
・ 会期：2014年4月22日(火)～6月15日(日)　会場：京都国立博物館　明治古都館
・ 前期は4月22日～5月18日、後期は5月20日～6月15日です。
・ 番号はカタログ番号です。展示順とは一致しません。
・ 指定名称には次の略称を用いています。　重要文化財…重文
・ 都合により展示期間が変更されることがありますので、ご了承ください。

番号 指定 名称 員数 時代・世紀 所蔵 展示期間

1 重文

椿井大塚山古墳出土品のうち
　三角縁吾作三神五獣鏡
　三角縁四神四獣鏡
　三角縁四神四獣鏡
　三角縁波文帯盤龍鏡
　画文帯神獣鏡

5面 古墳時代　3世紀 京都大学総合博物館 全期間

2

トヅカ古墳出土品のうち
　神人車馬画像鏡
　神人歌舞画像鏡
　変形神獣鏡
　馬具類

1括 古墳時代　5世紀 京都国立博物館 全期間

3 四獣鏡　原山古墳出土 1面 古墳時代　5世紀 京都国立博物館 全期間

4 人物埴輪　堀切七号墳出土 1体 古墳時代　6世紀 京田辺市教育委員会 全期間

5

高麗寺跡出土品のうち
　素弁十葉蓮華文軒丸瓦
　複弁蓮華文軒丸瓦
　重弧文軒平瓦
　独尊塼仏

1括 飛鳥時代　7世紀 木津川市教育委員会 全期間

6

馬場南遺跡（神雄寺跡）出土品のうち
　三彩陶器
　彩釉山水陶器
　墨書土器「神雄寺」
　墨書土器「黄葉」
　万葉歌木簡「阿支波支乃～」

1括 奈良時代　8世紀
公益財団法人京都府
埋蔵文化財調査研究
センター

全期間

7 塑像片　神雄寺跡（馬場南遺跡）出土 11点 奈良時代　8世紀 木津川市教育委員会 全期間

8 軒丸瓦・軒平瓦・垂木先瓦　井手寺跡出土 1括 奈良時代　8世紀 井手町教育委員会 全期間

9 海獣葡萄鏡・隆平永寶　井手寺跡出土 1括 奈良時代　8世紀 全期間

10 羽口・坩堝・和同開珎　加茂鋳銭司出土 1括 奈良時代　8世紀 全期間

11 軒丸瓦・軒平瓦　三山木廃寺出土 3点
飛鳥～奈良時代　7～8世
紀

京都国立博物館 全期間

12 軒丸瓦・軒平瓦　梅谷瓦窯出土 2点 奈良時代　8世紀 木津川市教育委員会 全期間

13 軒丸瓦・軒平瓦　恭仁京跡出土 2点 奈良時代　8世紀 京都府教育委員会 全期間

14 軒丸瓦・軒平瓦　山城国分寺跡出土 2点 奈良時代　8世紀 京都府教育委員会 全期間

15 風鐸　山城国分寺跡出土 1組 奈良時代　8世紀 木津川市教育委員会 全期間

16 愛染明王像 1幅 鎌倉時代　13世紀 海住山寺 後期

17 釈迦三尊十六羅漢像　円順筆 3幅
南北朝時代　建武5年
（1338）

海住山寺 前期

18 袋中上人絵詞伝　巻下
2巻のうち
1巻

江戸時代　寛延2年（1749） 鶯瀧寺 前期

19 袋中上人絵詞伝　巻下
2巻のうち
1巻

江戸時代　19世紀 袋中庵 後期

20 木津川舟中奉納絵馬 1面
江戸時代　文政11年
（1828）

御霊神社 全期間

21
当麻寺練供養図　附旧軸木及同納入品　藤
吉・藤三筆

1括 江戸時代　元和7年（1621） 西寿寺 後期

22 重文 十一面観音立像 1躯 平安時代　9世紀 海住山寺 全期間

23 薬師如来坐像 1躯 平安時代　10～11世紀 海住山寺 全期間

24 重文

海住山寺文書
　貞慶仏舎利安置状
　覚真仏舎利安置状
　海住山寺修正神名帳
　筆跡安置状

16巻のう
ち4巻

鎌倉時代　13世紀 海住山寺

（覚真仏舎利安置状・筆跡
安置状）前期
（貞慶仏舎利安置状・海住
山寺修正神名帳）後期

25 解脱上人像 1幅 江戸時代　17世紀 海住山寺 前期

特別展覧会　南山城の古寺巡礼　出品一覧・展示替予定表



