
総持学園創立８０周年記念展示 和歌と物語 --鶴見大学図書館貴重書８０選--  

会  期  平成１６年１０月８日（金）～３１日（日） 

開館時間 午前１０時～午後６時（土曜日は午後４時３０分まで） 

       日曜・祭日は閉館、但し大学祭期間中は土曜・日曜とも午前 10 時～午後 6

時。 

会  場  鶴見大学記念館３階 （神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３） 

※来場者には「絵はがきセット」を差し上げます。（先着５００名様） 

 記念展示は、入場者総数 1,612 名と、好評のうちに終了しました.。ご来場いただきあり

がとうございました.。 

講演会  「歴史と小説の間」永井路子氏（作家） 

日 時  平成１６年１０月９日（土）午後２時～午後３時（開場午後１時） 

会 場  鶴見大学記念館地下２階記念ホール 

※来場者には「曽我物語」ＣＤ－ＲＯＭを差し上げます。（先着１００名様） 

 講演会は、130 名の参加を得て好評のうちに終了しました。台風の中ご来場いただきあり

がとうございました。 

※展示・講演会とも申込不要、入場無料です。 

※但し、講演会は先着５００名様までとさせていただきます。 

※問合せ先：鶴見大学図書館 ０４５－５８０－８２７４ 

 

 ご講演の後、学長と館長の案内で、永井路子先生も展示をご覧になりました。  (「和

歌と物語」の模様)はこちらからご覧になれます。 
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 画像をクリックすると拡大します。 

 

 

ＪＲ京浜東北線鶴見駅から５分。 

西口の階段を降りて左の方向へ線路沿いを進むと、総持寺の参道に出ます。参道の左手に、

新しく竣工した鶴見大学記念館が見えます。 

 

  

展示略目録 

Ｉ 歌切と物語切ー珠玉の古典資料ー 
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１  古今和歌集断簡（伝藤原伊行筆） 平安時代後期写 軸装 １幅 

