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作品リスト

番号 作品名 作者名 生没年 材質、技法 制作地 制作年 員数 サイズ（ mm） 所属館

　第1章　前近代のスポーツ

1 京洛賀茂神社競馬図屏風 横山 華山 1784-1837 紙本着色 日本 江戸時代（19世紀） 六曲一隻 1,700 × 3,773 大谷大

2 競馬図屏風模本 土佐 光成 1646-1710 和紙、墨 日本 1695年（元禄8） 1枚 410 × 830 京都芸大

3 競馬太刀 ‐ ‐ 木・漆 日本 1908年（明治41）以前 1本
H20, 802 × 104

鍔:73 × 56
京工繊大

4 競馬太刀 ‐ ‐ 木・漆 日本 1908年（明治41）以前 1本
H20, 810 × 104

鍔:73 × 56
京工繊大

5 鳥獣人物戯画　甲巻 川北 霞峰 1875-1940 和紙、墨 日本 1900年（明治33）頃 1巻 316 × 11,530 京都芸大

6 相撲図 土佐 光成 1646-1710 和紙、墨･顔料 日本 1696年（元禄9） 1巻 379 × 2,564 京都芸大

7 吉田流犬追物図模本 土佐 光淳 1734-1764 和紙、墨 日本 1754年（宝暦4） 1枚 1,095 × 1,300 京都芸大

8 狩衣 ‐ ‐ 布 日本 1904年（明治37）以前 1具 1,485 × 1,890 京工繊大

9 狩装束甲手 ‐ ‐ 布 日本 1926年（大正15）以前 1双 725 × 300　each 京工繊大

10
弓籠手（白麻ニ赤ノ棒縞印金
角紋散シ）

‐ ‐ 麻・金糸 日本 1904年（明治37）以前 1双 470 × 590 京工繊大

11 弓籠手（木瓜金糸縫） ‐ ‐ 絹、緞子 日本 1904年（明治37）以前 1双 430 × 600 京工繊大

12 利満弓、矢立 ‐ ‐
木・皮革（鯨・金唐
皮）・布・羽毛

日本 1925年（大正14）以前

弓1張

矢立1本

矢10本

弓：H653, 22 × 50

矢：H324, 40 × 40

矢立：H208, 127 × 68

京工繊大

13 有職弓、箙 ‐ ‐ 木・漆・竹・羽 日本 1904年（明治37）以前

弓1張

箙1腰

矢9本

弓：H1,510, D21

箙：H455, 130 × 50

矢：H735, D10 each

京工繊大

14 弓掛 ‐ ‐ 木・金属・布 日本 1903年（明治36）以前 2個
弓掛：H910, 128 × 245

箱部分：H.112, 95 × 170
京工繊大

15 武士山狩図 浅井 忠 1856-1907 カンヴァスに油彩 京都 1905年（明治38） 1面 1,340 × 1,950 京工繊大

16 鞍（鐙附） - - 木・金属・漆 日本 江戸時代（万治年間）
鞍1腰

鐙2個

鞍：H284, 405 × 390

鐙：各H268, W275
京工繊大

17 エルメス製鞍 ‐ ‐ 革 不詳 年代不詳 1個 ‐
京都産業大学
馬術部

18 蹴鞠 ‐ ‐ 皮革・木・漆・布 日本 1904年（明治37）以前 2個（1セット） D170 each 京工繊大

19
古代メキシコ「オルメカ文明」
球儀で使われたゴムボール
（レプリカ）

- - ゴム メキシコ 現代（レプリカ） 1個 D165, 2.3kg 京外大

20
球儀場解説パネル（メキシコ、
ベラクルス州エル・タヒン遺跡
北の球儀場）

- - 模式図 メキシコ 現代（＠黒崎充） 1点 ‐ 京外大

21 仏伝浮彫「綱引き」 - - 片岩 ガンダーラ 2～3世紀 1面 H259 × W270 龍谷大

22 八橋土人形　角力取 高松 茂子 不詳 陶土 秋田 不詳 1体 205 × 95 × 65 嵯峨美大

23
小幡土人形　鯛抱童児 （角力
姿）

細居 源助 ?‐1938 陶土 滋賀 不詳 1体 135 × 180 × 60 嵯峨美大

24 伏見土人形　角力取 大西 重太郎 不詳 陶土 京都 不詳 1体 130 × 130 × 60 嵯峨美大

25
伏見土人形　羽織姿角力取
若乃花

作者不詳 ‐ 陶土 京都 不詳 1体 145 × 75 × 55 嵯峨美大

26 テニス 作者不詳 不詳 絹、水彩 京都 明治～昭和初期 1枚 208 × 396 嵯峨美大

27 乗馬 作者不詳 不詳 紙、水彩 京都 明治～昭和初期 1枚 215 × 404 嵯峨美大

28 山登りの女性 作者不詳 不詳 絹、水彩 京都 明治～昭和初期 1枚 226 × 445 嵯峨美大
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番号 作品名 作者名 生没年 材質、技法 制作地 制作年 員数 サイズ（ mm） 所属館

