
Ｎo. 指定 作品名 作者名／産地 制作年代

1 国宝 色絵雉香炉 野々村仁清 江戸17世紀

2 重文 色絵雌雉香炉 野々村仁清 江戸17世紀

3 県文 前田利家画像 桃山16～17世紀

4 重文 古今和歌集　清輔本 平安12世紀

5 重文 天狗草紙　園城寺巻 鎌倉13世紀

6 重文 蒔絵和歌の浦図見台 伝 清水九兵衛 江戸17世紀

7 県文 蒔絵螺鈿秋月野景図硯箱 伝 五十嵐道甫 江戸17世紀

8 銀象嵌水車文鐙 銘加州住勝國作 勝国 江戸17世紀

9
銀象嵌牡丹文鐙 銘加刕金沢住小市三良右門尉
作

小市三郎右衛門 江戸18世紀

10 銀象嵌丸紋に紗綾形繋鐙　銘加州住氏賢作 勝木氏賢 江戸18世紀

11 銅獅子香炉（本多家伝来） 　 中国明15～16世紀

12 黄天目（前田家伝来）
中国南宋～元
13～14世紀

13 青貝柳水鳥図角盆 明16世紀

14 県文 青井戸茶碗　銘宝樹庵 朝鮮李朝15世紀

15 県文 粉引茶碗　銘楚白（前田家伝来）　中興名物 朝鮮李朝16世紀

16 県文 黒楽茶碗　銘北野 初代長次郎 桃山16世紀

17 「黒楽茶碗　銘北野」　添状 江岑宗左 江戸17世紀

18 竹尺八切花入　銘万戸 千　宗旦 江戸17世紀

19 竹茶杓 古田織部 桃山16～17世紀

20 重美 古今集巻第十八断簡（本阿弥切） 伝 小野道風 平安10世紀

21 小倉色紙（やえむくら） 伝 藤原定家 鎌倉13世紀

22 県文 温泉頌山中の句 松尾芭蕉 元禄2年（1689）

23 頭陀袋（松尾芭蕉所持） 元禄2年（1689）

24 松花堂筒角釜 江戸17世紀

25 福寿海尾垂釜 初代宮崎寒雉 江戸17～18世紀

26 県文 葫蘆様釜 初代宮崎寒雉 江戸17～18世紀

27 飴釉赤茶碗 初代大樋長左衛門 江戸17世紀

28 県文 飴釉烏香炉 初代大樋長左衛門 江戸17世紀

29 飴釉獅子香炉 初代大樋長左衛門 江戸17世紀

30 竹蒔絵浪に亀図二重切花入 千　利休 桃山16世紀

31 重文 色絵梅花図平水指 野々村仁清 江戸17世紀

32 色絵花笠香合 野々村仁清 江戸17世紀

33 県文 和蘭陀白雁香合 デルフト窯 オランダ17世紀

34 県文 槇檜図 俵屋宗達 江戸17世紀

35 県文 蒔絵螺鈿白楽天図硯箱 尾形光琳 江戸18世紀

36 色絵雲錦手杯台 尾形乾山 江戸18世紀
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Ｎo. 指定 作品名 作者名／産地 制作年代

