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「新たな国民のたから」展について 
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 文化庁及び新潟県立歴史博物館は、国民に文化財鑑賞の機会を提供するため、文化庁

が近年購入した文化財を展覧する「新たな国民のたから―文化庁購入文化財展―」を開

催しますので、お知らせします。 



 文化庁では，国宝・重要文化財の指定をはじめ、文化財の保存と活用に関する様々な施

策を行っています。その中に「国民のたから」である貴重な文化財の散逸や海外流出を防

ぐため、国が文化財を購入する事業があり、この事業により国の所有となった文化財は、

国立博物館や各地の博物館等が開催する展覧会において公開されるほか、毎年各地の博物

館と共催で「新たな国民のたから」展を開催して広く公開されています。 

 この度、新潟県立歴史博物館において「新たな国民のたから」展を開催し、近年国が購

入し収蔵する文化財とともに、この機会に合わせ、特別に宮内庁が所蔵する新潟ゆかりの

資料を皆様に御覧いただくこととしました。 
 
１．会   場 新潟県立歴史博物館 
        （新潟県長岡市関原町１丁目字権現堂２２４７番２） 
２．会   期 令和元年７月２７日（土）～８月２５日（日） 
３．主   催 文化庁、新潟県立歴史博物館 
４．出品文化財 文化庁購入文化財４６件 
        （国宝２件、重要文化財２４件、重要無形文化財作品４件を含む） 

        宮内庁所蔵文化財４件 

 

 

  

＜担当＞ 文化庁文化財第一課 

  課     長  田村 真一（内線 2884） 

  課  長  補  佐   山崎 智紀（内線 2933） 

   主任文化財調査官  藤田 励夫（内線 2888） 

  文 化 財 調 査 官  横須賀倫達（内線 2892） 

  文 化 財 調 査 官  小林 彩子（内線 2889） 

活用連携係長    宮本 隆行（内線 2885） 

     電話：03－5253－4111（代表） 

        03－6734－2886（直通） 



主な出品作品 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【重文】彩牋墨書古今和歌集 

 

【重文】大和額安寺五輪塔納入品           【国宝】太刀銘正恒          

          

 

 

 

 

 

 

 

                          

【重文】黒楽茶碗銘ムキ栗 

 

 

 

【重文】名所風俗図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無名異練上線紋鉢（五代 伊藤赤水作） 

     

          越後上布「越後の星空」 

（越後上布・小千谷縮布技術保存協会作） 



出展文化財一覧

№ 区分 名称 員数

1 重要文化財 大和額安寺五輪塔納置品 一括のうち二基

2 木造二天王立像 二躯

3 重要文化財 大般若経 巻第五十六 一巻

4 紺紙金字大智度論 巻第十一 一巻

5 金剛界曼荼羅図 一巻

6 重要文化財 絹本著色仏涅槃図 一幅

7 重要文化財 彩牋墨書古今和歌集 巻第十三残巻 一巻

8 重要文化財 金葉和歌集 二帖

9 重要文化財 八雲御抄 六帖

10 重要文化財 近代秀歌 藤原定家筆 一帖

11 重要文化財 元久元年北野宮歌合 一巻

12 紙本著色西行法師行状絵詞 巻三断簡（第四段） 一幅

13 伊勢物語色紙〈伝俵屋宗達筆／第六十段 花橘〉 一幅

14 蝶蜻蛉蒔絵螺鈿料紙箱及硯箱 一具

15 国宝 太刀 銘正恒 一口

16 国宝 太刀 銘久国 一口

17 重要文化財 太刀 銘包永 一口

18 重要文化財 太刀 銘守次 革包太刀拵 一口

19 重要文化財 刀 銘繁慶 一口

20 重要文化財 色々威腹巻 大袖付 一領

21 重要文化財 晋書列伝 巻第五十一零巻 一巻

22 重要文化財 扶桑略記 巻第二十 一巻

23 重要文化財 太政官符 宝亀三年正月十三日 一幅

24 重要文化財 奉写一切経所紙納帳 一巻

25 重要文化財 後伏見天皇宸翰御消息 一幅

26 重要文化財 皆川家文書 第三巻 七巻九通のうち一巻

27 重要文化財 小早川家文書 第九巻 三十一巻のうち一巻

28 木造能狂言面 曲見 一面

29 萌黄地秋草に柴垣・黒地霞に蒲公英文様段替縫箔 一領

30 萌黄地花折枝文様唐織 一領

31 花色紅段格子に網代楓文様厚板 一領

32 重要文化財 黒楽茶碗 銘ムキ栗 長次郎作 一口

33 漢作肩衝茶入 銘残月 一口

34 重要文化財 青白磁瓜形水注 一口

35 備前円座花生 一口

36 重要文化財 蘆屋浜松図真形釜 一口

37 重要文化財 紙本著色名所風俗図 六曲一双

38 紙本著色韃靼人狩猟図 六曲一双

39 紙本金地著色大原御幸図 六曲一隻

40 重要文化財 絹本著色宮島八景図〈長沢芦雪筆／甲寅（寛政六年）の款記がある〉 一帖

41 絹本著色武陵桃源図 池大雅筆 一幅

42 紙本淡彩雨江独釣図 一休宗純賛 一幅

43 【無形】 無名異練上線紋鉢 五代 伊藤赤水作 一点

44 【無形】 越後上布「越後の星空」 越後上布・小千谷縮布技術保存協会作 一点

45 【無形】 刀 銘（表）越後月岡天田昭次作之（裏）平成八年仲春吉日 天田昭次作 一点

46 【無形】 木目金花瓶 玉川宣夫作 一点

47 【宮内庁】 古写真（パネル展示） 二十七枚

48 【宮内庁】 鋳金花瓶 南天燭文様 佐久間象堂作 一点

49 【宮内庁】 花唐草透彫水晶入短刀拵 香川勝廣作 一点

50 【宮内庁】 銅製饕餮文花瓶 十五代 山本又五郎作 一点

51 【宮内庁】 『瑞彩』（「大原女」土田麦僊、「菊花」小林古径） 三帖のうち二面

区分の【無形】は重要無形文化財保持者・保持団体の作品を示す。
区分の【宮内庁】は宮内庁三の丸尚蔵館所有品を示す。


