
名称 作者等 指定 材質 員数 所蔵 展示期間

甲骨 １２片 中国・殷時代 春敬記念書道文庫 前期3片/後期9片

光明皇后願経　五月一日経　得無垢女経 重美 紙本墨書 １巻 奈良時代 ７４０年（天平１２年） 五島美術館 前期

光明皇后願経　雑阿含経　巻第四十五 重美 紙本墨書 １巻 奈良時代 ７４３年（天平１５年） 東京国立博物館 後期

賢愚経断簡（大聖武） 伝聖武天皇筆 紙本墨書 １葉 奈良時代 ８世紀 個人蔵

古写経手鑑 １帖 個人蔵

勝木平造製仿御物天平筆 二代勝木平造 筆 １枝 明治時代 １８８１年（明治１４年） 筆の里工房（木村陽山コレクション）

鳩居堂製仿古本朝名人用筆　乾・坤 鳩居堂 筆 １１枝 大正時代 ２０世紀 筆の里工房（木村陽山コレクション）

益田池碑銘断簡 伝空海筆 紙本墨書 １巻 平安時代 ９世紀 個人蔵 10.5-11.3

金剛般若経開題断簡 空海筆 紙本墨書 １幅 平安時代 ９世紀 春敬記念書道文庫 9.20-10.4

絹地切 小野道風筆 絹本墨書 １幅 平安時代 １０世紀 春敬記念書道文庫 9.20-10.4

頭弁帖 藤原佐理筆 重美 紙本墨書 １幅 平安時代 ９９８年 ふくやま書道美術館 前期

絹地切 伝藤原佐理筆 絹本墨書 １幅 平安時代 １０世紀 東京国立博物館 後期

未詳佳句断簡 藤原行成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 個人蔵

白氏文集切 伝藤原行成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 東京国立博物館 後期

延喜式 巻第十三 国宝 紙本墨書 １巻
（２７巻のうち）

平安時代 １１世紀 東京国立博物館 前期

未詳草がち歌切 伝紀貫之筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １０世紀末～１１世紀初 個人蔵

拾遺集切 伝藤原行成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 個人蔵

高野切　第一種 伝紀貫之筆 重美 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 遠山記念館 前期

高野切　第二種 源兼行筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 個人蔵 後期

関戸本古今集切 伝藤原行成筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １１世紀 春敬記念書道文庫 10.15-10.29

貫之集切 伝藤原行成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 個人蔵

升色紙 伝藤原行成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 五島美術館 前期

寸松庵色紙 伝紀貫之筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １１世紀 個人蔵 前期

寸松庵色紙 伝紀貫之筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １１世紀 東京国立博物館 後期

元暦校本万葉集　巻第十九　古河本 国宝 彩箋墨書 １帖
（２０帖のうち）

平安時代 １１世紀 東京国立博物館 後期

唐紙和漢朗詠集切 伝藤原公任筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １１世紀 個人蔵

和泉式部続集切 伝藤原行成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵

香紙切 伝小大君筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 五島美術館 前期

石山切　伊勢集 伝藤原公任筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １２世紀 東京国立博物館

石山切　貫之集下 藤原定信筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １２世紀 東京国立博物館 後期

山名切／多賀切 藤原基俊筆 彩箋墨書／紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵 後期

時代・年代

 
筆の里工房開館20周年記念特別展

日本の書と筆の宇宙
出品目録

会  期  平成26年9月20日(土)～11月3日(月・祝) 

         前期 9月20日(土)～10月13日(月・祝)、後期 10月15日(水)～11月 3日(月・祝) 

会  場  筆の里工房   

主  催  熊野町 一般財団法人筆の里振興事業団 中国新聞社 中国放送 

後  援  文化庁 広島県 

協  力  東京国立博物館 宮内庁三の丸尚蔵館 一般社団法人書芸文化院・春敬記念書道文庫 

       公益財団法人五島美術館 公益財団法人徳川黎明会 徳川美術館  

               公益財団法人遠山記念館 ふくやま書道美術館 

               広島電鉄株式会社 呉信用金庫 広島県信用組合 

助  成  一般財団法人自治総合センター 

 
 
 

