
創建1250年記念特別展「国宝 春日大社のすべて」　出陳品一覧 奈良国立博物館

　第１章　平安の正倉院――本宮御料古神宝類・若宮御料古神宝類の美

1 国宝 本宮御料古神宝類　金銀幣 2片 金製　銀製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

2 国宝 本宮御料古神宝類　蒔絵箏 1張 木製　漆塗　蒔絵　螺鈿 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

3 国宝 本宮御料古神宝類　緑地彩絵琴箱 1合 木製　彩色 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

4 国宝 若宮御料古神宝類　銀琴 1張 銀製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

5 国宝 若宮御料古神宝類　笙 1管 木製　竹製　漆塗　蒔絵 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

6 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文唐櫛笥 一具 木製　漆塗　平文 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

7 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文根古志形鏡台 1基 木製　漆塗　平文 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

8 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文鏡台 1基 木製　漆塗　平文 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

9 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文笥 1口 木製　漆塗　平文 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

10 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文笏箱及木笏 一具
［笏箱］木製　漆塗　平文

［木笏］木製
平安時代 12世紀 奈良 春日大社

11 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文線柱 1基 木製　漆塗　平文 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

12 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆彩文麻笥 1口 木製　漆塗　彩色 平安時代 10～11世紀 奈良 春日大社

13 国宝 本宮御料古神宝類　紫檀螺鈿飾剣 1口 木製　紫檀貼　螺鈿　金具は銀製鍍金 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

14 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文飾剣（柄白鮫） 1口 木製　漆塗　平文　金具は金銅製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

15 国宝 本宮御料古神宝類　黒漆平文飾剣（柄銀打鮫） 1口 木製　漆塗　平文　金具は金銅製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

16ｰ1 国宝 若宮御料古神宝類　毛抜形太刀 1口
木製　紫檀貼　螺鈿　銀貼

金具は銀製鍍金
平安時代 12世紀 奈良 春日大社

16ｰ2 若宮御料古神宝類　毛抜形太刀　復元模造 1口 現代　 平成15年（2003） 奈良 春日大社

17ｰ1 国宝 若宮御料古神宝類　平胡簶 一具 木製　紫檀貼　螺鈿　銀貼 平安時代 大治6年（1131） 奈良 春日大社

17ｰ2 若宮御料古神宝類　平胡簶　復元模造 1腰 現代　 平成30年（2018） 国（文化庁保管）

18ｰ1 国宝 若宮御料古神宝類　金銅尖矢 8隻 竹製　漆塗　鏃は金銅 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

18ｰ2 若宮御料古神宝類　金銅尖矢　復元模造 6隻 現代　 平成30年（2018） 国（文化庁保管）

19ｰ1 国宝 若宮御料古神宝類　水晶鏑矢 7隻 竹製　漆塗　水晶　鏃は金銅 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

19ｰ2 若宮御料古神宝類　水晶鏑矢　復元模造 2隻 現代　 平成30年（2018） 国（文化庁保管）

20ｰ1 国宝 若宮御料古神宝類　蒔絵弓（沃懸地牡丹文） 1張 木製　漆塗　蒔絵 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

20ｰ2 若宮御料古神宝類　蒔絵弓（沃懸地牡丹文）　復元模造 1張 現代　 平成30年（2018） 国（文化庁保管）

21ｰ1 国宝 若宮御料古神宝類　蒔絵弓（松喰鶴千鳥文）　 1張 木製　漆塗　蒔絵 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

21ｰ2 若宮御料古神宝類　蒔絵弓（松喰鶴千鳥文）　復元模造 1張 現代　 平成30年（2018） 国（文化庁保管）

22 国宝 本宮御料古神宝類　細身鉄鉾 2柄 木製　漆塗　鉾身は鉄製 平安時代 11～12世紀 奈良 春日大社

23 国宝 本宮御料古神宝類　平身鉄鉾 3柄 木製　漆塗　平文　鉾身は鉄製 平安時代 11～12世紀 奈良 春日大社

24 国宝 若宮御料古神宝類　平身鉄鉾 1柄 木製　漆塗　平文　鉾身は鉄製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

