
名古屋市博物館特別展　芭蕉　出品予定目録
№ 指定 資料名 作者等 所蔵 展示期間

特別 笈（芭蕉翁遺愛） 個人蔵

1
中院切「みやこをは」（後拾遺和歌集
巻九断簡）

伝源実朝筆 個人蔵

2 名寄和謌集 名古屋市博物館　
3 西行法師像 東京国立博物館　
4 江口ノ君図 　 東京国立博物館　
5 宗祇法師画像 伝道澄筆 名古屋市博物館　
6 連歌懐紙「賦何人連歌」 宗祇・宗長等百韻 名古屋市博物館　
7 自然斎発句 宗祇著　 名古屋市蓬左文庫　

8
江戸時代前期に出版された教養書・
謡曲本など

名古屋市博物館

8 江戸図 名古屋市博物館　
9 「風寒し」自画賛 山崎宗鑑 公益財団法人柿衞文庫

10 古風檀林蕉風俳人短冊帖 高松木兎子・石田元季編 名古屋市博物館　
11 俳諧百一集 八椿舎康工編 名古屋市博物館　
12 碁打の花見 野々口立圃筆 名古屋市博物館　
13 「春風に」発句短冊 野々口立圃筆 名古屋市博物館　
14 北村季吟画像 季吟文庫（滋賀県野洲市）

15 埋木 北村季吟筆 名古屋市博物館　
16 琢如上人追悼季吟独吟百韻 北村季吟筆 名古屋市博物館　
17 季吟・野双両吟百韻 北村湖春筆 名古屋市博物館
18 井原西鶴画像　模本 原本芳一晶筆　森田亀太郎模 東京国立博物館　
19 「廿計」発句短冊 井原鶴永(西鶴)筆 個人蔵
20 「はるやこし」発句短冊 松尾芭蕉(宗房)筆 公益財団法人柿衞文庫
21 貝おほひ（複製本） 個人蔵
22 「空樽や」百韻巻子 下里吉親等作　如風筆　芭蕉点 個人蔵
23 「櫓声波を打て」発句短冊 松尾芭蕉筆 出光美術館 前期

24 「時鳥鰹を」発句短冊 松尾芭蕉筆 芭蕉翁記念館(伊賀市)
25 俳諧次韻 桃青（芭蕉）編 名古屋市博物館　

26 松尾芭蕉書状 濁子（推定）宛 大垣市立図書館
後期
※前期は複
製を展示

27 松尾芭蕉書状 谷木因宛 大垣市立図書館
後期
※前期は複
製を展示

28 「我富り」発句短冊 松尾芭蕉筆 公益財団法人柿衞文庫
29 「むまに寝て・みちのべの」句文懐紙 松尾芭蕉筆 個人蔵
30 「馬に寐て」句文自画賛 松尾芭蕉筆 公益財団法人柿衞文庫
31 冬の日 荷兮編 名古屋市博物館
32 熱田三歌仙 久村暁台編 名古屋市博物館　
33 「ふる池や…」発句短冊 松尾芭蕉筆 公益財団法人柿衞文庫 9/29-10/14

34 はるの日 山本荷　編 名古屋市博物館　
35 松尾芭蕉書状 松尾芭蕉筆　寂照（知足）宛 個人蔵
36 松尾芭蕉書状 松尾芭蕉筆　寂照（知足）宛 個人蔵
37 松尾芭蕉書状 松尾芭蕉筆　寂照（知足）宛 個人蔵
38 「月雪と」発句短冊・芭蕉画像 （画像）杉山杉風筆　（短冊）松尾芭蕉筆 天理大学附属天理図書館 10/16-10/28

39 松尾芭蕉書状 松尾芭蕉筆　寂照（知足）宛 個人蔵
40 「みのむしの」発句画賛　「蓑虫説」跋 英一蝶画　松尾芭蕉筆 天理大学附属天理図書館 10/30-11/11

41 「ほしざきの」発句自画賛 松尾芭蕉画賛 個人蔵
42 「京まては・星崎の」歌仙懐紙 個人蔵
43 「伊良古崎紀行」懐紙 松尾芭蕉筆 岩田洗心館
44 合歓のいびき 下郷蝶羅編 名古屋市博物館　
45 「絵屏風や」歌仙巻子 鳴海連衆作　如風筆　芭蕉点 個人蔵
46 発句懐紙「いざ出む…」 松尾芭蕉筆 名古屋市博物館
47 「さびしさや」句文懐紙 松尾芭蕉筆 個人蔵

