
学習院大学史料館

№ 作品名 慶事名 時代 所蔵

特別出品 定家本 源氏物語「若紫」　（展示：9/13～30） 鎌倉時代 個人蔵

特別出品 源氏物語「須磨」　（展示：10/1～29） 江戸時代初期
学習院大学文学部
日本語日本文学科蔵

特別出品 源氏物語「藤袴」　（展示：11/1～12/３） 鎌倉時代中期
学習院大学文学部
日本語日本文学科蔵

Ⅰ ボンボニエールの始まりの物語

1 片喰形黒塚文 「二五四九紀元節」銘 大日本帝国憲法発布式 明治22年2月11日 個人蔵

2 俵形俵鼠文 「二五四九紀元節」銘 大日本帝国憲法発布式 明治22年2月11日 個人蔵

3 鶴亀形 明治天皇大婚25年祝典 明治27年3月9日 個人蔵

4 正円香合形鶴亀文 明治天皇大婚25年祝典 明治27年3月9日 個人蔵

5 楕円香合形 明治天皇大婚25年祝典 明治27年3月9日 個人蔵

6 入目籠形 大正天皇即位礼大饗第二日 大正4年11月17日 個人蔵

7 柏葉筥形 大正天皇即位礼大饗夜宴 大正4年11月17日 当館蔵

8 八稜鏡形鳳凰文 大正天皇即位礼宮中饗宴 大正4年12月8日 当館蔵

9・10
八稜鏡形鳳凰文（底面「三越製」／「玉屋謹
製」）

大正天皇即位礼宮中饗宴 大正4年12月8日 当館蔵

11 挿華 大正天皇即位礼大饗 大正4年11月16日 当館蔵

12 挿華 昭和天皇即位礼大饗 昭和3年11月16日 当館蔵

13・14 大太鼓形 昭和天皇即位礼大饗第二日 昭和3年11月17日 当館蔵

15・16 釣灯籠形 昭和天皇即位礼大饗夜宴 昭和3年11月17日 当館蔵

17・18 威儀鉾形 昭和天皇即位礼宮中饗宴 昭和3年12月11日 当館蔵

19 丸形鳳凰文 平成即位記念 平成2年11月22日 当館蔵

20 丸形鳳凰文 令和即位記念 令和元年10月22日 個人蔵

21 丸形窠に鴛鴦文 立皇嗣記念（内宴） 令和2年11月9日 個人蔵

22 香合形窠に鴛鴦文 立皇嗣記念 令和2年11月9日 個人蔵

23 柳筥形 常宮昌子内親王・竹田宮恒久王結婚 明治41年4月30日 当館蔵

24 台付文庫形 周宮房子内親王・北白川宮成久王結婚 明治42年4月29日 当館蔵

Ⅱ 外国との絆の物語

25
八稜鏡形人物文（東伏見宮依仁親王・周子妃肖
像）

英国王ジョージ5世戴冠式帰国午餐ヵ 明治44年11月1日 個人蔵

26 扇形桐文 ガーター勲章奉呈式後晩餐 大正元年9月18日 個人蔵

27 楕円煙草入形 〈ガーター勲章紋章〉 アーサー王子饗応晩餐 大正7年6月28日 個人蔵

28 文庫形日英国旗文
英国グロスター公来日、総理大臣田中義一主催夜
会（総理官邸）

昭和4年5月7日 個人蔵

29 鳩に地球儀形 東宮(昭和天皇)帰朝祝賀晩餐会 大正10年9月15日 当館蔵

30 文庫形波文 東宮(昭和天皇)帰朝午餐 大正10年9月15日 当館蔵

31 印籠形 英国エドワード皇太子歓迎晩餐会 大正11年4月12日 当館蔵

32 楕円煙草入形 〈英国皇太子紋章〉 英国エドワード皇太子主催晩餐会（赤坂離宮） 大正11年4月17日 個人蔵