37 重文 西湖図 秋月等観 弘治9年（1496）

38 西湖図 狩野元信 室町15～16世紀

39 西湖図 狩野探幽 寛文2年（1662）

40 重文 四季耕作図 久隅守景 江戸17世紀

41 蓮に翡翠図　笹に兎図 久隅守景 江戸17世紀

42 県文 色絵布袋図平鉢 古九谷 江戸17世紀

43 県文 色絵鳳凰図平鉢 古九谷 江戸17世紀

44 県文 色絵鶉草花図平鉢 古九谷 江戸17世紀

45 県文 色絵鶴かるた文平鉢 古九谷 江戸17世紀

46 県文 色絵百花散双鳥図平鉢 古九谷 江戸17世紀

47 県文 青手樹木図平鉢 古九谷 江戸17世紀

48 県文 青手桜花散文平鉢 古九谷 江戸17世紀

49 色絵石畳双鳳文平鉢 古九谷 江戸17世紀

50 刀　銘加州藤原住友重 藤嶋友重 室町14～16世紀

51 刀　銘加州藤原住家次 家次 室町16世紀

52 刀　銘加州藤原清光 清光 室町16世紀

53 刀　銘加州金澤住藤原清光作 清光 江戸17世紀

54 県文 刀　銘越中守藤原高平（花押） 初代辻村兼若 元和7年（1621）

55 県文 刀　銘加州住兼若 三代辻村兼若 江戸17世紀

56 レース・グラス蓋付大杯 ヴェネツィア16世紀

57
スルタン・マーリク・ウマイヤード・ダーウッド銘
鶴首瓶写

ヴェネツィア　1870年

58 ゴールドサンドイッチグラス狩猟文ワイングラス ボヘミヤ　1730年頃

59 ゴールドサンドイッチグラス狩猟文杯 ボヘミヤ　1730年頃

60 シュバルツロット人物文ワイングラス
プライスラー
イグナッツ

ボヘミヤ　1725～30年

61 シュバルツロット動物文杯 ボヘミヤ　1730年頃

62 シュバルツロット鹿文杯 ボヘミヤ　1890年頃

63 エナメル彩選挙侯文フンペン ドイツ　1606年

64 エナメル彩狩猟文リキュールセット スペイン19世紀

65 エナメル彩水注 ロブマイヤー
オーストリア
1870年頃

66 黒幾何学文リキュールセット
オーストリア
1920年頃

67 翁 伝三光坊 室町16世紀

68 猩々 近江 江戸17世紀

69 弱法師 江戸19世紀

70 姥 江戸17世紀

71 孫次郎 是閑 桃山16～17世紀

72 般若 江戸17世紀

73 重文 緑地桐鳳凰文唐織 桃山～江戸17世紀

74 色変鶴菱文唐織 江戸17世紀

75 茶地黄紺白萌黄金重菊文唐織 文化7年（1810）

76 鶸茶地型紙花紋散縫箔 江戸18世紀

77 桃色地山道文摺箔 文化9年（1812）

78 茶萌黄白段中格子桐丸紋鶴菱文厚板 江戸19世紀
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Ｎo. 指定 作品名 作者名／産地 制作年代

