
番号 指定 作品名称 作者等 員数 時代・世紀 所蔵
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〜
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〜
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〜
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第一章　親鸞を導くもの―七人の高僧―
1 光明本尊 1幅 室町時代　15〜16世紀 福井　毫攝寺（出雲路派）

2 光明本尊 1幅 室町時代　15〜16世紀 大阪　報恩寺（佛光寺派）

3 ◎ 阿弥陀如来立像 快慶作 1軀 鎌倉時代　承久3年（1221） 奈良　光林寺（佛光寺派）

4 刺繡阿弥陀如来像 1幅 室町時代　15世紀 福井　誠照寺（誠照寺派）

5 阿弥陀如来像（方便法身像） 1幅 室町時代　15世紀 大阪　顕証寺（本願寺派）

6 名号本尊（十字名号） 1幅 室町時代　15〜16世紀 長野　長命寺（本願寺派）

7 名号本尊（九字名号） 1幅 室町時代　15世紀 岐阜　圓勝寺（本願寺派）

8 名号本尊（九字名号遣迎二尊像） 1幅 室町時代　15〜16世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

9 名号本尊（六字名号遣迎二尊像） 1幅 室町時代　15〜16世紀 大阪　萬福寺（本願寺派）

10 ◎ 二河白道図 1幅 鎌倉時代　13〜14世紀 愛知　蓮光寺（大谷派）

11 二尊大悲本懐 親鸞筆 1幅 鎌倉時代　13世紀 京都　東本願寺（大谷派）

12 当麻曼荼羅 1幅 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 愛知　妙源寺（高田派）

13 浄土三部経 4巻 鎌倉時代　13世紀 京都　金戒光明寺

14 浄土三部経 存覚筆 4帖 南北朝時代　貞和2〜3年
（1346〜47） 京都　西本願寺（本願寺派）

15 ◉ 観無量寿経註 親鸞筆 1巻 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

16 ◉ 阿弥陀経註 親鸞筆 1巻 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

17 四十八願文断簡（第十一・十二・十三願） 親鸞筆 1幅 鎌倉時代　康元元年（1256） 大阪　慈雲寺（大谷派）

18 四十八願文断簡（第二十・二十二願） 親鸞筆 1面 鎌倉時代　康元元年（1256） 愛知　立圓寺（大谷派）

19 四十八願文断簡（第三十三願） 親鸞筆 1帖 鎌倉時代　康元元年（1256） 石川　本誓寺（大谷派）

20 浄土七高僧 1幅 室町〜江戸時代　16〜17世紀 愛知　妙源寺（高田派）

21 ◎
十住毘婆沙論　巻第四　
「岩屋寺一切経」のうち

5463帖のうち
1帖 中国・宋時代　12世紀 愛知　岩屋寺

22 浄土論（房山石経拓本） 1舗 （石経）中国・隋〜唐時代　7世紀
（拓本）20世紀 京都大学人文科学研究所

23 浄土論 存覚筆 1帖 南北朝時代　14世紀 京都　常楽臺（寺）（本願寺派）

24 ◎ 版本浄土論註 親鸞加点 2帖 鎌倉時代　建長8年（1256）加点 京都　西本願寺（本願寺派）

25 安楽集 2巻 平安時代　9世紀 京都　野村美術館 巻上 巻下

26 道綽伝 親鸞筆 1葉 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

27 ◎
善導五部九巻のうち　観無量寿経疏　
「専修寺聖教」のうち

（外題）
親鸞筆

82点のうち
（五部九巻）
9帖のうち4帖

鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

28 ◎
善導五部九巻のうち　法事讃、観念法
門、往生礼讃、般舟讃　「専修寺聖教」の
うち

（外題）
親鸞筆

82点のうち
（五部九巻）
9帖のうち5帖

鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

29 善導大師像 1幅 南北朝時代　14世紀 東京　報恩寺（大谷派）

30 往生要集　巻上 1帖 鎌倉時代　建仁2年（1202） 愛知　西方寺（高田派）

31 ◎ 往生要集　巻中 1帖 平安時代　長徳2年（996） 石川　聖德寺（大谷派）

32 ◎
選択本願念仏集延書　下本・末　
「専修寺聖教」のうち 顕智筆 82点のうち2帖 鎌倉時代　正安4年（1302） 三重　専修寺（高田派）

33 ◎ 選択本願念仏集（禿庵文庫本） 1冊 鎌倉時代　13世紀 京都　大谷大学博物館

34 法然上人像 1幅 室町時代　明応2年（1493） 福井　本覚寺（本願寺派）

・■グレーの部分が展示期間です。
・�作品番号は本展図録および会場内の番号と一致
しますが、展示の順番とは必ずしも一致しません。
・�指定名称には次の記号を用いています。
��国宝…◉　重要文化財…◎
・�都合により、展示作品・展示期間を変更する場合が
あります。

