
前期：10/11(火)～10/29(土)  後期：11/1(火)～11/28(月)

前期 後期

1-1 重文 『続日本紀』巻第十八(大仏開眼) 鎌倉時代(13世紀) 40巻のうち 名古屋市蓬左文庫

1-2 『続日本紀』巻第十八(大仏開眼) 江戸時代(明暦3=1657) 20冊のうち 大谷大学図書館

2 『続日本紀』巻第十五(大仏造立詔) 江戸時代(明暦3=1657) 20冊のうち 大谷大学図書館

3-1 重文 『東大寺要録』巻第二 鎌倉時代(仁治2=1241) 2巻のうち 醍醐寺 11/8～28

3-2 『東大寺要録』巻第二 明治時代(19世紀) 4巻のうち 京都国立博物館 11/1～11/5

3-3 『東大寺要録』巻第二 明治時代(19世紀) 1冊 西尾市岩瀬文庫

4-1 国宝 『金光明最勝王経』巻第三 奈良時代(8世紀) 10巻のうち 奈良国立博物館

4-2 重文 『金光明最勝王経』巻第六(上) 奈良時代(8世紀) 2巻のうち 徳川美術館

4-3 重文 『金光明最勝王経』巻第六(下) 奈良時代(8世紀) 2巻のうち 徳川美術館

5 「東大寺西大門勅額」拓本 奈良時代(原品) 1幅 大谷大学博物館

6 「東大寺大仏蓮弁線刻図」拓本 奈良時代(原品) 1幅 大谷大学博物館

7 東大寺縁起 室町時代(16世紀) 1幅 奈良国立博物館

8 『三国祖師影』 平安時代(久安6=1150) 1巻 大谷大学博物館

9-1 四聖御影 室町時代(15世紀) 1幅 香雪美術館

9-2 四聖御影 江戸末～明治時代(19世紀) 1幅 東大寺

10 『続日本紀』巻第十七(智識寺行幸) 江戸時代(明暦3=1657) 20冊のうち 大谷大学図書館

11 『扶桑略記』抜萃(聖武受戒) 江戸時代(文政3=1820) 15冊のうち 大谷大学図書館

12 重文 『仏説七知経』(聖武天皇発願一切経) 奈良時代(天平6=734) 1巻 檀王法林寺

13
『瑜伽師地論』巻第三十七
(光明子発願一切経)

奈良時代(天平11=739) 1巻 大谷大学博物館

14
『十誦律』巻第二十五
(称徳天皇発願一切経)

奈良時代(神護景雲2=768) 1巻 京都国立博物館

15-1 『日本書紀』巻第十九(仏教公伝) 安土桃山時代(慶長年間：17世紀) 30冊のうち 国立公文書館

15-2 『日本書紀』巻第十九(仏教公伝) 江戸時代(文政13〈天保元〉=1830) 20冊のうち 大谷大学図書館

16-1 国宝 『日本書紀』巻第二十二(三宝興隆詔) 平安時代(10～11世紀) 1巻 京都国立博物館

16-2 『日本書紀』巻第二十二(三宝興隆詔) 室町時代(明応5=1496) 25冊のうち 穂久邇文庫

17-1 重文 『続日本紀』巻第十五(道慈卒伝) 鎌倉時代(13世紀) 40巻のうち 名古屋市蓬左文庫

17-2 『続日本紀』巻第十五(道慈卒伝) 江戸時代(明暦3=1657) 20冊のうち 大谷大学図書館

18 『大唐西域記』巻第二 平安時代(大治元=1126) 1帖 大谷大学博物館

19-1 国宝 『日本書紀』巻第二十二(須弥山造像法) 平安時代(10～11世紀) 1巻 京都国立博物館

19-2 『日本書紀』巻第二十二(須弥山造像法) 室町時代(明応5=1496) 25冊のうち 穂久邇文庫

20-1 『日本書紀』巻第二十六(須弥山) 室町時代(明応5=1496) 25冊のうち 穂久邇文庫

20-2 『日本書紀』巻第二十六(須弥山) 安土桃山時代(慶長年間：17世紀) 30冊のうち 国立公文書館

21-1 『須弥山図解』 江戸時代(文化6=1809) 1冊 大谷大学図書館

21-2 須弥山ノ図 江戸時代(18世紀) 1幅 龍谷大学大宮図書館

21-3 須弥山図 江戸時代(18世紀) 1幅 龍谷大学大宮図書館

21-4 須弥山儀 江戸時代(嘉永3=1850) 1基 龍谷大学大宮図書館

22 『隋書』巻第八十一 中国・明時代(万暦23=1595) 20冊 京都大学附属図書館

23 『大智度論』巻第十 朝鮮・高麗時代 4995帖のうち 大谷大学図書館

24 京都市指定 『大般若波羅蜜多経』巻第三百二 鎌倉時代(13世紀) 600巻のうち 久多自治振興会

25 『万葉集』巻第一 江戸時代(寛永20=1643) 20冊のうち 大谷大学博物館

26 『懐風藻』 江戸時代(天和4=1684) 1冊 西尾市岩瀬文庫

「仏法東帰－大仏開眼へのみち－」
大谷大学博物館２０２２年度特別展

２０２２年１０月１１日(火)～１１月２８日(月)

時代 員数 所蔵

Ⅱ 仏教公伝
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Ⅰ 大仏開眼



27-1 聖徳太子二王子像(冷泉為恭筆) 江戸時代(19世紀) 1幅 大谷大学博物館

27-2 聖徳太子二王子像(和田貫水筆) 明治時代(明治30=1897) 1幅 奈良国立博物館

28 重文 聖徳太子孝養像 鎌倉時代(14世紀) 1幅 香雪美術館

29-1 『日本書紀』巻第二十二(十七条憲法) 安土桃山時代(慶長年間：17世紀) 30冊のうち 国立公文書館

29-2 『日本書紀』巻第二十二(十七条憲法) 江戸時代(文政13〈天保元〉=1830) 20冊のうち 大谷大学図書館

30 『聖徳太子憲法』 室町時代(文亀2=1502) 1冊 西尾市岩瀬文庫

31 『日本高僧伝要文抄』第三 江戸時代(文政9=1826) 1冊 大谷大学図書館

32-1 重文 『三宝絵』中巻 平安時代(保安元=1120) 1帖 名古屋市博物館

32-2 『三宝絵詞』巻中 大正時代(大正3=1914) 3冊のうち 京都大学附属図書館

33-1 重文 『唐大和上東征伝』 平安時代(12世紀) 1帖 大東急記念文庫 10/11～22

33-2 『唐大和上東征伝』 江戸時代(前期) 1冊 西尾市岩瀬文庫 10/24～29

34 『伝述一心戒文』巻中 江戸時代(寛永15=1638) 3冊のうち 大谷大学図書館

35 『経国集』巻第十 江戸時代(17世紀) 1冊 西尾市岩瀬文庫

36 『雑集』 明治時代(明治8=1875) 1帖 国立国会図書館

37-1 『聖徳太子伝暦』 室町時代(文明16=1484) 2冊のうち 東大寺図書館

37-2 『聖徳太子伝暦』 江戸時代(寛永5=1628) 2冊のうち 大谷大学図書館

38 『皇太子聖徳奉讃』 鎌倉時代(13世紀) 1面 大谷大学博物館

Ⅲ 聖徳太子信仰と聖武天皇