Ⅲ かわいいの物語

33 兎置物形 〈久邇宮家紋〉 久邇宮良子女王送別 大正13年1月19日 当館蔵

34 うさぎ置物 （香淳皇后「御手作り」） 個人蔵

35 鳥兜形 継宮明仁親王（上皇陛下）奉祝饗宴 昭和9年2月23日 当館蔵

36 犬張子形 継宮明仁親王（上皇陛下）誕生内宴 昭和9年2月23日 個人蔵

37 でんでん太鼓形 義宮正仁親王誕生内宴 昭和10年12月5日 個人蔵

Ⅳ デザインとお印の物語

38 柄鏡箱形菫文 貞明皇后大宮御所移転 昭和5年12月16日 山階鳥類研究所寄託

39 桃果形小皿 〈北白川宮家紋〉 （北白川宮）佐和子女王、東園基文へ降嫁の午餐 昭和9年12月15日 当館蔵

40 重扇形竹文 〈北白川宮家紋・東園家紋〉 （北白川宮）佐和子女王・東園基文結婚 昭和10年1月7日 当館蔵

41 羽子板形桐桃文 〈北白川宮家紋〉 （北白川宮）佐和子女王御里開 昭和10年1月9日 個人蔵

42 八稜鏡形勾玉に梅樹文 〈北白川宮家紋〉 北白川宮永久王・徳川祥子結婚 昭和10年4月26日 当館蔵

43 貝桶形流水菊花葵文 北白川宮永久王・祥子妃大宮御所初晩餐 昭和10年7月8日 個人蔵

44 朱漆塗箱形牡丹に太刀文 〈北白川宮家紋〉 （北白川宮）多恵子女王・徳川圀禎結婚披露 昭和16年10月10日 個人蔵

45 丸形鴛鴦文 皇太子明仁親王・正田美智子結婚 昭和34年4月15日 当館蔵

46 丸形鴛鴦文 皇太子徳仁親王・小和田雅子結婚 平成5年6月15日 当館蔵

47 丸形栂に檜扇菖蒲文 秋篠宮文仁親王・川嶋紀子結婚 平成2年6月30日 当館蔵

48 香合形色絵柏文 紀宮清子内親王・黒田慶樹結婚 平成17年11月15日 当館蔵

49 丸形石南花文 常陸宮正仁親王・津軽華子結婚 昭和39年9月30日 山階鳥類研究所寄託

50 卵形色絵石南花文 常陸宮華子妃還暦記念 平成12年7月19日 個人蔵

51 六角形黄心樹石南花文 〈常陸宮家紋〉 常陸宮正仁親王・華子妃金婚式 平成26年９月 個人蔵

　　令和３年度秋季特別展　ボンボニエールが紡ぐ物語　　列品一覧



52 卵形柏葉文 〈三笠宮家紋〉 （三笠宮）寬仁親王学習院中等科卒業記念 昭和36年3月 当館蔵

53 扇形若杉に桐文 三笠宮崇仁親王・百合子妃結婚25年記念 昭和41年10月22日 当館蔵

54 四角形色絵萩文 （高円宮）承子女王成年 平成18年3月9日 当館蔵

参考出品 朱色白樺文袱紗 上皇后陛下所用品

Ⅴ歴史の中の物語

55 貝桶形 〈台湾総督府紋〉 個人蔵

56 鳥籠形 「台湾総督府」刻印 個人蔵

57 箱形神社図 「台湾総督府」刻印 個人蔵

58 行器形 〈樺太庁紋〉 個人蔵

59 注口付扁壺形 〈李王家紋〉 当館蔵

60 方鼎形 〈李王家紋〉 当館蔵

61 匜形雷文繋 〈李王家紋〉 当館蔵

62 鐎斗形 〈李王家紋〉 当館蔵

63 冠形 〈李王家紋〉 当館蔵

64 浄瓶形 〈李王家紋〉 当館蔵

65 尊形 〈李王家紋〉 当館蔵