※�会期、展示作品等は今後の諸事情により変更する
場合があります。

出品一覧・展示替予定表

［主な展示替］前期展示：2023年3月25日（土）～4月23日（日） 後期展示：2023年4月25日（火）～5月21日（日）
※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替を行います。

2023年3月25日（土）　 5月21日（日）

休館日：月曜日

主催：京都国立博物館、朝日新聞社、NHK京都放送局、NHKエンタープライズ近畿
特別協力：真宗教団連合　協賛：DNP大日本印刷、京都女子大学
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35 名号本尊（九字名号） 1幅 室町時代　15世紀 大阪　寶光寺（本願寺派）

第二章　親鸞の生涯
36 親鸞聖人坐像 1軀 南北朝時代　14世紀 三重　専修寺（高田派）

37 ◎ 親鸞聖人坐像 1軀 鎌倉時代　14世紀 新潟　西照寺（大谷派）

38 ◎
善信聖人親鸞伝絵（高田本）　
巻第一、巻第五 （詞書）覚如筆 5巻のうち2巻 鎌倉時代　永仁3年（1295） 三重　専修寺（高田派） 巻第一 巻第五

39 ◎ 善信聖人絵（琳阿本） （詞書）覚如筆 2巻 鎌倉時代　14世紀 京都　西本願寺（本願寺派） 巻上 巻下

40 ◎ 本願寺聖人伝絵（康永本）

巻上本・末：
（詞書）覚如筆　
（絵）康楽寺
円寂筆
巻下本・末：
（詞書）覚如筆　
（絵）宗舜筆

4巻 南北朝時代　康永2年（1343） 京都　東本願寺（大谷派）

41 ◎ 本願寺親鸞聖人伝絵（照願寺本） 4巻 南北朝時代　康永3年（1344） 千葉　照願寺（本願寺派）

42
本願寺聖人親鸞伝絵（康樂寺本）　
巻第一、巻第二

4巻のうち2巻 南北朝時代　14世紀 長野　康樂寺（本願寺派）

43 ◎ 本願寺聖人親鸞伝絵（弘願本） （詞書）善如筆 4巻 南北朝時代　貞和2年（1346） 京都　東本願寺（大谷派）

44 善信聖人親鸞伝絵　巻下 2巻のうち1巻 南北朝時代　14世紀 京都　佛光寺（佛光寺派）

45 ◎ 親鸞聖人絵伝 3幅 鎌倉時代　14世紀 愛知　妙源寺（高田派）

46 ◎ 親鸞聖人絵伝 3幅 南北朝時代　文和3年（1354） 愛知　如意寺（大谷派）

47 ◎ 親鸞聖人絵伝（万福寺伝来） 6幅 南北朝時代　14世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

48 親鸞聖人絵伝 法眼隆光筆 4幅 室町時代　応永26年（1419） 石川　願成寺（大谷派）

49 親鸞聖人絵伝 2幅 室町時代　15世紀 福井　浄得寺（大谷派）

50 御伝鈔 性一筆 2帖 南北朝時代　貞治2年（1363） 滋賀　明性寺（大谷派）

51 ◎ 日野氏系図　「専修寺文書」のうち 11巻・1幅・7帖・
284通のうち1幅 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