番号 指定 名称 員数 材質 時代 世紀・年代 所在 所蔵者
展示期間

4/14 - 5/13 5/15 - 6/10

1 平成30年4月13日
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25 国宝 本宮御料古神宝類　木鉾 1柄 木製　漆塗 平安時代 11～12世紀 奈良 春日大社

26 国宝 本宮御料古神宝類　鉾身 1口 鉄製　銀象嵌 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

27 国宝 本宮御料古神宝類　梓弓 3張 木製　漆塗 平安時代 11～12世紀 奈良 春日大社

28 国宝 本宮御料古神宝類　槻弓 3張 木製　漆塗 平安時代 11～12世紀 奈良 春日大社

29 国宝 本宮御料古神宝類　雑木弓 1張 木製　漆塗 平安時代 11～12世紀 奈良 春日大社

30 国宝 若宮御料古神宝類　金鶴及銀樹枝 一具 ［鶴］金製　［樹枝］銀製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

31 国宝 若宮御料古神宝類　銀樹枝 1枝 銀製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

32 国宝 若宮御料古神宝類　銀鶴 1箇 銀製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

33 国宝 若宮御料古神宝類　銀鶴及磯形 一具 銀製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

34 国宝 若宮御料古神宝類　木造彩色磯形残闕 2基 木製　彩色 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

35 国宝 若宮御料古神宝類　木造彩色磯形残闕 1基 木製　彩色 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

36 国宝 若宮御料古神宝類　水精玉 1箇 水晶製　 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

37 国宝 若宮御料古神宝類　銅造狛犬 1軀 銅製　鋳造　銀鍍金 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

38 国宝 若宮御料古神宝類　白磁獅子 1軀 白磁製 中国・宋 10～13世紀 奈良 春日大社

　第２章　神宝――神々に捧げられた祈り

39 重文 黒漆平文冠笥 1合 木製　漆塗　平文 平安時代 12世紀 個人蔵

40 重文 藤花松喰鶴円鏡 1面 銅製　鋳造 平安時代　 永治元年（1141） 奈良 春日大社

41 重文 古神宝銅鏡類 5面 銅製　鋳造

［その1］平安時代

［その2］平安時代

［その3］平安時代

［その4］南北朝時代

［その5］南北朝時代

寛弘8年（1011）

12世紀

12世紀

14世紀

14世紀

奈良 春日大社

42 重文 黒漆八稜形鏡箱 1合 木製　漆塗 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

43 重文 秋草蒔絵手箱 1合 木製　漆塗　蒔絵 鎌倉時代 14世紀 奈良 春日大社

44 重文 亀甲蒔絵手箱 1合 木製　漆塗　蒔絵 鎌倉時代 14世紀 奈良 春日大社

45 重文 鼉太鼓（左方・龍） 1基 木製　漆塗　彩色 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

46ｰ1 国宝 金地螺鈿毛抜形太刀 1口 木製　漆塗　蒔絵　螺鈿　金具は金製 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

46ｰ2 金地螺鈿毛抜形太刀　復元模造 1口 現代　 平成30年（2018） 国（文化庁保管）

47 国宝 沃懸地酢漿紋兵庫鎖太刀 1口
［外装］木製　漆塗　蒔絵　平文

　金具は銀製
鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

48 国宝 沃懸地酢漿平文兵庫鎖太刀 1口

［外装］木製　漆塗　蒔絵　平文

　金具は銀製

［刀身］鉄製　鍛造

鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

49 国宝 沃懸地獅子文毛抜形太刀 1口

［外装］木製　漆塗　蒔絵

　金具は銀製　鍍金

［刀身］鉄製　鍛造

［外装］鎌倉時代

［刀身］平安時代

13世紀

12世紀
奈良 春日大社

50 国宝 金装花押散兵庫鎖太刀 1口

［外装］木製　金装　墨書

　金具は金銅

［刀身］鉄製　鍛造

［外装］南北朝時代

［刀身］南北朝時代

14世紀

貞治4年（1365）
奈良 春日大社
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51 国宝 菱作打刀 1口
［外装］木製　漆塗　蒔絵

