
連番 資料名 素材
⾼さ(H)･横幅(W)
･奥⾏(D)mm

収集地 収蔵番号 前期 後期 会場

- ⽔嚢 スズタケ H114･W385･D123 ⻑野県上⽔内郡⼾隠村（現・⻑野市） M0003489 ○ ○ G
- ⽔嚢 ⽵、⽊ H98･W298･D465 収集地不詳 M0006387 ○ ○ G
- ⽔嚢 ⽵、⽊ H60･W205･D530 新潟県佐渡郡畑野町（現・佐渡市） M0002382 ○ 展1
- ⽔嚢 ⽵、⽊ H100･W200･D474 ⻑野県松本市 M0002351 ○ 展1
- ⽔嚢 ⽵、⽊ H410･W115･D65 ⻑野県北佐久郡浅科村 M0006280 ○ 展1
- 蕎⻨揚げ笊 ⽵、⽊ H420･W120･D65 岩⼿県岩⼿郡雫⽯町 M0006151 ○ 展1

i かたちと⾝体性 連番 資料名 素材
⾼さ(H)･横幅(W)
･奥⾏(D)mm

収集地 収蔵番号 前期 後期 会場

1 蓑 スゲ、稲藁 H1470･W882･D120 不詳 M0000113 ○ ○ G
2 蓑帽⼦ スゲ、⽊綿⽷ H1320･W19･D705 新潟県⼗⽇町市 M0000072 ○ G

3 蓑
シナノキ、カサス
ゲ、⿇

H887･W355･D130 福島県耶⿇郡⻄会津町 M0000068 ○ ○ G

4 コラ蓑 カラムシ、⽊綿布 H1046･W528･D115 宮城県柴⽥郡川崎町 M0004730 ○ G
5 腰蓑 不詳 H770･W630･D60 ⽯川県⾦沢市 M0000079
6 棕櫚蓑 シュロ、⿇ひも H965･W740･D228 広島県神⽯郡豊松村（現・神⽯⾼原町） M0002745
7 背負い梯⼦ ⽊、稲藁 H1190･W518･D410 宮崎県⻄⾅杵郡⽇之影町 KM001544 ○ ○ G

8 背負い梯⼦
ヒノキ、藁、シュ
ロ、布

H830･W350･D65 静岡県磐⽥郡⽔窪町（現・浜松市） M0002738

9 背負い梯⼦ ⽊、藁 H1865･W450･D70 東京都⼋王⼦市 KM000198

10 背負い梯⼦
⽊、藁、シュロ、
布

H601･W380･D390 ⼭梨県北都留郡上野原町（現・上野原市） M0000601 ○ ○ G

11 背負い籠 真⽵、稲藁 H413･W512･D328 宮崎県⻄⾅杵郡⽇之影町 KT001478 ○ ○ G
12 背負い籠 ⽊、稲藁、つる H695･W632･D510 広島県⼭県郡⼾河内町（現・安芸太⽥町） KH000073 ○ ○ G
13 嬰児籠 藁、布、ビニール H331･W726･D632 宮城県柴⽥郡川崎町 M0003855 ○ G
14 藁櫃・お櫃⼊れ スゲ H267･W420･D430 新潟県東頸城郡牧村（現・上越市） M0003933 ○ G
15 穀物⼊れ カヤ、クーズ H370･W400･D400 沖縄県⼋重⼭郡⽵富町〈⿊島〉 KW000095 ○ G
16 卵⼊れ 稲藁 H180･W270･D270 広島県因島市（現・尾道市）〈因島〉 KW000137 ○ G
17 湯湯婆 陶⼟ H178･W167･D260 佐賀県武雄市 KY000453 ○ G
18 湯湯婆 陶⼟ H132･W280･D152 滋賀県甲賀郡信楽町（現・甲賀市） KY004298 ○ G
19 尿瓶 陶⼟、鉄釉 H170･W164･D197 福島県相⾺郡⼩⾼町（現・南相⾺市） KY003260 ○ G
20 ⿂籠 真⽵ H200･W235･D194 埼⽟県⼊間郡⽇⾼町（現・⽇⾼市） KT001556 ○ G
21 ⿂籠 ⽵ H274･W230･D196 ⿃取県⽶⼦市 M0004668
22 蓑 ⽊綿布、藁、⿇ H770･W480･D140 宮城県柴⽥郡川崎町 M0006176 ○ G
23 背中当て 布、藁 H750･W310･D95 ⼭形県鶴岡市 M0000001
24 背中当て 布、藁 H540･W320･D93 新潟県佐渡郡⼩⽊町（現・佐渡市）〈佐渡島〉 M0000010
25 背中当て 布、稲藁 H437･W295･D560 岩⼿県宮古市 KW000104
26 背中当て 藁 H600･W325･D115 不詳 M0000005
27 背中当て 布、藁、ビニール H675･W215･D80 新潟県⼗⽇町市 M0000008
28 ⾏⽕・置炬燵 陶⼟ H210･W258･D255 ⼭⼝県⼤津郡⽇置村（現・⻑⾨市） KY003878
29 蒸籠 スギ、⽵ H673･W504･D501 福島県相⾺郡⼩⾼町（現・南相⾺市） KM000180

