
総括票

１．申請者に関する事項

その他の申請者（申請代表者以外の展覧会主催者）

２．公開予定施設等に関する事項

３．指定を受けようとする海外の美術品等に関する事項

六玉川・井手の玉川
Jewel River at Ide (Ide no Tamagawa)

六玉川・千鳥の玉川

申請者名 株式会社朝日新聞社 代表者氏名
企画事業本部長
堀越 礼子

申請者住所 東京都中央区築地五丁目３番２号

A Teenage Boy and Girl with a Viewer for an Optique Picture (Nozoki-karakuri); Kōbō Daishi’s Poem on the Jewel
River of Kōya (Kōya no Tamagawa: Kōbō Daishi)

縫箔 浅葱白段海賦模様
Robe (Kosode) with Shells and Sea Grasses

“The Jewel River of Plovers, a Famous Place in Mutsu Province,” from the series Six Jewel Rivers (Mu Tamagawa:
Chidori no Tamagawa, Mutsu meisho)

六玉川・擣衣の玉川
Fulling Cloth at the Jewel River (Kinuta no Tamagawa)

六玉川・調布の玉川
The Jewel River at Chōfu (Chōfu no Tamagawa)

六玉川・萩の玉川
Hagi no Tamagawa
六玉川・高野の玉川

申請代表者名 独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館 代表者氏名 館長 銭谷 眞美

申請代表者住所 東京都台東区上野公園１３番９号

施設名 東京国立博物館 公開期間 2020年4月14日～6月7日

所在地 東京都台東区上野公園１３番９号

風俗東之錦・武家の娘と侍女二人
The Promenade

風俗東之錦・姫君と侍女四人
Young Girl and Four Attendants, from the series Current Manners in Eastern Brocade (Fûzoku Azuma no nishiki)

風俗東之錦・髪置
The Kamioki Ceremony, from the series Current Manners in Eastern Brocade (Fûzoku Azuma no nishiki)

風俗東之錦・帯解
The Obitoki Ceremony, from the series Current Manners in Eastern Brocade (Fûzoku Azuma no nishiki)

風俗東之錦・春の野遊び
An Outing in Spring, from the series Current Manners in Eastern Brocade (Fûzoku Azuma no nishiki)

夏衣裳當世美人・嶋屋仕入の染しま向キ
Suited to Dyed Stripes Stocked by Shimaya (Shimaya shi-ire no some-jima muki), from the series Summer Outfits:

Beauties of Today (Natsuishô tôsei bijin)
夏衣裳當世美人・松坂屋仕入のしぼり向キ

A Practical Joke

Suited to Tie-dyed Fabrics Stocked by Matsuzakaya (Matsuzakaya shi-ire no shibori muki), from the series Summer
Outfits: Beauties of Today (Natsuishô tôsei bijin)

誰が袖図屏風
Whose Sleeves? (Tagasode)

風俗東之錦・居眠り

美術品等の公開目的

   日本文化のシンボルの１つであり、日本の美意識を色と模様に表した「きもの」。その原型である小
袖は、平安時代には貴族が着用する広袖の上着の下着にすぎませんでした。それが室町時代後期頃よ
り、染や刺繍、金銀の摺箔などで模様を表わし、表着へと花開くこととなったのです。江戸時代には、
町人の経済力が高まり、武家や公家といった上流階級だけではなく、日本人の多くが美しく彩られたき
ものを着用するようになりました。その様子は、江戸初期風俗図や、遊女図といった日本の絵画に見る
ことができます。寛文期（1661～1673）以降、170種以上も刊行されたきもののデザインブック（「雛形
ひいなかた」）、浮世絵絵師が筆を採る絵本や浮世絵版画などに描かれる人々の姿には、時とともに移
りゆくファッションの宿命が映し出されています。
  この度、ボストン美術館及びメトロポリタン美術館所蔵の絵画作品及び染織作品計16点を本邦におい
て公開し、江戸期の「きもの」についての魅力を紹介していきます。

美術品等の名称（タイトル）



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

1枚

寸法等 37.9×25.1       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ

江戸時代・天明4年(1784)頃

写真 陶磁器 彫刻

員数

工芸品 書跡・典籍

タイトル
（名称）

風俗東之錦・姫君と侍女四人 /Young Girl and Four
Attendants, from the series Current Manners in Eastern
Brocade (Fûzoku Azuma no nishiki)

作者名 鳥居清長
作成年

作成時期



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 39.1×25.8       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

風俗東之錦・髪置/The Kamioki Ceremony, from the series
Current Manners in Eastern Brocade (Fûzoku Azuma no
nishiki)

員数 1枚

作者名 鳥居清長
作成年

作成時期
江戸時代・天
明5年(1785)頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 38.1×26.1       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

風俗東之錦・帯解 /The Obitoki Ceremony, from the series
Current Manners in Eastern Brocade (Fûzoku Azuma no
nishiki)

