
特別陳列「おん祭と春日信仰の美術　【特集】社家史料と若宮」出陳品一覧
奈良国立博物館
平成29年12月8日

出陳
番号

名称 員数 材質 所蔵者 時代 世紀

《１．おん祭の盛儀》

1 春日若宮御祭礼絵巻　中巻 1巻（3巻のうち） 紙本著色 春日大社 江戸時代 17世紀

2 春日若宮祭典式古図　上巻 1巻（3巻のうち） 紙本著色 春日大社 江戸時代 17～18世紀

3 春日祭礼之図　上巻 1巻（2巻のうち） 紙本著色 春日大社 江戸時代 19世紀

4 若宮祭御渡式絵巻 1巻 紙本墨摺 春日大社 江戸時代 19世紀

5 春日大宮若宮御祭礼図　中（松之下行列） 1冊（3冊のうち） 紙本墨摺 春日大社 江戸時代　 安永9年（1780）

6 春日社年中行事 1冊 紙本墨書 春日大社 江戸時代 17世紀

7 春日若宮祭礼図・鷹狩図屏風 1双 紙本著色 個人蔵 江戸時代 17世紀

8 春日権現験記（春日本）　巻十 1巻（20巻のうち） 紙本著色 春日大社 江戸時代　 文化4年（1807）

9 神楽の楽器 春日大社

 9-1 神楽笛 1管 竹製　漆塗　樺巻 近代 19～20世紀

 9-2 小鼓 1口
木製　黒漆塗
金蒔絵

江戸時代 16～19世紀

 9-3 大鼓 1口 木製　黒漆塗 近代 19～20世紀

 9-4 笏拍子 1対 木製 現代

 9-5 銅拍子 1対 銅製　黒漆塗 現代

10 簓 1対 竹製　木製 近代 19～20世紀

11 秋草蝶鈴虫蒔絵小鼓胴 1口
木製　黒漆塗
蒔絵

春日大社 江戸時代 18世紀

12 猿錠蒔絵大鼓胴 1口
木製　黒漆塗
蒔絵

春日大社 江戸時代 17世紀

13 千切台 1基 春日大社 現代 昭和2年（1927）

14 盃台 1基 春日大社 現代 平成5年（1993）

《２．おん祭と若宮の歴史～社家史料を交えて》

15 中臣祐賢春日御社縁起注進文（文永六年） 1巻 紙本墨書 春日大社 鎌倉時代　 文永6年（1269）

16 中臣祐賢春日御社縁起注進文（文永十二年） 1冊 紙本墨書 春日大社 鎌倉時代　 文永12年（1275）

17 若宮秘伝記 1冊 紙本墨書 春日大社 江戸時代　 元禄12年（1699）

18 春日若宮御祭礼記 1冊 紙本墨書 奈良県立図書情報館 江戸時代　 嘉永5年（1852）

19 ◎伊賀国予野庄神人等愁状（春日神社文書） 1通 紙本墨書 春日大社 鎌倉時代 13世紀

20 龍華院工等愁状 1通 紙本墨書 春日大社 鎌倉時代 13世紀

21 弘安六年春日若宮神主中臣祐春記 1冊 紙本墨書 個人蔵 鎌倉時代　 弘安6年（1283）

22 永享七年春日社司中臣祐時記 1冊 紙本墨書 個人蔵 安土桃山時代　 慶長2年（1597）

23 古今最要抄　若宮祭礼事 1冊（6冊のうち） 紙本墨書 個人蔵 安土桃山時代 16世紀

24 文亀四年春日社司中臣祐弥記 1冊 紙本墨書 個人蔵 室町時代　 文亀4年（1504）

25 嘉吉二年春日社司中臣祐時記 1冊 紙本墨書 春日大社 室町時代　 嘉吉2年（1442）

26 永禄三年春日社御託宣記 1巻 紙本墨書 春日大社 室町時代 16世紀

27 若宮拝殿巫女補任状（宝暦十三年） 1通 紙本墨書 個人蔵 江戸時代　 宝暦13年（1763）

28 若宮拝殿巫女補任状（文化二年） 1通 紙本墨書 個人蔵 江戸時代　 文化2年（1805）
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《３．春日社造替の記録》

29 建保三年春日御社造営并御遷宮記 1巻 紙本墨書 春日大社 鎌倉時代 13世紀

30 春日社造営之記 1帖 紙本墨書 春日大社 鎌倉時代 13世紀

31 春日御社御造営事（断簡貼交屏風） 1隻（2隻のうち） 紙本墨書 個人蔵 鎌倉時代 13世紀

32 春日御社御造営事（残巻） 1巻 紙本墨書 個人蔵 鎌倉時代 13世紀

33 若宮御遷宮仮殿料用途記 1巻 紙本墨書 個人蔵 鎌倉時代　 弘安10年（1287）

34 応永十五年御遷宮精進記 1巻 紙本墨書 個人蔵 室町時代　 応永15年（1408）

35 絵馬 ５面 板地著色 春日大社 （その１）室町時代　 天文11年（1552）

36 遷宮番匠道具 一式 春日大社 江戸時代 17世紀

37 御殿御簾金具 3点 銅製　鍍金 春日大社 （木瓜形金具）安土桃山～江戸時代 16～17世紀

38 春日社丈尺之記　春日社御本殿寸法木研 1冊（10冊のうち） 紙本墨書 春日大社 江戸時代　 貞享5年（1688）

※出陳件数38件
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