30 蒸籠 スギ

・KM000082
 H144･W310･D313
・KM000083
 H141･W310･D315

徳島県名東郡佐那河内村
KM000082
KM000083

31 弁当⾏李 ヤナギ H55･W165･D95 広島県三原市 M0000406

⺠具のデザイン図鑑 くらしの道具から読み解く造形の発想

⼩さな森で
⾝を包む

⾝体を拡張する

藁のやさしさ

会 期｜前期：2022年10⽉24⽇（⽉）〜11⽉20（⽇）
    後期：2022年12⽉5⽇（⽉）〜12⽉24⽇（⼟）
時 間｜11時〜19時 ※⼟・⽇曜⽇、祝⽇、10⽉28⽇（⾦）は10時〜17時
休室⽇｜⽔曜⽇
⼊場料｜無料
会 場｜13号館2階⺠俗資料室ギャラリー、美術館 展⽰室1
主 催｜武蔵野美術⼤学 美術館･図書館 ⺠俗資料室
監 修｜加藤幸治（武蔵野美術⼤学 教養⽂化・学芸員課程教授）
協 ⼒｜武蔵野美術⼤学共同研究「美術⼤学における⺠俗資料の活⽤をめぐる
    基礎的研究」

【凡例】
・本展は、関連書籍『⺠具のデザイン図鑑 くらしの道具から読み解く造形の発想』（誠⽂堂新光社、2022
 年10⽉16⽇発⾏）に基づき構成されているため、本出展⽬録も同書の「掲載資料⼀覧」に基に編集さ
 れている。連番欄の「―」（ハイフン）は、本書に掲載していない資料を表す。
・前期後期欄の「○」は、資料の展⽰期間を表す。
・網掛けは、前期後期ともに展⽰していない資料を表す。
・収集地欄の〈  〉は、⺠具名で特筆すべき系統や分類がある場合、および収集地が島や温泉地など特定の
 地域を表す。
・会場欄の「G」は13号館2階⺠俗資料室ギャラリー、「展1」は美術館 展⽰室1を表す。

体に寄り添う曲線

つくろいの造形

熱を活かす・
逃がす



連番 資料名 素材
⾼さ(H)･横幅(W)
･奥⾏(D)mm

収集地 収蔵番号 前期 後期 会場

32 箕
サワグルミの樹
⽪、⽵

H174･W977･D524 ⻑野県下伊那郡南信濃村（現・飯⽥市） M0005180

33 箕〈⾯岸箕〉 マタタビ、根曲⽵ H186･W835･D720 岩⼿県⼆⼾郡⼀⼾町 KH000192
34 箕〈太平箕〉 イタヤカエデ、⽵ H155･W710･D657 秋⽥県仙北郡⾓館町（現・仙北市） KH000206

