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奈良国立博物館
平成25年12月4日

出陳
番号

指定 名称 員数 所在地 所蔵者 時代 世紀 展示期間

１．おん祭－春日若宮神に仕え奉る－

1 鹿島立神影図 1幅 奈良国立博物館 南北朝時代 14世紀 12/7-12/23

2 鹿島立神影図 1幅 奈良 春日大社 南北朝時代
永徳3年
(1383)

12/25-1/19

3 春日文殊曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 14世紀 12/7-12/23

4 春日赤童子像 1幅 奈良 植槻八幡神社 室町時代
長享2年
(1488)

12/25-1/19

5 春日若宮御祭礼絵巻 3巻 奈良 春日大社 江戸時代 17世紀 巻替有

6 春日若宮祭礼図・鷹狩図屛風 6曲1双 個人蔵 江戸時代 17世紀

7 春日祭礼之図 2巻 奈良 春日大社 江戸時代 19世紀
上巻12/7-12/23
下巻12/25-1/19

8 春日若宮祭典式古図 3巻 奈良 春日大社 江戸時代 17～18世紀 巻替有

9 若宮祭お渡り絵巻 1巻 個人蔵 江戸時代 18～19世紀 巻替有

10 若宮祭御渡式絵巻 1巻 個人蔵 江戸時代 19世紀 巻替有

11 春日祭図 2巻 奈良 春日大社 江戸時代
文化9年
（1812）

上巻12/7-12/23
下巻12/25-1/19

12 春日大宮若宮御祭礼図 1冊 奈良 春日大社 江戸時代
安永9年
(1780)

頁替有

13 舞楽面　陵王 1面 奈良 春日大社 江戸時代 17世紀

14 重文 舞楽面　納曾利 1面 奈良 春日大社 平安時代 12世紀

15 納曾利装束　裲襠 1領 奈良 春日大社 安土・桃山時代 16～17世紀

16 納曾利装束　袴 1腰 奈良 春日大社 安土・桃山時代 16～17世紀

17 銀帯 1枚 奈良 春日大社 安土・桃山時代 16～17世紀

18 舞楽面　散手 1面 奈良 春日大社 江戸時代 17～19世紀

19 散手装束　裲襠 1領 奈良 春日大社 江戸時代 18世紀

20 散手装束　袴 1腰 奈良 春日大社 江戸時代 18世紀

21 散手装束　甲 1頭 奈良 春日大社 江戸時代 18世紀

22 千切台（模造） 1基 奈良 春日大社 近代
昭和2年
(1927)

23 盃台 1基 奈良 春日大社 現代
平成5年
(1993)

２．大和士－奉仕の伝統と格式－

24 若宮祭宵宮詣屛風 6曲1隻 奈良 春日大社 江戸時代 18世紀

25 箸尾氏系図 1巻 個人蔵 江戸時代 17世紀

26 大和士仲間規定書 1通 個人蔵 江戸時代 19世紀

27 維新に付大和士口上覚 1面 個人蔵 江戸時代
慶応4年
(1868)

28
春日若宮祭送物目録（手向山八幡宮
文書）

1幅 個人蔵 安土・桃山時代
天正9年
(1581)

特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」出陳品一覧
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29 大宿所春日若宮祭式事件并品書 2冊 個人蔵 明治時代

彩色本：明治3年
　　　　　 （1870）
白描本：19世紀

頁替有

30 随兵甲冑 1領 奈良 春日大社 江戸時代 19世紀

31 提灯箱（違鷹羽紋） 2口 個人蔵 江戸時代
慶応元年
(1865)

32 新撰組山崎丞切紙 1通 個人蔵 江戸時代 19世紀

33 伴林光平自画讃天神図 1幅 個人蔵 江戸時代 19世紀

34 長川流鏑馬日記 1冊 奈良 天理大学附属天理図書館 安土・桃山時代 16世紀 12/7-12/20

35 春日若宮御祭礼六家秘録 1冊 個人蔵 明治時代
明治2年
(1869)

36 春日若宮御祭礼流鏑馬定書 1幅 個人蔵 江戸時代
万延元年
(1860)

1/7-1/19

37 春日若宮流鏑馬之図 1枚 奈良 天理大学附属天理図書館 江戸時代
文政3年
(1820)

12/25-1/5

38 森川杜園大宿所絵師願 1通 奈良 天理大学附属天理図書館 江戸時代
安政4年
(1857)

12/7-12/20

39 絵馬 1面 個人蔵 江戸時代
元治元年
(1864)

40 大宿所檜物師職一件 1冊 奈良 天理大学附属天理図書館 江戸時代
文政8年
(1825)

12/25-1/5

41 大折 1台 個人蔵 明治時代 19世紀

３．春日信仰－春日の神と仏への祈り－

42 春日神鹿舎利厨子 1基 奈良国立博物館
鎌倉～南北朝
時代

14世紀

43 重文 五輪塔嵌装舎利厨子 １基 奈良 不退寺 鎌倉時代 13～14世紀

44 鹿座仏舎利及び外容器 1具 奈良 春日大社 江戸時代
慶安5年
(1652)

45 獅子座火焔宝珠形舎利容器 1基 奈良国立博物館 南北朝時代 14世紀

46 瑠璃燈籠 1基 奈良 春日大社 鎌倉時代 13～14世紀

47 重文 禽獣葡萄鏡 1面 奈良 春日大社 中国・唐時代 7～8世紀

48 重文 銅鏡 5面 奈良 春日大社 平安時代 11～12世紀

49 重文 秋草蒔絵手箱 1合 奈良 春日大社
鎌倉～南北朝
時代

14世紀

50 重文 春日宮曼荼羅 1幅 奈良 南市町自治会 鎌倉時代 13世紀 12/7-12/23

51 春日宮曼荼羅 1幅 個人蔵 鎌倉時代 13世紀 12/25-1/19

52 春日社寺曼荼羅 1幅 奈良 久度神社 室町時代 15～16世紀 12/25-1/19

53 春日社寺曼荼羅 1幅 個人蔵 鎌倉時代 13～14世紀 12/7-12/23

54 春日社寺曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 13～14世紀 12/25-1/19

55 重文 春日本迹曼荼羅 1幅 奈良 寳山寺 鎌倉時代 13世紀 12/7-12/23

56 春日名号曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 13世紀 12/25-1/19
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57 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 13～14世紀 12/7-12/23

58 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良 西城戸町 南北朝時代 14世紀 12/25-1/19

59 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良 北京終町春日講 江戸時代 17～18世紀 12/7-12/23

60 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良 薬師寺 室町時代 15～16世紀 12/25-1/19

61 春日講式 1巻 奈良 東大寺 室町時代 16世紀

62 年中行司記 1冊 奈良 東城戸町 江戸時代 19世紀

63 古文書箱 1合 奈良 東城戸町 江戸時代
享和3年
(1803)

※出陳件数63件（うち重要文化財7件）
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