［刀身］鉄製　鍛造
南北朝時代 14世紀 奈良 春日大社

52 太刀 1口 鉄製　鍛造 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

53 重文 柏木菟腰刀 1口 ［外装］木製　漆塗　［刀身］鉄製　鍛造 南北朝時代 14世紀 奈良 春日大社

54 重文 藤花鹿図太刀金具 一具 銅製　銀象嵌 鎌倉時代 13～14世紀 奈良 大和文華館

55 国宝 赤糸威大鎧（梅鶯飾） 1領 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

56 国宝 赤糸威大鎧（竹虎雀飾） 1領 鎌倉時代～南北朝時代 13～14世紀 奈良 春日大社

57 国宝 黒韋威伊予札胴丸 1領 南北朝～室町時代 14世紀 奈良 春日大社

58 国宝 黒韋威胴丸 1領 南北朝～室町時代 14世紀 奈良 春日大社

59 重文 鉄二十八間四方白星兜鉢及鎧金具（歌絵金物） 一括 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

60 重文 鉄三十六間四方白星兜鉢及鎧金具（牡丹金物） 一括 南北朝時代 14世紀 奈良 春日大社

61 国宝 籠手 1双 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

　第3章　春日大社の創建

62 飛火野地域遺跡出土品 一括 陶製 古墳時代 6世紀 奈良 春日大社

63 築地遺構出土品 一括 瓦製、土製 奈良～鎌倉時代 8～13世紀 奈良 春日大社

64 春日大社境内出土古瓦 4点 瓦製 平安～鎌倉時代 9～13世紀 奈良 春日大社

65 万葉集　第十冊 1冊 紙本墨書 江戸時代 天明元年（1781） 大阪 関西大学図書館

66 続日本紀　第二冊 1冊 紙本墨書 室町時代 16世紀 奈良 天理大学附属天理図書館

67 新抄格勅符抄 1冊 紙本墨書 江戸時代 19世紀 宮内庁書陵部

68 延喜式　巻第八、巻第九 2冊 紙本墨書 江戸時代 17世紀 千葉 国立歴史民俗博物館

69 日本紀略　第二十冊 1冊 紙本墨書 江戸時代 19世紀 宮内庁書陵部

70 古社記 1巻 紙本墨書 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

71 春日社私記 1巻 紙本墨書 鎌倉時代　 永仁3年（1295） 奈良 春日大社

72 続日本紀　第六冊 1冊 紙本墨書 室町時代 16世紀 奈良 天理大学附属天理図書館

73 鹿島立神影図 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 奈良国立博物館

74 鹿島立神影図 1幅 絹本著色 南北朝時代 永徳3年（1383） 奈良 春日大社

75 鹿島立神影図 1幅 絹本著色 南北朝～室町時代 14～15世紀 奈良 春日大社

76 鹿島立神影図 1幅 絹本著色 南北朝～室町時代 14～15世紀 広島 海の見える杜美術館

77 国宝 直刀・黒漆平文大刀拵 1口

［刀身］鉄製　鍛造

［外装］木製　漆塗　平文

　金具は銅製　鍍金

奈良～平安時代 8～9世紀 茨城 鹿島神宮

78 神野向遺跡出土品 2点 陶製 平安時代 9世紀 茨城 鹿嶋市教育委員会

79 厨台遺跡群出土品 3点 陶製 奈良～平安時代 8～9世紀 茨城 鹿嶋市教育委員会

80 鹿島神宮境内遺跡出土品 1点 陶製 平安時代 9世紀 茨城 鹿嶋市教育委員会

81 国宝 海獣葡萄鏡 1面 銅製　鋳造 中国・唐 7世紀 千葉 香取神宮

82 重文 禽獣葡萄鏡 1面 銅製　鋳造 中国・唐 7世紀 奈良 春日大社

83 御蓋山経塚出土品 一括 瓦製、石製、銅製、土製 平安～室町時代 11～15世紀 奈良 春日大社

5/8-6/10

5/8-6/10

4/14-5/6  5/15-6/10

4/14-5/6  5/15-6/10

3 平成30年4月13日
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　第４章　国の護り、氏社――皇室、藤原氏と春日大社