79 梯子 鈴木春信 江戸18世紀

80 松樹美人 鈴木春信 江戸18世紀

81 青楼美人六花撰 喜多川歌麿 江戸19世紀

82 絵本舞台扇のうち中村助五郎（二代目） 勝川春章 江戸18世紀

83 絵本舞台扇のうち尾上菊五郎（初代） 勝川春章 江戸18世紀

84 岩井半四郎（四代目） 勝川春章 江戸18世紀

85 東海道五十三次之内　神奈川 歌川広重 江戸18世紀

86 東海道五十三次之内　神奈川 歌川広重 江戸18世紀

87 東海道五十三次之内　戸塚 歌川広重 江戸18世紀

88 東海道五十三次之内　戸塚 歌川広重 江戸18世紀

Ｎo. 指定 作品名 作者名／産地 制作年代 初出展覧会・受賞 材質・分野 展示期間

89 白地黒絵あじさい文壺 石黒宗麿 昭和25年頃 陶磁
前期

9/16まで

90 鉄絵鳥文鉢 石黒宗麿 昭和35年頃 陶磁
後期

9/17から

91 薄明円匣 北出不二雄 昭和52年 第2回石川県工芸作家選抜美術展 陶磁

92 陶板小屏風「夕映」 藤村豊秋 昭和27年 第8回日展 陶磁

93 萌黄釉裏金彩蛙鳴文鉢 竹田恒夫 昭和56年 第6回石川県工芸作家選抜美術展 陶磁

94 色絵山水図大鉢 初代德田八十吉 昭和28年頃 陶磁

95 色絵更紗文蓋付飾壺 富本憲吉 昭和30年 陶磁

96 鷺二態壺 中村翠恒 昭和55年 第5回石川県工芸作家選抜美術展 陶磁

97 棬胎黒漆鉢 赤地友哉 昭和51年 第23回日本伝統工芸展 漆工

98 蒔絵楼閣山水図木目硯箱 大垣昌訓 明治20世紀 漆工

99 平文南飛箱 大場松魚 昭和52年 第2回石川県工芸作家選抜美術展 漆工

100 平文遊禽盤 大場松魚 昭和53年 第3回石川県工芸作家選抜美術展 漆工

101 平文千羽鶴の棚 大場松魚 昭和49年 第21回日本伝統工芸展 漆工
後期

9/17から

102 乾漆梅形盛器 奥出寿泉 昭和38年 第10回日本伝統工芸展 漆工

103 象嵌陽炎飾皿 角野岩次 昭和53年 第3回石川県工芸作家選抜美術展 漆工

104 線刻樹林文箱 二代呉藤友乗 昭和56年 第6回石川県工芸作家選抜美術展 漆工

105 蒔絵山水図硯箱 沢田宗沢 明治19世紀 漆工

106 乾漆合子 塩多慶四郎 昭和53年
第3回石川県工芸作家選抜美術展
石川県知事賞

漆工

107 曙小屏風 寺井直次 昭和38年 第10回日本伝統工芸展 漆工

108 沈金猫文「けはひ」飾筥 前　大峰 昭和38年 漆工

109 蓬萊之棚 松田権六 昭和19年 漆工
前期

9/16まで

110 菱文蒔絵平卓 松田権六 昭和39年 第11回日本伝統工芸展 漆工

111 松蒔絵飾箱 松田権六 昭和41年 第13回日本伝統工芸展 漆工

112 迦陵頻伽宝相華文蒔絵経箱 松田権六 昭和40年 漆工
後期

9/17から

113 画象詩 金丸水明 昭和51年 第1回石川県工芸作家選抜美術展 染織

114 染色童児遊ぶ屏風 木村雨山 昭和17年 染織

115 窓 成竹登茂男 昭和31年 第12回日展 染織

116 彩 水野　博 昭和51年 第1回石川県工芸作家選抜美術展 染織

117 友禅訪問着「華苑文様」 森口華弘 昭和51年 第23回日本伝統工芸展 染織

118 砂張銅鑼 初代魚住為楽 昭和29年 金工

119 砂張三象花入 初代魚住為楽 昭和23年 金工

120 砂張稜線磨地水指 三代魚住為楽 昭和60年 第32回日本伝統工芸展 金工

121 鉄打出鳩置物 山田宗美 明治42年 金工

122 栃造八稜箱 氷見晃堂 昭和31年 第12回日展 木工

123 木彫加彩人形「愛宕浄晨」 下口宗美 昭和57年 第7回石川県工芸作家選抜美術展 人形

124 木彫衣裳人形「渦紋」 堀　柳女 昭和34年 第6回日本伝統工芸展 人形

125 截金彩色八花香盤「御法」 西出大三 昭和49年 第21回日本伝統工芸展 截金

浮世絵

第９展示室　近現代工芸



Ｎo. 指定 作品名 作者名／産地 制作年代 初出展覧会・受賞 材質・分野 展示期間