２  風雅和歌集断簡（尊円親王筆）  南北朝時代写 台紙貼 ２葉 

３  未詳定数歌女房懐紙断簡 金剛院切（伝亀山天皇筆）鎌倉時代末期写 軸装 １幅 

４  猿丸太夫集断簡（伝藤原公任筆） 平安時代後期写 軸装 １幅 

５  貫之集断簡 村雲切（伝寂然筆） 平安時代末期写 台紙貼 ６葉 

６  師輔集断簡 春日切（伝平業兼筆）鎌倉時代初期写 軸装 １幅 

７  閑谷集断簡（伝寂蓮筆）     鎌倉時代初期写 台紙貼 １葉 

８  伊勢物語断簡 越前切（伝吉田兼好筆）南北朝時代写 軸装 １幅 

９  源氏物語断簡 薄雲 河内本 （伝藤原為家筆）鎌倉時代中期写 軸装 １幅 

１０ 狭衣物語断簡 巻四（伝阿仏尼筆） 鎌倉時代後期写 軸装 １幅 

１１ 栄花物語断簡 巻二四わかばえ（伝藤原家隆筆）鎌倉時代後期写 台紙貼 １葉 

１２ 異本平家物語断簡 長門切（伝世尊寺行俊筆）鎌倉時代末期写 台紙貼 １１葉 

ＩＩ しきしまの道ー勅撰集とその周辺ー 

１３ 古今和歌集 零本 真名・仮名序 鎌倉時代後期写 巻子 １軸    

１４ 古今和歌集 （伝足利義政筆）  室町時代中期写  列帖装 １冊 

１５ 後撰和歌集 零本        室町時代初期写  列帖装 １冊 

１６ 拾遺和歌集            江戸時代前期写 列帖装 １冊 

【参考】拾遺抄断簡 小松切（伝坊門局筆） 鎌倉時代前期写 軸装 １幅 

１７ 後拾遺和歌集 寛永一二年（一六三五）奥書本 江戸時代初期写 袋綴 ２冊 

１８ 金葉和歌集 江戸時代初期写  袋綴 １冊 

１９ 詞花和歌集  江戸時代初期写     列帖装 １冊 

２０ 千載和歌集 江戸時代前期写 寛永二〇年奥書本   列帖装 ２冊 

【参考】千載和歌集断簡 日野切（藤原俊成筆）文治四年（一一八八）頃写 軸装 １幅 

２１ 新古今和歌集 上杉鷹山・伊佐早謙旧蔵 室町時代中期写   袋綴 ４冊 

２２ 新古今和歌集 江戸時代中期写       列帖装 ３冊    

２３ 新勅撰和歌集 鎌倉時代末期写  列帖装  ２冊 

２４ 続古今和歌集 江戸時代前期写 列帖装 ２冊 

２５ 続古今和歌集抜書 室町時代前期写      巻子 １軸 

２６ 続千載和歌集 零本（伝足利義政筆） 室町時代中期写   巻子 １軸 

２７ 新千載和歌集 （伝中山定親・伏見宮貞常親王筆） 列帖装 ３冊 

２８ 新拾遺和歌集    江戸時代中期写       列帖装 ３冊 

２９ 二十一代集 塗箱入色替表紙本   江戸時代中期写 列帖装 ２８冊 

３０ 写字台旧蔵十三代集（新勅撰和歌集・新後撰和歌集・玉葉和歌集・新続古今和歌集）  

列帖装 ６冊 

３１ 古今伝授資料 塗箱入 ２１冊 

３２ 類字名所和歌集 江戸時代前期写 列帖装 ８冊 



【参考】類字名所和歌集 巻七 古活字版 元和三年（一六一七）刊  袋綴 １冊 

III うたのいろいろー私撰集・歌合などー 

３３ 万葉代匠記序 （契沖自筆） 元禄元年（一六八八）頃写   巻子 １軸 

３４ 拾遺風体和歌集 江戸時代後期写 袋綴 １冊 

３５ 後鳥羽院御自歌合 室町時代前期写    巻子 １軸 

３６ 堀河院艶書合 長享二年（一四八八）奥書本 列帖装 １冊 

３７ 六百番歌合 古活字版    江戸時代初期刊 袋綴 ８冊 

３８ 堀河院百首 零本室町時代末期写  列帖装 １冊  

【参考】堀河院百首断簡 （伝甘露寺親長筆）室町時代後期写 台紙貼 １葉 

３９ 白河殿七百首 曼殊院旧蔵 室町時代末期写 袋綴 １冊 

４０ 新撰六帖題和歌       江戸時代前期写   列帖装 ６冊 

４１ 為尹千首    江戸時代後期写 袋綴 １冊 

４２ 菅野忠永詠三十首和歌  室町時代後期写 巻子 １軸      

４２ 俊成卿九十賀和歌 江戸時代中期写 折帖 １冊 

IV 個性横溢ー作り物語さまざまー 