84 国宝 御堂関白記　長徳四年・長保元年・長保二年 1巻 紙本墨書 平安時代 11世紀 京都 陽明文庫

85 小右記　永祚元年春夏 1巻 紙本墨書 平安時代 12世紀 宮内庁書陵部

86 春日社行幸記 1冊 紙本墨書 江戸時代 17～19世紀 東京 国立公文書館

87 後一条天皇宣命写 1紙 紙本墨書 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

88 近衛家基春日詣文書 1巻 紙本墨書 鎌倉時代 13世紀 奈良 春日大社

89 春日東西塔跡出土品 一括 瓦製 平安～鎌倉時代 12～13世紀 奈良国立博物館

90 重文 知足院関白記（殿暦）　永久四年 1帖 紙本墨書 鎌倉時代　 文永4年（1267） 京都 陽明文庫

91 中右記　天永三年 1冊 紙本墨書 江戸時代 17～18世紀 京都 陽明文庫

92 重文 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 京都 陽明文庫

93 重文 春日明神影向図 1幅 絹本著色 鎌倉時代　 正和元年（1312） 大阪 藤田美術館

94 春日権現講私記 1冊 紙本墨書 室町時代 16世紀 京都 陽明文庫

95 玉葉　元暦元年春夏 1帖 紙本墨書 鎌倉時代 13世紀 宮内庁書陵部

96 花園院宸記　正中二年 1巻 紙本墨書 鎌倉時代　 正中2年（1325） 宮内庁書陵部

97 愚管抄　第六冊 1冊 紙本墨書 江戸時代 17世紀 宮内庁書陵部

98ｰ1 重文 後醍醐天皇像 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 神奈川 清浄光寺（遊行寺）

98ｰ2 後醍醐天皇像　模本 1幅 紙本著色 室町時代　 永正14年（1517） 神奈川 清浄光寺（遊行寺）

99 三社託宣図 1幅 絹本著色 江戸時代 19世紀 個人蔵

　第5章　春日曼荼羅の世界

100 重文 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 東京 根津美術館

101 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 奈良 法隆寺

102 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 東京国立博物館

103 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 奈良国立博物館

104 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 九州国立博物館

105 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 個人蔵

106 重文 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 奈良 南市町自治会

107 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 奈良国立博物館

108 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉～南北朝時代 14世紀 愛知 本光寺

109 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 東京 根津美術館

110 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉～南北朝時代 14世紀 東京 根津美術館

111 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 栃木 遍照寺

112 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉～南北朝時代 14世紀 兵庫 白鶴美術館

113 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉～南北朝時代 14世紀 奈良 大和文華館

114 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 静岡 MOA美術館

115 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 東京 静嘉堂文庫美術館

116 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝～室町時代 14～15世紀 奈良国立博物館

117 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝～室町時代 14～15世紀 個人蔵

118 重文 春日補陀落山曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 東京 根津美術館

5/22-6/10

4/14-5/20

5/22-6/10

5/22-6/10

4/14-5/20

4/14-5/20

4/14-5/6

5/22-6/10

5/8-5/20

4 平成30年4月13日



創建1250年記念特別展「国宝 春日大社のすべて」　出陳品一覧 奈良国立博物館

119 重文 春日浄土曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 奈良 能満院

120 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 奈良国立博物館

121 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 大阪市立美術館

122 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉～南北朝時代 14世紀 東京 根津美術館

123 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 奈良国立博物館

124 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 奈良国立博物館

125 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉～南北朝時代 14世紀 大阪 正木美術館

126 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 京都 西寿寺

127 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 京都 誓願寺

128 春日南円堂曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 愛知 徳川美術館

129 春日南円堂曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代 14～15世紀 奈良 長谷寺

130 春日南円堂曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 京都 細見美術館

131 興福寺講堂曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 奈良国立博物館

132 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 奈良国立博物館

133 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 静岡 MOA美術館

134 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代 15世紀 東京 静嘉堂文庫美術館

135 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 大阪 正木美術館

　第6章　春日権現験記絵の世界

136 春日権現験記絵　第1巻、第6巻、第10巻、第11巻 4巻 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 宮内庁三の丸尚蔵館

