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足利義政公はその生涯を東山殿山荘造営に託された。

そこには四季おりおりが取りなす自然空間を巧みに取り

入れた深い精神文化の造形が伺える。庭園は、当時の

建造物である観音殿 (銀閣)や東求堂と調和し人の心を

とらえ、天下第一の名園というを憚らない。

Yoshimasa spent his whole lite buildlllg Higashiyama den

villa Here′ the beauサ o(nature in each dilferent season is

adapted sk11lfully giving the atlllosPhere of a prolound

SPiritual world lts garden matclles harmoniOusly with

Karlnon‐den(Cinkaku)and TOgu― do′ and catches people′ s

heart

花頭窓から見た銀沙灘・向月台

波紋を表現した銀沙灘と白砂の富士山型の向月台との
コントラストは人々を魅了する。
Cinsyadan&Kogetsudaisccn hm Katomado Window
Tlle cOntrast of Cinsyadan representing waves and white
sand Mt Fllli shaped Kogetsudaiis enchanting

Paintingsin the Main Hall

Nニ ジt牙住●Ilce nO Taiga

池 大雅 (1723～ 1776)

京都生 まれ。

蕪本」と並ぶ 日本南画の大成者

といわれる。 日本の南画のな

かでもその風格は比類ない。

By lke no Taiga(1723-1776)
BOrnin Kyoto JuStlike Buson′

One of the leaders of Japanese

Nanga painting His sサ le is

very disunct amOng a■ Nan―

ga painters

弄清亭 (香席)襖絵
Paintings in Rosei tei

奥口 元末● Obda CensO
奥田 元宋 (1912～ 2003)

広島県生まれ。
日展で数々の賞 を受賞するなど、意欲的な

作品を続々と発表、 日本画壇の重鎮 として

の地位を築いた。1973年に日本芸術院会員、
1984年 には文化勲章を受章。

Censou Okuda(1912-2003)
BO口lin HiroJ■ ima He PaintS energeticall17
and eniOys numerOus awards at Nitten He
is nOw the master ofJapanese painting cir
cles ln 1973′ he was awardcd lapan Acade
my of Arts Award and in 1984 0rder of Cul―

●ュral N71erit

建物内部は通常公開 しておりません。
Usually the interior is not open to the public

寺=謝 蕪dF・IC)Yosa Buson

与謝 蕪村 (1716～ 1783)

大阪生まれ。

俳句がどちらかといえば美 しい世界

をうたったのに対 し、絵画はある種
の脱俗的な世界を好んで描いた。

Yosa Buson(1716-1783)
Born in Osaka Though he morc Or
less exPresSed the beauサ of nature
in Haiku pocms′ he preferred and
eXPreSSCd unwOrld]y points Of view
in Paintings

富岡 鉄斎 (1836～ 1924)

京都生 まれ。

国学、lT学、仏教などを学び、中年期より四条派 大和絵
を学び、晩年になるにつれ豊かな色彩 と奔放な筆致で気

『
|

の高い文人画を完成、南宋画派の中心的存在 となった。

Tomioka Tessai(1836-1924)
Born in Kyoto He sttldied ancient laPanese thOught and

ぜ mef鵠 話:肝Ⅶ ∫1:』∫ギ彙 勁 ユ鮪 1『飾 語
er yea,he became tl■ e center of Nansoga Painting′ colorful

ly and dynarnically paintlng elegant Chinese Paintings

唐様仏殿の様式。閣上にある青銅の鳳凰は東面 し、観音菩薩を祀る銀閣を

絶えず守 り続けている。

This was Orighally caHed Kttnon― den′ a■er Shariden of Rokuonli(Kinkalttlli)and Ru● den of

SaふOuji lt is tlvo storiedi the first■ oor′ Shink■ l― dcn is built in Shoin style′ traditional Japanesc

residential architecttlre st・ 7]e′ and tlne secOnd ioor ChO― Onkaku is Chinese temple style having
Katoumado in tlie Panel wall and a Chinese sliding dOOr The brOnze phoellJx on the roof facing

east constantly guards G五 まaktlli dediCated to KannonbOsatsu′ tlle Goddess of Mercy

[国宝

義政公の持仏堂。一層の人母屋造り、槍皮葺きの現存する

最古の書院造り。南面に拭板敷、方二間の仏間が設けられ、

北面には六畳と四畳半の二室がある。北面東側の四畳半は、

同仁斎とよばれ東山文化を生み出す舞台となり、また草庵茶室の源流

四畳半の間取りの始まりといわれている。
Buddhist Hall owned by Yoshimasa The 01dest Shoin style building existing with onc stOry

lrimoya style and a roof thatched with lapanese wpresS The hall has a Panel■ 00red area in tlle

sOuth part■VO Buddhist alter roOms on one side and● IN70(6 tatami mat and 4 5 tatami mat)

rooms in tlle nOrth Jde Tlle 4 5 tatami mat room in the nortl■ east side is called Dolinsat and

was the stage oriJnating Higashiyama culmre ltis also said to be thc beginning of So an style

tearoom and 4 5 tatami matrooms

め堂ぐ求め東

(銀閣)[国宝]

鹿苑寺の合利殿 (金 閣)、 西芳寺の瑠I高殿を踏襲し、本来、¬

観音殿とよばれた。二層からなり、一層の心理酸は、書院風。

二層の潮音閣は、板壁に花頭窓をしつらえて、桟唐戸を設けた

Paintings in Shoin Hall

富岡鉄益●TomiOka Tessai