126 截金彩色木彫合子「華鳥」 西出大三 昭和55年 第27回日本伝統工芸展 截金

127 截金彩色油色「花の合子」 西出大三 昭和38年 第10回日本伝統工芸展 截金

128 釉彩華陽飾鉢 二代浅蔵五十吉 昭和52年 陶磁

129 構成の美花器 二代浅蔵五十吉 昭和32年 第13回日展　特選・北斗賞 陶磁

130 赤絵龍図花瓶 石野竜山 明治20世紀 陶磁

131 葆光彩磁チューリップ文花瓶 板谷波山 大正6年頃 陶磁

132 輪花「花器」 十代大樋長左衛門 昭和62年 第19回改組日展 陶磁

133 黒絵立鼓花器 十代大樋長左衛門 昭和54年 第11回改組日展 陶磁

134 青手小禽文飾皿 北出不二雄 昭和55年 第3回伝統九谷焼工芸展　大賞 陶磁

135 青釉暮色 北出不二雄 昭和61年 第18回改組日展 陶磁

136 落下 久世健二 平成6年 陶磁

137 色絵白金彩飾鉢　長閑 武腰敏昭 平成9年 第29回改組日展 陶磁

138 耀彩十二稜壺・恒河 三代德田八十吉 平成18年 陶磁

139 接吻スルノガイイノダ 中村錦平 昭和63年 陶磁

140 赤絵金彩菊図花瓶 初代中村秋塘 大正20世紀 陶磁

141 色絵金彩海龍図遊環花瓶 春名繁春 明治12年頃 陶磁

142 鵜図大皿 初代松本佐吉 昭和11年 改組第1回帝展 陶磁

143 鵜図大皿　図案 初代松本佐吉 素描

144 釉裏金彩泰山木文飾鉢 吉田美統 昭和59年
第31回日本伝統工芸展
日本工芸会奨励賞

陶磁

145 籃胎提盤 小森邦衞 平成5年 第40回日本伝統工芸展 漆工

146 波兎蒔絵小箪笥 中野孝一 平成7年 第42回日本伝統工芸展 漆工

147 萌春蒔絵水指 寺井直次 昭和53年 第3回石川県工芸作家選抜美術展 漆工

148 雷鳥の図箱 寺井直次 昭和30年 第11回日展　特選・北斗賞 漆工

149 片切沈金彫孔雀図衝立 藤井観文 昭和30年 第11回日展 漆工

150 片切沈金彫粟鼠文小箪笥 藤井観文 昭和31年 第12回日展 漆工

151 片切沈金彫粟鼠文小箪笥　図案 藤井観文 素描

152 秋すだれ 前　史雄 平成11年 第55回現代美術展 漆工

153 蒔絵勇馬図平卓 松田権六 昭和12年 漆工

154 海の詩 三谷吾一 昭和63年 第20回改組日展 漆工

155 沈黒緑陰箱「能登有情」 山岸一男 昭和12年 第52回日本伝統工芸展　高松宮記念賞 漆工

156 友禅瓜模様振袖 木村雨山 昭和12年 第1回新文展 染織
前期

9/16まで

157 友禅訪問着「魚のむれ」 木村雨山 昭和30年 第11回日展 染織
後期

9/17から

158 柄分一本縞付下 中　儀延 昭和54年 第4回石川県工芸作家選抜美術展 染織

159 友禅白地総菊文振袖「美の饗宴」 羽田登喜男 昭和35年 第62回秋の美展　特選第1席 染織

160 友禅訪問着「群鴦錦秋」 羽田登喜男 平成2年 第27回日本伝統工芸染織展 染織

161 友禅着物「波動」 二塚長生 平成7年
第32回日本伝統工芸染織展
文化庁長官賞

染織
後期

9/17から

162 友禅着物「雨あし」 二塚長生 平成14年 第49回日本伝統工芸展 染織
前期

9/16まで

163 加賀象嵌孔雀香炉 高橋介州 昭和31年 金工

164 象嵌朧銀花器「岑寂樹林」 中川　衛 平成13年
第48回日本伝統工芸展
日本工芸会保持者賞

金工

165 白銅浮彫「聖歌の碑」 蓮田修吾郎 昭和57年 第21回日本現代工芸美術展 金工

166 金銀象嵌雪に鷹図香炉 八代水野源六 明治19世紀 金工

167 金銀象嵌草花文鳥籠置物 初代山川孝次 明治19世紀 金工

168
直刀　七星剣写
銘傘笠正峯作之　癸亥年二月日

隅谷正峯 昭和58年 刀剣

169 太刀　銘傘笠正峯作之　平成七年八月日 隅谷正峯 平成7年 刀剣

170 欅造盛器 川北良造 昭和63年 第35回日本伝統工芸展　保持者選賞 木工

