
前期：4/23～5/22

後期：5/24～6/19

番号 指定 作品名 員数 所蔵者 材質技法 時代 展示替

1章　大安寺のはじまり

1 聖徳太子像 1幅 奈良国立博物館 絹本著色 室町時代（14～15世紀） 通期

2 扶桑略記　第四・第五・第六 3冊 京都・龍谷大学図書館 紙本墨刷 江戸時代 文政3年（1820）

第四（前期）

第五（後期）

第六（前期）

3 蓮華文軒丸瓦・忍冬唐草文軒平瓦（吉備池廃寺出土） 3点 奈良文化財研究所 瓦製 飛鳥時代（7~8世紀） 通期

4
蓮華文軒丸瓦・忍冬唐草文軒平瓦

（藤原京左京六条三坊出土）
2点 奈良文化財研究所 瓦製 飛鳥時代（7世紀） 通期

5 方形三尊塼仏（藤原京左京六条三坊出土） 5点 奈良文化財研究所 土製 飛鳥時代（7世紀） 通期

6 蓮華文軒丸瓦・唐草文軒平瓦（大官大寺跡出土） 2点 奈良文化財研究所 瓦製 飛鳥時代（7～8世紀） 通期

7 隅木先金具・鉄釘（大官大寺跡出土） 2点 奈良文化財研究所
隅木先金具：銅製　鍍金 　鉄

釘：鉄製　銅製
飛鳥時代（7～8世紀） 通期

8 風鐸片（大官大寺跡出土） 一括 奈良文化財研究所 銅製　鍍金 飛鳥時代（7～8世紀） 通期

9 奈良市指定文化財 家形埴輪（杉山古墳出土） 1点 奈良市埋蔵文化財調査センター 土製 古墳時代（5世紀） 通期

2章　華やかなる大寺

10 重要文化財 七大寺日記 1帖 奈良国立博物館 紙本墨書 鎌倉時代　建長7年（1255） 前期

11 重要文化財 七大寺巡礼私記 1帖 奈良・法隆寺 紙本墨書 鎌倉時代（13世紀） 後期

12 重要文化財 大安寺伽藍縁起幷流記資財帳 1巻 千葉・国立歴史民俗博物館 紙本墨書 奈良時代（8世紀） 通期（巻き替え）

13 諸寺縁起集（菅家本）　上巻 1巻 東京国立博物館 紙本墨書 室町時代（15世紀） 前期

14 重要文化財 諸観音図像 1巻 奈良国立博物館 紙本墨画 平安時代（12世紀） 後期

15 弓箭及箙
弓1張・箭6本・箙1

腰
奈良・般若寺

弓：木製　黒漆塗　箭：竹製

鉄製　箙：蔓製
奈良時代（8世紀） 通期

16 重要文化財 十一面観音立像 1軀 奈良・大安寺 木造　彩色 奈良時代（8世紀） 前期

17 重要文化財 伝楊柳観音立像 1軀 奈良・大安寺 木造　彩色 奈良時代（8世紀） 通期

18 重要文化財 伝不空羂索観音立像 1軀 奈良・大安寺 木造　彩色 奈良時代（8世紀） 通期

19 重要文化財 伝聖観音立像 1軀 奈良・大安寺 木造　彩色 奈良時代（8世紀） 通期

20 重要文化財 伝馬頭観音立像 1軀 奈良・大安寺 木造　彩色 奈良時代（8世紀） 後期

21 重要文化財 四天王立像 4軀 奈良・大安寺 木造　素地（現状） 奈良時代（8世紀） 通期

22 螺髪（大安寺旧境内出土） 15点 奈良市埋蔵文化財調査センター 土製 奈良時代（8世紀）か 通期

23 塑像片（大安寺旧境内出土） 4点 奈良市埋蔵文化財調査センター 土製 奈良時代（8世紀） 通期

24 凸面布目平瓦（大安寺旧境内出土） 1点 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 飛鳥時代（7世紀） 通期