137 披見台 6曲1隻 紙本金銀泥絵 鎌倉時代 14世紀 奈良 春日大社

138 重文 不空羂索神呪心経　西園寺公衡筆 1巻 紺紙金字 鎌倉時代　 嘉元4年（1306） 東京国立博物館

139 国宝 春日御社事　称名寺聖教・金沢文庫文書 1帖 紙本墨書 鎌倉時代 14世紀 神奈川 称名寺（神奈川県立金沢文庫管理）

140 国宝 春日御本地尺　称名寺聖教・金沢文庫文書 1帖 紙本墨書 鎌倉時代 14世紀 神奈川 称名寺（神奈川県立金沢文庫管理）

141 国宝 春日権現験記抄　称名寺聖教・金沢文庫文書 1枚 紙本墨書 鎌倉時代 14世紀 神奈川 称名寺（神奈川県立金沢文庫管理）

142 国宝 狛行光事　称名寺聖教・金沢文庫文書 1帖 紙本墨書 鎌倉時代 14世紀 神奈川 称名寺（神奈川県立金沢文庫管理）

143 国宝 春日因縁少々　称名寺聖教・金沢文庫文書 1帖 紙本墨書 鎌倉時代 14世紀 神奈川 称名寺（神奈川県立金沢文庫管理）

144 教訓抄　第一冊 1冊 紙本墨書 江戸時代 18～19世紀 東京 国立公文書館

145 続教訓抄　第十三冊 1冊 紙本墨書 江戸時代 19世紀 京都大学文学研究科

146 雑談集　第五冊 1冊 紙本墨書 江戸時代 17世紀 東京 国立公文書館

147 興福寺流記 1冊 紙本墨書 近代 19世紀 奈良県立図書情報館

148 重文 実隆公記　延徳二年秋 1巻 紙本墨書 室町時代 延徳2年（1490） 東京大学史料編纂所

　第7章　春日大社の神と仏

149 重文 春日本迹曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 奈良 寳山寺

150 春日本迹曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 兵庫 白鶴美術館

151 春日本地仏曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 東京国立博物館

152 春日本地仏曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代 15世紀 京都 安楽寿院

153 春日千体地蔵図 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 奈良国立博物館

154 文殊菩薩騎獅像 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 奈良 大和文華館

4/14-5/6

5/8-5/20

5/22-6/10

5/8-5/20

4/14-5/6

5/22-6/10

4/14-5/6

5/8-5/20

5/22-6/10

第1巻・第6巻 第10巻・第11巻

5 平成30年4月13日



創建1250年記念特別展「国宝 春日大社のすべて」　出陳品一覧 奈良国立博物館

155 春日文殊曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 奈良国立博物館

156 春日若宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 神奈川 小田原文化財団

157 春日虚空蔵曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉～南北朝時代 14世紀 静岡 佐野美術館

