
特別展 西国三十三所　観音霊場の祈りと美　名古屋会場出品目録 2008.10.18.-11.30.

番号 指定 名称 員数 所在地 所蔵者 札所

10/18-
26

10/29-
11/3

11/5-9
11/11-
16

11/18-
24

11/26-
30

1 ◎ 観音菩薩立像 １躯 和歌山 青岸渡寺 １番 全
2 ◎ 観音菩薩立像 １躯 和歌山 青岸渡寺 １番 全
3 ◎ 十一面観音立像 １躯 和歌山 金剛宝寺護国院（紀三井寺） ２番 全
4 菩薩頭 １箇 和歌山 粉河寺 ３番 全
5 千手観音立像 １躯 大阪 施福寺 ４番 全
6 ◎ 菩薩半跏像 １躯 奈良 岡寺 ７番 全
7 ◎ 観音菩薩坐像 １躯 京都 三室戸寺 １０番 × （奈良会場のみ）
8 ◎ 千手観音立像 １躯 京都 醍醐寺 １１番 全
9 千手観音懸仏 ２面 滋賀 正法寺（岩間寺） １２番 全
10 ◎ 千手観音立像 １躯 滋賀 園城寺（三井寺） １４番 × （奈良会場のみ）
11 ◎ 千手観音坐像 １躯 京都 清水寺 １６番 全
12 如意輪観音懸仏 １面 京都 頂法寺（六角堂） １８番 全
13 救世観音立像 １躯 兵庫 中山寺 ２４番 全
14 観音菩薩立像 １躯 兵庫 一乗寺 ２６番 全
15 ◎ 観音菩薩立像 １躯 兵庫 一乗寺 ２６番 全
16 如意輪観音坐像 １躯 兵庫 円教寺 ２７番 全
17 十一面観音立像 １躯 岐阜 華厳寺 ３３番 全
18 清瀧本地両尊像 １幅 京都 醍醐寺 １１番 前
19 十一面観音像 １幅 兵庫 中山寺 ２４番 後
20 ◎ 如意輪観音像 １幅 京都 松尾寺 ２９番 × （奈良会場のみ）
21 ◎ 四家鈔図像巻第一巻 １巻 京都 醍醐寺 １１番 前
22 千手陀羅尼経 １巻 大阪 施福寺 ４番 後
23 ● 護摩科文六種 １巻 滋賀 石山寺 １３番 後
24 十一面神呪心経 １巻 京都 成相寺 ２８番 前

10/18-
26

10/29-
11/3

11/5-9
11/11-
16

11/18-
24

11/26-
30

25 西国三十三所巡礼縁起 １巻 京都 松尾寺 ２９番 全

26
徳道上人像・花山法皇像・仏眼
上人像

３幅 兵庫 中山寺 ２４番 交替

27
徳道上人像・花山法皇像・仏眼
上人像・性空上人像

４幅 個人 × （奈良会場のみ）

28 拾遺和歌集 １帖 愛知 名古屋市蓬左文庫 全
29 大鏡　巻上 １冊 愛知 名古屋市蓬左文庫 全
30 今昔物語集 ３冊 愛知 名古屋市蓬左文庫 全

31 古今著聞集 ５冊 愛知 名古屋市鶴舞中央図書館 全

32 性空上人坐像 １躯 兵庫 円教寺 ２７番 全
33 性空上人像 １枚 兵庫 円教寺 ２７番 前
34 性空上人像 １幅 奈良 談山神社 後
35 ● 粉河寺縁起絵巻 １巻 和歌山 粉河寺 ３番 全
36 ◎ 槇尾山大縁起 １巻 大阪 施福寺 ４番 前
37 壺坂観音縁起絵巻 １巻 奈良 南法華寺（壺阪寺） ６番 全
38 龍蓋寺縁起 ２巻 奈良 岡寺 ７番 後
39 ● 銅板法華説相図 １面 奈良 長谷寺 ８番 全
40 長谷寺縁起絵巻 ３巻 奈良 長谷寺 ８番 替
41 長谷寺縁起絵巻 １巻 愛知 徳川美術館 二週
42 長谷寺験記 ２帖 奈良 長谷寺 ８番 後
43 ● 伝行賀坐像 １躯 奈良 興福寺 ９番 × （奈良会場のみ）
44 ● 金銅燈籠火袋羽目 ２面 奈良 興福寺 ９番 全
45 ◎ 石山寺縁起絵巻　第一巻 １巻 滋賀 石山寺 １３番 前
46 ◎ 清水寺縁起絵巻　中巻 １巻 東京 東京国立博物館 後
47 一条革堂縁起 １巻 京都 行願寺（革堂） １９番 前
48 善峯寺縁起絵巻　下巻 １巻 京都 善峯寺 ２０番 全
49 穴太寺観音縁起絵巻 １巻 京都 穴太寺 ２１番 全
50 総持寺縁起絵巻 １巻 大阪 総持寺 ２２番 全
51 中山寺伽藍古絵図 １幅 兵庫 中山寺 ２４番 全
52 法道仙人像 １幅 兵庫 清水寺（播州清水寺） ２５番 前
53 播州書写山縁起絵巻 ２巻 兵庫 円教寺 ２７番 全
54 松尾寺再興啓白文 １巻 京都 松尾寺 ２９番 全

