
當麻寺展出陳品一覧 奈良国立博物館

1 平成25年4月5日改訂

番号 指定 名称 員数 時代 所蔵 4/6-14
4/16-

21
4/23-

29
4/30-
5/6

5/8-12
5/14-

19
5/21-

26
5/28-
6/2

1 国宝 金銅威奈大村骨蔵器 １合 飛鳥時代　慶雲４年（７０７） 大阪 四天王寺

2 重文 金銅骨蔵器　加守古墓出土 1合 飛鳥時代（８世紀） 東京国立博物館

3 掃守寺跡出土品（瓦、塼仏） 一括 飛鳥～奈良時代（７～８世紀） 奈良
奈良県立橿原考古学研究所
奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館

4 只塚廃寺出土品（瓦、塼仏、石仏） 一括 飛鳥時代（７世紀） 奈良
奈良県立橿原考古学研究所
奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館

5 石光寺出土品（瓦、塼仏） 一括 飛鳥時代（７世紀） 奈良 石光寺

6 當麻寺出土　軒丸瓦・軒平瓦 一括 飛鳥時代（７世紀） 奈良 當麻寺　

7 塼仏断片 ７点 飛鳥時代（７世紀） 奈良 當麻寺中之坊

8 千仏像 １面 飛鳥時代（７世紀） 奈良 當麻寺護念院

9 重文 持国天立像（四天王像のうち） 1躯 飛鳥時代（７世紀） 奈良 當麻寺

10 重文 如来三尊像 １面 飛鳥時代（７世紀） 奈良 當麻寺奥院

11 重文 當麻寺縁起　上巻 １巻 室町時代 享禄４年（１５３１） 奈良 當麻寺

12 重文 当麻寺縁起　上巻 １巻 江戸時代　寛永１０年（１６３３） 個人

13 十一面観音菩薩立像 １躯 平安時代（９世紀） 奈良 當麻寺

14 重文 妙幢菩薩立像 １躯 平安時代（１０世紀） 奈良 當麻寺

15 重文 十一面観音菩薩立像 １躯 平安時代（１１世紀） 奈良 當麻寺

16 重文 十一面観音菩薩立像 １躯 平安時代（１０～１１世紀） 奈良 當麻寺西南院

17 重文 聖観音菩薩立像 １躯 平安時代（１０～１１世紀） 奈良 當麻寺西南院

18 十一面観音菩薩立像 １躯 平安時代（１０世紀） 奈良 當麻寺中之坊

19 十一面観音菩薩像版木 １枚 鎌倉時代（１３～１４世紀） 奈良 當麻寺護念院

20 重文 吉祥天立像 １躯 平安時代（１１世紀） 奈良 當麻寺

21 重文 板光背 ７面
平安～鎌倉時代
（９～１２世紀）

奈良 當麻寺

22 台座残欠 ６個
平安～鎌倉時代
（９～１２世紀）

奈良 當麻寺

第１章　當麻寺の草創と二上山麓の寺院

前半 後半

前半 後半

第２章　平安時代の仏たち
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23 重文 諸尊曼荼羅 ２面 平安時代（１２世紀） 奈良 當麻寺