26 解脱上人像　高橋素運筆 1幅
江戸時代　正徳元年
（1711）

海住山寺 後期

27 国宝 海住山寺五重塔初層内陣扉絵（東面） 2面
鎌倉時代　建保2年（1214）
頃

海住山寺 全期間

28 重文 四天王立像 4躯 鎌倉時代　13世紀 海住山寺 全期間

29
補陀洛山浄土図（海住山寺本堂旧壁画）　加
賀守筆

2面 室町時代　文明5年（1473） 海住山寺 全期間

30
十一面観音来迎図（海住山寺本堂旧壁画）
加賀守筆

2面 室町時代　文明5年（1473） 海住山寺 全期間

31 重文 法華経曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　12～13世紀 海住山寺 4/22～5/25

32 阿弥陀浄土曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　13世紀 海住山寺 5/27～6/15

33 重文 兜率天曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　13世紀 興聖寺 5/27～6/15

34 春日曼荼羅十六善神図 1幅 鎌倉時代　13世紀 海住山寺 4/22～5/25

35 地蔵十王図
11幅のう
ち3幅

中国・元時代　14世紀 海住山寺 4/22～5/25

36 二十五条袈裟　伝貞慶所用 1領 鎌倉時代　13世紀 海住山寺 前期

37 七条袈裟　伝覚真所用 1領 鎌倉時代　13世紀 海住山寺 後期

38 白磁四耳壺 1口 中国・南宋時代　13世紀 海住山寺 全期間

39 青白磁渦文百合口瓶 1口 中国・南宋時代　13世紀 海住山寺 全期間

40 青白磁如意頭文香炉 1口 中国・南宋時代　13世紀 海住山寺 全期間

41 青白磁唐子蓮華唐草文百合口瓶 1対 中国・南宋時代　13世紀 海住山寺 全期間

42 宝珠台 1基 鎌倉時代　14世紀 海住山寺 全期間

43 金銅能作性塔（納水晶製宝珠） 1基 鎌倉時代　14世紀 海住山寺 全期間

44 六器 2口 鎌倉時代　13世紀 海住山寺 全期間

45 重美 阿弥陀六地蔵十羅刹女像 1幅 鎌倉時代　徳治2年（1307） 西寿寺 後期

46 春日宮曼荼羅図 1幅 南北朝時代　14世紀 西寿寺 後期

47 春日鹿曼荼羅図 1幅 室町時代　16世紀 安楽寿院 後期

48 重文 仏涅槃図 1幅 鎌倉時代　13～14世紀 常念寺 前期

49 地蔵菩薩立像 1躯 鎌倉時代　13世紀 法性寺 全期間

50 重文 十一面観音坐像 1躯 鎌倉時代　13世紀 現光寺 全期間

51 重文 笠置曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　13世紀 大和文華館 4/22～5/11

52 重文 弥勒菩薩図像集 1帖 平安時代　12世紀 仁和寺 5/13～6/1

53 覚禅鈔　弥勒法 1巻 鎌倉時代　13世紀 勧修寺 6/3～6/15

54 誕生釈迦仏立像 1躯 飛鳥時代　7世紀 笠置寺 全期間

55 毘沙門天立像 1躯 鎌倉時代　13世紀 笠置寺 全期間

56 重文 地蔵講式・弥勒講式 2巻 鎌倉時代　14世紀 笠置寺 （地蔵）前期　（弥勒）後期

57 磨製石剣　笠置山出土 1本
弥生時代中期　紀元前2世
紀

笠置寺 全期間

58 経筒・陶製外容器　笠置寺経塚出土 3点 平安時代　12世紀 笠置寺 全期間

59 笠置寺縁起絵巻 3巻 室町時代　15世紀 笠置寺
巻上4/22～5/11　巻中5/13
～6/1　巻下6/3～6/15)