・月曜休館、ただし10/ 13、11/3は開館し、翌火曜日は休館します。 

・出品目録の掲載順と展示順とは一致しません。 

・期間中作品の展示がえがあります。 

 また、必要に応じて、作品の展示場面換えを行います。 

    平成26年9月20日(土)～11月3日(月・祝)   筆の里工房 

[前期9月20日(土)～10月13日(月・祝)／後期10月15日(水)～11月3日(月・祝) ］  



名称 作者等 指定 材質 員数 所蔵 展示期間時代・年代

二条切 伝藤原俊忠筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵

仁和寺切 伝藤原忠家筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵 前期

惟成弁集切 伝坊門局筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵

民部切 伝源俊頼筆 重美 彩箋墨書 １幅 平安時代 １２世紀 大内基康コレクション（筆の里工房寄託）

葦手歌切 伝藤原公任筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１世紀 東京国立博物館

藤原忠通書状 藤原忠通筆 　 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 東京国立博物館 前期

藤原忠通書状 藤原忠通筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵 後期

源頼政書状 源頼政筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵

住吉切 藤原俊成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １１９０年（文治６年） 個人蔵 前期

日野切 藤原俊成筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵 後期

未詳歌集切（二首切） 伝西行筆 紙本墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵

村雲切 伝寂然筆 彩箋墨書 １幅 平安時代 １２世紀 個人蔵

右衛門切 伝寂蓮筆 紙本墨書 １幅 鎌倉時代 １２世紀 個人蔵

明月記 藤原定家筆 重文 紙本墨書 １巻 鎌倉時代 １２３３年（天福元年） 東京国立博物館

藤原定家書状 藤原定家筆 紙本墨書 １幅 鎌倉時代 １３世紀 個人蔵

小倉色紙 藤原定家筆 彩箋墨書 １幅 鎌倉時代 １３世紀 五島美術館 後期

歌集切 藤原定家筆 紙本墨書 １幅 鎌倉時代 １３世紀 個人蔵

紹巴切 藤原定家筆 紙本墨書 １幅 鎌倉時代 １３世紀 大内基康コレクション（筆の里工房寄託）

大覚寺結夏衆僧名単 尊円親王筆 紙本墨書 １巻 南北朝時代 １３３５年（建武２年） 宮内庁三の丸尚蔵館 後期

官次第 尊円親王筆 紙本墨書 １巻 南北朝時代 １４世紀 徳川美術館 前期

七言二句 一休宗純筆 紙本墨書 双幅 室町時代 １５世紀 個人蔵

徳川家康書状　おかめ・あちゃ宛 徳川家康筆 紙本墨書 １幅 江戸時代 １６１１年（慶長１６年） 徳川美術館 前期

古筆手鑑「蓬左」 彩箋墨書 １帖 江戸時代 徳川美術館

三十六歌仙帖 近衞信尹筆 彩箋墨書 １帖 安土桃山時代 １６―１７世紀 東京国立博物館

近衞信尹書状巻 近衞信尹筆 紙本墨書 １巻 安土桃山時代 １６―１７世紀 東京国立博物館

蓮下絵和歌巻断簡 本阿弥光悦筆 紙本墨書、金銀泥下絵 １幅 江戸時代 １７世紀 東京国立博物館

詩歌巻 烏丸光広筆 紙本墨書 １巻 江戸時代 １７世紀 個人蔵

詩巻 松花堂昭乗筆 紙本墨書 １巻 江戸時代 １７世紀 東京国立博物館

小堀遠州書状　冷泉為頼宛 小堀遠州筆 紙本墨書 １幅 江戸時代 １７世紀 個人蔵

後撰集　巻十四 荒木素白筆 紙本墨書 １巻 江戸時代 １７世紀 個人蔵 後期

行書五言二句 北島雪山筆 紙本墨書 １幅 江戸時代 １７世紀 筆の里工房

西湖十景 細井広沢筆 紙本墨書 １巻 江戸時代 １７２０年（享保５年） 東京国立博物館

管城二譜 細井広沢筆 紙本墨書 １帖 江戸時代 １７１５年（正徳５年） 東京国立博物館

七言絶句 頼山陽筆 紙本墨書 １幅 江戸時代 １９世紀 筆の里工房（宇野雪村コレクション）

あきのの帖 良寛筆 紙本墨書 １帖 江戸時代 １９世紀 個人蔵

七言絶句 良寛筆 紙本墨書 １幅 江戸時代 １９世紀 東京国立博物館

五言絶句小品 貫名海屋筆 紙本墨書 １幅 江戸時代 １８３７年（天保８年） 五島美術館（宇野雪村コレクション） 後期

七言絶句雙聯 貫名海屋筆 紙本墨書 双幅 江戸時代 １９世紀 五島美術館（宇野雪村コレクション） 前期

貫名海屋所用大筆 紙巻筆 １枝 江戸時代 １９世紀 筆の里工房

五言一行書 市河米庵筆 紙本墨書 １幅 江戸時代 １９世紀 筆の里工房

柴野栗山所用蒋瑞元製竹管筆 銘　鳳毛 蒋瑞元 筆 ２枝 江戸時代 筆の里工房（木村陽山コレクション）

五言絶句菊花詩 日下部鳴鶴筆 絹本墨書 １幅 明治時代 １９－２０世紀 筆の里工房

日下部鳴鶴所用温恭堂製木管筆 温恭堂 筆 １枝 明治時代 １９－２０世紀 筆の里工房（木村陽山コレクション）

銘酒大判 比田井天来筆 紙本墨書 １面 大正時代 ２０世紀 筆の里工房