10/18-
26

10/29-
11/3

11/5-9
11/11-
16

11/18-
24

11/26-
30

55 ◎ 金剛界大日如来坐像 １躯 和歌山 青岸渡寺 １番 全
56 熊野本地仏曼荼羅 １幅 和歌山 青岸渡寺 １番 後
57 五大尊像 ５幅 和歌山 粉河寺 ３番 前
58 宝相華唐草文経筒 １口 大阪 施福寺 ４番 全
59 五鈷杵 １口 大阪 施福寺 ４番 全
60 宝塔 １基 大阪 葛井寺 ５番 全
61 両界曼荼羅 ２幅 奈良 南法華寺（壺阪寺） ６番 後
62 ◎ 鳳凰文せん １箇 奈良 南法華寺（壺阪寺） ６番 全
63 ◎ 天人文せん １箇 奈良 岡寺 ７番 全
64 ◎ 釈迦涅槃像 １躯 奈良 岡寺 ７番 全
65 ◎ 釈迦如来立像 １躯 京都 三室戸寺 １０番 全

展示期間

第一章　ほとけ　観音の道

第三章　秘宝　霊場に寄せられた祈り

第二章　縁起　霊場のなりたちと信仰

徳道上人 花山法皇 仏眼上人

第一巻、第三巻 第六巻

観音造立 娘の治療 長者出家



66 童子経曼荼羅 １幅 京都 三室戸寺 １０番 前
67 ● 五重塔羽目板絵断片 ２面 京都 醍醐寺 １１番 交替
68 ◎ 金剛夜叉明王像 １幅 京都 醍醐寺 １１番 後
69 ◎ 兜跋毘沙門天立像 １躯 滋賀 石山寺 １３番 全
70 刀八毘沙門天像 １幅 京都 観音寺（今熊野観音寺） １５番 後
71 地蔵菩薩縁起断簡 １幅 京都 六波羅蜜寺 １７番 前
72 ◎ 毘沙門天立像 １躯 京都 頂法寺（六角堂） １８番 全
73 聖徳太子絵伝　第二幅 １幅 京都 頂法寺（六角堂） １８番 前
74 増長天立像 １躯 京都 行願寺（革堂） １９番 全
75 ◎ 大元帥明王像 １幅 京都 善峯寺 ２０番 前
76 ● 天台高僧像のうち慧思 １幅 兵庫 一乗寺 ２６番 二週
77 菩薩立像 １躯 兵庫 清水寺（播州清水寺） ２５番 全
78 ● 普賢延命像 １幅 京都 松尾寺 ２９番 × （奈良会場のみ）
79 愛染明王像 １幅 京都 松尾寺 ２９番 × （奈良会場のみ）
80 ◎ 孔雀明王像 １幅 京都 松尾寺 ２９番 × （奈良会場のみ）
81 ◎ 終南山曼荼羅 １幅 京都 松尾寺 ２９番 × （奈良会場のみ）
82 ◎ 阿弥陀如来坐像 １躯 京都 松尾寺 ２９番 × （奈良会場のみ）
83 地蔵菩薩坐像 １躯 京都 松尾寺 ２９番 × （奈良会場のみ）
84 ◎ 刺繍普賢十羅刹女図 １面 滋賀 宝厳寺 ３０番 後
85 ◎ 釈迦三尊像 １幅 滋賀 宝厳寺 ３０番 前
86 ◎ 勢至菩薩像 １幅 滋賀 長命寺 ３１番 後
87 ◎ 紅玻璃阿弥陀像 １幅 京都 成相寺 ２８番 前
88 ◎ 紅玻璃阿弥陀像 １幅 滋賀 長命寺 ３１番 後
89 六器 ６口 岐阜 華厳寺 ３３番 全
90 種子五鈷鈴 １口 岐阜 華厳寺 ３３番 全
91 ◎ 毘沙門天立像 １躯 岐阜 華厳寺 ３３番 全