171 神代杉挽曲造木象嵌食籠 灰外達夫 平成26年 木工

第５展示室　近現代工芸



Ｎo. 作品名 作者名 制作年代 初出展覧会・受賞 材質・分野

172 山里 石川　義 昭和55年 改組第12回日展　会員賞 日本画

173 酔燕台翁 伊東深水 昭和35年 第11回日月社展 日本画

174 夏日 稲元　実 昭和58年 改組第15回日展 日本画

175 埴輪 上田珪草 昭和39年 再興第49回院展　奨励賞 日本画

176 転生 梅川三省 昭和46年 再興第56回院展　奨励賞 日本画

177 鷺娘 北野恒富 大正末～昭和初期 日本画

178 馬山斥候図 久保田米僊 明治33年 日本画

179 咆哮 木島櫻谷 明治36年 第8回新古美術品展　2等1席 日本画

180 龍田姫之図 紺谷光俊 昭和14年 日本画

181 黄樹のある風景 下村正一 昭和35年 第3回新日展 日本画

182 山の秋 玉井敬泉 昭和5年 第11回帝展 日本画

183 夢想 百々俊雅 平成元年 改組第21回日展　特選 日本画

184 おぼろ夜 中町　進 昭和59年 改組第16回日展 日本画

185 生生 仁志出龍司 平成9年 改組第29回日展　特選 日本画

186 火焔山 西山英雄 昭和56年 改組第13回日展 日本画

187 拾牛図 橋本関雪 大正7年頃 日本画

188 鵜 畠山錦成 昭和34年 第2回日展 日本画

189 花車 羽根万象 昭和55年 改組第12回日展 日本画

190 寂寞 原田太乙 昭和26年 日本画

191 北風の浜 平桜和正 昭和62年 改組第19回日展 日本画

192 秋韻 曲子光男 昭和58年 改組第15回日展 日本画

193 飛鳥をとめ 安田靫彦 昭和33年 再興第43回院展 日本画

194 河のある街 山本知克 昭和53年 改組第10回日展 日本画

195 信濃追分 安嶋雨晶 昭和17年 第5回文展 日本画

196 長江の朝 横山大観 大正元年 日本画

197 農夫とカラス 浅井　忠 明治24年 油彩画

198 高原 伊東　哲 大正9年 第2回帝展 油彩画

199 光の街 円地信二 平成8年 改組第28回日展 油彩画

200 コルドバ暮色 奥田憲三 昭和50年 改組第7回日展 油彩画

201 鋭角の雲 勝本冨士雄 昭和54年 第29回モダンアート展 油彩画

202 ÉTUDE （A) 鴨居　玲 昭和53年 第1回明日への具象展 油彩画

203 1982年 私 鴨居　玲 昭和57年 油彩画

204 猫の居る静物 小絲源太郎 昭和11年 第23回光風会展 油彩画

205 パラダイス 清水錬徳 昭和14年 第9回独立展 油彩画

206 福笑い・は 庄田常章 昭和51年 第20回シェル美術賞展　3等 油彩画

207 虚構’85 白尾勇次 昭和60年 油彩画

208 水光る 新保甚平 平成24年 第76回新制作展 油彩画

209 東雲 田井　淳 平成19年 第75回記念独立展 油彩画

210 黎明に 田賀亮三 昭和57年 82自由美術展 油彩画

211 裸婦 高光一也 昭和27年 第38回光風会展 油彩画

212 フードの女Ⅰ 高光一也 昭和47年 改組第4回日展 油彩画

213 若い客 竹沢　基 昭和57年 改組第14回日展 油彩画

214 河童悠々 立見榮男 平成16年 第58回二紀展 油彩画

215 リヨンの丘 田辺栄次郎 昭和52年 第23回一陽展 油彩画

216 向日葵 中川一政 昭和57年 弥生画廊新館開設記念中川一政展 油彩画

217 家居 中村研一 昭和36年 第47回光風会展 油彩画

218 しおさい 中村秀雄 平成8年 油彩画

219 線の領域への風景 西田洋一郎 平成4年 第3回石川県作家選抜美術展 油彩画

220 山間 塗師祥一郎 昭和54年 改組第11回日展 油彩画

221 風蝕・南瓜UC 能島芳史 平成25年 能島芳史個展 油彩画

第３・４・６展示室　純粋美術



222 アルバニアの花嫁 硲　伊之助 昭和40年 油彩画