48
「なをみたし」句文懐紙（出品番号86
「芭蕉・其角他消息等貼交巻」の内）

松尾芭蕉筆 三井文庫 9/29-10/28

49 「かげきよも」発句扇面 松尾芭蕉筆 出光美術館 前期

50
「ひとつぬぎて」発句短冊・芭蕉吉野
行脚図

松尾芭蕉筆 天理大学附属天理図書館 10/30-11/11

51 万菊丸いびきの図 松尾芭蕉筆 芭蕉翁記念館(伊賀市)
52 枇杷園随筆 井上士朗著 名古屋市博物館　

前期9/29-10/21・後期10/24-11/11



№ 指定 資料名 作者等 所蔵 展示期間

53 「よき家や」表六句等懐紙 松尾芭蕉筆　下里知足追記 個人蔵
54 鳴海眺望歌仙懐紙 松尾芭蕉等筆 名古屋市博物館　
55 俳諧　千鳥掛 知足稿　蝶羽補正 個人蔵
56 重文 更科紀行 松尾芭蕉自筆稿本 伊賀市
57 「あら野ゝ序」懐紙 松尾芭蕉筆 個人蔵
58 あら野 山本荷兮編 名古屋市博物館　
59 「野をよこに」発句切入画 松尾芭蕉筆　森川許六画 出光美術館 後期

60 県文 「さみだれを」歌仙巻子 松尾芭蕉筆 個人蔵
61 「木のもとに」等三句懐紙 松尾芭蕉筆 山寺芭蕉記念館
62 幻住庵記 松尾芭蕉筆 天理大学附属天理図書館　 9/29-10/14

63 「鳶の羽も」等九句懐紙 松尾芭蕉筆 個人蔵
64 松尾芭蕉書状 中尾源左衛門（槐市）・浜市右衛門（式之）宛 芭蕉翁記念館(伊賀市)
65 市文 「会式」懐紙 松尾芭蕉筆 山寺芭蕉記念館
66 二見文台 松尾芭蕉筆 出光美術館 10/16-11/11

67 山吹自画賛（「山吹や」発句自画賛） 松尾芭蕉筆 公益財団法人柿衞文庫
68 「亀子が良才」草稿 松尾芭蕉筆 公益財団法人柿衞文庫
69 松尾芭蕉書状 杉山杉風宛 名古屋市博物館　
70 松尾芭蕉書状 乙州宛 個人蔵
71 「かれえだに」発句画賛 松尾芭蕉筆　森川許六画　松尾芭蕉賛 出光美術館 前期

72 「はるもやゝ」発句画賛 松尾芭蕉筆　森川許六画 山寺芭蕉記念館
73 「蓑虫の」発句自画賛 松尾芭蕉筆 出光美術館 10/16-11/11

74 萩鹿図 松尾芭蕉筆　杉風極め 天理大学附属天理図書館 9/29-10/14

75 許六離別詞 松尾芭蕉筆　松雄芭蕉下絵 公益財団法人柿衞文庫 10/30-11/11

76 おくのほそ道　素龍筆別本 素龍筆 公益財団法人柿衞文庫
77 おくのほそ道　枡形本 伊賀市
78 おくのほそ道 個人蔵
79 「ほうらいに」等二句自画賛 松尾芭蕉筆 愛知県美術館　木村コレクション

80 松尾芭蕉書状 意専（猿雖）宛 芭蕉翁記念館(伊賀市)
81 桃青二十歌仙（桃青門弟独吟廿歌 久村暁台編 個人蔵

82
十一俳仙図　与謝蕪村関係資料（寺
村家伝来）の内

与謝蕪村筆 国(文化庁)保管

83 俳諧五仙図 横井金谷筆 大津市歴史博物館
84 蕉門八哲図 遠藤曰人筆 仙台市博物館
85 蕉門十哲図 菅井梅関筆 仙台市博物館(亀田兵治コレクション)

86 芭蕉・其角他消息等貼交巻 芭蕉・其角・去来・嵐雪筆 三井文庫 10/30-11/1

87
其角「竹の屁を」・嵐雪「竹の子や」発
句扇面

榎本其角・服部嵐雪筆 太田記念美術館　

88 其角肖像真蹟 渡辺崋山画 太田記念美術館 前期

89 宝井其角肖像 二代広重画 太田記念美術館 後期

90 秋色肖像真蹟 渡辺崋山画 太田記念美術館 後期

91 嵐雪肖像真蹟 渡辺崋山画 太田記念美術館 前期

92 去来抄 向井去来著 名古屋市博物館　
93 「あかあかと」発句画賛（写） 杉山杉風写 個人蔵
94 越智越人書状 松尾芭蕉宛 名古屋市博物館　
95 越智越人書状 問景宛 名古屋市博物館　
96 市文 おくのほそ道　丈草本 内藤丈草筆 山寺芭蕉記念館
97 「わたり鳥」発句短冊 内藤丈草筆 名古屋市博物館　
98 各務支考画像 高田太郎庵画　横井也有賛 岐阜市歴史博物館
99 支考肖像真蹟 渡辺崋山画 太田記念美術館 前期

