
　　　　＜展示期間＞ 前期　平成29年10月 4日（水）～11月  5日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　  後期　平成29年11月 7日（火）～12月15日（金）

番号名称 時代・年代 前期 後期

小獅子（悪鬼） 室町時代・16世紀後半
 「越前国／川瀬勝三郎／光廣（花押）（刻銘）」 Muromachi period, late sixteenth century

Ko-jishi mask (Akki mask) 　*sign

神体（早男）  「天下一若狭守（焼印）」 室町時代・16世紀後半

Shintai mask (Haya-otoko mask)　*sign Muromachi period, late sixteenth century

朝倉尉  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Asakura-jō mask　*sign Edo period, seventeenth century

石王尉  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Ishiō-jō mask　*sign Edo period, seventeenth century

三日月  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Mikazuki mask　*sign Edo period, seventeenth century

筋男  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Suji-otoko mask　*sign Edo period, seventeenth century

娩麗  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Banri mask　*sign Edo period, seventeenth century

増髪  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Masukami mask　*sign Edo period, seventeenth century

若男  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Waka-otoko mask　*sign Edo period, seventeenth century

生成  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Namanari mask　*sign Edo period, seventeenth century

増女  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Zō-onna mask　*sign Edo period, seventeenth century

孫次郎  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Magojirō mask　*sign Edo period, seventeenth century

鷲鼻悪尉  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Washi-bana aku-jō mask　*sign Edo period, seventeenth century

釣眼  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Tsurimanako mask　*sign Edo period, seventeenth century

邯鄲男  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Kantan otoko mask　*sign Edo period, seventeenth century

山姥  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Yamamba mask　*sign Edo period, seventeenth century

曲見  「天下一友閑（焼印・緑青入）」 江戸時代・17世紀

Shakumi mask　*sign Edo period, seventeenth century

セイエン 江戸時代・17世紀

Seien mask Edo period, seventeenth century

東来  「天下一近江（焼印）」 江戸時代・17世紀

Azumaki mask　*sign Edo period, seventeenth century

不動  「天下一近江（焼印）」 江戸時代・17世紀

Fudō mask　*sign Edo period, seventeenth century

正尊悪尉　「出目淡路（焼印）」 江戸時代・17～18世紀

Shōzon aku-jō mask　*sign Edo period, seventeenth century - eighteenth century

弱法師  「宮田筑後（焼印）」 江戸時代・18世紀

Yoroboshi mask　*sign Edo period, eighteenth century

姥  「宮田筑後（焼印）」 江戸時代・18世紀

Uba mask　*sign Edo period, eighteenth century

泥虵　「出目元休（焼印）」 江戸時代・17～18世紀

Deija mask　*sign Edo period, seventeenth century - eighteenth century

三光尉　「満茂（花押）（朱漆）」 江戸時代・17世紀

Sankō-jō mask　*sign Edo period, seventeenth century

三光尉　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代・17～18世紀

Sankō-jō mask　*sign Edo period, seventeenth century - eighteenth century

平成29年度国立能楽堂特別展　　備前池田家伝来  「野﨑家能楽コレクション」
  National Noh Theatre Special Exhibition 2017　     Formerly owned by the Ikeda Clan, Bizen The Noh and Kyogen Collection of the Nozki Family

展示資料はすべて野﨑家塩業歴史館の所蔵。
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                                                                            This exhibition presents works from the collection of The Nozaki's Historical Museum
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番号名称 時代・年代 前期 後期