60 両界曼荼羅図 2幅 平安時代　12世紀 真輪院 1幅ずつ展示

61 星曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　12～13世紀 真輪院 前期

62 重文 普賢菩薩騎象像 1躯 平安時代　10～11世紀 岩船寺 全期間

63 四面菩薩像 1幅 南北朝時代　14世紀 岩船寺 全期間

64 岩船寺縁起 1巻 江戸時代　17世紀 岩船寺 全期間

65 鐃 1対 江戸時代　17世紀 岩船寺 全期間



66 灰釉多口瓶 1対 鎌倉時代　13世紀 岩船寺 全期間

67 重文 浄瑠璃寺流記 1冊
南北朝時代　観応元年
（1350）

浄瑠璃寺 6/3～15

68 重文 薬師如来坐像 1躯 平安時代　11世紀 浄瑠璃寺 5/13～6/１

69 国宝 四天王立像のうち　多聞天立像 1躯 平安時代　11～12世紀 浄瑠璃寺 全期間

70
阿弥陀如来像摺仏（十二体一版）　浄瑠璃寺
伝来

1幅 平安時代　12世紀 浄瑠璃寺 全期間

71
阿弥陀如来像摺仏（百体一版）　浄瑠璃寺伝
来

1枚 平安時代　12世紀 京都国立博物館 全期間

72 大日如来坐像 1躯 鎌倉時代　12～13世紀 浄瑠璃寺 全期間

73 重文 十一面観音立像 1躯 平安時代　10世紀 禅定寺 全期間

74 重文 文殊菩薩騎獅像 1躯 平安時代　10世紀 禅定寺 全期間

75 重文 地蔵菩薩踏下像 1躯 平安時代　12世紀 禅定寺 全期間

76 重文 禅定寺領田畠流記帳・平崇上人行業記 2巻

（流記帳）平安時代　長保3
年（1001）
（行業記）平安時代　寛弘2
年（1005）

禅定寺
（流記帳）前期　（行業記）後
期

77 重文

禅定寺文書
　太政官牒案
　禅定寺由緒注進状案
　禅定寺修造言上状案

133通の
うち3通

（太政官牒案・禅定寺由緒
注進状案）平安時代　12世
紀
（禅定寺修造言上状案）鎌
倉時代　乾元2年（1303）

禅定寺

（太政官牒案・禅定寺由緒
注進状案）前期
（禅定寺修造言上状案）後
期

78 雲版 1口 江戸時代　延宝7年(1679) 禅定寺 全期間

79 半鐘 1口 江戸時代　延宝9年(1681) 禅定寺 全期間

80 払子　伝月舟宗胡所用 1握 中国・清時代　17世紀 禅定寺 全期間

81 眼鏡　伝月舟宗胡所用 1掛
中国・清または江戸時代
17世紀

禅定寺 全期間

82 木魚　伝月舟宗胡作 1個 江戸時代　17世紀 禅定寺 全期間

83 重文 千手観音立像 1躯 平安時代　12世紀 寿宝寺 全期間

84 降三世明王立像 1躯 平安時代　12世紀 寿宝寺 全期間

85 金剛夜叉明王立像 1躯 平安時代　12世紀 寿宝寺 全期間

86 聖徳太子立像 1躯 鎌倉時代　13～14世紀 寿宝寺 全期間

87 阿弥陀如来坐像 1躯 平安時代　9世紀 蟹満寺 全期間

88 軒丸瓦・軒平瓦　蟹満寺出土 2点 飛鳥時代　7世紀前半 木津川市教育委員会 全期間

89 釈迦十六善神像 1幅 室町時代　14～15世紀 蟹満寺 全期間

90 真言八祖像のうち　空海・金剛智
8幅のうち
2幅

（空海）室町時代　15世紀
（金剛智）江戸時代　19世
紀

蟹満寺 全期間

91 十二天屏風 6曲1双 室町時代　16世紀 蟹満寺 1隻ずつ展示

92 弁財天十五童子像 1幅 室町時代　16世紀 神童寺 全期間

93 重文 愛染明王坐像 1躯 平安時代　12世紀 神童寺 全期間

94 重文 不動明王立像 1躯 平安時代　12世紀 神童寺 全期間

95 重文 日光菩薩立像 1躯 平安時代　10世紀 神童寺 全期間

96 重文 月光菩薩立像 1躯 平安時代　12世紀 神童寺 全期間

97 不動明王二童子像 1幅 室町時代　15世紀 観音寺 全期間

98 軒丸瓦・軒平瓦　観音寺境内出土 7点 奈良時代　8世紀 観音寺 全期間

