桃山-江戸 17
22 琵琶 銘 松虫 名物 室町 15-16



No. 名 称 時代 世紀(年号) 所蔵者

七夕と星のデザイン

23 萌黄地籠目に笹蟹文金襴袷狩衣 江戸 18
24 端渓北斗七星硯 宋 12-13
25 方氏墨譜 徳川光友(尾張家2代)蔵書 7冊の内 明 16-17 ＊
26 唐墨 黄一卿製 文昌宮 ｢極品｣｢黄象先｣｢黄一卿製｣ 明 16-17
27 星合香之記 真光院良子(尾張家18代義礼夫人)所持 明治 19
28 香木 真南蛮 銘 七夕 六十一種名香の内 東南アジア 16-17
29 香木 羅国 銘 星合 霊元天皇勅銘 東南アジア 16-17
30 七夕蒔絵手箱 室町 15
31 梶の葉蒔絵手箱 江戸 17 ＊＊

『源氏物語』の世界併設展示

紫式部によって著された『源氏物語』は、今からおよそ千年前の平安時代に成立しま
した。その成立以降現在にいたるまで、わが国を代表する古典として読み継がれ語り継
がれ、数多くの写本や、梗概書や注釈書・研究書なども多く記されてきました。また各
時代にわたり絵画化が試みられ、調度品や衣服などにも『源氏物語』にちなむ意匠が凝
らされました。

この名古屋の地には、国宝「源氏物語絵巻」や重要文化財「河内本源氏物語」をはじ
め、国宝「初音の調度」をはじめとして、全国的に見ても『源氏物語』にゆかりのある
古書籍や絵画、工芸品などの作品が数多く伝えられています。

このコーナーでは 『源氏物語』にちなむさまざまな作品を取り上げ、その享受の一端、
をご紹介します。

No. 名 称 時代 世紀(年号) 所蔵者

１ 源氏物語 青表紙本系 伝八宮良純親王筆 54冊の内 江戸 17 ＊
２ 岷江入楚 中院通勝著 55冊の内 江戸 17 ＊
３ 源氏物語画帖 詞書 徳川秀忠(2代将軍)筆

詞54枚･絵54枚の内 江戸 17
４ 源氏物語図三所物 江戸 19
５ 夕顔図三所物 無銘 乗真(後藤家3代) 伝後藤乗真(後藤家3代)

室町 16
６ 扇に夕顔図目貫 江戸 17
７ 牛車に夕顔図笄 無銘 程乗 後藤程乗(後藤家9代)作 江戸 17
８ 片輪車に夕顔図小刀柄 無銘 徳乗 後藤徳乗(5代)作 桃山-江戸 16-17
９ 夕顔図小刀柄 無銘 徳乗 後藤徳乗(5代)作 桃山-江戸 16-17
10 扇に夕顔図小刀柄 銘 後藤光信(花押) 後藤光信作 江戸 17
11 御所車に夕顔図小刀柄 江戸 17
12 夕顔蒔絵小鼓 弥左衛門在銘在判 江戸 18
13 白描源氏物語色紙画帖 江戸 17
14 絵入版本 源氏物語 山本春正編 60冊の内 江戸 承応３年<1654>
15 偐紫田舎源氏 柳亭種彦作･歌川国貞（3代豊国）画

18冊の内 江戸 文化12年-天保13年＊
<1829-42>

16 東源氏朝顔ゆふらん 歌川国貞(3代豊国)画 江戸 19
17 其姿紫の写絵 歌川国貞(3代豊国)画 江戸 19

以上

、 、 。＊は名古屋市蓬左文庫蔵 ＊＊は個人蔵 その他は徳川美術館の所蔵です

出陳リストの番号は展示順を表していません。
作品の保存のため、展示作品および展示期間を変更する場合があります。



近代の詩歌
平成21年 ５月２７日(水)～７月２０日(月)

No. 名 称 時代 世紀(年号)