三光尉 江戸時代・18世紀

Sankō-jō mask Edo period, eighteenth century

鼻瘤悪尉　「出目（焼印）」 江戸時代・18世紀

Hanakobu aku-jō mask　*sign Edo period, eighteenth century

怪士　「出目（焼印）」 江戸時代・18世紀

Ayakashi mask　*sign Edo period, eighteenth century

大飛出　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代17～18世紀

Ōtobide mask　*sign Edo period, seventeenth century - eighteenth century

近江女　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代・17～18世紀

Ōmi-onna mask　*sign Edo period, seventeenth century - eighteenth century

長霊癋見　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代・18世紀

Chōrei beshimi mask　*sign Edo period, eighteenth century

頼政　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代・18世紀

Yorimasa mask　*sign Edo period, eighteenth century

深井（深女）　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代・18世紀

Fukai mask 　*sign Edo period, eighteenth century

痩女　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代・18世紀

Yaseonna mask　*sign Edo period, eighteenth century

般若　「出目（焼印・群青入）」 江戸時代・18世紀

Hannya mask　*sign Edo period, eighteenth century

大癋見　「（花押）（焼印）」 江戸時代・17世紀

Ōbeshimi mask　*sign Edo period, seventeenth century

改玄　「（輪違）（朱漆）」 江戸時代・17世紀

Kaigen mask　*sign Edo period, seventeenth century

一角仙人　「出目勝満（焼印・朱入）」 江戸時代・18世紀

Ikkaku sennin mask　*sign Edo period, eighteenth century

増女 室町時代・16～17世紀

Zō-onna mask Muromachi period,

sixteenth century - seventeenth century

老女 室町時代・16～17世紀

Rōjo mask Muromachi period,

sixteenth century - seventeenth century

顰 江戸時代・18世紀

Shikami mask Edo period, eighteenth century

野干 江戸時代・18世紀

Yakan mask Edo period, eighteenth century

蛙 江戸時代・18世紀

Kawazu mask Edo period, eighteenth century

俊寛 江戸時代・18世紀

Shunkan mask Edo period, eighteenth century

十六 江戸時代・18世紀

Jūroku mask Edo period, eighteenth century

童子（艶童） 江戸時代・18世紀

Dōji mask (Endō mask) Edo period, eighteenth century

鼻瘤悪尉 江戸時代・18世紀

Hanakobu aku-jō mask Edo period, eighteenth century

牙悪尉 江戸時代・18世紀

Kiba aku-jō mask Edo period, eighteenth century

黒鬚 江戸時代・18世紀

Kurohige mask Edo period, eighteenth century

獅子口 江戸時代・18世紀

Shishi-guchi mask Edo period, eighteenth century

天神 江戸時代・18世紀

Tenjin mask Edo period, eighteenth century

小飛出 江戸時代・18世紀

Kotobide mask Edo period, eighteenth century

真角 江戸時代・18世紀

Shinkaku mask Edo period, eighteenth century

真角 江戸時代・18世紀

Shinkaku mask Edo period, eighteenth century
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番号名称 時代・年代 前期 後期