66 砲弾形 〈北白川宮家紋〉 北白川宮永久王陸軍砲兵少尉任官祝 昭和6年10月26日 当館蔵

67 戦車形 〈朝香宮家紋〉 朝香宮孚彦王陸軍歩兵少尉御任官祝 昭和8年1月28日 個人蔵

68 背嚢形 澄宮崇仁親王陸軍士官学校予科卒業祝 昭和9年3月24日 個人蔵

69 魚雷形 〈朝香宮家紋〉 朝香宮正彦王成年式晩餐 昭和10年1月28日 個人蔵

Ⅵ 様々な形の物語

70 鳥籠形 当館蔵

71 角樽形 仏国大使との陪食 明治44年5月17日 個人蔵

72 諫鼓鶏形 当館蔵

73 唐団扇形 オーストリア大使との陪食 大正元年10月7日 個人蔵

74 手提文庫形 霞ヶ関離宮での宴 大正4年4月24日 個人蔵

75 鎧兜形 〈閑院宮家紋〉 個人蔵

76 香炉形 当館蔵

77 武家兜形 当館蔵

78 駕籠形 当館蔵

79 御座船形 当館蔵

80・81 複葉機形 朝香宮孚彦王成年 昭和7年10月 当館蔵

82・83 プロペラ形 御国航空練習所第一期操縦員修了記念 大正15年3月14日 当館蔵／個人蔵

Ⅶ 様々な材質の物語

84 手箱形年中行事蒔絵 〈有栖川宮家紋〉 当館蔵

85 唐櫃形唐草蒔絵 当館蔵

86 貝桶形松喰鶴蒔絵 当館蔵

87 手箱形唐草蒔絵 当館蔵

88 文箱形蒔絵 当館蔵

89 朱漆塗球形 〈常陸宮家紋〉 常陸宮正仁親王傘寿 平成27年11月 個人蔵

90 木瓜形桐花文 〈三笠宮家紋〉 三笠宮崇仁親王・高木百合子結婚 昭和16年10月22日 山階鳥類研究所寄託

91 扇形三笠山に若杉桐文
三笠宮崇仁親王・高木百合子結婚（大宮御所での
皇太后主催内宴）

昭和16年11月7日 個人蔵

92 巣籠鶴形 〈三笠宮家紋〉 （三笠宮）甯子内親王誕生内宴 昭和19年6月18日 個人蔵

93 円形雪華文 〈三笠宮家紋〉 （三笠宮）彬子女王学習院女子中等科卒業記念 平成9年3月 個人蔵

94 卵形瑠璃釉 〈常陸宮家紋〉 個人蔵

95 楕円形竹文 ハーバード大学名誉総長エリオット博士招宴 明治45年6月28日 個人蔵

96 箱形菊花葉菊文 孝宮和子内親王命名祝宴 昭和4年10月7日 個人蔵

97 七宝箱形蝶文 学校法人國學院大學蔵

98 七宝楕円形花鳥文 学校法人國學院大學蔵

99 緑色香合形
順宮厚子内親王学習院女子高等科卒業記念茶
話会

昭和24年3月31日 当館蔵

源氏物語ゆかりのボンボニエール

100 牛車形 当館蔵

101 柳葉付垂纓冠形 〈三笠宮家紋〉 三笠宮崇仁親王成年 昭和10年12月2日 個人蔵

102 文箱形唐草文　（展示：10/1～29） 当館蔵

103 檜扇形藤桜文 〈竹田宮家紋〉　（展示：10/1～29） 竹田宮恒徳王・三条光子結婚 昭和9年5月12日 当館蔵

104 巻纓冠形　（展示：11/1～12/３）
学習院大学学芸員課程
委員会蔵

105 帙入和書形　（展示：11/1～12/３） 伏見宮博信王成年 大正14年10月1日 当館蔵
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