
作品目録   

  作品名 所蔵 製作者 展示時期 

第一章 大和芸能土壌−鬼から翁へ 

参考 『日本書紀』巻 22 万葉文化館   通期 

参考 『首書評註 聖徳太子傳暦』巻 4 万葉文化館   通期 

参考 嫁入り本『万葉集』 万葉文化館   通期 

参考 『延喜式』巻 21 万葉文化館   通期 

参考 『令義解』 巻 1 万葉文化館   通期 

参考 『続日本紀』 巻 18 万葉文化館   通期 

参考 『風姿花伝』（複製） 万葉文化館   通期 

参考 『訂正古訓古事記』上巻 万葉文化館   通期 

参考 『日本書紀』巻 1 万葉文化館   通期 

1 伎楽面 金剛 万葉文化館 見市泰男 通期 

2 伎楽面 力士 万葉文化館 見市泰男 通期 

3 伎楽面 崑崙 万葉文化館 見市泰男 通期 

4 伎楽面 呉女 万葉文化館 藤原千沙 通期 

5 能面 翁 万葉文化館 見市泰男 通期 

6 舞楽面 採桑老 万葉文化館 見市泰男 通期 

参考  映像 長谷寺だだ押し 長谷寺   通期 

7 鬼面（男） 法隆寺   通期 

8 鬼面（女） 法隆寺   通期 

9 鬼面（子） 法隆寺   通期 

10 鬼面（赤） 長谷寺   通期 

11 鬼面（緑） 長谷寺   通期 

12 鬼面（青） 長谷寺   通期 

13 呪師鈴 薬師寺   通期 

14 翁 談山神社（奈良県立博物館寄託）   通期 

15 おそろし殿しゆくしんまつりやう事 春日大社   通期 

第二章 大和の村祭りと神事能  

16 父尉 個人蔵（八尾市立歴史民俗資料館寄託）   通期 

17 翁 個人蔵（八尾市立歴史民俗資料館寄託）   通期 

18 三番叟 個人蔵（八尾市立歴史民俗資料館寄託）   通期 

19 『神事長』 個人蔵（八尾市立歴史民俗資料館寄託）   通期 

※作品番号と展示順は必ずしも一致するものではない。展示作品が変更されること、また、

展示替えにより、一部作品が展示されていない場合がある。 



20 『カクトウノチヨ』 個人蔵（八尾市立歴史民俗資料館寄託）   通期 

21 春日祭図 上巻 春日大社   通期 

22 与喜天神祭礼図（模写） 長谷寺  通期 

23 阿古父尉（写し面） 天河大弁財天社 見市泰男 通期 

24 悪尉 談山神社（奈良県立博物館寄託）   通期 

参考 長谷寺だだ押し 個人蔵 松山清枝 通期 

参考 奈良薪御能 個人蔵 松山清枝 通期 

参考 奈良薪御能 個人蔵 松山清枝 通期 

参考 春日大社舞楽公開 個人蔵 松山清枝 通期 

参考 春日若宮おんまつり 個人蔵 松山清枝 通期 

参考 天河弁財天社夏祭奉納能女面 個人蔵 松山清枝 通期 

参考 大和地方における村祭りの神事能伝承地    通期 

参考 映像 邑地の神事芸能 奈良県教育委員会   火・金曜日 

参考 映像 狭川の神事芸能 奈良県教育委員会   水・土曜日 

参考 映像 奈良豆比古神社の翁舞 奈良県教育委員会   木・日曜日 

第三章 「天下一」の世界 

25 白式尉 延岡市 内藤記念館   前期 

26 黒式尉 延岡市 内藤記念館   前期 

27 大飛出 延岡市 内藤記念館 出目 前期 

28 三光飛出 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 後期 

29 雷 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 前期 

30 黒髭 延岡市 内藤記念館   前期 

31 猿飛出 延岡市 内藤記念館 天下一近江 後期 

32 大癋見 延岡市 内藤記念館 天下一大和 後期 

33 不動 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 後期 

34 長霊癋見 延岡市 内藤記念館   前期 

35 鼻瘤悪尉 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 後期 

36 癋見悪尉 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 前期 

37 小尉 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 前期 

38 朝倉尉 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 後期 

39 笑尉 延岡市 内藤記念館 出目 前期 

40 中尉 延岡市 内藤記念館 宗能（花押） 前期 

41 邯鄲男 延岡市 内藤記念館 天下一友閑 前期 

42 邯鄲男 延岡市 内藤記念館   後期 

43 十六 延岡市 内藤記念館   後期 



44 平太 延岡市 内藤記念館 宗能（花押） 前期 

45 中喝食 延岡市 内藤記念館 宗能（花押） 後期 

46 童子 延岡市 内藤記念館   前期 

47 猩々 延岡市 内藤記念館   後期 

48 猩々 延岡市 内藤記念館   後期 

49 小面 延岡市 内藤記念館   後期 

50 小面 延岡市 内藤記念館 宗能（花押） 前期 

51 若女 延岡市 内藤記念館 天下一備後 後期 

52 増女 延岡市 内藤記念館   前期 

53 深井 延岡市 内藤記念館 出目庸久 後期 

54 姥 延岡市 内藤記念館 天下一近江 前期 

55 怪士 延岡市 内藤記念館 宗能（花押） 後期 

56 痩男 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 後期 

57 蛙 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 前期 

58 霊女 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 後期 

59 橋姫 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 前期 

60 生成 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 後期 

61 般若 延岡市 内藤記念館   後期 

62 蛇 延岡市 内藤記念館 天下一若狭守 前期 

参考 日州延岡御得替之節覚書 
明治大学博物館 

写真提供：延岡市 内藤記念館   
通期 

参考 日向延岡御城并町在所々覚書 
明治大学博物館 

写真提供：延岡市 内藤記念館   
通期 

参考 祭礼並祈祷代参諸遷宮神事能取噯 
明治大学博物館 

写真提供：延岡市 内藤記念館   
通期 

参考 延岡城下図屏風 
一般社団法人きよたか美術館 

写真提供：延岡市 内藤記念館   
通期 

参考 のべおか天下一薪能（絵馬） 
のべおか天下一市民交流機構 

撮影：ケーブルメディアワイワイ 
  火・金曜日 

参考 のべおか天下一薪能（岩船） 
のべおか天下一市民交流機構 

撮影：ケーブルメディアワイワイ 
  水・土曜日 

参考 のべおか天下一薪能（鵜羽） 
のべおか天下一市民交流機構 

撮影：ケーブルメディアワイワイ 
  木・日曜日 

 