52 本願寺系図 伝�証如筆 1巻 室町時代　16世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

53 日野一流系図 実悟筆 1冊 室町時代　天文10年（1541） 大阪　願得寺（大谷派）

54 藤原有範像 1幅 南北朝時代　14世紀 京都　東本願寺（大谷派）

55 吉光女像 1幅 桃山時代　16〜17世紀 兵庫　西光寺（本願寺派）

56 慈鎮和尚像 1幅 室町時代　15世紀 京都　青蓮院

57 慈鎮和尚伝 1巻 鎌倉時代　13世紀 京都国立博物館

58 ◎ 藤原範綱消息（「和歌真字序集」紙背）　 1巻のうち1通 鎌倉時代　建久2年（1191） 東京大学史料編纂所

59 ◎ 門葉記　寺院一 122巻のうち1巻 南北朝時代　14世紀 京都　青蓮院

60 ◎ 法然聖人絵伝 3幅 南北朝時代　14世紀 愛知　妙源寺（高田派）

61 法然聖人絵伝 3幅 室町時代　15世紀 三重　専修寺（高田派）

62 ◎ 選択本願念仏集（廬山寺本） 1冊 鎌倉時代　13世紀 京都　廬山寺

63 選択本願念仏集延書　上本 1帖 南北朝時代　14世紀 京都　大谷大学博物館

64 ◎ 拾遺古徳伝絵　巻第六、巻第七、巻第八 9巻のうち3巻 鎌倉時代　元亨3年（1323） 茨城　常福寺 巻第六・巻第八 巻第七

65 教行信証　化身土巻末（中山寺本） 5冊のうち1冊 室町時代　16世紀 三重　中山寺（高田派）

66
震旦和朝高僧先徳連坐像
（善導・法然・親鸞連坐影像）

1幅 室町時代　15世紀 福井　浄因寺（本願寺派）

67 ◉ 西方指南抄 親鸞筆 6冊のうち3冊 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派） 巻上本 巻中本・末

68 ◎ 七箇条制誡 1巻 鎌倉時代　元久元年（1204） 京都　二尊院

69 ◎ 法然聖人絵（弘願本）　巻第三 3巻のうち1巻 南北朝時代　14世紀

70 興福寺奏達状 1冊 江戸時代　明和3年（1766） 京都　龍谷大学図書館

71 解脱上人像 1幅 室町時代　15〜16世紀 奈良　薬師寺

72 ◎ 歎異抄　巻下 蓮如筆 2巻のうち1巻 室町時代　15世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

73 親鸞聖人影像（有髪御影） 1幅 室町〜江戸時代　16〜17世紀 茨城　専照寺（大谷派）

74 親鸞聖人影像（禿御影） 1幅 江戸時代　17世紀 長野　本誓寺（大谷派）

75 ◎ 摧邪輪 明恵筆 2帖1冊
（巻上）鎌倉時代　正和5年（1316）
（巻中）鎌倉時代　元応元年（1319）
（巻下）室町時代　享禄3年（1530）

京都　仁和寺

76 停止一向専修記 1冊 江戸時代　文化12年（1815） 滋賀　叡山文庫

77 教行信証　化身土巻末（真宗大学寮本） 5冊のうち1冊 江戸時代　19世紀 京都　大谷大学博物館

78 善鸞像 1幅 江戸時代　17世紀 福井　證誠寺（山元派）

79 ◎ 善鸞義絶状　「専修寺聖教」のうち 顕智筆 82点のうち1巻 鎌倉時代　嘉元3年（1305） 三重　専修寺（高田派）

80
親鸞聖人影像（夢想感得図、花御影）
附　宝塔・旧軸 康楽寺浄耀筆 1幅 南北朝時代　文和3年（1354） 京都　常楽臺（寺）（本願寺派）

81 覚信尼像 1幅 室町〜桃山時代　16世紀 新潟　福因寺（大谷派）

82 恵信尼像 1幅 桃山〜江戸時代　16〜17世紀 京都　龍谷大学図書館

83 恵信尼像 1幅 桃山〜江戸時代　17世紀 茨城　善重寺（大谷派）

84 ◎ 親鸞聖人蔵骨袋・包紙
（蔵骨袋）1口
（包紙）「専修寺聖教」
82点のうち1枚

鎌倉時代　13〜14世紀 三重　専修寺（高田派）
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85 ◎
大谷廟堂敷地寄進状　
「専修寺文書」のうち 覚信尼筆 11巻・1幅・7帖・