29 アイススケート 作者不詳 不詳 絹、水彩 京都 明治～昭和初期 1枚 211 × 365 嵯峨美大

30 競馬 作者不詳 不詳 絹、水彩、貝殻 京都 明治～昭和初期 1枚 211 × 357 嵯峨美大

31 新板運動双六 作者不詳 - 印刷 日本 1887年（明治20） 1枚 640 × 540
筑波大学（体育
ギャラリー）

32 学校生徒運動双六 小林 幾英（？） - 紙、木版 日本 1887年（明治20） 1枚 370 × 490
筑波大学（体育
ギャラリー）

33 双六 揚斎 延一（？） 1872-1944 印刷 日本 1900年（明治33） 1枚 850 × 580

筑波大学（体育
ギャラリー）／東
京高等師範学
校旧蔵

34 教育女子技芸双六 作者不詳 - 印刷 日本 1902年（明治35） 1枚 730 × 490
筑波大学（体育
ギャラリー）

35
少女遊戯すごろく（『少女世
界』［博文館］6巻1号附録）

巌谷 小波案

榊原 蕉園画

1870-1933

1886-1917
印刷 日本 1910年（明治43） 1枚 780 × 540

筑波大学（体育
ギャラリー）

36 小学舞踊体操之図 楊州 周延 1838-1912 紙、木版 日本 1886年（明治19）？ 1枚 490 × 330

筑波大学（体育
ギャラリー）／東
京高等師範学
校旧蔵

37 小学体操図解 井上 探景 1864-1889 紙、木版 日本 1890年（明治23） 1枚 360 × 230
筑波大学（体育
ギャラリー）

38 新板器械体操之図 歌川 国利 1847-1899 紙、木版 日本 不詳 1枚 490 × 330

筑波大学（体育
ギャラリー）／東
京高等師範学
校旧蔵

39 小学生徒運動遊び 歌川 春暁（？） - 紙、木版 日本 不詳 1枚 480 × 330
筑波大学（体育
ギャラリー）

40 学校生徒体操図 楊州 周延 1838-1912 紙、木版 日本 1886年（明治19） 1枚 360 × 710
筑波大学（体育
ギャラリー）

41 兵式柔軟体操之図 椿 桜湖（？） - 紙、木版 日本 不詳 1枚 480 × 330
筑波大学（体育
ギャラリー）

42 棒高跳 斎 辰雄 1904-1967 紙に墨 日本 1965年（昭和40） 1幅 310 × 700
筑波大学（体育
ギャラリー）

43 嘉納治五郎像 朝倉 文夫 1883-1964 ブロンズ 日本
原型：1936年（昭和11）

鋳造：2010年（平成22）
1体 2,140 × 740 × 720 筑波大学

44 整地ローラー 作者不詳 ‐ 石・鉄 日本 昭和時代初期 1台