４４ 竹取物語 江戸時代前期写 列帖装 １冊 

【参考】竹取物語断簡 小六半切（伝後光厳院筆）室町時代初期写 台紙貼 １葉 

４５ 伊勢物語 模藤原定家筆本（伝小堀遠州筆）室町時代後期写 列帖装 １冊 

【参考】明月記断簡（藤原定家筆）鎌倉時代前期写 軸装 １幅 

４６ 伊勢物語 （伝飛鳥井雅俊筆） 室町時代後期写  列帖装 １冊 

４７ 伊勢物語  近衛信尹筆 江戸時代初期写  列帖装 １冊 

４８ 大和物語 下  室町時代後期写 袋綴  １冊 

４９ 大和物語 上 古活字版 江戸時代初期刊 袋綴 １冊 

【参考】大和物語 慶安元年（一六四八）刊  袋綴 ２冊 

５０ 住吉物語 金泥下絵大型本 江戸時代前期写 袋綴 １冊 

５１ 住吉物語 （伝冷泉為綱筆） 江戸時代中期写  列帖装 １冊 

５２ 宇津保物語 俊蔭 奈良絵本 江戸時代前期写 巻子 １軸  

５３ 宇津保物語 俊蔭 古活字版 江戸時代初期刊 袋綴 ２冊 

５４ 源氏物語 須磨 付帚木残簡 （伝冷泉為相筆）鎌倉時代後期写 列帖装 １冊 

５５ 源氏物語 夕顔・紅葉賀・賢木（伝下冷泉持為筆）室町時代初期写 列帖装 ３冊 

５６ 源氏物語 桐壺 三条西実隆奥書本 室町時代中期写 列帖装 １冊 

５７ 源氏物語 伝嵯峨本 古活字版 江戸時代初期刊 袋綴 １０冊 

５８ 源氏物語 古活字版 江戸時代初期刊 袋綴 ５４冊 

５９ 源氏物語 蒔絵箱入装飾本 江戸時代中期写 ５４冊 

６０ 狭衣物語 付系図 江戸時代前期写  列帖装３冊・折帖１冊 

【参考】狭衣 奈良絵本 江戸時代前期写 袋綴 ３冊 



６１ 狭衣物語 巻七 古活字版 元和九年（一六二三）刊 袋綴 ８冊 

６２ 浜松中納言物語 巻二 祖型本 江戸時代初期写 袋綴 １冊 

【参考】浜松中納言物語 複写本（松尾聡博士校合） 

V 時代を映すー歴史物語と軍記ー 

６３ 栄花物語 絵入抄出本 江戸時代中期刊 袋綴 ９冊 

【参考】古今和歌集 絵入本 江戸時代中期刊 袋綴 ２冊 

６４ 大鏡 江戸時代中期写 列帖装 ５冊  

【参考】大鏡断簡（伝尊円親王筆）南北朝時代写 軸装 １幅 

６５ 今鏡 宝永三年（一七〇六）写 袋綴 ５冊 

６６ 水鏡 江戸時代前期写 袋綴 １冊 

【参考】水鏡 無刊記整版本 袋綴 ３冊 

６７ 平家物語 零本 室町時代末期写  袋綴 ２冊 

６８ 平家物語 江戸時代前期写  袋綴 １２冊 

【参考】吾妻鏡 巻四 伏見版 江戸時代初期刊 袋綴 １冊 

６９ 曽我物語 零本 室町時代末期写 袋綴 ４冊 

７０ 曽我物語 蒔絵箱入装飾本 江戸時代初期写 １２冊 

７１ 大坂物語 絵入 江戸時代前期刊 袋綴 １冊 

VI ことばをかたちにー絵画と遊びー 

７２ 源氏物語屏風 桐壺・胡蝶 江戸時代中期作 

７３ 源氏物語絵巻 幽遠斎模写本 天保二年（一八三一）写  巻子 ３軸 

７４ 駒競行幸絵巻 狩野養信模写本 文政一一年（一八二八）写 巻子 ２軸 

７５ 福富草紙絵巻 田中親美旧蔵 江戸時代末期模写本   巻子 ２軸 

【参考】田中親美調製 装飾経料紙 巻子 １軸 

７６ 時代不同歌合絵巻   江戸時代末期模写本   巻子 ２軸 

【参考】三十六歌仙絵短冊帖 貞享（一六八四?一六八八）頃写 折帖 １冊 

７７ 百人一首かるた 塗箱入  江戸時代後期制作 ２００枚１組 

７８ 源氏物語かるた 塗箱入  江戸時代後期制作 １０８枚１組 

７９ 源氏物語双六（甲）          江戸時代末期刊 １舗 

８０ 源氏物語双六（乙）付「うちやうの事」 江戸時代後期刊 袋綴２８冊１舗 

【参考】投扇興 

特別展示 

永井路子先生原稿            １０月８日～１６日 

対大己五夏闍梨法断簡 道正庵切（道元禅師自筆）  １０月１８日 ～３１日 

  

  

 