284通のうち1巻 鎌倉時代　建治3年（1277） 三重　専修寺（高田派）

86 信海・顕智・光信連署状 1巻 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

87
青蓮院門跡慈深御教書案（延慶二年七月
十九日付、「親鸞上人門弟等御中」宛）

1通 鎌倉時代　14世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

88 ◎
青蓮院門跡慈深御教書（延慶二年七月廿
六日付、「親鸞上人門弟御中」宛）　
「専修寺文書」のうち

11巻・1幅・7帖・
284通のうち1通 鎌倉時代　延慶2年（1309） 三重　専修寺（高田派）

第三章　親鸞と門弟
89 親鸞聖人坐像 1軀 鎌倉時代　13世紀 千葉　常敬寺（本願寺派）

90 性信坐像 1軀 鎌倉時代　13〜14世紀 群馬　宝福寺

91 ◎ 顕智坐像 1軀 鎌倉時代　延慶3年（1310） 栃木　専修寺（高田派）

92 ◎ 善然坐像 1軀 鎌倉時代　14世紀 三重　太子寺（高田派）

93 ◎ 了海坐像 1軀 鎌倉時代　14世紀 東京　善福寺（本願寺派）

94 了源坐像 1軀 南北朝時代　康永3年（1344） 京都　佛光寺（佛光寺派）

95 慶円坐像 きゃうけい作 1軀 南北朝時代　貞和3年（1347） 愛知　本證寺（大谷派）

96 ◎ 親鸞・如信・覚如連坐像 覚如賛 1幅 南北朝時代　14世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

97 震旦和朝高僧先徳連坐像（八高僧像） 1幅 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 奈良　瀧上寺（本願寺派）

98 震旦和朝高僧先徳連坐像（八列祖連坐像） 1幅 江戸時代　17世紀 福井　専照寺（三門徒派）

99 ◎ 一流相承系図 （序題）存覚筆 1巻 鎌倉時代　14世紀 京都　佛光寺（佛光寺派）

100 ◎ 一流相承系図 1巻 鎌倉時代　14世紀 京都　長性院（佛光寺派）

101 一流相承系図 1巻 南北朝時代　14世紀 広島　光照寺（本願寺派）

102 親鸞聖人惣御門弟等交名 1帖 南北朝時代　14世紀 滋賀　光照寺（佛光寺派）

103 親鸞上人門弟等交名 1巻 室町時代　15世紀 茨城　光明寺（大谷派）

第四章　親鸞と聖徳太子
104 ◎ 聖徳太子立像（孝養像） 1軀 鎌倉時代　14世紀 茨城　善重寺（大谷派）

105 ◎ 聖徳太子立像（孝養像） 湛幸作 1軀 鎌倉時代　元応2年（1320） 京都　佛光寺（佛光寺派）

106 聖徳太子立像（南無仏太子） 1軀 鎌倉時代　14世紀 愛知　満性寺（高田派）

107 聖徳太子六臣像 1幅 鎌倉時代　13世紀 愛知　願照寺（本願寺派）

108 光明本尊 1幅 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 福島　光照寺（大谷派）

109 和朝太子先徳連坐像 1幅 室町時代　15世紀 長野　長命寺（本願寺派）

110 皇太子聖徳奉讃断簡（第二首） 親鸞筆 1幅 鎌倉時代　13世紀 愛知　蓮開寺（大谷派）

111 皇太子聖徳奉讃断簡（第五十四首） 親鸞筆 1面 鎌倉時代　13世紀 愛知　本證寺（大谷派）

112 浄土和讃断簡（第十三首） 1幅 鎌倉時代　13〜14世紀

113 宗祖御筆蹟集（浄土和讃） 1冊 明治時代　明治43年（1910） 京都　大谷大学図書館

114 ◎ 皇太子聖徳奉讃　「専修寺聖教」のうち 真仏筆 82点のうち1冊 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

115 皇太子聖徳奉讃 覚如筆 1帖 鎌倉時代　文保2年（1318） 京都　東本願寺（大谷派）

116
大日本国粟散王聖徳太子奉讃・
皇太子聖徳奉讃

1帖 室町時代　15世紀 愛知　満性寺（高田派）

117 上宮太子御記 覚如ほか筆 1巻 鎌倉時代　徳治2年（1307） 京都　西本願寺（本願寺派）

118 善信聖人親鸞伝絵　巻上 2巻のうち1巻 南北朝時代　14世紀 京都　佛光寺（佛光寺派）

119 聖徳太子絵伝　第五幅 5幅のうち1幅 室町時代　15世紀 石川　本誓寺（大谷派）

120 ◎ 恵信尼書状　「恵信尼書状類」のうち 恵信尼筆 1巻のうち1通 鎌倉時代　弘長3年（1263） 京都　西本願寺（本願寺派）

121 ◎ 親鸞夢記　「専修寺聖教」のうち 真仏筆 82点のうち1幅 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

第五章　親鸞のことば
122 ◉ 教行信証（坂東本） 親鸞筆 6冊 鎌倉時代　13世紀 京都　東本願寺（大谷派） 2冊 2冊 2冊

123 ◎ 教行信証（高田本） 真仏筆 6冊 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派） 2冊 2冊 2冊