本体：φ620, W920

全長（本体＋柄）：2,600
佛教大

45
佛教専門学校卒業アルバム
（昭和10年度）

佛教専門学校
（編集委員）

‐
紙本印刷・布張
り・
モノクロ写真

日本 1936年（昭和11） 1冊 330 × 250 × 28 佛教大

46
佛教専門学校卒業アルバム
（昭和12年度）

佛教専門学校
（編集委員）

‐
紙本印刷・布張
り・
モノクロ写真

日本 1938年（昭和13） 1冊 326 × 245 × 23 佛教大

47
体力章検定証／体力章（男
子）

‐ ‐ 紙／金属 日本／日本
検定証：1940年（昭和15）

体力章：1941年（昭和16）
各1

検定証：92 × 152

体力章：20 × 20
立命館大

48
体力章検定証／体力章（女
子）

検定証：中等学校教
科書株式会社 発行

‐ 紙／布・紙 日本／日本
検定証：1943年（昭和18）

体力章：1940年（昭和15）
以降

各1
検定証：133 × 182

体力章：36 × 36
立命館大

49 模擬手榴弾 ‐ ‐
左：金属
右：砂・陶器

日本 20世紀前半 2個
左：850 × 40

右：108 × 58
立命館大

50
手榴弾投げの訓練をする埼玉
県立秩父高等女学校生

撮影：梅本 忠男 1902-1981 ネガフィルム 日本 1942年（昭和17） 1枚 ‐ 立命館大

51
第9回極東選手権競技大会
絵葉書

財団法人大日本体
育協会 発行

‐ 紙 日本 1930年（昭和5） 1枚 142 × 94 立命館大

52 全国ラヂオ体操の会ポスター
社団法人生命保険
会社協会 発行

‐ 紙 日本 20世紀前半 2枚 540 × 388 立命館大

53 ラジオ体操風景写真 - - 紙・木 日本 1938年（昭和13） 1枚 373 × 315 × 28 立命館大

54 ラジオ体操表彰額 - - 金属・木・布・紙 日本 1938年（昭和13） 1枚 283 × 345 × 37 立命館大

　第2章　現代のスポーツ

55
ポスター図案
（オリンピック六題）

竹岡 義雄 - 和紙、顔料 日本 1938年（昭和13） 6面 866 × 605 京都芸大

56
オリンピック東京大会宣伝のた
めの年賀状

- - 紙 日本 1938年（昭和13）頃 1枚 140 × 90 立命館大
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番号 作品名 作者名 生没年 材質、技法 制作地 制作年 員数 サイズ（ mm） 所属館