24 重文 阿弥陀如来坐像（伝紅玻璃阿弥陀） １躯 平安時代（１０世紀） 奈良 當麻寺

25 天部立像 １躯 平安時代（１０～１１世紀） 奈良 當麻寺奥院

26 天部立像 １躯 平安時代（１０～１１世紀） 奈良 當麻寺奥院

27 尼藍婆・毘藍婆坐像（伝前鬼・後鬼） ２躯 平安時代（１０世紀） 奈良 當麻寺西南院

28 国宝 倶利迦羅龍蒔絵経箱 １合 平安時代（１２世紀） 奈良 當麻寺奥院

29 重文 螺鈿玳瑁唐草合子 １合
朝鮮半島　高麗
（１２世紀）

奈良 當麻寺

30 螺鈿草花文合子 １合
朝鮮半島　朝鮮時代
（１５～１６世紀）

奈良 當麻寺西南院

31 中将姫像 １幅 鎌倉時代（１４世紀） 奈良 當麻寺中之坊

32 中将姫像 １幅 江戸時代（１７世紀） 大阪市立美術館

33 中将姫坐像 １躯 室町時代 永禄元年（１５５８） 奈良 當麻寺

34 称讃浄土仏摂受経 １巻 奈良時代（８世紀） 奈良 當麻寺奥院

35 称讃浄土仏摂受経 １巻 奈良時代（８世紀） 奈良 當麻寺中之坊

36 称讃浄土仏摂受経 １巻 奈良時代（８世紀） 奈良 當麻寺

37 摩訶迦葉度貧母経 １巻 奈良時代（８世紀） 奈良 當麻寺中之坊

38 大般若経 １巻 奈良時代（８世紀） 奈良 當麻寺中之坊

39 刺繡種子阿弥陀三尊像 １幅
鎌倉～南北朝時代
（１４世紀）

奈良 當麻寺中之坊

40 刺繡種子阿弥陀三尊像（厨子入） １幅
南北朝～室町時代
（１４～１５世紀）

奈良 當麻寺

41 刺繡阿弥陀如来立像 １幅
鎌倉～南北朝時代
（１４世紀）

神奈川 清浄光寺（遊行寺）

42 刺繡薬師如来立像（厨子入） １基
南北朝～室町時代
（１４～１５世紀）

奈良　 當麻寺中之坊

43 舎利厨子 1基 江戸時代（１７～１８世紀） 奈良　 當麻寺

44 重文 當麻寺縁起　下巻（第七段迎講） １巻
室町時代
享禄４年（１５３１）

奈良 當麻寺

45 菩薩面 ４面 鎌倉時代（１３～１４世紀） 奈良 當麻寺

46 阿弥陀三尊像 ３軀
中尊：鎌倉時代（１３世紀）
脇侍：江戸時代（１７世紀）

奈良 當麻寺奥院

第３章　中将姫のすがた―極楽往生の夢・迎講―
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47 二十五菩薩像 ２５軀 江戸時代（１７世紀） 奈良 當麻寺奥院

