
【プロローグ　伝戒の師 鑑真和上】

番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

1 鑑真和上坐像（御身代わり） 一軀 平成25年（2013） 唐招提寺（奈良県奈良市）

2 舎利容器　伝鑑真和上将来 一基
鎌倉～南北朝時代

（13～14世紀）
輪王寺（栃木県日光市）

3 三鈷杵　伝鑑真和上将来 一口 鎌倉時代（13世紀） 龍興寺（栃木県下野市）

4 五鈷鈴　伝鑑真和上将来 一口 鎌倉時代（13世紀） 龍興寺（栃木県下野市）

【第１章　古代下野のすがた】

番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

5 藤原宮跡出土木簡 一枚 大宝3年（703） 奈良文化財研究所 ～10/2

6 藤原宮跡出土木簡（複製） 一枚 原資料：大宝3年（703） 当館（原資料：奈良文化財研究所） 10/4～

7 平城宮跡出土木簡 一枚 奈良時代（8世紀） 奈良文化財研究所 10/15～

8 （◉）那須国造碑（複製） 一基 原資料：飛鳥時代（7～8世紀）当館（原資料：笠石神社（栃木県大田原市））

9 那須官衙遺跡出土品 四点 奈良～平安時代（8～9世紀）那珂川町教育委員会

10 浄法寺廃寺跡出土軒丸瓦・軒平瓦 三点 飛鳥時代（7世紀） 那珂川町教育委員会

11 □ 菩薩立像 一軀 統一新羅時代（8世紀） 個人

12 西下谷田遺跡出土品 七点 飛鳥時代（7～8世紀） 栃木県教育委員会

13 前田遺跡出土品 二点 奈良時代（8世紀） 宇都宮市教育委員会

14 上神主・茂原官衙遺跡出土品 九点 飛鳥～平安時代（7～9世紀）上三川町教育委員会、宇都宮市教育委員会

15 下野国府跡出土品 十五点 奈良～平安時代 栃木県教育委員会、栃木市教育委員会

16 下野国分寺跡出土品 十五点 奈良～平安時代 下野市教育委員会、栃木県教育委員会

17 下野国分尼寺跡出土品 六点 奈良～平安時代 栃木県教育委員会

18 万葉集　巻十四（田中穣氏旧蔵典籍古文書） 一冊 江戸時代（17世紀） 国立歴史民俗博物館

19 万葉集　巻二十（田中穣氏旧蔵典籍古文書） 一冊 江戸時代（17世紀） 国立歴史民俗博物館

20 ◉ 元暦校本 万葉集　巻二十（古河本） 一冊 平安時代（12世紀） 東京国立博物館

【第２章　鑑真和上の来日と戒律の伝来】

番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

21 ◎ 東征伝絵巻　巻四、巻五 二巻 永仁6年（1298） 唐招提寺（奈良県奈良市） 巻四 巻五

22 唐大和上東征伝 一巻 鎌倉時代 教王護国寺（京都府京都市）

23 ◎ 鑑真和上三異事 一巻 保延7年（1141）
立命館大学アート・リサーチセンター

（京都府京都市）　

24 ◎ 大般若経 巻第二十三（和銅経） 一帖 和銅5年（712） 根津美術館（東京都）

25 ◎ 大般若経 巻第二百六十七（神亀経） 一巻 神亀5年（728） 根津美術館（東京都）

◉ =国宝　◎ =重要文化財　● =重要美術品　□ =県指定文化財

作品番号は本展覧会の図録番号と一致します。

作品の展示は必ずしも作品番号順ではありません。

一部の作品は展示替え・巻き替えがあります。

展示資料・展示期間は予告なく変更となる場合があります。



番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

26 ◎ 長屋王家木簡 六枚 奈良時代（8世紀） 奈良文化財研究所　 ２週間ごとに２枚ずつ

27 長屋王家木簡 三枚 奈良時代（8世紀） 奈良文化財研究所　 ２週間ごとに１枚ずつ

28 （◎）長屋王家木簡（複製） 二枚 原資料：奈良時代（8世紀）
奈良文化財研究所

（原資料：奈良文化財研究所）　

29 鑑真和上像 一幅 室町時代（14世紀） 東大寺（奈良県奈良市）　