35 箕〈⼾隠箕〉
箕〈⼾隠箕〉⽵、
藤づる、サクラの
樹⽪

H211･W573･D632 ⻑野県上⽔内郡⼾隠村（現・⻑野市） M0003478

36 箕〈⽇置箕〉
藤⽪、沈⽵、つ
る、ヤマビワ

H177･W620･D610 ⿅児島県⽇置郡⽇吉町（現・⽇置市） M0002438

37 箕〈阿波箕〉 イタヤカエデ、⽵ H274･W798･D763 岡⼭県⼩⽥郡美星町（現・井原市） M0002563
38 頭がけ背負い籠 ⽵、藁 H819･W439･D825 ⿅児島県⼤島郡⿓郷村（現・⿓郷町）〈奄美⼤島〉 KT001229
39 頭がけ背負い籠 蓬莱⽵、カズラ H642･W380･D563 ⿅児島県⼤島郡徳之島町〈徳之島〉 KT001888

40 負ぶいひも
イラグサ、⽊綿
⽷、⽊

H650･W360･D78 北海道沙流郡平取町 M0010020

41 三つ⼿籠 ⽵ H226･W325･D321 不詳 M0006408 ○ G
42 酒⼊れ モウソウチク H206･W190･D125 ⿅児島県⿅児島市 KT000336
43 ⾖腐籠 ⽵ H204･W278･D244 岩⼿県⼆⼾郡⼀⼾町 M0005259 ○ G
44 ⼀升瓶⼊れ アケビ H460･W200･D145 ⼭形県⻄村⼭郡⻄川町 M0003519
45 葉鍋 クバ（ビロウ） H460･W200･D146 沖縄県⽯垣市〈⽯垣島〉 M0000401 ○ G
46 ⼿籠 根曲⽵ H460･W200･D147 ⻑野県上⽔内郡⼾隠村（現・⻑野市） KT000948 ○ G