223 見えない三つの音 開　光市 平成16年 高島屋個展 油彩画

224 ペギーの道 藤本東一良 昭和48年 改組第5回日展 油彩画

225 アドレーション・ミトロポリス 藤森兼明 平成14年 改組第34回日展 油彩画

作品名 作者名 制作年代 初出展覧会・受賞 材質・分野

226 空の杜－花神の棲む 法邑利博 平成23年 第65回記念二紀展 油彩画

227 雪の山と古風な列車 堀　忠義 昭和43年 第11回新日展　菊華章 油彩画

228 見透せぬ窓 前田さなみ 昭和59年 第52回独立展　小林賞 油彩画

229 いざない”10-跡 前田昌彦 平成19年 第81回国展 油彩画

230 シャルトル風景 増田　孝 昭和47年 第57回二科展 油彩画

231 聖職者 松本　昇 平成16年 改組第36回日展 油彩画

232 遠い日 三浦　泉 平成7年 第38回安井賞展 　佳作賞 油彩画

233 馬並ぶ 南　政善 昭和11年 昭和11年文展鑑査展 油彩画

234 裸女達に捧ぐ 宮本三郎 昭和44年 第23回二紀展 油彩画

235 熱叢夢 宮本三郎 昭和46年 第25回二紀展 油彩画

236 春めく 村田省蔵 平成10年 改組第30回日展　内閣総理大臣賞 油彩画

237 斑雪 村田省蔵 平成20年 改組第40回日展 油彩画

238 湖畔のはす田 森本仁平 平成7年 特別陳列森本仁平展 油彩画

239 交霊術･HARP 吉田冨士夫 平成8年 第50回記念二紀展　第50回記念賞 油彩画

240 連理 脇田　和 平成6年 第58回新制作展 油彩画

241 二つの安居 脇田　和 平成7年 第59回新制作展 油彩画

242 想望 木下　晋 平成8年 素描

243 南方従軍素描集 宮本三郎 昭和17年 第29回二科展 素描

244 舞妓十二題 宮本三郎 昭和47年 版画

245 四つの鳥 脇田　和 昭和28年 個展 ＮＹコンテンポラリー画廊 版画

246 化石と少女 脇田　和 昭和29年 シンシナティ国際版画展 版画

247 Happy Moon 池上　奨 平成10年 石川県作家選抜美術展'98 彫塑

248 ニーナ 石田康夫 昭和51年 改組第8回日展 彫塑

249 和 畝村直久 昭和36年 第4回新日展文部大臣賞 彫塑

250 ワ・タ・シ　今ナニヲ 梶本良衛 平成9年 石川県作家選抜美術展'98 彫塑

251 泉お汲む 矩　幸成 昭和38年 第6回新日展 彫塑

252 若日の影 矩　幸成 昭和44年 改組第1回日展　内閣総理大臣賞 彫塑

253 スパイラルリング#3 木戸　修 平成3年 彫塑

254 裸婦 木下　繁 昭和57年 改組第14回日展 彫塑

255 若竹 木村珪二 昭和37年 第5回新日展 彫塑

256 假面 木村珪二 昭和44年 改組第1回日展 彫塑

257 チンドン屋 坂　坦道 昭和56年 改組第13回日展 彫塑

258 波にゆれる鳥 重田昭雄 昭和53年 第28回モダンアート展 彫塑

259 蜘蛛の糸（芥川龍之介より） 清水良治 平成16年 第68回新制作展 彫塑

260 腰かける女 高田博厚 昭和50年 彫塑

261 人とトラロック 高橋　清 昭和43年 彫塑

262 開かれた宇宙 高橋　清 平成6年 彫塑

263 春葩 田中　昭 昭和62年 改組第19回日展　内閣総理大臣賞 彫塑

264 顔 田中太郎 昭和50年 彫塑

265 Set Up 田村一博 平成3年 彫塑

266 西の雲 土井宏二 平成8年 彫塑

267 夏 得能節朗 昭和50年 改組第7回日展 彫塑

268 静かなる動き 得能節朗 平成3年 第21回日彫展 彫塑

269 Miserere Ⅵ 中村晋也 平成8年 改組第28回日展 彫塑

270 軍鶏 長谷川八十 昭和52年 第31回二紀展 彫塑

271 転生 堀　義雄 昭和46年 第27回二紀展文部大臣賞 彫塑

272 想 松田尚之 昭和17年 第5回新文展 彫塑

273 人魚 松田尚之 昭和44年 改組第1回日展 彫塑

