
特別陳列「おん祭と春日信仰の美術　【特集】御旅所」出陳品一覧
奈良国立博物館
平成27年12月7日

出陳
番号

指定 名称 員数 所在地 所蔵者 時代 世紀 展示期間

《１．春日大社の創建と若宮の誕生》

1 鹿島立神影図 1幅 奈良国立博物館 南北朝時代 14世紀 12/8～12/20

2 鹿島立神影図 1幅 奈良 春日大社 南北朝時代　
永徳3年
（1383）

12/22～1/17

3 春日神鹿舎利厨子 1基 奈良国立博物館 鎌倉～南北朝時代 14世紀

4 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 13～14世紀

5 中臣祐賢春日御社縁起注進文（文永六年） 1巻 奈良 春日大社 鎌倉時代　
文永6年
（1269）

6 中臣祐賢春日御社縁起注進文（文永十二年） 1冊 奈良 春日大社 鎌倉時代　
文永12年
（1275）

7
唐獅子牡丹図（春日社本殿第二殿・第三殿
御間屛模写）

1面 奈良 春日大社
昭和5年
（1930）

8 春日文殊曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 13世紀

9 春日若宮曼荼羅 1幅 神奈川 小田原文化財団 鎌倉時代 14世紀

《２．平安時代の春日参詣と若宮》

10 春日東塔・西塔跡出土品 一括 奈良国立博物館 鎌倉～南北朝時代 13～14世紀

11 中右記（天永三年八月） 1冊 京都　 陽明文庫 江戸時代 17～18世紀

12 重文 殿暦（永久四年二月） 1帖 京都　 陽明文庫 鎌倉時代　
文永4年
（1267）

13 春日社行幸記 1冊 東京　 国立公文書館 江戸時代
正保4年
（1647）

12/8～12/20

14 国宝 銅造狛犬（若宮御料古神宝類のうち） 1軀 奈良　 春日大社 平安時代 12世紀

15 国宝 平胡籙（若宮御料古神宝類のうち） 1具 奈良 春日大社 平安時代　
大治6年
（1131）

16 国宝
松喰鶴千鳥文蒔絵弓（若宮御料古神宝類のう
ち）

1張 奈良　 春日大社 平安時代 12世紀

17 春日社私記 1巻 奈良 春日大社 鎌倉時代　
永仁3年
（1295）

18 台記（保延二年十一月） 1巻 宮内庁書陵部 鎌倉時代 13世紀 12/8～12/20

19 台記（保延二年十一月） 1冊 京都大学附属図書館 江戸時代 
延享5年
（1748）

12/22～1/17

20 春日権現験記（春日本）巻二・巻三・巻四 3巻 奈良 春日大社 江戸時代　
文化4年
（1807）頃

《３．おん祭の盛儀―御旅所のすがた》

21 春日若宮御祭礼絵巻　上・中・下巻 3巻 奈良 春日大社 江戸時代 17世紀
上・中巻　全期
下巻：12/22～1/17

22 春日祭礼興福行事　上巻 1巻 国立公文書館 江戸時代　
宝永6年
（1709）

12/8～12/20

23 春日若宮御祭礼記 1冊 奈良県立図書情報館 江戸時代
嘉永5年
（1852）

24 春日若宮祭礼記（『庁中漫録』のうち） 1冊 個人 江戸時代 17～18世紀

25
春日若宮御祭礼御仮屋竹木伐帳（『庁中漫
録』のうち）

1冊 個人 江戸時代
宝永4年
(1707)

26 春日大宮若宮御祭礼図 1冊 奈良 春日大社 江戸時代　
安永9年
（1780）

27 春日社若宮祭図解　上巻 1冊 個人 明治時代 明治3年（1870）

28 春日若宮神主中臣祐紀書状案（大東家文書） 1通 奈良 春日大社 江戸時代 17世紀 12/8～12/20

29 春日宮曼荼羅 1幅 奈良　 法隆寺 鎌倉時代 13世紀

30 春日若宮御祭図屛風 六曲一双　 奈良県立美術館 江戸時代 17世紀 12/8～12/20

31 春日若宮祭礼図・鷹狩図屛風 六曲一双 個人 江戸時代 17世紀

32 千切台［模造］ 1基 奈良 春日大社
昭和2年
（1927）

33 盃台 1基 奈良 春日大社
平成5年
（1993）
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《４．春日信仰の美術》

34 重文 春日浄土曼荼羅 1幅 奈良　 能満院 鎌倉時代 13世紀 12/8～12/20

35 春日宮曼荼羅・千体地蔵等扉絵
8面
（四曲一双）

個人 鎌倉時代 13～14世紀 12/22～1/17

36 春日宮曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 13世紀

37 春日宮曼荼羅 1幅 奈良　 大和文華館 南北朝時代 14世紀 12/22～1/17

38 重文 四方殿舎利厨子 1基 奈良　 能満院 室町時代
明応元年
（1492）

39 十一面観音菩薩立像 1軀 奈良国立博物館 鎌倉時代　
承久3年
（1221）

40 春日社寺曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 13～14世紀

41 春日社寺曼荼羅 1幅 奈良　 薬師寺 鎌倉時代 14世紀 12/22～1/17

42 春日社寺曼荼羅 1幅 大阪市立美術館 鎌倉時代 13～14世紀

43 春日社寺曼荼羅 1幅 奈良国立博物館 鎌倉時代 14世紀

44 春日社寺曼荼羅 1幅 奈良　 興福寺 室町時代 15～16世紀

45 重文 春日本迹曼荼羅 1幅 奈良　 寶山寺 鎌倉時代 13世紀

46 古社記断簡 1巻 奈良　 春日大社 鎌倉時代 13世紀

《５．春日講》

47 重文 権現講式 1巻 京都　 高山寺 鎌倉時代　
正和元年
（1312）

48 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良　 西城戸町 南北朝時代 14世紀

49 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良　 東九条春日講 室町時代 16世紀 12/22～1/17

50 春日鹿曼荼羅 1幅 奈良　 北京終町春日講 江戸時代 17～18世紀

51 春日宮曼荼羅 1幅 奈良　 東城戸町 室町～江戸時代 16～17世紀 12/8～12/20

※出陳件数51件（うち国宝3件、重要文化財5件）
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