47 背負い梯⼦ ⽊、稲藁 H930･W390･D450 ⼭⼝県阿武郡川上村（現・萩市） M0007399

48 しゃもじ⼊れ ⽵ H630･W69･D64 ⼭⼝県⼤島郡東和町（現・周防⼤島町） KT000639

49 ハエ叩き シュロ H725･W105･D53 茨城県笠間市 KH000200

50 箒 モロコシ H450･W325･D80 ⾹川県⾹川郡塩江町（現・⾼松市） KW000128

51 ワッパ
スギ、サクラの樹
⽪

H84･W140･D140 徳島県名東郡佐那河内村 KM000081 ○ ○ G

52 ⽊こり弁当
スギ、サクラの樹
⽪

H100･W219･D128 福島県いわき市 KM000040 ○ ○ G

53 弁当⾏李 イタヤカエデ H73･W190･D110 秋⽥県仙北郡⾓館町（現・仙北市） KH000199 ○ ○ G

54 切溜 ⽊

・⾝を重ねた状態
 H116･W193･D264
・蓋を重ねた状態
 H53･W216･D289

三重県伊勢市
KM001128
KM001129
KM001130

○ ○ G

55 ⽷枠 ⽵ H930･W390･D450 岩⼿県岩⼿郡雫⽯町 M0008803

56 ⽷枠 ⽊ H178･W133･D130 広島県賀茂郡⼤和町（現・三原市） M0000658

57 ⽷枠 ⽊ H150･W140･D135 東京都⼋王⼦市 M-ITO089

58 ⽷枠 ⽊ H74･W362･D70 東京都⼋王⼦市 M0003603-01

59 座繰 ⽊ H418･W535･D329 東京都⻘梅市 M0000637

60 ⽷⾞ ⽵、⽊ H650･W810･D515 不詳 M0010051

61 ⽷⾞ ⽵、⽊ H670･W1160･D350 不詳 M0010014

⾃然から形を
取り出す

ふたと⾝を重ねる

規格化されていく
道具

働く姿勢

持たざるをえない
取っ⼿

⽴体の仕⽴て⽅

もうひとつの頭の
使い⽅



ii ユーモアと図案 連番 資料名 素材
⾼さ(H)･横幅(W)
･奥⾏(D)mm

収集地 収蔵番号 前期 後期 会場

62 清正⻁退治〈花泉凧〉 紙、⽵、彩⾊ H850･W495･D25 ⼭形県⼭形市 KG004851
63 清正〈⻘森凧〉 紙、⽵、彩⾊ H678･W495･D20 ⻘森県⻘森市 KG003549
64 ⻤神のお松〈津軽凧〉 紙、⽵、彩⾊ H1300･W875･D25 ⻘森県 KG004725
65 ⽜若天狗〈津軽凧〉 紙、⽵、彩⾊ H484･W330･D15 ⻘森県弘前市 KG004518
66 兎⾦時〈南部凧〉 紙、彩⾊ H616･W472･D1 ⻘森県⼋⼾市 KG004762 ○ 展1
67 万祝着 ⽊綿 H1357･W1310･D25 東京都港区 M0001992 ○ ○ 展1
68 掻巻 ⽊綿 H1360･W1355･D60 広島県⽵原市 M0004463
69 掻巻 ⽊綿 H1450･W1360･D80 広島県⽵原市 M0006030

70
紋付ふろしき
〈梅紋に松⽵梅紋〉

⽊綿 H5･W1310･D1450 広島県⽵原市 M0004244

71
紋付ふろしき
〈丸に三帆の丸紋と
松⽵梅紋〉

⽊綿 H5･W645･D745 広島県⽵原市 M0004247

72
紋⼊ふろしき
〈丸に⽊⽠紋、
⽵に雀と⿇の葉紋〉

⽊綿 H5･W1270･D1280 広島県⽵原市 M0004276

73 絵⽻ふろしき ⽊綿 H5･W1035･D1200 広島県⽵原市 M0004947
74 鯛〈2枚型〉 ヤマザクラ、⽵ H47･W337･D168 千葉県市川市 TV000221 ○ 展1
75 梅〈2枚型〉 ヤマザクラ、⽵ H62･W212･D136 千葉県市川市 TV000051
76 磯千⿃〈2枚型〉 ヤマザクラ、⽵ H45･W195･D106 東京都中央区 TV000357
77 宝尽くし〈打ち出し型〉 ヤマザクラ、⽵ H31･W450･D85 千葉県市川市 TV000318 ○ 展1
78 ⾼砂・尉〈2枚型〉 ヤマザクラ、⽵ H43･W90･D183 千葉県市川市 TV000222 ○ 展1
79 まなぐ凧 ⽵、⿇、和紙、墨 H917･W486･D20 東京都 KG000329 ○ ○ 展1
80 べらぼう凧〈能代凧〉 紙、⽵、彩⾊ H535･W336･D3 秋⽥県能代市 KG004809 ○ 展1
81 会津唐⼈凧 紙、⽵、彩⾊ H880･W700･D8 福島県福島市 KG004914 ○ ○ 展1

