
 

 

開創 1200 年記念事業 

「木山寺･木山神社の宝物とその歴史」出展リスト 
会期：2015 年 10 月 9 日(金)～10 月 11 日(日) 
会場：木山寺 客殿・大師堂 

 
※棟札(No.2～6､11)、神像(No.97～106)は木山神社所蔵、その他は木山寺所蔵。 

Ⅰ. 棟札 
No. 資料名 時代 

1 天王社建立棟札 天正 8 年(1580) 
2 牛頭天王再興建立棟札 寛永 3 年(1626) 
3 牛頭天王宮社壇上葺棟札 明暦 3 年(1657) 
4 牛頭天王宮再々建立棟札 元禄 2 年(1689) 
5 木山神社葺替祈祷札 大正 6 年(1917) 
6 木山神社本殿等修理・営繕棟札 大正 8 年(1919) 
7 若宮三所権現社建立棟札 慶長 12 年(1607) 
8 若宮三所権現社建立棟札 慶長 18 年(1613) 
9 随身門再々建立棟札 宝永 4 年(1707) 

10 方丈殿再建立棟札 明和元年(1764) 
11 善覚大明神拝殿建立棟札 天明 5 年(1785) 
12 木山牛頭天王・善覚稲荷併祭宮殿（鎮守殿）新建立棟札 明治 18 年(1885) 

 
Ⅱ. 寺誌・記録類 

No. 資料名 時代 書写者 
13 差上申一札之事 延享 3 年（1746）  
14 差上申一札之事 天明 3 年（1783）  
15 作州真島郡木山村真言宗医王山木山寺寄

附状旧記写 
元禄 15 年（1702）  

16 作州真島郡木山村真言宗医王山木山寺寄
附状旧記写 

宝永 6 年（1709）  

17 （仮題）旧記・棟札写 宝永 4 年(1707)  
18 牛頭天王由緒書上帳 明治 2 年（1869）  
19 牛頭天王由緒書上帳 明治時代  
20 明治廿八年七月内務省ヘ出シタル控 明治 28 年（1895）  

 
Ⅲ. 聖教 

No. 資料名 時代 書写者 
21 求聞持大事 天正 14 年（1586） 授与宥海 
22 求聞持次第 文禄 3 年（1594） 宥銀 
23 求聞持次第私日記 天文 7 年（1538） 盛海 
24 求聞持次第聞書 天文 7 年（1538） 盛海 
25 求聞持次第表白并結願作法 室町時代（天文年間） 盛海 
26 求聞持神分 室町時代（天文年間） 盛海 
27 伝法灌頂初夜作法ヵ（首欠） 天文 14 年（1545） 融遍 
28 求聞持次第 天文 20 年（1551） 頼音 
29 荒神供次第 天文 17 年（1548） 融遍 
30 荒神供次第 慶安元年（1648） 宥傳 
31 荒神供次第 室町時代後期  



 

 

32 大日釼印 寛政 11 年（1799） 尊高 
33 治承記口訣 寛政 7 年（1795） 尊高 
34 金宝鈔 寛政 6 年（1794） 尊高 
35 諸尊要鈔 寛政 6 年（1794） 尊高 

 
Ⅳ. 古文書 

No. 資料名 時代 

36 天文 8 年（1537）2 月 13 日 尼子詮久判物 戦国時代 
37 天文 8 年（1537）2 月 13 日 尼子詮久判物 戦国時代 
38 応永 18 年（1411）4 月 22 日 赤松義則寄進状 室町時代 
39 応永 24 年（1417）10 月 28 日 赤松満祐社領安堵状 室町時代 
40 天正 11 年（1583）8 月 13 日 伊賀家久判物 戦国時代 
41 元禄 2 年（1689） 長尾勝明識語 江戸時代 
42 年未詳 9 月 27 日 毛利輝元書状 戦国時代 
43 年未詳 5 月 12 日 小早川隆景書状 戦国時代 
44 年未詳 6 月 18 日 宇喜多直家書状 戦国時代 
45 年未詳 12 月 2 日 尼子晴久書状 戦国時代 
46 年未詳 10 月 25 日 毛利元就書状 戦国時代 
47 年未詳 11 月 8 日 三村元親書状 戦国時代 
48 元禄年間 長尾勝明識語 江戸時代 
49 天正 13 年（1585）5 月 25 日 宇喜多秀家禁制状 戦国時代 
50 文禄 3 年（1594）3 月 3 日 花房正成禁制状写 安土・桃山時代 
51 慶長 5 年（1600）正月 16 日 山奉行村上右兵衛・宇佐美助

之進禁制状 
安土・桃山時代 

52 慶長 9 年（1604）3 月 11 日 森忠政寄進状 江戸時代 
53 慶長 9 年（1604）11 月 2 日 森忠政寄進状 江戸時代 
54 元禄元年（1688）11 月 1 日 森長成寄進状 江戸時代 
55 天明 7 年（1788）5 月 1 日 三浦前次寄進状写 江戸時代 
56 文政 6 年（1823）3 月 28 日 三浦毗次安堵状 江戸時代 
57 文政 3 年（1820）8 月 橋谷下草立山仕切書 江戸時代 