10/18-
26

10/29-
11/3

11/5-9
11/11-
16

11/18-
24

11/26-
30

92 法華経（妙音菩薩品） １巻 大阪 施福寺 ４番 前

93 ● 法華経一品経 ４巻 奈良 長谷寺 ８番 交替

94 ◎ 法華経（薬王菩薩本事品） １巻 京都 醍醐寺 １１番 後
95 法華経（安楽行品） １巻 京都 善峯寺 ２０番 前
96 法華経（観世音菩薩普門品） １巻 京都 穴太寺 ２１番 後
97 ◎ 法華経　巻第四 １巻 大阪 勝尾寺 ２３番 後
98 ◎ 大字法華経　巻第五 １帖 兵庫 清水寺（播州清水寺） ２５番 前
99 法華経　巻第八 １巻 兵庫 清水寺（播州清水寺） ２５番 全
100 法華経　巻第一、巻第八 ２巻 京都 成相寺 ２８番 交替
101 ● 法華経序品（竹生島経） １帖 滋賀 宝厳寺 ３０番 前
102 ● 法華経方便品（竹生島経） １巻 東京 東京国立博物館 × （奈良会場のみ）
103 ◎ 法華経（分別功徳品） １帖 滋賀 宝厳寺 ３０番 後

104
法華経　巻第五、巻第八（那智
山如意輪堂伝来）

１巻 和歌山 那智勝浦町 × （奈良会場のみ）

105 経箱（那智山如意輪堂伝来） １合 和歌山 那智勝浦町 全
106 ◎ 法華経曼荼羅（普門品） １幅 富山 本法寺 前
107 ◎ 法華経曼荼羅 ４幅 静岡 本興寺 交替
108 法華経曼荼羅　第七幅 １幅 奈良 奈良国立博物館 後
109 ◎ 法華経宝塔曼荼羅　巻第八 １幅 奈良 談山神社 × （奈良会場のみ）

10/18-
26

10/29-
11/3

11/5-9
11/11-
16

11/18-
24

11/26-
30

110 ◎ 十一面観音立像 １躯 奈良 長谷寺 ８番 全
111 ◎ 十一面観音懸仏 ２面 神奈川 長谷寺 × （奈良会場のみ）
112 十一面観音像 １面 奈良 長谷寺 ８番 前
113 十一面観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 前
114 十一面観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 後
115 ◎ 十一面観音像 １幅 奈良 能満院 後
116 春日鹿曼荼羅 １幅 静岡 ＭＯＡ美術館 × （奈良会場のみ）
117 ◎ 不空羂索観音坐像 １躯 奈良 東鳴川観音講 × （奈良会場のみ）
118 不空羂索観音坐像 １躯 京都 京都国立博物館 全
119 不空羂索観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 前
120 不空羂索観音像 １幅 兵庫 一乗寺 ２６番 後
121 春日南円堂曼荼羅 １幅 奈良 長谷寺 ８番 前
122 春日南円堂曼荼羅 １幅 愛知 徳川美術館 × （奈良会場のみ）
123 春日鹿曼荼羅 １幅 奈良 興福寺 ９番 後
124 密観宝珠嵌装舎利厨子 １基 奈良 興福寺 ９番 全
125 ◎ 千手観音立像 １躯 神奈川 龍峰寺 全
126 ◎ 千手観音二十八部衆像 １幅 愛知 天永寺護国院 全
127 千手観音二十八部衆像 １幅 東京 東京国立博物館 前
128 千手観音二十八部衆像 １幅 京都 智積院 後

10/18-
26

10/29-
11/3

11/5-9
11/11-
16

11/18-
24

11/26-
30

129 補陀落山曼荼羅 １幅 奈良 聖林寺 前
130 補陀落山浄土図（本堂壁画） １面 京都 海住山寺 × （奈良会場のみ）
131 十一面観音来迎図 １面 京都 海住山寺 × （奈良会場のみ）
132 ◎ 六角厨子 １基 奈良 法隆寺 × （奈良会場のみ）
133 厨子 １基 福井 大善寺 × （奈良会場のみ）
134 ◎ 十一面観音来迎図 １幅 奈良 東大寺 後
135 千手観音二十八部衆像 １幅 和歌山 粉河寺 ３番 前

第五章　霊験像　伝えられる利益とかたち

第六章　浄土　観音の居ます場所

第一、第二幅

第四章　法華経　観音の教えと救い

巻第一 巻第八

その一 その二

第三、第四幅

薬草喩品
法師功徳品

普門品
陀羅尼品



136 千手観音二十八部衆像 １幅 京都 善峯寺 ２０番 後
137 千手観音像 １幅 滋賀 観音正寺 ３２番 後
138 ◎ 千手観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 前
139 ◎ 千手観音二十八部衆像 １幅 滋賀 大清寺 × （奈良会場のみ）
140 如意輪観音像 １幅 京都 三室戸寺 １０番 後
141 ◎ 如意輪観音像 １幅 滋賀 宝厳寺 ３０番 後
142 ◎ 如意輪観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 前
143 ◎ 如意輪観音像 １幅 東京 金剛寺 前
144 如意輪観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 前
145 ◎ 水月観音像 １幅 滋賀 聖衆来迎寺 前
146 水月観音像 １幅 奈良 談山神社 後
147 水月観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 後
148 水月観音像 １幅 奈良 円生院 前
149 ◎ 水月観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 前
150 ◎ 白衣観音像 １幅 奈良 奈良国立博物館 後
151 ◎ 華厳経　巻第六十八 １巻 奈良 東大寺 後
152 ◎ 華厳海会善知識曼荼羅 １幅 奈良 東大寺 後
153 ◎ 観自在菩薩図 １面 奈良 東大寺 前
154 ◎ 華厳五十五所絵巻断簡 １巻 大阪 藤田美術館 × （奈良会場のみ）