25 蓮華文軒丸瓦・唐草文軒平瓦（大安寺旧境内出土） 2点 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 飛鳥時代（7～8世紀） 通期

26 蓮華文軒丸瓦・唐草文軒平瓦（大安寺旧境内出土） 6点 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 奈良～平安時代（8～9世紀） 通期

27 重要文化財 鬼瓦（伝大安寺出土） 1面 個人蔵 瓦製 奈良時代（8世紀） 通期

28 施釉垂木先瓦（大安寺旧境内出土） 10点
奈良市埋蔵文化財調査セン

ター・奈良文化財研究所
瓦製　施釉 奈良時代（8世紀） 通期

29 大型唐草文軒平瓦（大安寺旧境内出土） 1点 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 奈良時代（8世紀） 通期

30 隅木蓋瓦（大安寺旧境内出土） 一括 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 奈良時代（8世紀） 通期

31 奈良三彩（大安寺旧境内出土） 一括 奈良市埋蔵文化財調査センター 陶製　施釉 奈良時代（8世紀） 通期

32 浄瓶・水瓶（杉山古墳周濠出土） 6点 奈良市埋蔵文化財調査センター 陶製 奈良時代（8世紀） 通期

33 墨書土器（大安寺旧境内出土） 7点 奈良市埋蔵文化財調査センター 陶製　墨書 奈良時代（8世紀） 通期

特別展「大安寺のすべて―天平のみほとけと祈り―」 出陳一覧



番号 指定 作品名 員数 所蔵者 材質技法 時代 展示替

34 木簡（大安寺旧境内出土） 2点 奈良市埋蔵文化財調査センター 木製　墨書 奈良時代（8世紀） 通期

35 円盤状土製品（杉山古墳周濠出土） 1点 奈良市埋蔵文化財調査センター 陶製 奈良時代（8世紀） 通期

36 台座形土製品（大安寺旧境内出土） 1点 奈良市埋蔵文化財調査センター 陶製 奈良時代（8世紀） 通期

37 半球状土製品（大安寺旧境内出土） 15点 奈良市埋蔵文化財調査センター 土製 奈良時代（8世紀）か 通期

38 金糸・ガラス製品・水晶製品（大安寺旧境内出土） 一括 奈良市埋蔵文化財調査センター 金製　ガラス製　水晶製 奈良時代（8世紀）か 通期

39 彩色漆喰片（大安寺旧境内出土） 一括 奈良市埋蔵文化財調査センター 漆喰　彩色 奈良時代（8世紀）か 通期

40 陶枕（大安寺旧境内出土） 一括
奈良市埋蔵文化財調査セン

ター・奈良文化財研究所
陶製　施釉

中国・唐（8世紀）

奈良時代（8世紀）
通期

41 風鐸（大安寺旧境内出土） 3口 奈良市埋蔵文化財調査センター 銅製　鍍金　鉄製 平安時代（9世紀） 通期

42 水煙片（大安寺旧境内出土） 1点 奈良市埋蔵文化財調査センター 銅製　鍍金 平安時代（9世紀） 通期

43 露盤片（大安寺旧境内出土） 2点 奈良市埋蔵文化財調査センター 銅製　鍍金 平安時代（9世紀） 通期

44 国宝 日本霊異記　上巻 1巻 奈良・興福寺 紙本墨書 平安時代（10世紀） 前期

45 日本霊異記　中・下巻 1冊 京都大学附属図書館 紙本墨書 江戸時代　文化13年（1816） 後期

46
緑釉陶器・灰釉陶器・白磁

（大安寺旧境内出土）
一括 奈良市埋蔵文化財調査センター 陶製　施釉

奈良～平安時代（8～9世紀）

中国・唐（9世紀）
通期

47 唐草文軒平瓦・平瓦（杉山瓦窯出土） 2点 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 奈良～平安時代（8～9世紀） 通期

