
令和6（2024）年度
国立博物館収蔵品   貸与促進事業実施対象館

～国立博物館の文化財であなたの地域の魅力を発信！～

【問合せ先】 〒110-8712　東京都台東区上野公園13-9　電話：03-5834-2856 
E-mail：taiyo-cpcp@nich.go.jp　URL：https://cpcp.nich.go.jp/

この事業では国立博物館が全国の美術館・博物館に対し、
地域ゆかりの収蔵品を貸し出し、文化財活用センターが
輸送費等を支出します。

募集



貸与件数

千葉県立中央博物館 「ちばの縄文　貝塚からさぐる縄文人のくらし」 44件
九州歴史資料館 「福岡の至宝に見る信仰と美」 27件
東北歴史博物館 「伝わるかたち／伝えるわざ―伝達と変容の日本建築―」 16件
古河歴史博物館 「国宝参上。―鷹見泉石像と古河ゆかりの文化財―」 15件
土浦市立博物館 「東城寺と「山ノ荘」―古代からのタイムカプセル、未来へ―」 14件

※掲載作品のうち、所蔵館の表記がないものはすべて東京国立博物館蔵

秋田県立近代美術館 「Ippin! 逸品  明治工芸の至宝展」 8件
福島県立博物館 「山水憧憬 ―雪舟・蕪村・応挙 水墨の山野に遊ぶ―」  18件

大分県立美術館 「国宝、日本の美をめぐる  東京国立博物館名品展」 44件
大阪歴史博物館 「なにわ人物誌　堀田龍之助　―幕末・近代の大阪に生きた博物家―」 3件
斎宮歴史博物館 「斎宮のまわりにも魅力がいっぱい！ ―斎宮で自由研究②―」 1件
彦根城博物館 「長曽祢虎徹―新刀随一の匠―」 5件
堺市博物館 「堺・経典をめぐる文化史」 2件
板橋区立郷土資料館 「再発見！いたばしの遺跡―いたばしの旧石器時代・縄文時代―」 6件

平成30年度（2018）  6施設 61件

高岡市美術館 「明治金工の威風―高岡の名品、同時代の名工」 32件
三重県立美術館 「没後200年記念　増山雪斎展」 10件
三内丸山遺跡センター 「あおもり土偶展」 5件
大分県立先哲史料館 「大分のキリスト教史」 17件
千葉県立美術館 「近代洋画の先駆者 浅井忠11―トーハクの名画がやってきた！―」 7件

令和元年度（2019）  5施設 71件

令和2年度（2020）  5施設 116件

やないづ町立斎藤清美術館 「斎藤清とハニワ！」 7件
佐賀県立美術館 「白馬、翔びたつ　―黒田清輝と岡田三郎助―」 22件
奈良県立美術館 「生誕200周年記念　森川杜園展」 24件
那覇市立壺屋焼物博物館 「うちなー赤瓦ものがたり」 18件
桑名市博物館 「やまと絵のしらべ　―帆山花乃舎と復古大和絵―」 18件

令和3年度（2021）  5施設 89件

刈谷市歴史博物館 「伊勢物語とかきつばた」 3件
島根県立古代出雲歴史博物館 「ハニワの世界へようこそ」 9件
足利市立美術館 「あしかがの歴史と文化再発見！　―鎌倉殿の義弟 足利義兼の祈り 大日如来坐像―」 16件
鹿児島県歴史・美術センター黎明館 「茶の湯と薩摩」 30件
滋賀県立安土城考古博物館 「里帰り！日本最大の銅鐸―太古の響きを安土の地で―」 6件
沖縄県立博物館・美術館 「復帰50年展　琉球―美とその背景―」 49件

令和4年度（2022）  6施設 113件

土偶頭部
縄文時代（後期）・前2000～前1000年

千葉県銚子市余山貝塚出土

法隆寺五重塔模型
昭和7年（1932）

国宝　鷹見泉石像（部分）
渡辺崋山筆

江戸時代・天保8年（1837)

能人形　牛若・熊坂
森川杜園作

明治時代・19世紀

織部洲浜形手鉢
美濃 江戸時代・17世紀　蓑進氏寄贈

重要文化財　馬形埴輪
古墳時代・6世紀

埼玉県熊谷市上中条出土

浅葱地窓絵枝垂桜文紅型衣裳
第二尚氏時代・19世紀　九州国立博物館蔵

鉄製丸瓦
明時代・正徳年間（1506～1521）

伝中国北京市房山区鉄瓦寺（永安寺）出土

重要文化財　舞妓
黒田清輝筆　明治26年（1893）

平成29年度（2017）  2施設 26件



これまでに29施設20都府県で
貸与促進事業の展覧会が開催
されました。
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貸与可能作品リスト（以下の a.【日本考古】 及び b.【黒田】）を活用し、必要に応じてその他の国立博物
館の収蔵品を加えてリストを作成。

国立博物館の収蔵品の中から申請館が自ら設定したテーマに沿って作品を自由に選択してリストを作成。

2
方  法

a.【日本考古】 b.【黒田】

申請受付期間

令和5（2023）（2023）年4月3日（月）（月）▶▶▶ 6月30日（金）（金）［17時必着］
申請要項書類は文化財活用センターのウェブページからダウンロードできます https://cpcp.nich.go.jp/

国内各地の美術館・博物館に対し、文化財活用センターが
作品輸送費用等を支出し、東京国立博物館・京都国立博物館・
奈良国立博物館・九州国立博物館の4つの国立博物館が収蔵
品を貸し出します。

この事業は、各地域ゆかりの文化財を展示に活用し、日本
とアジアの歴史・伝統文化の発信ならびに地方創生・観光
振興、次世代への文化財の継承に寄与する目的で、平成29

（2017）年度より開始いたしました。

申請資格は、公開承認施設及び登録博物館、博物館相当施設
です。

令和6（2024）年度は、①大規模貸与、②小規模貸与の2つ
のカテゴリーで申請を受け付けます。

全国の美術館・博物館からのご応募をお待ちしております。

国立博物館収蔵品貸与促進事業について

▶以下のいずれかのカテゴリーへの申請が可能です。 （※ただし、同年度に同一館が複数の申請を行うことはできません。）

▶申請にあたっては、以下のいずれかの方法で借用希望作品リストを作成してください。
※国立博物館の収蔵品検索にあたっては、ColBase (https://colbase.nich.go.jp/)等をご参照ください。

事業内容

①【大規模貸与】 1 申請につき 21～50 件の収蔵品を貸与 各年度1～2か所を選定予定

②【小規模貸与】 1 申請につき 20 件以内の収蔵品を貸与 各年度4～5か所を選定予定

東京国立博物館所蔵の日本考古資料を中心に貸与
『申請要項』別紙１－①参照

貸与可能作品例

東京国立博物館所蔵の黒田清輝作品を中心に貸与
『申請要項』別紙１－②参照

貸与可能作品例

みみずく土偶
縄文時代（晩期）・前1000～前400年

埼玉県鴻巣市滝馬室出土

突線鈕4式銅鐸
弥生時代（後期）・1～3世紀

和歌山県みなべ町西本庄出土

重要文化財　湖畔
黒田清輝筆

明治30年（1897）

重要文化財　智・感・情
黒田清輝筆

明治32年（1899）

事業事例

島根県立古代出雲歴史博物館
「ハニワの世界へようこそ」会場風景

埴輪 両手を挙げる女子
古墳時代・6世紀

島根県松江市 岩屋後古墳出土

令和4（2022）年度事業では、島根県立古代出雲歴史博物館に、
「埴輪 両手を挙げる女子」を含む9件を貸し出しました。

1
方  法