10/18-
26

10/29-
11/3

11/5-9
11/11-
16

11/18-
24

11/26-
30

155 ◎ 観音三十三所日記 １枚 京都 高山寺 後
156 寺門高僧記　巻四・六 ２冊 愛知 名古屋市鶴舞中央図書館 全
157 竹居清事 １冊 愛知 名古屋市蓬左文庫 全
158 勝尾寺請雨勤行目録 １通 大阪 勝尾寺 ２３番 前
159 天陰語録 １冊 東京 宮内庁書陵部 全
160 三十三所観音曼荼羅 １幅 滋賀 観音正寺 ３２番 前
161 三十三所観音曼荼羅 １幅 岐阜 華厳寺 ３３番 後
162 三十三所観音曼荼羅 １幅 神奈川 清浄光寺 前
163 那智参詣曼荼羅 １幅 和歌山 闘鶏神社 × （奈良会場のみ）
164 那智参詣曼荼羅 １面 和歌山 補陀洛山寺 後
165 紀三井寺参詣曼荼羅 １幅 和歌山 金剛宝寺護国院（紀三井寺） ２番 前
166 粉河寺参詣曼荼羅 １幅 和歌山 粉河寺 ３番 後
167 施福寺参詣曼荼羅 １幅 大阪 施福寺 ４番 × （奈良会場のみ）
168 葛井寺参詣曼荼羅 １幅 大阪 葛井寺 ５番 前
169 清水寺参詣曼荼羅 １幅 京都 清水寺 １６番 後
170 善峯寺参詣曼荼羅 １幅 京都 善峯寺 ２０番 前
171 中山寺参詣曼荼羅 １幅 兵庫 中山寺 ２４番 前
172 成相寺参詣曼荼羅 １幅 京都 成相寺 ２８番 後
173 松尾寺参詣曼荼羅 １幅 京都 松尾寺 ２９番 後
174 長命寺参詣曼荼羅 １幅 滋賀 長命寺 ３１番 前
175 西国三十三所巡礼御背板 １組 和歌山 青岸渡寺 １番 全
176 西国三十三所巡礼納札 ３枚 滋賀 石山寺 １３番 全
177 西国三十三所巡礼納札 ４枚 滋賀 園城寺（三井寺） １４番 全
178 西国三十三所奉納木札 １枚 愛知 名古屋市博物館 全
179 西国順礼独案内図 １枚 和歌山 金剛宝寺護国院（紀三井寺） ２番 全
180 西国順礼細見絵図 １枚 大阪 法楽寺 全

181
西国三十三番順礼札所観世音御
詠歌風景道法附

１枚 愛知 名古屋市博物館 全

182 西国順礼細見記 １冊 愛知 名古屋市博物館 全
183 西国三十三処観音霊場記 ２冊 兵庫 円教寺 ２７番 全
184 西国三十三所観音霊験記真鈔 ２冊 京都 観音寺（今熊野観音寺） １５番 全
185 西国三十三所名所図会 １０冊 東京 東京国立博物館 交替

186
西国三十三所巡礼元祖十三人先
達御影像版木

１枚 奈良 岡寺 ７番 全

187 西国三十三所御詠歌版木 ２枚 奈良 岡寺 ７番 全
188 新熊野観音寺略縁起版木 １枚 京都 観音寺（今熊野観音寺） １５番 全
189 播州書写山図版木 １枚 兵庫 円教寺 ２７番 全
190 竹生島図版木 １枚 滋賀 宝厳寺 ３０番 全
191 葛井寺勧進帳 １巻 大阪 葛井寺 ５番 後
192 長谷寺本堂再建勧進状 １巻 奈良 長谷寺 ８番 前
193 六波羅蜜寺本堂修営勧進状 １巻 京都 六波羅蜜寺 １７番 後
194 奉加状 １巻 京都 六波羅蜜寺 １７番 前
195 ◎ 正親町天皇宸翰女房奉書 １幅 京都 京都国立博物館 後

文化財指定欄内　●は国宝　◎は重要文化財。
巻物、冊子は順次場面替えします。 2008.10.16版
作品の状態などにより予定を変更する場合があります。

第七章　巡礼　人々を誘う力


