
前期 後期

1 重文 天台大師像 一幅 西教寺 南宋時代・13世紀 ○

2 天台大師像 一幅 本圀寺 南宋時代・13世紀 ○

3 国宝 三宝絵詞　巻下
一冊
(三冊の内)

東京国立博物館
鎌倉時代・文永10年
(1273)

○

4 国宝 天台大師供作法 一冊
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・13‐14世紀 ○

5 大般若経
六巻
(五九九巻の内)

左京区久多自治振興会 鎌倉時代・13世紀 巻一 巻二六七

6 西宮記　臨時一 一冊
(三冊の内)

京都大学附属図書館 江戸時代・19世紀 ○

7 西宮記　巻九・十六
二冊
(二十四冊の内)

京都府立京都学・歴彩館 江戸時代・18世紀 九巻 十六巻

8 雲図抄 一冊 京都大学附属図書館 江戸時代・19世紀 ○

9 雲図抄　上巻
一巻
(三巻の内)

京都府立京都学・歴彩館 江戸時代・19世紀 ○

10 公事根源 一冊 京都府立京都学・歴彩館 江戸時代・17世紀 ○

11 法華経　巻一・巻八
二巻
(八巻の内)

北野天満宮 平安時代・12世紀 巻一 巻八

12 権記　巻五
一冊
(二十四冊の内)

京都府立京都学・歴彩館 江戸時代・18世紀 ○

13 金銅蓮華形柄香炉 一柄 廬山寺 南北朝時代・14世紀 ○ ○

14 銅蓮華形柄香炉 一柄 東京国立博物館 鎌倉時代・13世紀 ○ ○

15 金銅蓮華形磬 一面 奈良国立博物館 鎌倉時代・13世紀 ○ ○

16 銅孔雀文磬 一面 鎌倉時代・13‐14世紀 ○ ○

17 菊牡丹文彩色華鬘 二枚 奈良国立博物館 南北朝時代・14世紀 ○ ○

18 北斗曼荼羅図 一幅 三千院 鎌倉時代・13‐14世紀 ○

19 北斗曼荼羅図 一幅 醍醐寺 鎌倉‐南北朝時代・14世紀 ○

20 北斗曼荼羅図 一幅 善導寺 室町時代・15世紀 ○

21 北斗曼荼羅図 一幅 高倉寺宝積院 鎌倉時代・14世紀 ○

22 九曜星図 一幅 南北朝時代・14世紀 ○

23 覚禅鈔(北斗法) 一巻 勧修寺 鎌倉時代・13世紀 ○

24 国宝 覚禅鈔(星宿法) 一巻
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・元亨元年
（1321）

○

25 北斗供法 一巻
立命館大学アート・リサーチ
センター(藤井永観文庫)

鎌倉時代・弘安元年
(1278)

○

26 国宝 北斗供　当年星供　三宝院 一冊
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・14世紀 ○

27 国宝 沢抄　第八　星宿 一巻
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・14世紀 ○

28 国宝 北斗護摩私記 一冊
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・14世紀 ○

29 国宝 秘鈔口决　本鈔　第18 一冊
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・14世紀 ○

30 国宝 順忍書状紙背 一通
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・13‐14世紀 ○

31 喫茶養生記 一冊 両足院
建保二年(1214)成立
元禄7年(1694)刊

○

32 喫茶養生記 一冊 今日庵文庫
建保二年(1214)成立
元禄7年(1694)刊

○

33 金銅火舎六器 一具 東京国立博物館 鎌倉時代・13‐14世紀 ○ ○

　平成29年秋季特別展「仏教儀礼と茶」　出品目録
展示期間図録

番号
指定 作品名 員数 所蔵 時代



前期 後期

展示期間図録

番号
指定 作品名 員数 所蔵 時代

34 金銅宝珠鈴 一口 鎌倉時代・13‐14世紀 ○ ○

35 金銅輪宝 一口 鎌倉時代・13‐14世紀 ○ ○

36 重文 五百羅漢図
四幅
(八十二幅の内)

大徳寺
南宋時代・淳煕５‐15年
(1178-88)

羅漢供・
浴室

喫茶準
備・喫茶

37 重文 参天台五臺山記　巻一
一冊
(八冊の内)

東福寺
平安時代・承安元年
(1171)

○

38 興禅護国論 一冊 両足院 江戸時代・17世紀 ○

39 丌可棄法師伝 一冊 泉涌寺
江戸時代・寛永19年
(1642)

○

40 国宝 十丌二門指要鈔序私見聞 一冊
称名寺
（神奈川県立金沢文庫管理）

鎌倉時代・永仁5年
(1297)

○

41 南山北義見聞私記　巻宇
一冊
(二冊の内)

泉涌寺 江戸時代・17世紀 ○

42 羅漢図 一幅 南宋‐元時代・13世紀 ○

43 釈迦十六羅漢図 一幅 泉涌寺 南宋‐元時代・13世紀 ○

44 上堂図 一幅 南宋‐元時代・13世紀 ○

45 羅漢図 一幅 能満院 元時代・13‐14世紀 ○

46 羅漢図
一幅
(二幅の内)

根津美術館 鎌倉時代・13世紀 ○

47 重文 十六羅漢図(第十一尊者)
一幅
(十六幅の内)

宝厳寺 南北朝時代・14世紀 ○

48 十六羅漢図(第三尊者)
一幅
(十六幅の内)

奈良国立博物館 室町時代・15世紀 ○

49 茶具図賛 一冊 今日庵文庫
南宋時代・咸淳5年
(1269)成立　明時代刊

○ ○

50 重文 兵範記　巻七
一巻
(二十五巻の内)

京都大学附属図書館 平安時代・12世紀 ○

51 重文 釈迦三尊像 三幅 奈良国立博物館 鎌倉時代・14世紀 ○

52 釈迦三尊像 一面 静嘉堂文庫美術館 南北朝時代・14世紀 ○

53 重文
無爾可宣墨蹟
　（不明知客偈）

一幅 今日庵
南宋時代・咸淳4年
（1268）

○

54 羅漢図 双幅 南宋時代・13世紀 ○

55 建盞 菊牡丹文堆朱天目台 一口
建盞 南宋時代・12‐13世紀
天目台 明時代・15世紀

○ ○

56 兎毫盞 一口 京都国立博物館 南宋時代・12‐13世紀 ○ ○

57 兎毫盞 一口 京都国立博物館 南宋時代・12‐13世紀 ○ ○

58 黒釉白覆輪碗 一口 京都国立博物館 南宋時代・12‐13世紀 ○ ○

59 青磁鯱耳花入 一口
南宋‐元時代
 13‐14世紀

○ ○

60 青磁中蕪花入 一口
南宋‐元時代
 13‐14世紀

○ ○

61 青磁袴腰香炉 一口 京都国立博物館
南宋‐元時代
 13‐14世紀

○ ○

62 古銅花入 一口
南宋‐元時代
 13‐14世紀

○ ○

63 古銅鴨形香炉 一基 明時代・14‐15世紀 ○

参考
出品

法門寺出土茶具(複製品) 一式 茶道資料館 現代 〇 〇

参考
出品

北斗法 断簡 一幅 室町時代・15世紀 〇 〇

・会期中上記の予定で陳列替をいたしますが、内容は事情により一部変更する場合がございます。

・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。