99 軒丸瓦・軒平瓦　普賢寺（観音寺境内）出土 6点
飛鳥～奈良時代　7～8世
紀

― 全期間

100 重文 銭弘俶八万四千塔 1基
中国・五代十国時代　10世
紀

金胎寺 全期間

101 大応国師坐像 1躯 室町時代　康正2年（1456） 酬恩庵 全期間

102 南浦紹明像　自賛 1幅 鎌倉時代　徳治2年（1307） 酬恩庵 前期

103 九条袈裟　伝虚堂智愚料 1領 中国・南宋時代　13世紀 酬恩庵 後期

104 宗峯妙超像　一休宗純賛 1幅 南北朝時代　14世紀 酬恩庵 後期



105 徹翁義亨像　一休宗純賛 1幅 室町時代　15世紀 酬恩庵 前期

106 華叟宗曇像　自賛 1幅 室町時代　15世紀 酬恩庵 後期

107 重文 一休宗純像　自賛 1幅 室町時代　15世紀 酬恩庵 前期

108 一休宗純像　自賛 1幅 室町時代　15世紀 酬恩庵 後期

109 一休宗純置文
1巻のうち
1通

室町時代　文明13年
（1481）

酬恩庵 全期間

110 自戒集 1冊
室町～江戸時代　15～18
世紀

酬恩庵 全期間

111 狂雲集 1冊 室町～桃山時代　16世紀 酬恩庵 全期間

112 重文 後花園天皇宸翰女房奉書 1通 室町時代　文安6年（1449） 酬恩庵 前期

113 祖心紹越置文
1巻のうち
1通

室町時代　永正11年
（1514）

酬恩庵 全期間

114 碧巌録 2冊
中国・明時代　洪武24年
（1391）刊記、永楽13年

酬恩庵 全期間

115 直綴　伝一休宗純所用 1領 室町時代　15世紀 酬恩庵 前期

116 五条袈裟（大掛絡）　伝一休宗純所用 1領 室町時代　15世紀 酬恩庵 全期間

117 襪　伝一休宗純所用 1足 室町時代　15世紀 酬恩庵 全期間

118 網代笠　伝一休宗純所用 1頭 室町時代　15世紀 酬恩庵 全期間

119 履　伝一休宗純所用 1足 室町時代　15世紀 酬恩庵 全期間

120 一節切　伝一休宗純所用 1管 室町時代　15世紀 酬恩庵 全期間

121 朱漆塗印箱　伝一休宗純所用 1合 室町時代　15世紀 酬恩庵 全期間

122 青磁鉢　伝後小松天皇下賜　一休宗純所持 1口 中国・明時代　15世紀 酬恩庵 全期間

123 銅蛸足香炉 1基 桃山～江戸時代　17世紀 酬恩庵 全期間

124 鉄鐘 1口 中国・明時代　14～15世紀 酬恩庵 全期間

125 釈迦十六善神像 1幅 南北朝時代　14世紀 酬恩庵 後期

126 仏涅槃図 1幅 南北朝時代　14世紀 酬恩庵 前期

127 仏涅槃図 1幅
南北朝～室町時代　14～
15世紀

酬恩庵 後期

128 林和靖・陶淵明図襖　狩野探幽筆 8面 江戸時代　慶安3年（1650） 酬恩庵 前期

129 松竹梅図襖　狩野探幽筆 8面 江戸時代　慶安3年（1650） 酬恩庵 後期

130 松梅図小襖　原在中筆 2面 江戸時代　18～19世紀 酬恩庵 全期間

131 三十三観音図　原在中筆
33幅のう
ち9幅

江戸時代　寛政5年（1793） 酬恩庵 後期

132 仏涅槃図　原在中筆 1幅 江戸時代　寛政7年（1795） 酬恩庵 後期

133 釈迦十六善神像　原在中筆 1幅 江戸時代　18～19世紀 酬恩庵 後期

134 大黒天図　原在中筆 1幅
江戸時代　文化元年
（1804）

酬恩庵 前期

135 芙蓉図　太室宗宸賛　原在中筆 1幅 江戸時代　18～19世紀 酬恩庵 前期

136 出山釈迦図　宙宝宗宇賛　原在中筆 1幅 江戸時代　天保2年（1831） 酬恩庵 前期

137 観音図　原在中筆 1幅 江戸時代　天保3年（1832） 酬恩庵 前期

138 里芋・豆図　宙宝宗宇賛　原在明筆 1幅 江戸時代　18～19世紀 酬恩庵 前期

139 酬恩庵庭園真景図巻　原在明筆 1巻 江戸時代　文化2年（1805） 酬恩庵 前期