158 重文 弁才天十五童子像 1幅 絹本著色 南北朝～室町時代 14世紀 香川 金刀比羅宮

159 春日毘沙門天曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代 15世紀 奈良国立博物館

160 重文
地蔵菩薩立像

　像内納入品　願文

1軀

1通

木造　素地・彩色・截金

紙本墨書
鎌倉時代　 延応2年（1240） 奈良 薬師寺

161 重文

地蔵菩薩立像

　像内納入品　薬師如来坐像

　　　　　　　十一面観音菩薩立像

　　　　　　　比丘尼妙法願文

　　　　　　　仏子貞隆願文

1軀

1軀

1軀

1通

1通

木造　彩色

木造　素地

木造　素地

紙本墨書

紙本墨書

鎌倉時代　 安貞2年（1228） 奈良 伝香寺

162 重文
地蔵菩薩立像

　厨子

1軀

1基

木造　彩色・截金

木製　漆塗　彩色
鎌倉時代 13世紀 奈良 東大寺知足院

163 十一面観音菩薩立像 1軀 木造　彩色 平安時代 10～11世紀 奈良 円成寺

164
十一面観音菩薩立像

　像内納入品　金剛般若波羅蜜経

1軀

1巻

木造　彩色・截金

紙本墨書
鎌倉時代　 承久3年（1221） 奈良国立博物館

165 文殊菩薩立像 1軀 木造　金泥・彩色・截金 鎌倉時代 13世紀 東京国立博物館

166 重文 文殊菩薩及び侍者像 5軀

［文殊］木造　金泥塗・彩色・截金

［善財童子］木造　彩色・截金

［優塡王］木造　彩色

［大聖老人］木造　彩色・截金

［仏陀波利］木造　彩色・截金

鎌倉時代　 文永10年（1273） 東京国立博物館

167 重文 春日龍珠箱 2合 木製　漆塗　彩絵 南北朝時代 14世紀 奈良国立博物館

168 春日神鹿舎利厨子 1基
［厨子］木製　漆塗

［神鹿］銅製　鋳造　鍍金　水晶
鎌倉～南北朝時代 14世紀 奈良国立博物館

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

170 重文 四方殿舎利厨子 1基 木製　漆塗　彩絵 室町時代　 明応元年（1492） 奈良 能満院

171 火焔宝珠嵌装舎利厨子 1基 木製　漆塗　彩絵 室町時代　 天文6年（1537） 奈良 興福寺

172 春日厨子 1基
［厨子］木製　漆塗　彩絵

［神鹿］木造　彩色
室町時代 15世紀 大阪 藤田美術館

173 春日宮曼荼羅彩絵舎利厨子 1基 木製　漆塗　彩絵 鎌倉時代 13～14世紀 個人蔵

174 春日宮曼荼羅彩絵舎利厨子 1基 木製　漆塗　彩絵 室町時代　 文明11年（1479） 東京国立博物館

175 鹿座仏舎利及び外容器 一具
［鹿座仏舎利］木造　彩色

［外容器］木製　漆塗　蒔絵
江戸時代　 慶安5年（1652） 奈良 春日大社

176 重文 春日神鹿御正体 1軀 銅製　鋳造　鍍金・銀鍍金 鎌倉～南北朝時代 14世紀 京都 細見美術館

177 薬師如来鏡像 1面 銅製　鍛造　線刻　彩色 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

5/8-6/10

4/14-5/6

4/14-5/6
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創建1250年記念特別展「国宝 春日大社のすべて」　出陳品一覧 奈良国立博物館