東江 江戸時代・18世紀

Togō mask Edo period, eighteenth century

鷹 江戸時代・18世紀

Taka mask Edo period, eighteenth century

小癋見 江戸時代・18世紀

Kobeshimi mask Edo period, eighteenth century

小癋見 江戸時代・18世紀

Kobeshimi mask Edo period, eighteenth century

痩男 江戸時代・18世紀

Yaseotoko mask Edo period, eighteenth century

平太 江戸時代・18世紀

Heida mask Edo period, eighteenth century

中将　「天下一友閑（焼印）」 江戸時代・18世紀

Chūjō mask　*sign Edo period, eighteenth century

弱法師（蝉丸） 江戸時代・18世紀

Yoroboshi mask (Semimaru mask) Edo period, eighteenth century

猩々 江戸時代・18世紀

Shōjō mask Edo period, eighteenth century

喝食 江戸時代・18世紀

Kasshiki mask Edo period, eighteenth century

慈童 江戸時代・18世紀

Jidō mask Edo period, eighteenth century

慈童 江戸時代・18世紀

Jidō mask Edo period, eighteenth century

小面 江戸時代・18世紀

Ko-omote mask Edo period, eighteenth century

深井（深女） 江戸時代・18世紀

Fukai mask Edo period, eighteenth century

曲見（曲女） 江戸時代・18世紀

Shakumi mask Edo period, eighteenth century

泥眼 江戸時代・18世紀

Deigan mask Edo period, eighteenth century

見徳 江戸時代・17～18世紀

Kentoku mask Edo period, seventeenth century - eighteenth century

武悪 江戸時代・17～18世紀

Buaku mask Edo period, seventeenth century - eighteenth century

登鬚　「天下一近江（焼印）」 江戸時代・17世紀

Noborihige mask　*sign Edo period, seventeenth century

見徳 江戸時代・18～19世紀

Kentoku　mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

賢徳 江戸時代・18～19世紀

Kentoku mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

空吹 江戸時代・18～19世紀

Usobuki mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

毘沙門 江戸時代・18～19世紀

Bishamon mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

乙御前 江戸時代・18世紀

Otogoze mask Edo period, eighteenth century

比丘貞 江戸時代・18～19世紀

Bikusada mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

祖父 江戸時代・18～19世紀

Ōji mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

通圓 江戸時代・18世紀

Tsūen mask Edo period, eighteenth century

夷 江戸時代・18世紀

Ebisu mask Edo period, eighteenth century

大黒 江戸時代・18～19世紀

Daikoku mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

福の神 江戸時代・18～19世紀

Fuku-no-kami mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century
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番号名称 時代・年代 前期 後期

猿人 江戸時代・18～19世紀

Saruhito mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

舅猿 江戸時代・18～19世紀

Shūto-zaru mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

猿人 江戸時代・18～19世紀

Saruhito mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

猿人 江戸時代・18～19世紀

Saruhito mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

猿 江戸時代・18～19世紀

Saru mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

狸 江戸時代・18～19世紀

Tanuki mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

鳶 江戸時代・18～19世紀

Tobi mask Edo period, eighteenth century - nineteenth century

白地青海波扇楓模様縫箔 江戸時代・18世紀

Nuihaku , design of wave pattern, folding fans and Edo period, eighteenth century

maple leaves on white ground

淡黄地槍梅夕顔檜扇模様縫箔 江戸時代・18世紀

Nuihaku , design of plums, evening glories and Edo period, eighteenth century

cypress folding fans on light yellow ground

薄紅地菱菊模様厚板 江戸時代・19世紀

Atsuita , design of lozenge pattern and Edo period, nineteenth century

chrysanthemums on pale crimson ground

萌黄地渦青海波竹垣模様長絹 江戸時代・19世紀

Chōken , design of swirling water, wave, bamboo Edo period, nineteenth century

fence pattern on green ground

白地鱗模様摺箔 江戸時代・19世紀

Surihaku , design of scale pattern on white ground Edo period, nineteenth century

淡黄地縷水衣 江戸時代・19世紀

Mizugoromo  (travel cloak), light yellow unbalanced Edo period, nineteenth century

plain weave (yor e)

水浅葱地縷水衣 江戸時代・19世紀

Mizugoromo  (travel cloak), light blue unbalanced Edo period, nineteenth century

plain weave (yore )

梅短冊蒔絵小鼓胴 江戸時代・19世紀

Kotsuzumi drum body, design of plums and tanzaku Edo period, nineteenth century

独楽蒔絵小鼓胴 江戸時代・18世紀

Kotsuzumi  drum body, design of spinning tops Edo period, eighteenth century

芭蕉蒔絵大鼓胴 桃山～江戸時代・16～17世紀

Ōtsuzumi  drum body, design of Bashō Momoyama period - Edo period,

sixteenth century - seventeenth century

天冠 江戸時代・18世紀

Tengan  (heavenly crown) Edo period, eighteenth century

鳥兜 江戸時代・19世紀

Torikabuto  hood Edo period, nineteenth century

雲龍蒔絵剣 江戸時代・19世紀

Sword mounting, design of dragon and clouds Edo period, nineteenth century

花丸図中啓 江戸時代・19世紀

Chūkei  folding fan, design of flower roundels Edo period, nineteenth century

能人形「高砂」　附能舞台 江戸時代・19世紀

Noh  dancer dolls on the "Takasago " stage Edo period, nineteenth century

和漢図貼交屏風 江戸時代・18世紀

Screens of assorted paintings from "The Tales of

Genji  ", Noh  and Chinese stories Edo period, eighteenth century

国立能楽堂　資料展示室
National Noh Theatre, Exhibition room
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