82
べっかこう
〈遠州横須賀凧絵〉

紙、彩⾊ H800･W328･D8 静岡県⼩笠郡⼤須賀町（現・掛川市） KG000790 ○ 展1

83 藁⼈形 藁、紙 H832･W563･D153 茨城県久慈郡⽔府村（現・常陸太⽥市） KG002693
84 嬰児籠〈弥治郎系〉 ⽊ H120･W90･D90 宮城県⽩⽯市 KG000136 ○ 展1
85 嬰児籠〈蔵王⾼湯系〉 ⽊ H145･W120･D120 ⼭形県⼭形市 KG008096 ○ 展1
86 嬰児籠〈弥治郎系〉 ⽊ H115･W95･D99 宮城県⽩⽯市 KG008235
87 だだっこ〈蔵王⾼湯系〉 ⽊ H218･W162･D170 ⼭形県⻄⽥川郡温海町（現・鶴岡市）〈温海温泉〉 KG008047
88 えじこ⾞〈蔵王⾼湯系〉 ⽊ H170･W183･D95 ⼭形県⻄⽥川郡温海町（現・鶴岡市）〈温海温泉〉 KG008045 ○ 展1
89 当て独楽〈弥治郎系〉 ⽊ H140･W100･D100 宮城県⽩⽯市本町 KG000253 ○ 展1
90 当て独楽〈弥治郎系〉 ⽊ H155･W115･D90 ⼭形県⽶沢市 KG008093 ○ 展1
91 当て独楽〈遠刈⽥系〉 ⽊ H150･W105･D105 宮城県刈⽥郡蔵王町〈遠刈⽥温泉新地〉 KG008192 ○ 展1
92 追っかけ独楽〈弥治郎系〉 ⽊ H100･W130･D150 ⼭形県⽶沢市〈⽩布温泉〉 KG008076 ○ 展1
93 鳴り独楽〈鳴⼦系〉 ⽊ H163･W85･D80 宮城県⽟造郡鳴⼦町（現・⼤崎市） KG008306 ○ 展1
94 貧乏徳利〈丹波⽴杭焼〉 陶⼟ H253･W138･D121 京都府船井郡園部町（現・南丹市） KY001444 ○ G
95 貧乏徳利〈丹波⽴杭焼〉 陶⼟ H220･W130･D130 兵庫県多紀郡今⽥町（現・丹波篠⼭市） KY000490 ○ G
96 貧乏徳利〈美濃焼〉 陶⼟ H262･W130･D130 福島県いわき市 KY001811 ○ G
97 貧乏徳利〈有⽥焼〉 陶⼟ H340･W190･D190 佐賀県杵島郡北⽅町（現・武雄市） KY000470
98 貧乏徳利〈相⾺焼〉 陶⼟ H315･W190･D190 福島県いわき市 KY001988 ○ G
99 丹波⽊綿⾒本帳 ⽊綿、和紙、墨 H75･W107･D276 京都府京都市 M0006421 ○ 展1
100 ⽊綿⾒本帳 ⽊綿、和紙、墨 H80･W225･D150 京都府京都市 M0001322 ○ 展1
101 縞帳 ⽊綿、和紙 H15･W188･D145 東京都⻘梅市 M0003450 ○ 展1
102 縞帳 ⽊綿、和紙 H15･W188･D130 東京都⻘梅市 M0003451 ○ 展1
103 蝶⾜膳 ⽊、漆 H165･W350･D370 新潟県⻄頸城郡名⽴町（現・上越市） M0000420 ○ G
104 両脚膳 ⽊、漆 H131･W303･D300 神奈川県川崎市 M0008064-3
105 ⾼膳 ⽊、漆 H238･W391･D394 千葉県船橋市 KM000951 ○ G
106 三⽅ ヒノキ H178･W188･D130 千葉県船橋市 KM000604 ○ G
107 バラモン凧 紙、⽵、彩⾊ H840･W540･D30 ⻑崎県福江市（現・五島市） KG004652 ○ ○ 展1
108 平⼾⻤ようちょう 紙、⽵、彩⾊ H765･W625･D7 ⻑崎県平⼾市 KG001516 ○ 展1
109 壱岐の⻤凧 紙、⽵、彩⾊ H505･W333･D15 ⻑崎県壱岐郡郷ノ浦町（現・壱岐市） KG001514 ○ 展1
110 ⻤頼光〈湯沢凧〉 紙、⽵、彩⾊ H696･W332･D5 秋⽥県湯沢市 KG004544
111 虻凧 紙、⽵、彩⾊ H330･W790･D30 神奈川県伊勢原市 KG000615-F
112 名古屋古流蝉凧 紙、⽵、彩⾊ H898･W820･D195 東京都東⼤和市 KG007705
113 蝉凧 紙、⽵、彩⾊ H712･W506･D20 ⾹川県⾼松市 KG001267-A
114 蜂凧〈桜井凧〉 紙、⽵、彩⾊ H625･W698･D105 愛知県額⽥郡幸⽥町 KG006630
115 宇和島⿅⾯ 紙、彩⾊ H264･W215･D165 愛媛県宇和島市 KG004469
116 宝珠狐⾯〈三春張⼦〉 紙、彩⾊ H205･W133･D70 福島県郡⼭市 KG000445