178 十一面観音鏡像 1面 銅製　鍛造　線刻 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

179 文殊菩薩鏡像 1面 銅製　鍛造 鎌倉時代 13世紀 個人蔵

180 春日四所・若宮本地懸仏 1面 木製 鎌倉時代 13世紀 神奈川 小田原文化財団

181ｰ1 春日若宮大般若経厨子 1基 木製　漆塗　彩色 鎌倉時代 13世紀 東京 根津美術館

181ｰ2 春日若宮大般若経　巻第九・百十六・四百七十五・六百 3帖・1巻 紙本墨書 鎌倉時代 13世紀 東京 根津美術館

182 春日大般若十六善神像 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13世紀 京都 海住山寺

183 春日大般若十六善神像 1幅 絹本著色 室町時代 15世紀 奈良 興福寺

184 春日名号曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 13～14世紀 奈良国立博物館

185 春日名号曼荼羅 1幅 紙本墨画 室町時代 16世紀 個人蔵

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

187 春日赤童子像 1幅 絹本著色 室町時代 15～16世紀 個人蔵

188 春日赤童子像 1幅 絹本著色 室町時代 16世紀 個人蔵

189 春日赤童子像 1幅 絹本著色 江戸時代 17世紀 奈良 薬師寺

190 春日赤童子立像 1軀 木造　彩色 鎌倉時代 13世紀 奈良 唐招提寺

　第8章　春日大社の祭礼――春日祭とおん祭

191 春日祭絵巻（社家本） 1巻 紙本著色 江戸時代 17世紀 奈良 春日大社

192 春日若宮御祭礼絵巻　下巻 1巻 紙本著色 江戸時代 17世紀 奈良 春日大社

193 春日祭礼興福行事　上巻、中巻 2巻 紙本著色 江戸時代　 宝永6年（1709） 東京 国立公文書館

194 春日若宮祭礼図屛風 6曲1双 紙本著色 江戸時代 17世紀 千葉 国立歴史民俗博物館

195 重文 舞楽面　新鳥蘇 2面 木造　彩色 平安時代　 元暦2年（1185） 奈良 春日大社

196 重文 舞楽面　崑崙八仙 1面 木造　彩色 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

197 重文 舞楽面　地久 1面 木造　彩色 平安時代　 元暦2年（1185） 奈良 春日大社

198 重文 舞楽面　陵王　 1面 木造　彩色・金泥 鎌倉時代 12～13世紀 奈良 氷室神社

199 重文 舞楽面　納曽利 1面 木造　彩色 平安時代 12世紀 奈良 春日大社

200 重文 舞楽面　散手 1面 木造　朱漆塗・彩色 平安時代　 寿永3年（1184） 奈良 春日大社

201 重文 舞楽面　貴徳鯉口 1面 木造　彩色 室町時代　 天文6年（1537） 奈良 春日大社

202 重文 能面　翁 1面 木造　彩色 室町時代 15世紀 東京国立博物館

203 重文 能面　行者（鷲鼻悪尉） 1面 木造　彩色 室町時代 15～16世紀 東京国立博物館

204 重文 能面　中将 1面 木造　彩色 安土桃山時代 16世紀 東京国立博物館

205 重文 能面　小面 1面 木造　彩色 江戸時代 17世紀 東京国立博物館

206 能装束　唐織　白地枝垂桜文様 1領 絹製　唐織 安土桃山時代 16世紀 東京国立博物館

207 能装束　厚板　藍萌黄段槌車鱗文様 1領 絹製　唐織 江戸時代 18世紀 東京国立博物館

208 能装束　法被　緑地蜀江文様 1領 絹製　錦 江戸時代 18世紀 東京国立博物館

　第9章　春日信仰の広がり――全国に広がる春日の社と春日講

209 重文 能装束　縫箔　雪持柳松皮菱文様 1領 絹製　縫箔 安土桃山時代 16世紀 岐阜 春日神社

210 重文 能装束　縫箔　松藤揚羽蝶文様 1領 絹製　縫箔 安土桃山時代 16世紀 岐阜 春日神社

211 重文 能装束　狩衣　紺地白鷺文様 1領 絹製　刺繡 安土桃山時代 16世紀 岐阜 春日神社

212 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 鎌倉時代 14世紀 個人蔵

2週で巻替

半期1面ずつ

巻き替え
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創建1250年記念特別展「国宝 春日大社のすべて」　出陳品一覧 奈良国立博物館

213 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代　 元亀2年（1571） 個人蔵

214 春日宮曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代 16世紀 奈良 東城戸町

215 春日社寺曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代 15～16世紀 奈良 久度神社

216 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 南北朝時代 14世紀 奈良 西城戸町

217 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 安土桃山時代 16世紀 奈良 東九条春日元講

218 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 江戸時代 17世紀 大阪 善根寺町春日講

219 春日鹿曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代 16世紀 奈良 北京終町春日講

220 鹿島立神影図 1幅 絹本著色 江戸時代　 宝永2年（1705） 奈良 寳山寺

221 春日講式 1巻 紙本墨書 室町時代 16世紀 奈良 東大寺

222 重文 権現講式 1巻 紙本墨書 鎌倉時代　 正和元年（1312） 京都 高山寺

223 年中行司記 1冊 紙本墨書 江戸時代 19世紀 奈良 東城戸町

224 古文書箱 1合 木製 江戸時代　 享和3年（1803） 奈良 東城戸町

4/14-5/6

5/8-5/20

5/22-6/10
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