57 1964年東京オリンピック 亀倉 雄策 1915-1997 グラビア 日本 1961年（昭和36） 1枚 1,020 × 549 京工繊大

58 1964年東京オリンピック

AD：亀倉 雄策

PD：村越 襄

Ph：早崎 治

1915-1997

1925-1996

1933-1993

グラビア 日本 1962年（昭和37） 1枚 1,037 × 725 京工繊大

59 1964年東京オリンピック

AD：亀倉 雄策

PD：村越 襄

Ph：早崎 治

1915-1997

1925-1996

1933-1993

グラビア 日本 1963年（昭和38） 1枚 1,036 × 726 京工繊大

60 1964年東京オリンピック

AD：亀倉 雄策

PD：村越 襄

Ph：早崎 治

1915-1997

1925-1996

1933-1993

グラビア 日本 1964年（昭和39） 1枚 1,041 × 726 京工繊大

61
1920年アントワープ
オリンピック

ファン・デル・フェン,

ウォルター
1884-1923 リトグラフ ベルギー 1920年頃 1枚 854 × 614 京工繊大

62 1924年パリオリンピック ドロワ, ジャン 1884-1961 リトグラフ フランス 1924年以前 1枚 1,168 × 780 京工繊大

63 1936年ベルリンオリンピック ヴュルベル, フランツ 1896- ? リトグラフ ドイツ 1936年頃 1枚 1,012 × 640 京工繊大

64
1952年ヘルシンキ
オリンピック

スシメッツァ, イルマリ 1912-1955
リトグラフ・オフ
セット

フィンランド 1952年頃 1枚 1,002 × 615 京工繊大

65 1960年ローマオリンピック テスタ, アルマンド 1917-1992 リトグラフ イタリア 1960年頃 1枚 995 × 701 京工繊大

66 1968年メキシコオリンピック ワイマン, ランス 1937- オフセット アメリカ 1968年頃 1枚 858 × 864 京工繊大

67
メキシコオリンピック
日本選手団ブレザー

‐ ‐ 布 ‐ 1968年（昭和43） 1着 L750 × W600
同志社大学社
史資料センター

68
メキシコオリンピック
日本選手団ズボン

‐ ‐ 布 ‐ 1968年（昭和43） 1本 L1,060 × W250
同志社大学社
史資料センター

69
メキシコオリンピック
日本選手団航空バッグ

‐ ‐ 布 ‐ 1968年（昭和43） 1個 L350 × W350 × H100
同志社大学社
史資料センター

70
メキシコオリンピック
日本選手団航空スーツケース

‐ ‐ 布 ‐ 1968年（昭和43） 1個 L500 × W700 × 170
同志社大学社
史資料センター

71 大相撲力士服部の化粧まわし ‐ ‐ 布 ‐ 1990年代 1本 L1,200 × W750
同志社大学社
史資料センター

72 大相撲力士土佐ノ海の行李 ‐ ‐ 紙・籠 ‐ 1990年代 1個 330 × 250 × 28
同志社大学社
史資料センター

73
京都産業大学第19回馬術大
会記念皿・ティーカップ

‐ ‐ 磁器 不詳 1987年（昭和62） 2個（1客）
皿：D140, H20

カップ：D75, 100, H66
京産大

74
京都産業大学第14回馬術大
会記念絵皿

‐ ‐ 磁器 不詳 1982年（昭和57） 1個 D235, H28 京産大

75 〔馬と騎手1〕〈デッサン77〉 浅野 竹二 1900-1999 画用紙、鉛筆 日本 年代不詳 1枚 259 × 365 京精華大

76 〔馬と騎手2〕〈デッサン78〉 浅野 竹二 1900-1999 画用紙、鉛筆 日本 年代不詳 1枚 259 × 365 京精華大

77 〔馬と騎手3〕〈デッサン79〉 浅野 竹二 1900-1999 画用紙、鉛筆 日本 年代不詳 1枚 259 × 365 京精華大

78 〔馬と騎手4〕〈デッサン80〉 浅野 竹二 1900-1999 画用紙、鉛筆 日本 年代不詳 1枚 259 × 365 京精華大

79 〔馬と騎手5〕〈デッサン81〉 浅野 竹二 1900-1999 画用紙、鉛筆 日本 年代不詳 1枚 255 × 365 京精華大

80 〔馬と騎手6〕〈デッサン82〉 浅野 竹二 1900-1999 画用紙、鉛筆 日本 年代不詳 1枚 315 × 439 京精華大

81 ビリンバウ - - ひょうたん・木
ブラジル・バ
イーア地方
（収集）

年代不詳 1点 D1,355, φ130（ヒョウタン） 京外大

82 カシシ - - 木
ブラジル・バ
イーア地方
（収集）

年代不詳 2点 H140, φ70 京外大

83 カポエイラ写真パネル① - - 写真 ブラジル 年代不詳 1点 295 × 395 京外大

84 カポエイラ写真パネル② - - 写真 ブラジル 年代不詳 1点 295 × 395 京外大

85 カポエイラ写真パネル③ - - 写真 ブラジル 年代不詳 1点 295 × 395 京外大

86 カポエイラ写真パネル④ - - 写真 ブラジル 年代不詳 1点 295 × 395 京外大
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　第3章　京都の文化