124 ◎ 教行信証（西本願寺本） 6冊 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派） 2冊 2冊 2冊

125 ◎ 愚禿鈔　巻上　「専修寺聖教」のうち 顕智筆
82点のうち
（愚禿鈔）
3巻のうち1巻

鎌倉時代　永仁元年（1293） 三重　専修寺（高田派）

126 浄土文類聚鈔 1帖 鎌倉時代　延慶2年（1309） 滋賀　光延寺（大谷派）

127 浄土三経往生文類（広本） 1冊 鎌倉時代　13世紀 京都　興正寺（興正派）

128 ◎ 浄土三経往生文類（略本） 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　建長7年（1255） 京都　西本願寺（本願寺派）

129 ◎ 入出二門偈頌　「専修寺聖教」のうち 真仏筆 82点のうち1冊 鎌倉時代　建長8年（1256） 三重　専修寺（高田派）

130 ◎ 如来二種回向文　「専修寺聖教」のうち 真仏筆 82点のうち1冊 鎌倉時代　正嘉元年（1257） 三重　専修寺（高田派）

131 弥陀如来名号徳 1帖 鎌倉時代　応長元年（1311） 長野　正行寺（大谷派）

132 ◎ 尊号真像銘文（広本） 親鸞筆 2冊 鎌倉時代　正嘉2年（1258） 三重　専修寺（高田派） 1冊 1冊

133 ◉ 西方指南抄 親鸞筆 6冊のうち3冊 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派） 巻上末 巻下本 巻下末

134 ◎ 大般涅槃経要文 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

135 ◎ 見聞集 親鸞筆 2冊 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派） 上巻 下巻

136 唯信鈔断簡（東本願寺本） 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　13世紀 京都　東本願寺（大谷派）

137 ◎ 唯信鈔（西本願寺本） 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）
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〜
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4/4

〜
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〜
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〜
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〜

4/30

5/2

〜

5/7

5/9

〜

5/14

5/16

〜
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138 ◎ 唯信鈔（信證本） 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　康元2年（1257） 三重　専修寺（高田派）

139 ◎ 唯信鈔文意（正月十一日本） 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　康元2年（1257） 三重　専修寺（高田派）

140 ◎ 唯信鈔文意（正月廿七日本） 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　康元2年（1257） 三重　専修寺（高田派）

141 ◎ 一念多念文意 親鸞筆 1冊 鎌倉時代　康元2年（1257） 京都　東本願寺（大谷派）

142 ◎ 一念多念文意　「専修寺聖教」のうち 顕智筆 82点のうち1帖 鎌倉時代　徳治2年（1307） 三重　専修寺（高田派）

143 ◉ 三帖和讃（国宝本） 親鸞・真仏筆 3冊 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派） 浄土高僧和讃 浄土和讃 正像末法和讃

144 烏龍山師并屠児宝蔵伝 親鸞筆 1巻 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

145 信微上人御釈 親鸞筆 1巻 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

146 ◎
晨旦国十四代／数名目と十悪　
「専修寺聖教」のうち 親鸞筆 82点のうち1帖 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

147 ◎ 浄肉文　「専修寺聖教」のうち 親鸞筆 82点のうち1幅 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

148 ◎ 曇摩伽菩薩云々　「専修寺聖教」のうち 親鸞筆 82点のうち1幅 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

149 ◎ 須弥四域経云々　「専修寺聖教」のうち 親鸞筆 82点のうち1幅 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

150 ◎ 親鸞聖人消息　 親鸞筆 2巻
（第1通）鎌倉時代　寛元元年
（1243）
（第2〜4通）鎌倉時代　13世紀

京都　西本願寺（本願寺派） 第1通 第2〜4通

151 親鸞聖人消息 親鸞筆 1巻 鎌倉時代　建長7年（1255） 京都　東本願寺（大谷派）

152 ◎
親鸞聖人消息（真仏房宛）　
「親鸞聖人消息」のうち 親鸞筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　建長7年（1255）か 三重　専修寺（高田派）

153 ◎
親鸞聖人消息（覚信房宛御返事）　
「親鸞聖人消息」のうち 親鸞筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　建長8年（1256） 三重　専修寺（高田派）

154 ◎
親鸞聖人消息（しのぶの御房宛御返事）　
「親鸞聖人消息」のうち 親鸞筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　正嘉元年（1257）か 三重　専修寺（高田派）