30 鑑真和上像 一幅 江戸時代（17～18世紀） 唐招提寺（奈良県奈良市）

31 ◉ 薬師如来立像 一軀 奈良時代（8世紀） 唐招提寺（奈良県奈良市）

32 ◉ 伝獅子吼菩薩立像 一軀 奈良時代（8世紀） 唐招提寺（奈良県奈良市）

33 ◉ 伝増長天立像 一軀 奈良時代（8世紀） 唐招提寺（奈良県奈良市）

34 鑑真書状（正倉院文書）（複製） 一通 原資料：天平勝宝6年（754）
国立歴史民俗博物館

（原資料：宮内庁正倉院事務所）

35 ◎ 梵網経　巻下 一巻 天平勝宝9年（757） 京都国立博物館

36 四分律蔵　巻第四十三（五月一日経） 一巻 天平12年（740） 国立歴史民俗博物館

37 四分律音義 一巻 平安時代（9世紀） 宮内庁書陵部

38 聖武天皇像 一幅 室町時代（15世紀） 東大寺（奈良県奈良市）　

39 ◎ 日本高僧伝要文抄　巻三 一冊 建長元年（1249）・同3年増補 東大寺（奈良県奈良市）

40 山辺諸公手実（庫外正倉院文書） 一幅 天平20年（748） 国立歴史民俗博物館

41 ● 根本説一切有部毘奈耶雑事　巻第三十九（中聖武） 一巻 奈良時代（8世紀） 根津美術館（東京都）

42 賢愚経残巻（大聖武）（「古筆手鑑」のうち） 一点 奈良時代（8世紀） 宮内庁書陵部

43 大宝積経残巻（中聖武）（「古筆手鑑」のうち） 一点 奈良時代（8世紀） 宮内庁書陵部

44 妙法蓮華経残巻（伝光明皇后筆）（「古筆手鑑」のうち） 二点 平安時代（11世紀） 宮内庁書陵部

45 大般若経残巻（伝光明皇后筆）（「古筆手鑑」のうち） 一点 平安時代 宮内庁書陵部

46 阿闍世王経　巻下（五月一日経） 一巻 天平14年（742） 奈良国立博物館

47 ● 瑜伽師地論　巻第二十四（五月一日経） 一巻 天平11年（739） 根津美術館（東京都）

48 称徳天皇像 一幅 江戸時代（18世紀） 西大寺（奈良県奈良市）

49 ◎ 勅額（「唐招提寺」） 一面 奈良時代（8世紀） 唐招提寺（奈良県奈良市）

50 百万塔 一基 奈良時代（8世紀） 栃木県立宇都宮女子高等学校

51 ◎ 東大寺戒壇院厨子扉絵図像 一巻 平安時代（12世紀） 奈良国立博物館

52 ● 東大寺戒壇院厨子扉絵図像 二幅 鎌倉時代（13世紀） 奈良国立博物館

53 ◉ 東大寺戒壇院差図（東寺百合文書） 一枚 鎌倉時代（12～13世紀） 京都府立京都学・歴彩館（京都府京都市）

54 ◉ 観世音寺資財帳 上巻、下巻 二巻 延喜5年（905） 東京藝術大学（東京都） 上巻 下巻

55 観世音寺大伽藍図 一枚 江戸時代 福岡市博物館（福岡県福岡市）

56 観世音寺出土瓦 五点 奈良～平安時代（8～12世紀）観世音寺（福岡県太宰府市）

57 ◎ 観世音寺出土木簡 三枚 平安時代（9世紀） 九州歴史資料館（福岡県小郡市）

58 観世音寺出土品 十四点 奈良～江戸時代（8～17世紀）九州歴史資料館（福岡県小郡市）

59 ◎ 不空羂索観音菩薩立像　塑像頭部残片（像内納入品のうち） 四点 奈良時代（8世紀） 観世音寺（福岡県太宰府市）

60 不動明王立像（伝観世音寺由来） 一軀 平安時代（11～12世紀） 京都国立博物館

61 観世音寺村之内旧跡礎現改之図 一幅 文政3年（1820） 福岡市博物館（福岡県福岡市）

62 ◎ 大宰府政庁跡出土木簡 一枚 平安時代（9世紀） 九州歴史資料館（福岡県小郡市）

63 大宰府政庁跡出土軒丸瓦・軒平瓦 二点 奈良時代（8世紀） 九州歴史資料館（福岡県小郡市）

64 ◎ 大宰府政庁周辺官衙跡（不丁地区）出土木簡 七枚 奈良時代（8世紀） 九州歴史資料館（福岡県小郡市）

65 ◎ 大宰府政庁周辺官衙跡（蔵司西地区）出土木簡 二枚 飛鳥～奈良時代（7～8世紀） 九州歴史資料館（福岡県小郡市）

66 ◎ 大宰府学校院跡出土木簡 二枚 平安時代（9世紀） 九州歴史資料館（福岡県小郡市）