274 ノスタルジア（横たわる裸婦） 三谷　慎 平成元年 彫塑

275 SLIDE №5 山下晴子 平成3年 彫塑

276 山羊を飼う老人 吉田三郎 昭和18年 第6回新文展 彫塑



277 男立像 吉田三郎 昭和24年 第5回日展 彫塑

278 杜若 吉田三郎 昭和28年 第30回白日展 彫塑

279 万寿無彊 表　立雲 昭和28年 第6回書道藝術院展 書

280 破離 金田心象 昭和55年 改組第12回日展 書

Ｎo. 指定 作品名 作者名／産地 制作年代 所蔵

281 重文 石黒信由関係資料　石黒信由画像 浅野弥兵衛 天保14年(1843) 高樹会

282 重文 石黒信由関係資料　五十玉用水路絵図 文政8年（1825） 高樹会

283 重文
石黒信由関係資料
舟倉野用水村々領附江筋間数絵図

文政11年（1828） 高樹会

284 重文 石黒信由関係資料　牧野用水等水路図 文化11年（1814） 高樹会

285 重文
石黒信由関係資料
牛ケ首用水小竹江筋分間絵図

石黒信由 文化6年（1809） 高樹会

286 重文 石黒信由関係資料　早川村領内検地打立野帳 寛政11年（1799） 高樹会

287 重文
石黒信由関係資料
御田地割反物帳　新川郡上野村

天保3年（1832） 高樹会

288 墨蹟「撃杖」 円爾 鎌倉13世紀 石川県立美術館

289 山水図屏風 伝 狩野元信 室町15～16世紀 石川県立美術館

290 白山市文 林西寺文書　釈浄融・性融法名 蓮如 文明5年(1473) 林西寺

291 白山市文 林西寺文書　蓮如書状 室町15世紀 林西寺

292 金沢市文 千石谷十七日講関係資料　蓮如影像 延宝8年（1680） 千石谷十七日講保存会

293 金沢市文
千石谷十七日講関係資料
九字名号(南無不可思議光如来)

江戸17～18世紀 千石谷十七日講保存会

294 金沢市文
千石谷十七日講関係資料
十字名号(帰命尽十方無碍光如来)

江戸17～18世紀 千石谷十七日講保存会

295 富山県文 杉戸絵「唐獅子図」「一角獣」板絵著色 江戸17～18世紀 勝興寺

296 加賀市文 実性院御霊屋地袋襖「獅子之図」 紙本金地著色 江戸18～19世紀 実性院

297 草木図天井画　紙本金地著色 伝 狩野安信 江戸17世紀 瑞龍寺

298 景徳院様御筆｢花鉢図｣･｢松に鷹図｣ 絹本著色 容姫 江戸19世紀 前田育徳会

299 黒塗松唐草葵紋散蒔絵調度品より　見台 江戸19世紀 前田育徳会

300 黒塗松唐草葵紋散蒔絵調度品より　御歯黒箱 江戸19世紀 前田育徳会

301 黒塗松唐草葵紋散蒔絵調度品より　鬢台 江戸19世紀 前田育徳会

302 双鳳丸文様金襴（二人静金襴） 宋10～13世紀 前田育徳会

303 重文 四季山水図 伝 周文 室町14世紀 前田育徳会

304 国宝 日本書紀　巻11 平安11世紀 前田育徳会

305 中古市街の風俗図 J.デュモン フランス　1891年 前田育徳会

306 牧場図 ヴィオレ=ル=デュック フランス19世紀 前田育徳会

307 洗濯婦図 E.ブーダン フランス19世紀 前田育徳会

308 アネモネ ルノワール
フランス

（1898～1910）
前田育徳会

309 昭代名家画帖 橋本雅邦ほか
明治32～33年
（1899～1900）

前田育徳会

310 山水図画帖 谷口藹山 明治26年（1893） 前田育徳会

311 オートグラフ（コラール「深き淵より」） バッハ ドイツ　1740年代 前田育徳会

312 オートグラフ（ピアノ協奏曲第26番スケッチほか） モーツァルト
オーストリア
1787年頃

前田育徳会

　　　　　　　　　　　　〒920-0963 石川県金沢市出羽町2-1　℡ 076-231-7580　http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

漆工部門

前田育徳会尊經閣文庫分館　前田家の名宝Ⅱ

第2展示室　よみがえった文化財―修復工房の修復実績

装潢部門