 
Ⅴ. 神道書 

No. 資料名 時代 書写者 

58 中臣六根三種祓 明和 7 年（1770）  
59 神道御湯并火之大事 江戸時代  
60 御流神道竪印集／御流神道横印信集下 江戸時代前期写ヵ  
61 御流神道竪印信集／就御流神道集横 貞享 4 年（1687）  
62 神道灌頂奥旨三重法則〈三輪流〉 元文 3 年（1738） 覚如 
63 『麗気記私鈔 全』了誉聖冏撰 江戸時代  
64 『仙宮院秘文』『天地麗気府録』『麗気聞書』

（合写本） 良遍ほか撰 
江戸時代  

65 『神道傳授』上・下 羅浮子（林羅山）撰 天明元年（1781） 原田生定 
 
Ⅵ. 聖教 

No. 資料名 時代 書写者 
66 問答講表白 江戸時代前期（寛永年間）  



 

 

68 表白 寛文 6 年（1666） 快宥 
67 聲明印信 嘉永 2 年（1849） 無動 
69 西院法流代々相続事 享保 8 年（1723） 覺如 
70 不動護摩私記口訣 江戸時代後期  
71 十夜叉三龍王三天后 江戸時代中期 宥尊 
72 遺告諸弟子等 正徳 5 年（1715） 宥尊 
73 教事鈔 16 世紀後半頃写ヵ  
74 薄草子口決（十四冊） 南北朝時代ヵ 真清 
75 灌頂曼荼羅供理趣三昧等法則 永享 12 年（1440）  
76 三宝院伝法潅頂聞書（「後夜」「調支具」の

二冊） 
永享 8 年（1436） 宗譽 

77 四度表白神分祈願等 天正 20 年（1592） 頼勢 
78 大師御託宣 寛永 20 年（1643） 増譽 
79 聖如意輪観自在菩薩念誦次第 天正 7 年（1579）以前写ヵ  
80 持戒清浄霊之大事 江戸時代初期 宥諄ヵ 
81 秘蔵記 永禄 9 年（1566） 実意 
82 吽字義 室町時代  
83 行法肝葉鈔 下 天正 19 年（1591） 空辯 
84 快遍問答抄 中下〈西院能下〉 文明 6 年（1474） 定専房 
85 魚山私鈔 室町時代末期  

 
Ⅶ. 経典・講式・その他 

No. 資料名 時代 書写者 
86 法華経音訓 室町時代末期  
87 呉子 室町時代末期 

（天正 9 年〔1581〕以前） 
 

88 摂津国尊鉢邑一乗院記 江戸時代後期  
89 般若心経 奈良時代  
90 金剛峰楼閣一切瑜伽瑜祇経 元弘元年（1331）  
91 大般若経 巻五百十五 平安時代末期  
92 阿嚕力迦経 平安時代末期  
93 〔文殊法〕 貞応元年（1222） 定尹 
94 十一面観音講式 室町時代初期  
95 涅槃講式 室町時代末期  
96 羅漢講式 室町時代中期  

 
Ⅷ. 神像 

No. 資料名 時代 備考 

97 男神坐像 鎌倉～南北朝時代  
98 僧形神坐像 鎌倉～南北朝時代  
99 鬼神立像 鎌倉～南北朝時代  

100 男神立像 鎌倉～南北朝時代  
101 男神倚像 鎌倉～南北朝時代  
102 随身半跏像 室町時代  
103 男神倚像 江戸時代  
104 童子形神立像 江戸時代  



 

 

105 荒神立像 江戸時代  
106 牛頭天王坐像 江戸時代 ※パネル展示 

 
Ⅸ. 仏画 

No. 資料名 時代 備考 

107 遣迎二尊十王十仏図 鎌倉時代 ※10 日､11 日のみ展示 
108 阿弥陀三尊十仏来迎図 南北朝～室町時代 ※10 日､11 日のみ展示 
109 十三仏図 室町時代 ※10 日､11 日のみ展示 
110 釈迦三尊十六善神像 室町時代 ※10 日､11 日のみ展示 
111 涅槃図 江戸時代 ※10 日､11 日のみ展示 

 
Ⅹ. 版木 

No. 資料名 時代 備考 
112 作州木山宮略繪之圖 江戸時代後期  
113 美作國木山宮繪圖 江戸時代後期  
114 牛王寶印 江戸時代後期  
115 会陽大會 明治  
116 牛頭天王/善覚稲荷 江戸時代後期  
117 日輪大師 江戸時代後期  
118 佛説大蔵王教血盆經 江戸時代後期  

 
 
 
 

主催 文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(B) 研究課題番号：15H03181 研究代表者：中山一麿（大阪大学） 
共催 医王山感神院木山寺（高野山真言宗別格本山）・木山神社（南三郷総氏神） 
協力 岡山県立博物館・真庭市教育委員会 

 
 