動物とデフォルメ

回転と模様

量産と⽂字

布と⾊彩感覚

地と図で
空間を彩る

物語と遊び

凸⾯のキャンバス

布で情景を描く

凝縮された季節感

正⾯への畏敬

⼦どもの表現



iii ⾒⽴てと表象 連番 資料名 素材
⾼さ(H)･横幅(W)
･奥⾏(D)mm

収集地 収蔵番号 前期 後期 会場

117 ⼿炙り・達磨⽕鉢 陶⼟ H263・W222・D238 ⼭⼝県防府市 KY004044 ○ ○ 展1
118 ⼿炙り・達磨⽕鉢 陶⼟ H219･W203･D210 ⼭⼝県⼤津郡⽇置村（現・⻑⾨市） KY003879 ○ ○ 展1
119 豊岡達磨・⾼崎達磨 紙、彩⾊ H278･W252･D210 群⾺県⾼崎市 KG007317
120 相州達磨 髭達磨 紙、彩⾊ H253･W230･D215 神奈川県平塚市 KG003752 ○ ○ 展1

121
東京だるま・多摩だるま
(制作途中)

紙 H372･W360･D353 東京都⻄多摩郡瑞穂町 MS015585 ○ ○ 展1

122 多摩だるま・東京だるま 紙、彩⾊ H352･W331･D298 東京都⻄多摩郡瑞穂町 KG007328
123 宝船 ⽵、⿇、和紙 H485･W330･D123 東京都 MS014785 ○ ○ 展1
124 宝船 稲藁 H438･W572･D200 東京都⼤⽥区 MS017129
ー 宝船 稲藁 H273･W470･D221 東京都千代⽥区 MS016014 ○ ○ 展1
125 宝船 稲藁 H417･W406･D160 東京都⼤⽥区 MS017128 ○ ○ 展1
126 松川だるま 和紙 H118･W85･D90 宮城県仙台市 KG000121 ○ ○ 展1
ー 松川だるま 和紙 H255･W200･D190 宮城県仙台市 KG007275 ○ ○ 展1

127 ドンコロと絵札 ⽊

・ドンコロ
 H153･W73･D63
・絵札
 H5･W50･D76

宮城県刈⽥郡蔵王町 KG006057 ○ ○ 展1

128 藁⾺ 稲藁 H480･W98･D300 収集地不詳 KG003838
129 七⼣⾺ 稲藁 H337･W73･D465 収集地不詳 MS014087 ○ ○ 展1
130 七⼣⾺ 稲藁 H315･W85･D510 収集地不詳 MS014088 ○ ○ 展1
131 ⼋朔⾺ 稲藁 H405･W310･D40 福岡県遠賀郡芦屋町 KG001338 ○ ○ 展1
132 流し雛〈粉河流し雛〉 紙 H113･W78･D16 和歌⼭県那賀郡粉河町（現・紀の川市） KG001085 ○ ○ 展1
133 流し雛 紙 H35･W193･D233 ⿃取県 KG001112 ○ ○ 展1
134 福箕 ⽵、紙 H1050･W650･D380 東京都東⼤和市 MS006863 ○ ○ 展1
135 熊⼿ ⽵、紙 H550･W330･D165 収集地不詳 MS014519
136 熊⼿ ⽵、紙 H650･W380･D240 収集地不詳 MS014522 ○ ○ 展1
137 底抜け柄杓 ⽊ H185･W512･D93 岐⾩県恵那郡付知町（現・中津川市） MS006297 ○ ○ 展1
138 草鞋 藁 H830･W135･D25 東京都⻘梅市 MS009790