48 当麻練供養図 １幅
江戸時代
元和７年（１６２１）

京都 西寿寺

49 当麻練供養図 １幅
江戸時代
寛永元年（１６２４）

京都 檀王法林寺

50 当麻練供養図 １幅 江戸時代（１７世紀） 奈良 誕生寺

51 重文 大般若経　巻第１２１ １巻 平安時代 永久２年（１１１４） 奈良 法隆寺

52 大般若経　巻第１９３（断簡） １紙 平安時代 永久２年（１１１４） 奈良 法隆寺

53 大般若経　巻第４９０、巻第５８０ ２巻 平安時代（１２世紀） 奈良 當麻寺奥院

54 信円僧正像 １幅 室町時代（１６世紀） 奈良 興福寺

55 仏舎利相承図 １巻 鎌倉時代 文永元年（１２６４） 滋賀 胡宮神社

56 覚禅鈔　巻八（阿弥陀法下） １巻 鎌倉時代（１３世紀） 京都 勧修寺

57 建久御巡礼記 １巻 鎌倉時代（１３世紀） 東京 大東急記念文庫

58 諸寺建立次第 １冊 鎌倉時代（１３世紀） 東京国立博物館

59 当麻寺流記 １巻 鎌倉時代（１３世紀） 宮内庁書陵部

60 重文 諸寺縁起集 １冊 南北朝時代（１４世紀） 東京 護国寺

61 上宮太子拾遺記　第三 １巻 室町時代（１５世紀） 奈良 法隆寺

62 大和国当麻寺縁起 １帖 室町時代（１４～１５世紀） 京都 仁和寺

63 重文 和州当麻寺極楽曼荼羅縁起 １巻 鎌倉時代 弘長２年（１２６２） 京都 禅林寺

64 重文 当麻曼荼羅縁起（称名寺聖教のうち） １帖 鎌倉時代（１３～１４世紀） 神奈川 称名寺

65 国宝 当麻曼荼羅縁起 ２巻 鎌倉時代（１３世紀） 神奈川 光明寺

66 當麻曼荼羅縁起（模本） ２巻 江戸時代（１８世紀） 奈良 當麻寺奥院

67 重文 當麻曼荼羅縁起 ２幅 鎌倉時代（１４世紀） 奈良 當麻寺

68 重文 當麻寺縁起　中・下巻 ２巻 室町時代 享禄４年（１５３１） 奈良 當麻寺

69 重文 当麻寺縁起　中・下巻 ２巻 江戸時代 寛永１０年（１６３３） 個人

下巻（２週巻替） 中巻（２週巻替）

中巻（２週巻替） 下巻（２週巻替）

第４章　當麻曼荼羅縁起のひろがり

上巻 下巻

下巻（２週巻替） 上巻（２週巻替）



當麻寺展出陳品一覧 奈良国立博物館

4 平成25年4月5日改訂

番号 指定 名称 員数 時代 所蔵 4/6-14
4/16-

21
4/23-

29
4/30-
5/6

5/8-12
5/14-

19
5/21-

26
5/28-
6/2

70 国宝 綴織當麻曼荼羅 １幅 中国・唐または奈良（８世紀） 奈良 當麻寺

71 国宝 當麻曼荼羅厨子扉 ６面 鎌倉・仁治３年（１２４３） 奈良 當麻寺

72 當麻曼荼羅厨子軒先板（復元模造） ２枚 昭和３６年（１９６１） 奈良国立博物館

73 當麻曼荼羅厨子敷板（人物戯画） １枚 奈良～平安時代（８～９世紀） 奈良 當麻寺

74 重文 後法興院記（延徳三年） １冊 室町時代 延徳３年（１４９１） 京都 陽明文庫

75 重文 当麻曼荼羅 １幅 鎌倉時代 正安４年（１３０２） 京都 禅林寺

76 重文 當麻曼荼羅（文亀本） １幅 室町時代　永正２年（１５０５） 奈良 當麻寺

77 當麻曼荼羅（文亀本）旧軸木 １本 室町時代　永正２年（１５０５） 奈良 當麻寺西南院

78 重文
実隆公記　第七十
（文亀三年七月～九月）

１巻 室町時代　文亀３年（１５０３） 東京大学史料編纂所

79 重文 後法興院記（文亀三年） １冊 室町時代　文亀３年（１５０３） 京都 陽明文庫

80 後奈良天皇綸旨・後土御門天皇綸旨 １巻
室町時代　天文６年（１５３７）、
１３年（１５４４）、

奈良 當麻寺

81 當麻曼荼羅 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 奈良 當麻寺中之坊

82 重文 当麻曼荼羅 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 京都 知恩寺

83 当麻曼荼羅 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 京都 三鈷寺

84 重文 当麻曼荼羅 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 奈良国立博物館

85 重文 当麻曼荼羅縁起 １幅 鎌倉時代（１３～１４世紀） 和歌山 清浄心院

86 重文 当麻曼荼羅 １幅 鎌倉時代（１３～１４世紀） 和歌山 清浄心院

87 当麻曼荼羅 １幅 室町時代（１４～１５世紀） 京都 龍谷大学

88 重文 阿弥陀浄土曼荼羅 １幅 平安時代（１２世紀） 奈良国立博物館

89 重文 阿弥陀浄土曼荼羅 １幅 平安時代（１２世紀） 和歌山 西禅院

90 重文 阿弥陀経曼荼羅 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 京都 知恩院

91 重文 円光大師坐像 １躯 鎌倉時代（１４世紀） 奈良 當麻寺奥院

92 法然上人像（鏡御影） １幅 鎌倉時代（１３世紀） 京都 金戒光明寺

第５章　當麻曼荼羅の世界

第６章　浄土宗の進出 
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93 重文 選択本願念仏集 １帖
鎌倉時代
元久元年（１２０４）

