
番号 資料名 年代 所蔵先 前期 後期

1
五条為経筆写 古今和歌集（三条西家本）
Collection of Ancient and Modern Japanese Poetry (Sanjōnishi
Family edition)

室町～江戸時代
16～17世紀

本学日本語日本文学科蔵 ◎

2 後撰和歌集（三条西家本）
Later Collection of Japanese Poetry (Sanjōnishi Family edition)

室町～江戸時代
16～17世紀

本学日本語日本文学科蔵 ◎

3 道晃法親王自画賛「尭孝夢想図」
Gyōkō’+s dream 　Painted by Prince Dōkō 江戸時代（17世紀） 個人蔵

4 三十六人歌合
Album of waka  poems of Thirty-six Immortal Poets

明和8年（1771） 個人蔵

5 楊筥（短冊箱）
Wooden box for poem cards

明治38年(1905) 個人蔵

6
原在中画／烏丸光栄・風早実積・広橋兼胤・冷泉為村・冷泉宗家・
飛鳥井雅香筆　「六歌仙色紙」
Six Immortal Poets

江戸時代（18世紀） 個人蔵

7 三条西実隆筆和歌懐紙「初春祝」
Waka  poem written by Sanjōnishi Sanetaka

文明15年（1483） 個人蔵 ◎

8 八条宮智仁親王筆和歌懐紙「菊薫衣・海眺望」
Waka  poems written by Prince Hachijō (Toshihito)

慶長15年（1610）9月10日 個人蔵 ◎

9
三条西実隆筆住吉千句「賦何船連歌」
Waka  poem written by Sanjōnishi Sanetaka (Part of a thousand
linked poems jointly written by Sōseki)

大永元年（1521） 個人蔵

10 唐桑文机
Writing desk

江戸時代（18世紀） 勧修寺より寄託

11 後水尾天皇筆和歌懐紙「漸待花」
Waka  poem written by Emperor Gomizuno-o

元和9年（1623）2月12日 個人蔵 ◎

12 後水尾天皇筆和歌懐紙「瞿麦」
Waka  poem written by Emperor Gomizuno-o

江戸時代（17世紀） 個人蔵 ◎

13
戸嶌光孚作　菊御紋松楓蒔絵文台硯箱
Writing box with a design of pine and maple trees in maki-e , with
an Imperial Chrysanthemum Crest

大正9年（1920）7月下賜 山階鳥類研究所より寄託 ◎

14
菊御紋散蒔絵文台硯箱
Writing box with a scattered Imperial Chrysanthemum Crest
pattern in maki-e

大正4年（1915）頃 当館蔵 ◎

15 植松抱民作 真木立山蒔絵硯箱
Writing box with a mountain landscape design in maki-e

明治28年（1895） 個人蔵

番号 資料名 年代 所蔵先 前期 後期

16
明治天皇御集（特装版）
Collection of waka  poetry written by Emperor Meiji　（Special
Edition）

大正8年（1919） 個人蔵 ◎

17 明治天皇御集
Collection of waka  poetry written by Emperor Meiji

大正8年（1919） 当館蔵 ◎

18
昭憲皇太后御集（特装版）
Collection of waka  poetry written by Empress Shōken　（Special
Edition）

大正10年（1921） 当館蔵 ◎

19 昭憲皇太后御集
Collection of waka  poetry written by Empress Shōken

大正10年（1921） 当館蔵 ◎

20 昭憲皇太后筆詠草「雨中人力車・田家擣衣」
Draft poem written by Empress Shōken

明治時代（19世紀） 個人蔵 ◎

21
東久邇宮妃聰子内親王筆懐紙「池辺鶴」
Crane　on the Pond , Poem written by Princess Higashikuni
（Toshiko）

昭和10年（1935） 個人蔵 ◎
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22 有栖川宮威仁親王筆懐紙「社頭松」
Poem written by Prince Takehito of Arisugawa