100 俳諧　十論為弁抄 各務支考著 岐阜市歴史博物館

101 重文
二見形文台記 与謝蕪村関係資料
（寺村家伝来）の内

国(文化庁)保管

102 二見形文台 百川画　支考裏書 個人蔵
103 二見形文台 支考裏書 岐阜市歴史博物館
104 三ちょう図 彭城百川筆 名古屋市博物館　
105 二見形文台 廬元坊裏書 名古屋市博物館　
106 二見形硯箱 廬元坊裏書 岐阜市歴史博物館
107 獅子門芭蕉忌追善俳諧興行床飾り 個人蔵
108 水鶏塚 吟山編 個人蔵
109 「事かゝぬ」発句画賛 沢露川画賛 名古屋市博物館　

110
奥の細道行脚之図(芭蕉曽良行脚図)
（複製）

許六画 天理大学附属天理図書館　



№ 指定 資料名 作者等 所蔵 展示期間

111 芭蕉行脚像 森川許六画 公益財団法人柿衞文庫
112 百華賦 森川許六画 彦根城博物館 9/29-10/28

113 許六肖像真蹟 渡辺崋山画 太田記念美術館 後期

114 芭蕉像 小川破笠画 出光美術館 後期

115 芭蕉翁図 小川破笠画 芭蕉翁記念館(伊賀市) 前期

116 小道具蒔絵茶箱 小川破笠作 名古屋市博物館　
117 谷木因書状 宛名不詳 名古屋市博物館　
118 「めてたさの」発句懐紙 林桐葉筆 個人蔵
119 「ふく風に柳」発句帖 山本荷兮編 名古屋市博物館　
120 「しつやゝゝ」発句短冊 山本荷兮筆 名古屋市博物館　
121 寂照画像 個人蔵
122 俳諧手鑑（下鄕家旧蔵） 下郷蝶羅編  西鶴・杉風・越人・野坡・木因・知足等 名古屋市博物館　　
123 尾州俳人短冊帖 杜国・丈草・知足等 名古屋市博物館　
124 東海道綱目分間之図　巻四 遠近道印作　菱川師宣画 名古屋市博物館　
125 枯尾華 横井也有写 個人蔵
126 芭蕉菴小文庫 史邦編　横井也有写 個人蔵
127 芭蕉堂歌仙図 蝶夢編 名古屋市博物館
128 芭蕉翁鏡塚　乾 一筆坊鴎沙編 名古屋市博物館　
129 市文 面影草 石原文樵編 名古屋市博物館　
130 芭蕉涅槃図 森高雅筆 個人蔵
131 芭蕉臨終図 晋永機編 名古屋市博物館　
132 重文 野ざらし紀行図屏風 与謝蕪村筆 個人蔵　
133 与謝蕪村絵入り書状 与謝蕪村筆　久村暁台・井上士朗宛 名古屋市博物館　

134 重文 奥の細道図屏風 与謝蕪村筆 山形美術館(長谷川コレクション)

後期
※前期は複
製を展示

135 奥の細道図巻模本 与謝蕪村原画　横井金谷筆 京都国立博物館　
136 芭蕉翁図画賛 内藤東甫画　横井也有・風左坊賛 名古屋市博物館　
137 市文 芭蕉翁図画賛 内藤東甫画　横井也有・文寿坊野賛 名古屋市博物館
138 芭蕉翁図画賛 久村暁台画賛 個人蔵
139 芭蕉翁図画賛 井上士朗画賛 名古屋市博物館　
140 松尾芭蕉像 横井金谷画　井上士朗賛 白澤庵
141 俳画芭蕉像 横井金谷筆　 白澤庵
142 月下釣図皿 横井金谷絵付 名古屋市博物館
143 芭蕉翁図画賛 呉春(松村月渓)画　芝山持豊賛 名古屋市博物館
144 芭蕉翁像 青木夙夜筆 東京国立博物館　
145 芭蕉翁画像 遠藤曰人筆 仙台市博物館
146 芭蕉像 竹夜画　巴雀賛 岐阜市歴史博物館
147 芭蕉翁図画賛 皎堂画　酔雨賛 名古屋市博物館
148 芭蕉翁図画賛 大鶴庵塊翁(竹内竹有)画賛 名古屋市博物館
149 芭蕉翁木像 誓願寺
150 杉本尊 大魚・士峰編 個人蔵
151 芭蕉翁木彫根付 線刻名「亀山」 東京国立博物館
152 芭蕉肖像真蹟 渡辺崋山画 太田記念美術館 前期