奈良 當麻寺奥院

94 阿弥陀如来立像 1躯 鎌倉時代（１３世紀） 奈良 當麻寺護念院

95 善導大師坐像 １躯 鎌倉時代（１４世紀） 奈良 當麻寺念佛院

96 重文 善導大師像 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 京都 知恩寺

97 刺繡善導大師像（厨子入） １基
南北朝～室町時代
（１４～１５世紀）

奈良 當麻寺念佛院

98 重文 浄土五祖絵伝 １巻 鎌倉・嘉元３年（１３０５） 神奈川 光明寺

99 重文 法然上人絵伝　巻１、６、７、３０ ４巻 室町時代（１５世紀） 奈良 當麻寺奥院

100 重文
法然・証空等自筆消息附漆塗筒形納骨器・
袋

２巻
１口、２口

鎌倉時代（１３世紀） 奈良 興善寺

101 証空思惟像 １幅 室町時代（１５～１６世紀） 京都 禅林寺

102 西山上人絵伝　巻１、２ ２巻 室町・享禄４年（１５３１） 兵庫 浄橋寺

103 本堂内陣旧巻柱（田畠施入状） ２枚 鎌倉時代（１３世紀） 奈良 當麻寺

104
花園天皇宸記　第二十一
（元亨元年七月～九月）

１巻 鎌倉・元亨元年（１３２１） 宮内庁書陵部

105 誓阿上人像 １基 室町時代（１５～１６世紀） 奈良 當麻寺奥院

106 知恩院當麻往生院契約状 １巻 室町時代　応永１４年（１４０７） 奈良 當麻寺奥院

107 観無量寿経疏 ４帖 鎌倉時代（１３～１４世紀） 京都 大谷大学博物館

108 当麻曼荼羅注　第一、四、五冊 ３冊 江戸時代　寛文７年（１６６７） 京都 大谷大学図書館

109 当麻曼荼羅疏　第三、四冊 ２冊 江戸時代　慶安２年（１６４９） 京都 龍谷大学図書館

110 当麻曼荼羅科註 ３巻 室町時代（１５世紀） 兵庫 浄橋寺

111 観経序分義変相図 １面 鎌倉時代（１４世紀） 奈良国立博物館

112 観経序分義変相図 １幅 鎌倉時代（１３～１４世紀） 京都 知恩寺

113 国宝 一遍聖絵　巻第八 1巻 鎌倉時代　正安元年(１２９９) 神奈川 清浄光寺（遊行寺）

114 六字名号 １枚 室町時代　応永２９年（１４２２） 奈良 當麻寺西南院

115 蓮華形舎利容器 ２柄 室町時代（１５世紀） 奈良 當麻寺中之坊

116 持蓮華 １本 南北朝時代（１４世紀） 奈良 當麻寺奥院

第７章　周辺霊地との結びつき―葛城修験、現世の浄土

２冊 １冊

1冊 1冊

上巻 中巻 下巻

巻６ 巻７ 巻１、３０

巻１ 巻２

２帖 ２帖
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117 役行者・前鬼・後鬼坐像 ３躯 桃山時代（１６世紀） 奈良 當麻寺