員数 1枚

作者名 鳥居清長
作成年

作成時期
江戸時代・天
明5年(1785)頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 38.3×25.7       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

風俗東之錦・春の野遊び/An Outing in Spring, from the
series Current Manners in Eastern Brocade (Fûzoku Azuma
no nishiki)

員数
2枚続きのうち

1枚

作者名 鳥居清長
作成年

作成時期
江戸時代・天
明4年(1784)頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 37.9×24.6       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

夏衣裳當世美人・嶋屋仕入の染しま向キ /Suited to Dyed
Stripes Stocked by Shimaya (Shimaya shi-ire no some-jima
muki), from the series Summer Outfits: Beauties of Today
(Natsuishô tôsei bijin)

員数 1枚

作者名 喜多川歌麿
作成年

作成時期
江戸時代・文化1～3年(1804-06)頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 38×25.5       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

夏衣裳當世美人・松坂屋仕入のしぼり向キ /Suited to Tie-
dyed Fabrics Stocked by Matsuzakaya (Matsuzakaya shi-ire
no shibori muki), from the series Summer Outfits:
Beauties of Today (Natsuishô tôsei bijin)

員数 1枚

作者名 喜多川歌麿
作成年

作成時期
江戸時代・文化1～3年(1804-06)頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 各144.9×346.8       材質：紙本金地着色

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

誰が袖図屏風/Whose Sleeves? (Tagasode) 員数 6曲1双

作者名 作者不明
作成年

作成時期

桃山時代
（1573-1615）
～江戸時代

(1615～1868）



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 35.9×24.3       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

風俗東之錦・居眠り/A Practical Joke 員数 1枚

作者名 鳥居清長
作成年

作成時期
江戸時代・
1782年頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 39.1×27.8       材質：大判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

風俗東之錦・武家の娘と侍女二人/The Promenade 員数 1枚

作者名 鳥居清長
作成年

作成時期
江戸時代（1615～1868）



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 27.3×18.9       材質：中判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

六玉川・井手の玉川/Jewel River at Ide (Ide no Tamagawa) 員数 1枚

作者名 鈴木春信
作成年

作成時期
江戸時代・1768年頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 27.5×19.8       材質：中判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

六玉川・千鳥の玉川/“The Jewel River of Plovers, a Famous
Place in Mutsu Province,” from the series Six Jewel
Rivers (Mu Tamagawa: Chidori no Tamagawa, Mutsu meisho)

員数 1枚

作者名 鈴木春信
作成年

作成時期
江戸時代（1615～1868）



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 27.3×20       材質：中判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

六玉川・擣衣の玉川/Fulling Cloth at the Jewel River
(Kinuta no Tamagawa)

員数 1枚

作者名 鈴木春信
作成年

作成時期
江戸時代・
1768年頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 27×19.7       材質：中判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

六玉川・調布の玉川/The Jewel River at Chōfu (Chōfu no
Tamagawa)

員数 1枚

作者名 鈴木春信
作成年

作成時期
江戸時代・
1768年頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 27.3×20       材質：中判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

六玉川・萩の玉川/Hagi no Tamagawa 員数 1枚

作者名 鈴木春信
作成年

作成時期
江戸時代（1615～1868）



個票

１．個々の美術品等の作品情報

■ □ □ □ □ □ □

□ □ □

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 27.3×19.7       材質：中判錦絵

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： ）

タイトル
（名称）

六玉川・高野の玉川/A Teenage Boy and Girl with a Viewer
for an Optique Picture (Nozoki-karakuri); Kōbō Daishi’s
Poem on the Jewel River of Kōya (Kōya no Tamagawa: Kōbō
Daishi)

員数 1枚

作者名 鈴木春信
作成年

作成時期
江戸時代・1788年頃



個票

１．個々の美術品等の作品情報

□ □ □ □ □ □ □

□ □ ■

２．個々の美術品等の写真

（撮影年月： 年 月）

※画像を収めたCD-ROMやUSBメモリ等も提出すること。

その他の
特徴

日本/Japan

※美術品等の外形的特徴が分かるよう，必要に応じて，正面，側面，背面，上部等の複数方向から
撮影した画像や，美術品等の特徴的な部分を撮影した画像を添付すること。

※指定を受けた場合，美術品等の画像は文化庁ホームページに掲載されるとともに，関係機関に
通知等されるので，美術品等の所有者及び著作権者には予めその旨の許諾を取ること。

寸法等 丈141.0×裄62.0       材質：紗綾（絹製）、絞り・摺箔・刺繡

種類
絵画 スケッチ 写真 陶磁器 彫刻 工芸品 書跡・典籍

化石 岩石，鉱物，植物又は動物の標本 その他（具体的に： 染織 ）

タイトル
（名称）

縫箔 浅葱白段海賦模様/Robe (Kosode) with Shells and Sea
Grasses

員数 1領

作者名 作者不明
作成年

作成時期
江戸時代・17世紀初