48 蓮華巴文軒丸瓦・巴文軒丸瓦（大安寺旧境内出土） 2点 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 平安時代（12世紀） 通期

第3章　大安寺釈迦如来像をめぐる世界

49 重要文化財 諸寺縁起集 1帖 京都・醍醐寺 紙本墨書 鎌倉時代（13世紀）　　 前期

50 大安寺縁起 1巻 奈良・東大寺 紙本墨書 江戸時代　天明2年（1782） 通期

51 重要文化財 諸尊図像　上巻 1巻 静岡・MOA美術館 紙本墨画 平安時代（12世紀） 後期

52 心要鈔 1冊 京都・大谷大学図書館 紙本墨刷 江戸時代（19世紀） 通期

53 国宝 法華説相図 1面 奈良・長谷寺 銅製 飛鳥～奈良時代（7～8世紀） 通期

54 国宝 刺繡釈迦如来説法図 1面 奈良国立博物館 白平絹地　総繡 飛鳥時代もしくは中国・唐（7～8世紀） 前期

55 国宝 釈迦如来像 1幅 京都・神護寺 絹本著色 平安時代（12世紀） 6/7～6/19

56 国宝 倶舎曼荼羅 1幅 奈良・東大寺 絹本著色 平安時代（12世紀） 後期

57 重要文化財 法華経曼荼羅 1幅 京都・海住山寺 絹本著色 鎌倉時代（12～13世紀） 前期

58 重要文化財 釈迦霊鷲山説法図 1幅 奈良国立博物館 絹本著色 鎌倉時代（13世紀） 5/24～6/5

59 重要文化財 十二尊連坐塼仏（山田寺跡出土） 2点 奈良文化財研究所 土製　漆塗　金箔 飛鳥時代（7世紀） 通期

60 大型独尊塼仏（小山廃寺出土） 3点
東京国立博物館・奈良県立橿原

考古学研究所附属博物館
土製 飛鳥時代（7世紀） 通期

61 大型多尊塼仏（二光寺廃寺出土） 1点
奈良県立橿原考古学研究所附属

博物館
土製 飛鳥時代（7世紀） 通期

62 国宝 三宝絵詞　下巻 1帖 東京国立博物館 紙本墨書 鎌倉時代　文永10年（1273） 後期

63 本朝文粋　巻第十三 1冊 京都府立京都学・歴彩館 紙本墨刷 江戸時代　正保5年（1648） 通期

64 続古事談　第四 1冊 奈良県立図書情報館 紙本墨書 江戸時代（18～19世紀） 通期

65 宝物集 1冊 京都・大谷大学図書館 紙本墨刷 江戸時代　元禄6年 (1693) 通期

66 玉蘂 1冊 京都大学附属図書館 紙本墨書 江戸時代（18～19世紀） 後期

67 重要文化財 釈迦如来立像 1軀 文化庁 木造　彩色 鎌倉時代（13世紀） 通期

第4章　大安寺をめぐる人々と信仰

68 大安寺住侶記 1幅 奈良・大安寺 紙本墨書 江戸時代（18～19世紀） 通期

69 国宝 義淵僧正坐像 1軀 奈良・岡寺 木心乾漆造　彩色 奈良時代（8世紀） 通期

70 道慈律師像 1幅 奈良国立博物館 絹本著色 室町時代（14～15世紀） 通期



番号 指定 作品名 員数 所蔵者 材質技法 時代 展示替

71 懐風藻 1冊 千葉・国立歴史民俗博物館 紙本墨書 江戸時代　延宝9年（1681） 通期

72 重要文化財 四聖御影（建長本） 1幅 奈良・東大寺 絹本著色 鎌倉時代　建長8年（1256） 前期

73 重要文化財 四聖御影（永和本） 1幅 奈良・東大寺 絹本著色 南北朝時代　永和3年（1377） 後期