118 役行者八大童子像 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 大阪 松尾寺

119 法起菩薩像頭部 １個 室町時代（１５～１６世紀） 奈良 菩提寺

120 大和葛城宝山記 １冊 江戸時代（１８～１９世紀） 京都 大谷大学図書館

121
二上岩屋念仏料足請取状
（勝尾寺文書のうち）

1通
南北朝時代
至徳２年（１３８５）

大阪 勝尾寺

122 當麻寺境内絵図 １面 室町時代（１６世紀） 奈良 當麻寺西南院

123 聖徳太子立像（裸形） １躯 鎌倉時代（１４世紀） 奈良 當麻寺中之坊

124 尼阿法田地寄進状 １通 鎌倉時代　建治２年（１２７６） 奈良 法隆寺

125 蓮華形舎利容器 ３口 鎌倉時代　建暦元年（１２１１） 大阪 叡福寺

126 天河弁才天像 １幅 室町時代（１６世紀） 奈良 當麻寺中之坊

127 重文 孔雀明王像 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 奈良 法隆寺

128 重文 孔雀経曼荼羅 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 大阪　 松尾寺

129 重文 十界図 六曲一双 室町時代（１５世紀） 奈良 當麻寺奥院

130 国宝 山越阿弥陀図 １幅 鎌倉時代（１３世紀） 京都 禅林寺

131 山越阿弥陀図 １幅 室町時代（１５世紀） 奈良 當麻寺中之坊

132 山越阿弥陀図 １幅 江戸時代（１７世紀） 奈良 極楽院

133 十王図 六曲一双
南北朝～室町時代
（１４～１５世紀）

奈良 當麻寺中之坊

134 閻魔王・司命・司録坐像 ３躯 室町時代　永禄２年（１５５９） 奈良 當麻寺

135 十王及び護法諸天図 ２幅 元時代（１４世紀） 奈良 當麻寺奥院

136 當麻寺扁額 １面 室町時代　享禄５年（1532） 奈良 當麻寺西南院

137 當麻寺額字 １幅
室町～江戸時代
（１６～１７世紀）

奈良 當麻寺西南院

138 釣燈籠 １基 桃山時代　天正７年（１５７９） 奈良 當麻寺西南院

139 釣燈籠 １基 江戸時代　寛永８年（１６３１） 奈良 當麻寺西南院

140 金剛力士像頭部 ２個 室町時代　天文２３年（１５５４） 奈良 當麻寺

第８章　室町・江戸時代の當麻寺と中将姫信仰
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番号 指定 名称 員数 時代 所蔵 4/6-14
4/16-

21
4/23-

29
4/30-
5/6

5/8-12
5/14-

19
5/21-

26
5/28-
6/2

141 印紙曼荼羅 ３幅 江戸時代　延宝５年（１６７７） 京都 西光寺

142 山越阿弥陀図版木 １枚 江戸時代　文政１２年（１８２９） 奈良 當麻寺奥院

143 阿弥陀二十五菩薩来迎図版木 １枚 江戸時代　文化８年（１８１１） 奈良 當麻寺中之坊

144 当麻変相私記 １冊 江戸時代（１８～１９世紀） 東京国立博物館

145 当麻曼荼羅 １幅 江戸　貞享元年（１６８４） 奈良 徳融寺

146 当麻曼荼羅 １幅 江戸時代（１７世紀） 奈良 青蓮寺

147 独湛性瑩書簡 １幀 江戸時代　元禄１５年（１７０２） 奈良 當麻寺護念院

148 当麻寺化人織造藕糸西方聖境縁起図説 １冊 江戸～明治時代（１９世紀） 京都 龍谷大学図書館

149 染井図 １幅
室町～江戸時代
（１６～１７世紀）

茨城 ツムラ漢方記念館

150 中将姫絵伝 ２幅 江戸・寛文９年（１６６９） 京都 天性寺

151 日張山縁起 １巻 江戸　延宝９年（１６８１） 奈良 青蓮寺

152 当麻寺縁起 ３冊 江戸時代　元禄９年（１６９６） 和歌山 得生寺

153 竹一重切花入　銘「米財」　片桐石州作 １口 江戸時代（１７世紀） 奈良 當麻寺中之坊

154 備前肩衝茶入　銘「落栗」 １口 桃山時代(１６世紀) 奈良 當麻寺中之坊

155 竹茶杓　小堀遠州作 １本 江戸時代（１６～１７世紀） 奈良 當麻寺中之坊

156 竹茶杓　銘「阮咸」　小堀遠州作共筒 １本 江戸時代（１６～１７世紀） 奈良 當麻寺中之坊

157 竹茶杓　千少庵作　啐啄斎追筒 １本 江戸時代（１６～１７世紀） 奈良 當麻寺中之坊

158 竹茶杓　銘「麒麟」　川上不白作共筒 １本 江戸時代（１８世紀） 奈良 當麻寺中之坊

159 半使茶碗 １口 朝鮮時代（１６世紀） 奈良 當麻寺中之坊

※合計159件（うち国宝７件、重要文化財43件）
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