1 萩之家歌集 落合直文著 ４冊の内 明治 明治39年<1906>
2 東西南北 与謝野鉄幹著 明治 明治29年<1896>
3 天地玄黄 三版 与謝野寛(鉄幹)著 明治 明治30年<1897>
4 相聞 与謝野寛(鉄幹)著 明治 明治43年<1910>
5 鴉と雨 与謝野寛(鉄幹)著 大正 大正４年<1915>
6 竹乃里歌全集 正岡子規著･古泉千樫･斎藤茂吉編著 大正 大正12年<1923>
7 正岡子規選集 七版 正岡子規著･斎藤茂吉編 大正 大正14年<1925>
8 一握の砂 石川啄木著 ４冊の内 明治-昭和 明治43-昭和30年<1910-55>
9 悲しき玩具 -一握の砂以後- 石川啄木著 ２冊の内 明治 明治45年<1912>
10 小詩国 金子薫園著 ２冊の内 明治 明治38年<1905>
11 覚めたる歌 金子薫園著 ２冊の内 明治 明治40-44年<1907>
12 わがおもひ 金子薫園著 ２冊の内 明治 明治43年<1910>
13 雲母集 北原白秋著 ３冊の内 大正-昭和 大正４年<1915>
14 桐の花 北原白秋著 ７冊の内 大正 大正２年<1913>
15 別離 三版･八版 若山牧水著 明治 明治44年<1911>
16 死か芸術か 若山牧水著 ２冊の内 大正 大正元･２年<1912･1913>
17 おもひ草 佐佐木信綱著 ４冊の内 明治 明治36年<1903>
18 新月 佐佐木信綱著 大正 大正元年<1912>
19 酒ほがひ 吉井勇著 ３冊の内 明治-昭和 明治43-昭和21年<1910-46>
20 片恋 吉井勇著 大正 大正４年<1915>
21 祇園歌集 吉井勇著 大正 大正４年<1915>
22 東京紅燈集 吉井勇著 ２冊の内 大正-昭和 大正２-昭和22年<1913-47>
23 祇園双紙 吉井勇著 大正 大正６年<1917>
24 歌集 鸚鵡石 吉井勇著 大正 大正７年<1918>
25 河原蓬 吉井勇著 大正 大正９年<1920>
26 悪の華 吉井勇著 昭和 昭和２年<1927>
27 鸚鵡杯 三版 吉井勇著 昭和 昭和５年<1930>
28 みだれ髪 鳳(与謝野)晶子･藤島武ニ画

３６冊の内 明治-昭和 明治34-昭和48年<1901-73>
29 夢之華 与謝野晶子著 明治 明治39年<1906>
30 草の夢 与謝野晶子著 大正 大正11年<1922>
31 白桜集 与謝野晶子著 昭和 昭和17年<1942>
32 恋衣 山川登美子･増田雅子･与謝野晶子著 明治 明治38年<1905>
33 歌双紙 第一編かろきねたみ 岡本かの子著 大正 大正元年<1912>
34 歌集 真珠貝 中原綾子著 大正 大正10年<1921>
35 武山英子1899＝1915再版 武山英子著 大正 大正４年<1915>
36 白梅集 若山牧水･若山喜志子著 大正 大正６年<1917>
37 歌集 双飛燕 太田水穂･四賀光子著 昭和 昭和27年<1952>
38 歌集 涙痕 原阿佐緒著 大正 大正２年<1913>
39 寒紅集 杉浦翠子短歌集 杉浦翠子著 大正 大正６年<1917>
40 踏絵 柳原白蓮著･佐佐木信綱編 ３冊の内 大正 大正７-９年<1918-20>
41 歌集 幻の華 柳原白蓮著･竹久夢二画 大正 大正８年<1919>
42 歌集 紫の梅 柳原白蓮著 大正 大正14年<1925>
43 几帳のかけ 柳原白蓮著 ２冊の内 大正 大正８-９年<1919-20>
44 金鈴 九条武子著 ３冊の内 大正 大正9年<1920>
45 歌集 薫染 九条武子著 昭和 昭和３年<1928>
46 明星 明星発行所編 ４冊の内 明治-昭和 明治34-昭和24年<1901-49>
47 心の花 こころの華発行所編 370冊の内 明治-昭和 明治31-昭和41年<1898-1966>

以上
すべて名古屋市蓬左文庫所蔵（雑賀コレクション）