74 東大寺縁起 1幅 奈良国立博物館 絹本著色 室町時代（16世紀） 後期

75 重要文化財 東大寺縁起絵巻　下巻 1巻 奈良・東大寺 紙本著色 室町時代　天文5年（1536） 前期

76 南天竺婆羅門僧正碑註 1冊 奈良・東大寺 紙本墨刷 江戸時代　元禄11年(1698) 前期

77 重要文化財 先徳図像 1巻 東京国立博物館 紙本墨画淡彩 平安～鎌倉時代（12世紀） 後期

78 重要文化財 東大寺要録　第五 1冊 奈良・東大寺 紙本墨書 室町時代（15世紀） 後期

79 重要文化財 東征伝絵巻　巻第一 1巻 奈良・唐招提寺 紙本著色 鎌倉時代　永仁6年（1298） 通期（巻き替え）

80 国宝 勤操僧正像 1幅 和歌山・高野山普門院 絹本著色 平安時代（12世紀） 4/23～4/29

81 勤操僧正像 1幅 奈良・大安寺 紙本著色 室町～江戸時代（16～17世紀） 4/30～6/19

82 勤操僧正像 1枚 京都・醍醐寺 紙本墨画 平安時代（12世紀） 前期

83 重要文化財 高野大師行状図画　巻第一 1巻 兵庫・白鶴美術館 紙本著色 鎌倉時代　元応元年（1319） 前期

84 弘法大師像 1幅 奈良・大安寺 絹本著色 鎌倉～南北朝時代(14世紀) 前期

85 重要文化財 弘法大師像（真言八祖像のうち） 1幅 京都・神護寺 絹本著色 鎌倉時代(12～13世紀) 後期

86 重要文化財 性霊集　巻第十 1帖 京都・醍醐寺 紙本墨書 鎌倉時代（13世紀） 前期

87 重要文化財 弘法大師二十五箇条遺告 1巻 奈良国立博物館 紙本墨書 南北朝時代　暦応2年（1339） 後期

88 重要文化財 東大寺要録　第三 1冊 奈良・東大寺 紙本墨書 室町時代（15世紀） 後期

89 重要文化財 伝教大師求法書等 1巻 奈良国立博物館 紙本墨書 鎌倉時代　正応2年（1289） 前期

90 重要文化財 宝誌和尚立像 1軀 京都・西往寺 木造　素地 平安時代（11世紀） 通期

91 三国仏法伝通縁起　中・下巻 1冊 奈良・薬師寺 紙本墨刷 室町時代　応永6年（1399） 通期

92 重要文化財 虚空蔵菩薩求聞持法 1帖 滋賀・石山寺 紙本墨書 平安時代（10～11世紀） 前期

93 重要文化財 虚空蔵菩薩求聞持法 1帖 滋賀・石山寺 紙本墨書 平安時代（10～11世紀） 後期

94 重要文化財 虚空蔵菩薩像 1幅 東京国立博物館 絹本著色 鎌倉時代（13世紀） 後期

95 重要文化財 求聞持法根本尊像 1幅 京都・醍醐寺 紙本墨画 鎌倉時代（13世紀） 前期

96 重要文化財 虚空蔵菩薩像 1面 京都・細見美術館 板絵著色 鎌倉時代（13世紀） 前期

97 虚空蔵菩薩像 1面 奈良・南法華寺 板絵著色 江戸時代　慶安3年（1650） 後期

98 重要文化財 虚空蔵菩薩坐像 1軀 文化庁 木心乾漆造　彩色 奈良時代（8世紀） 通期

99 重要文化財 虚空蔵菩薩坐像 1軀 奈良・北僧坊 木造　彩色 平安時代（9世紀） 通期

100 重要文化財 行教律師坐像 1軀 京都・神応寺 木造　彩色 平安時代（9世紀） 通期