155 ◎
親鸞聖人消息（浄信房宛御返事）　
「親鸞聖人消息」のうち 親鸞筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　正嘉元年（1257）か 三重　専修寺（高田派）

156 ◎
親鸞聖人消息（浄信房宛御返事）　
「親鸞聖人消息」のうち 親鸞筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　正嘉2年（1258）か 三重　専修寺（高田派）

157 ◎
親鸞聖人消息（慶信宛御返事）　
「親鸞聖人消息」のうち 慶信・親鸞筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　正嘉2年（1258）か 三重　専修寺（高田派）

158 ◎
親鸞聖人消息（高田入道宛御返事）　
「親鸞聖人消息」のうち 親鸞筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　正元元年（1259） 三重　専修寺（高田派）

159 ◎ 歎異抄　巻上 蓮如筆 2巻のうち1巻 室町時代　15世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

160 ◎
獲得名号自然法爾御書　
「親鸞聖人消息」のうち 顕智筆 10巻のうち1巻 鎌倉時代　13世紀 三重　専修寺（高田派）

161 口伝鈔 乗専筆 3帖 鎌倉時代　元弘2年（1332） 京都　龍谷大学図書館

162 親鸞聖人影像（満足の御影） 1幅 南北朝〜室町時代　14世紀 滋賀　錦織寺（木辺派）

第六章　浄土真宗の名宝―障壁画・古筆―
163 安養六種図 望月玉泉筆 4面 明治時代　明治28年（1895） 京都　東本願寺（大谷派）

164 桜花図　桜花図／松・藤花図のうち 望月玉泉筆 1基 明治時代　明治28年（1895） 京都　東本願寺（大谷派）

165 ◎ 桜牡丹図 徳力善宗筆 4面 江戸時代　元和4年（1618） 京都　本願寺西山別院
（本願寺派）

166 親鸞聖人絵詞伝　巻第一 3冊のうち1冊 江戸時代　享和元年（1801） 京都国立博物館

167 ◉
三十六人家集　貫之集上・遍照集・猿丸集・
兼輔集・朝忠集・清正集・順集・元輔集・忠見集

37帖のうち
9帖 平安時代　12世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

遍昭集・
朝忠集・
元輔集

猿丸集・
兼輔集・順集

貫之集上・
清正集・忠見集

168 ◉ 類聚古集 16帖のうち8帖 平安時代　12世紀 京都　龍谷大学 4帖 4帖

169 ◉ 熊野懐紙 後鳥羽天皇
宸翰ほか 1巻 鎌倉時代　正治2年（1200） 京都　西本願寺（本願寺派）

170 ◎ 伏見天皇宸翰歌集（広沢切） 1巻 鎌倉時代　14世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

171 ◎ 詩歌書巻（鷹手本） 尊円親王筆 1巻 南北朝時代　貞和5年（1349） 京都　西本願寺（本願寺派）

第七章　親鸞の伝えるもの―名号―
172 名号本尊（六字名号） 親鸞筆 1幅 鎌倉時代　康元元年（1256） 京都　西本願寺（本願寺派）

173 ◉ 親鸞聖人影像（鏡御影） 覚如賛　
専阿弥陀仏筆 1幅 鎌倉時代　13世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

174 名号本尊（八字名号） 親鸞筆 1幅 鎌倉時代　康元元年（1256） 三重　専修寺（高田派）

175 ◉ 親鸞聖人影像（安城御影）
親鸞賛　
法眼朝円筆
（裏書）蓮如筆

1幅 鎌倉時代　建長7年（1255） 京都　西本願寺（本願寺派）

176 方便法身尊号（名号本尊〈十字名号〉） 親鸞筆 1幅 鎌倉時代　康元元年（1256） 愛知　妙源寺（高田派）

177 ◉ 親鸞聖人影像（安城御影副本） （賛・裏書）
蓮如筆 1幅 室町時代　15世紀 京都　西本願寺（本願寺派）

178 名号本尊（十字名号） 親鸞筆 1幅 鎌倉時代　康元元年（1256） 三重　専修寺（高田派）

179 ◎ 親鸞聖人影像（安城御影） 親鸞賛 1幅 鎌倉時代　建長7年（1255） 京都　東本願寺（大谷派）

180 名号本尊（黄地十字名号） 親鸞賛 1幅 鎌倉時代　建長7年（1255） 三重　専修寺（高田派）

181 ◎ 親鸞聖人影像（熊皮御影） 1幅 南北朝〜室町時代　14〜15世紀 奈良国立博物館