153 江戸の花　名勝会　本三番組 歌川豊国・河鍋暁斎画 個人蔵 前期

154 観音霊験記　芭蕉翁桃青 歌川豊国画　万亭応賀誌 個人蔵 後期

155 月百姿　(翁) 大蘇芳年画 太田記念美術館 後期

156 俳諧膽粒志 個人蔵 前期

157 芭蕉像 下平かつみ筆　露城賛 大津市歴史博物館
158 蛙図画賛扇面 松村月渓(呉春)画賛 愛知県美術館　木村コレクション

159 発句短冊「祖翁の句を襲ねて」 与謝蕪村筆 名古屋市博物館　
160 「雨蝦(かえる)」発句扇面 榎本其角筆 太田記念美術館　
161 「蛙さへ」発句自画賛 横井也有画賛 名古屋市博物館　
162 「やせ蛙」句稿切 小林一茶筆 名古屋市博物館　
163 美人舟遊図 埴原月岬画　快台句 名古屋市博物館　
164 鶉衣　前・後編 横井也有著　自筆本 個人蔵
165 横井也有画像 内藤東甫画　也有句賛 名古屋市博物館　
166 也有が書写した俳書 横井也有 個人蔵
167 市文 琵琶「葛城」 横井也有所用 名古屋市博物館　
168 市文 渡唐天神図 横井也有画賛 名古屋市博物館　
169 卯月の芭蕉庵（横幅） 小川芋銭画 愛知県美術館　木村コレクション 前期

170 卯月の芭蕉庵（横幅） 小川芋銭画 愛知県美術館　木村コレクション 後期



№ 指定 資料名 作者等 所蔵 展示期間

171 卯月の芭蕉庵（縦幅） 小川芋銭画 愛知県美術館　木村コレクション 後期

172 草馬 小川芋銭画 愛知県美術館　木村コレクション 前期

173 「月今宵」絵馬 小川芋銭画 名古屋市博物館
174 芭蕉座像 平櫛田中作 山寺芭蕉記念館
175 芭蕉翁 小杉放菴画 出光美術館 前期

176 奥の細道　那須野 小杉放菴画 出光美術館　 前期

177 芭蕉翁 小杉放菴画 出光美術館　 後期

178 奥の細道　市振 小杉放菴画 出光美術館　 後期

179 野之道（蕉翁句意） 小野竹喬画 個人蔵
180 晩秋図 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館

181
「奥の細道句抄絵」のための下絵およ
び習作

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館

181 1「田一枚植えて立ち去る柳かな」（下 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館
181 1　田圃Ⅰ 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181 1　田圃Ⅱ 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181 1　田圃Ⅲ 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181 1　田圃Ⅳ 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181
2「笠島はいづこさつきのぬかり道」
（下絵）

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181 2　笠島 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181
3「まゆはきを俤にして紅粉の花」（習
作）Ⅰ

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181
3「まゆはきを俤にして紅粉の花」（習
作）Ⅱ

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181 3　紅花Ⅱ 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館
181 4「五月雨をあつめて早し最上川」（下 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181 4「五月雨をあつめて早し最上川」（習 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181 4　最上川碁点 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館
181 5「涼しさやほの三か月の羽黒山」羽 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館
181 6「暑き日を海にいれたり最上川」（習 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館

181
7「象潟や雨に西施がねぶの花」（習
作）Ⅰ

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181
7「象潟や雨に西施がねぶの花」（習
作）Ⅱ

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181 8「荒海や佐渡に横たふ天の河」（下 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館

181
9「あかあかと日は難面もあきの風」
（下絵）

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181 9　日本海Ⅱ 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181
10「浪の間や小貝にまじる萩の塵」種
の浜

小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 前期

181 10　ますほの小貝 小野竹喬画 笠岡市立竹喬美術館 後期

181 奥の細道覚書 小野竹喬筆 笠岡市立竹喬美術館
182 版画　奥の細道句抄絵 小野竹喬原画　アダチ版画研究所制作 山形美術館
183 連句アニメーション「冬の日」人形 川本喜八郎作 （有）川本プロダクション

瑞穂区瑞穂通1-27-1　地下鉄桜山下車

tel052-853-2655／fax853-3636

平成24年8月3日現在の予定です。予告なく変更される場合があります。

展示期間が空白のものは全期間展示（9/29-11/11）です。

巻子などは場面替えされる場合があります。

104「三ちょう図」の「ちょう」は画面表示できない漢字（兆に頁）のため、かなで記します。

名古屋市博物館
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