明治41年（1908） 個人蔵 ◎

23 高松宮妃喜久子筆懐紙「桜」
Poem written by Princess Takamatsu （Kikuko）

昭和55年（1980） 個人蔵 ◎

24 月岡芳年画　「春興御歌会」
Poetry reading in the New Year, by Tsukioka Yoshitoshi

明治12年（1879） 個人蔵 ◎

25 楊洲周延画　「宮中月並御歌会」
Mouthly poetry reading in the Imperial Palace, by Yōshū Chikanobu

明治23年（1890） 個人蔵 ◎

26 高崎正風筆懐紙「寄海祝」
Poem written by Takasaki Masakaze

明治28年（1895） 個人蔵 ◎

27 高崎正風筆懐紙「雪中松」
Poem written by Takasaki Masakaze

明治42年（1909） 個人蔵 ◎

28 鎌田正夫筆 高崎正風点 詠草集「おちほ」
Collection of Fallen leaves draft poems written by Kamata Masao

明治38年（1905）～
同42年（1909）

個人蔵

29 氷池会短冊
Album of waka  poems written by Hyōchikai members

昭和4年（1929） 勧修寺より寄託

30
藤原高藤公千年祭献詠短冊帖
Poetｒy at bum for the millenium commemoration of Fujiwarano
Takahuji's death

明治32 年（1899） 勧修寺より寄託

番号 資料名 年代 所蔵先 前期 後期

31 明治天皇御製「教育」 懐紙 高崎正風筆
Teaching , poem written by Emperor Meiji

明治40年（1907）頃
御製下賜

乃木神社

32 昭憲皇太后御歌「金剛石・水は器」懐紙　仲田幹一写
Diamond and Water ,　ｐoem written by Empress Shōken

明治20年（1887）3月18日
御歌下賜
大正～昭和時代写

学習院女子中・高等科

33 貞明皇后御歌「月の桂」懐紙（複製）
Poem entitled Laurel

昭和9年（1934）5月28日
御歌下賜

当館蔵

34 高松宮宣仁親王筆短冊
Poem written by Prince Takamatsu（Nobuhito）

大正元年（1912）～
同5年（1916）

当館蔵

35 短冊箱
Urushi  coated paper box for poem cards

大正時代（20世紀） 当館蔵

36 高松宮宣仁親王自画賛扇面「撫子」
Pink , poem written by Prince Takamatsu （Nobuhito）on folding fan

大正3年（1914） 当館蔵

37
福羽美静筆詠草「華族女学校の開校式にのぞみて」
Opening Ceremony of Kazoku Jogakkō  draft poem written by
Fukuba Yoshishizu

明治18年（1885） 個人より寄託

38 阪正臣筆懐紙「都鳥」
Poem written by Ban Masaomi

明治時代（19世紀） 個人蔵

39 下田歌子筆短冊「池水波静」
Calm water , Poem written by Shimoda Utako

明治20年（1887）11月17日 個人蔵

40

巻物形ボンボニエール
孝宮和子内親王御内宴（御七夜）
Handscroll shaped bonboniēru, 16-petal Imperial Chrysanthemum
Crest

昭和4年（1929）10月6日
下賜

個人蔵 ◎

41

重硯箱形鶴亀文ボンボニエール
昭和天皇御結婚25年（銀婚式）御祝宴
Kasanebako (nested box) shaped Bonboniēru with the design of
pine and crane, 16-petal Imperial Chrysanthemum Crest

昭和24年（1949）下賜 当館蔵 ◎

42
文箱形唐草文ボンボニエール
Fubako (Letter Box) shaped Bonboniēru with scroll pattern, 16-petal
Imperial Chrysanthemum Crest

　― 当館蔵 ◎

43
文箱形蒔絵ボンボニエール
Fubako (Letter Box) shaped Maki-e Bonboniēru, 16-petal Imperial
Chrysanthemum Crest

　― 当館蔵 ◎
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