101 八幡市指定文化財 行教和尚像 1幅 京都・善法律寺 絹本著色 室町時代　天文5年（1536）頃 後期

102 重要文化財 石清水八幡遷座縁起絵 1幅 愛知・徳川美術館 絹本著色 鎌倉～南北朝時代（14世紀） 前期

103 重要文化財 石清水八幡宮護国寺略記 1巻 京都・石清水八幡宮 紙本墨書 鎌倉時代　寛喜4年（1232） 前期

104 重要文化財 諸起記　不足本（石清水八幡宮護国寺略記） 1巻 京都・石清水八幡宮 紙本墨書 鎌倉時代（13～14世紀） 後期

105 重要文化財 大安寺八幡大菩薩御鎮座記幷大安寺塔中院建立縁起 1巻 京都・石清水八幡宮 紙本墨書 鎌倉時代（13～14世紀） 後期

106 重要文化財 諸縁起　口不足本（大安寺塔中院建立縁起） 1巻 京都・石清水八幡宮 紙本墨書 鎌倉時代　建保7年（1219） 前期

107 国宝 八幡三神坐像 3軀 奈良・薬師寺 木造　彩色 平安時代（9世紀） 通期

第5章　中世以降の大安寺

108 国宝 金銅透彫舎利容器 1基 奈良・西大寺 銅製　鍍金　鍍銀 鎌倉～南北朝時代（13～14世紀） 通期

109 金銅龍唐草文舎利容器屋蓋 1枚 京都国立博物館 銅造　鍍金　鍍銀 鎌倉時代（13世紀）　 通期

110 重要文化財 春華秋月抄草　十八 1帖 奈良・東大寺 紙本墨書 鎌倉時代（13世紀） 後期



番号 指定 作品名 員数 所蔵者 材質技法 時代 展示替

111 重要文化財 法勝寺御八講問答記 1帖 奈良・東大寺 紙本墨書 鎌倉時代　文永10年（1273） 前期

112 「大安寺」銘軒丸瓦・軒平瓦（大安寺旧境内出土） 4点 奈良市埋蔵文化財調査センター 瓦製 鎌倉時代（13世紀） 通期

113 重要文化財 文殊菩薩像　像内納入品 2巻 東京・大東急記念文庫 紙本墨書 鎌倉時代　文永10年（1273） 6/7～6/19

114 重要文化財 文殊菩薩像　像内納入品 一括 奈良・西大寺 紙本墨書 鎌倉時代　正安4年（1302） 4/23～6/5

115 関東祈祷寺注文案 1通 奈良・西大寺 紙本墨書 鎌倉時代　永仁6年（1298） 通期

116 重要文化財 四天王立像 4軀 大分・永興寺 木造　彩色・漆箔 鎌倉時代　元亨2年（1322） 通期

117 重要文化財 四天王立像 4軀 香川・鷲峰寺 木造　彩色・漆箔 鎌倉時代（14世紀） 通期

118 奈良県指定文化財 西大寺諸国末寺帳 1冊 奈良・西大寺 紙本墨書 南北朝時代　明徳2年（1391） 通期

119 重要文化財 仏涅槃図 1幅 東京・根津美術館 絹本著色 南北朝時代　康永4年（1345） 前期

120 奈良県指定文化財 生駒宮曼荼羅 1幅 奈良・往馬大社 絹本著色 室町時代　康正2年（1456） 後期

121 釈迦如来石鉢 一括 奈良・般若寺 石製 平安～南北朝時代（12～14世紀） 通期

122 大安寺勧進状 1巻 奈良・唐招提寺 紙本墨書 南北朝時代　至徳2年（1385） 通期

123 大安寺伽藍図 1幅 奈良・大安寺 紙本著色 江戸～明治時代（19世紀） 通期

124 大安寺伽藍図 1幅 奈良・大安寺 紙本著色 江戸～明治時代（19世紀） 通期