139
神酒⼝
神酒徳利

⽵
素材不詳

H330･W238･D10
H128･W40･D41

東京都東⼤和市
静岡県磐⽥郡⽔窪町（現・浜松市）

MS014594
MS000203

○ G

140 神酒⼝ ⽵ H248･W220･D8 東京都あきる野市 MS014564 ○ G
141 神酒⼝ ⽵ H218･W142･D8 収集地不詳 MS000069 ○ G
142 神酒⼝ ⽵ H262･W123･D6 東京都あきる野市 MS014562 ○ G
143 神酒⼝ ⽵ H198･W104･D6 東京都あきる野市 MS014571 ○ G
144 ⽴絵⾺ ⽊ H95･W152･D40 奈良県奈良市〈⼿向⼭⼋幡宮〉 KG004220
145 ⼋つ⽬ ⽊ H133･W180･D18 収集地不詳 MS008374
146 乳しぼり ⽊ H175･W223･D15 東京都府中市 MS000060
147 拝み絵⾺ ⽊ H200･W225･D18 埼⽟県岩槻市〈第六天神社〉 MS008869
148 飾り⾺ ⽊ H325･W409･D13 埼⽟県東松⼭市〈妙安寺・上岡観⾳〉 MS002303
149 鯛恵⽐寿〈⾼松張⼦〉 紙、彩⾊ H96･W103･D56 ⾹川県⾼松市 KG001865 ○ ○ 展1
150 恵⽐寿と宝船 ⼟、彩⾊ H146･W156･D52 富⼭県富⼭市 KG000645 ○ ○ 展1
151 鯛乗り恵⽐寿 紙、彩⾊ H217･W250･D102 福島県⽥村郡三春町 KG001909
ー 鯛乗り恵⽐寿 紙、彩⾊ H348･W195･D86 福島県⽥村郡三春町 KG001901 ○ ○ 展1
152 恵⽐寿〈笹野⼀⼑彫り〉 ⽊、彩⾊ H286･W74･D85 ⼭形県⽶沢市 KG003253 ○ ○ 展1
153 恵⽐寿⾯〈豊川張⼦〉 紙、ラッカー H203･W217･D67 愛知県豊川市 KG004073
154 ボゼ ⽵、新聞紙、彩⾊ H1260･W553･D610 ⿅児島県⼤島郡⼗島村〈悪⽯島〉 KG002700 ○ ○ 展1
155 摩多羅神〈太秦⽜祭⾯〉 紙、彩⾊ H337･W325･D117 京都府 KG000917 ○ 展1
156 ⾚⻤〈太秦⽜祭⾯〉 紙、彩⾊ H340･W317･D122 京都府 KG000919 ○ 展1
157 ⻘⻤〈太秦⽜祭⾯〉 紙、彩⾊ H335･W319･D116 京都府 KG000924 ○ 展1
158 猿⽥彦命〈備中神楽⾯〉 紙、彩⾊ H376･W370･D210 収集地不詳 KG007451
159 お福 紙、彩⾊ H235･W207･D49 千葉県柏市 KG007340
160 ひょっとこ⾯ 紙、彩⾊ H192･W146･D77 埼⽟県春⽇部市 KG007865
161 麒麟獅⼦〈⿃取張⼦〉 紙 H111･W138･D238 収集地不詳 KG001109 ○ ○ 展1
162 猩々⾯〈⿃取張⼦〉 紙 H167･W133･D60 収集地不詳 KG001860 ○ ○ 展1
163 ぬけ⾯〈⿃取張⼦〉 紙 H149･W134･D50 収集地不詳 KG001099 ○ ○ 展1
164 ⻘の⿐たれ⾯ 紙 H162･W136･D36 収集地不詳 KG004301 ○ ○ 展1

豊かさを捧げる

絵に込めた祈り

エビス
幸福の

イコノグラフィー

動的な表情の造形

ダルマ
親しみの

イコノグラフィー

憧れの造形

模りの造形

現実との交わり