87 燈指因縁経（神護寺一切経） - - 紺紙金泥 日本 平安時代（12世紀） 1巻 258 × 4,587 大谷大

88 神護寺経経帙 - - 竹製縁錦貼 日本 平安時代（12世紀） 1領 312 × 355 大谷大

89 「方広寺鐘銘」拓本 - - 紙本墨拓 日本
1912年（大正元）

原品は1614年（慶長19）
1巻 695 × 4,240 大谷大

90 「平等院鐘文様」拓本 - - 紙本墨拓 日本
1914年（大正3）頃

原品は平安時代（12世紀）
1巻 727 × 6,043 大谷大

91 「妙心寺鐘銘」拓本 - - 紙本墨拓 日本
1913年（大正2）頃

原品は698年（戊戌年）
1巻 726 × 3,546 大谷大

92 「神護寺鐘銘」拓本 - - 紙本墨拓 日本
1912年（大正元）頃

原品は875年（貞観17）
1帖 289 × 138 大谷大

93 五輪塔文平瓦片（法勝寺跡） - - 瓦 日本 平安時代 2点

左：縦残存87 × 横残存95

左：縦残存145 × 横残存

175

大谷大

94 春屋妙葩像 作者不詳 - 絹本着色 京都 14世紀後半 1幅 1,043 × 587 京都大

95 小笠原満長像 作者不詳 - 絹本着色 京都 14-15世紀 1幅 543 × 1,015 京都大

96 瑞渓周鳳像 作者不詳 - 絹本着色 京都 16世紀初頭 1幅 840 × 420 京都大

97 広輿考 作者不詳 - 紙本着色 中国 16世紀末 3冊 390 × 360 京都大

98 近衛信尹書状 近衛 信尹 1565-1614 紙本墨書 京都 17世紀初頭 1幅 346 × 533 京都大

99 壺切御剣図 作者不詳 - 紙本着色 京都 17-18世紀 1枚 321 × 1,787 京都大

100 四季のえぞうし 作者不詳 - 紙本着色 日本 江戸時代（17-18世紀） 2巻
（上巻）328 × 10,633

（下巻）329 × 10,558
大谷大

101 洛中洛外図屏風 作者不詳 - 紙本金地着色 日本 江戸時代（18世紀） 六曲一双 1,070 × 2,350 大谷大

102 和鏡 天下一藤原 吉次 - 錫・銅 日本 江戸時代 1点 240 × 336 × 4 京産大

103 火事装束 ‐ ‐ 布・革 日本 1855年（安政2） 1揃

羽織：1,048 × 1,288

襦袢：980 × 1,267

野袴：650 × 965

胸当：265 × 535

宛〔当〕帯：70 × 1,245

足袋：210 ×  265

京産大

104 炭俵 ‐ ‐ 炭・藁 日本 近代 3個 750 × 380 ×  310 京産大

105 陣笠 ‐ ‐ 木・漆 日本 近世 1点 φ260 京産大

106 陣笠 ‐ ‐ 木・漆 日本 近世 1点 φ185 京産大

107 陣笠 ‐ ‐ 木・漆 日本 近世 1点 φ230 京産大

108 鯉金 ‐ ‐ 陶土 伏見 明治～大正期 1体 H250, W292, 周囲792 京都芸術大

109 布袋 ‐ ‐ 陶土 伏見 明治～大正期 2体
左：H156, W102, 周囲238

右：H180, W116, 周囲260
京都芸術大

110 張り子の虎 ‐ ‐ 和紙・ガラス 京都 昭和時代初期 2体 H484, 周囲552 京都芸術大

111 饅頭食い ‐ ‐ 陶土 伏見 明治～大正期 1体 H400, W200, 周囲506 京都芸術大

112 友引人形 ‐ ‐ 陶土 伏見 明治～大正期 1体 H65, W118, 周囲262 京都芸術大

113
黒綸子地扇面散し文様鹿子
絞振袖

作者不詳 - 絹 京都 江戸時代後期 1領 1,670 × 1,250 京工繊大

114 雑織物裂地帖 髙島屋編 - 布・紙 京都 年代不詳 1冊 415 × 635 京工繊大
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番号 作品名 作者名 生没年 材質、技法 制作地 制作年 員数 サイズ（ mm） 所属館

115 機械捺染図案 寺田 哲朗 1908-2000 紙に着色 京都 大正～昭和期 3枚 386 × 338 京工繊大

116 つくし図小皿
浅井 忠図案／九雲
堂

1856-1907 陶磁 京都 1907年（明治40）頃 5枚 H22, φ108 京工繊大

117 松図蓋付碗
浅井忠図案／九雲
堂

1856-1907 陶磁 京都 1907年（明治40）頃 3客
H103, φ93

蓋：H19, φ107
京工繊大

118 九雲堂図案集 浅井 忠 1856-1907 紙に墨、着色 京都 1908年（明治41）以前 1冊 298 × 385 京工繊大

119 陶製樹陰図額 河村 蜻山 1890-1967 陶器 京都 明治時代 1枚 416 × 685 × 20 京工繊大

編集：京都・大学ミュージアム連携運営委員会事務局
発行:京都・大学ミュージアム連携
2021年2月発行
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