67 大野城太宰府口城門跡出土鬼瓦 一点 奈良時代（8世紀） 九州歴史資料館（福岡県小郡市）

【第３章　天下三戒壇 下野薬師寺の創建と発展】

番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

68 薬師寺縁起（天正本） 一巻 江戸時代（17～18世紀） 下野薬師寺（栃木県下野市）

69 薬師寺縁起（延宝本） 一巻 延宝7年（1679） 下野薬師寺（栃木県下野市）

70 日本書紀　巻三十 一冊 文政3年（1820） 当館

71 日本書紀　巻三十（田中穣氏旧蔵典籍古文書） 一冊 江戸時代 国立歴史民俗博物館

72 藤原鎌足・定慧・不比等像 一幅 永正10年（1513） 奈良国立博物館

73 藤原鎌足・定慧・不比等像 一幅 安土桃山時代（16世紀） 奈良国立博物館

74 ◎ 続日本紀　巻二 一巻 慶長19年（1614） 名古屋市蓬左文庫（愛知県名古屋市）

75 ◎ 続日本紀　巻三 一巻 慶長19年（1614） 名古屋市蓬左文庫（愛知県名古屋市）

76 ◎ 令義解　巻一（廣橋家旧蔵記録文書典籍類） 一巻 鎌倉時代（13世紀） 国立歴史民俗博物館

77 ◎ 日本霊異記　中巻 一巻 鎌倉時代（12～13世紀） 大須観音宝生院（愛知県名古屋市）



番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

78 下野寺鎮三綱牒（正倉院文書）（複製） 一通 原資料：天平勝宝6年（754）
国立歴史民俗博物館

（原資料：宮内庁正倉院事務所）

79 懐風藻（田中穣氏旧蔵典籍古文書） 一冊 延宝9年（1681） 国立歴史民俗博物館

80 下野薬師寺跡出土瓦 九点 飛鳥～平安時代（7～9世紀）下野市教育委員会、栃木県教育委員会

81 川原寺跡出土軒丸瓦・軒平瓦 二点 飛鳥時代（7世紀） 奈良文化財研究所

82 興福寺出土軒丸瓦・軒平瓦 四点 奈良時代（8世紀） 奈良文化財研究所

83 溝口廃寺跡出土軒平瓦 一点 奈良時代（8世紀） 姫路市教育委員会

84 下野薬師寺跡出土品 二十四点 奈良～平安時代 下野市教育委員会、栃木県教育委員会

85 落内遺跡出土品 八点 飛鳥～平安時代 下野市教育委員会

86 □ 一軀 奈良時代（8世紀） 龍興寺（栃木県下野市）

87 天平五年右京計帳（正倉院文書）（複製） 一巻 原資料：天平5年（733）
国立歴史民俗博物館

（原資料：宮内庁正倉院事務所）

88 天平十年駿河国正税帳（正倉院文書）（復元複製） 一巻 原資料：天平10年（738）
国立歴史民俗博物館

（原資料：宮内庁正倉院事務所）

89 ◎ 続日本紀　巻十七 一巻 鎌倉時代（13世紀） 名古屋市蓬左文庫（愛知県名古屋市）

90 ◎ 東大寺要録　巻六　 一冊 文明17年（1485） 東大寺（奈良県奈良市）

91 ◎ 東大寺要録　巻一 一巻 仁治2年（1241） 醍醐寺（京都府京都市）

92 ◉ 延喜式　巻二十一 一巻 平安時代（11世紀） 東京国立博物館

93 ◉ 権法務相続次第（東寺百合文書） 一巻 南北朝時代（14世紀） 京都府立京都学・歴彩館（京都府京都市）

【第４章　下野薬師寺と人物・信仰のひろがり】

番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

94 ◎ 七大寺年表　上巻 一巻 永万元年（1165） 大須観音宝生院（愛知県名古屋市）

95 ◎ 続日本紀　巻十九 一巻 鎌倉時代（13世紀） 名古屋市蓬左文庫（愛知県名古屋市）

96 ◎ 七大寺日記 一帖 建長7年（1255） 奈良国立博物館

97 ◎ 瑜伽師地論　巻第二十一（行信願経） 一巻 神護景雲元年（767） 京都国立博物館

98 ● 瑜伽師地論　巻第三十四（行信願経） 一巻 神護景雲元年（767） 根津美術館（東京都）

99 道鏡禅師坐像　籔内佐斗司作 一軀 令和2年（2020） 西大寺（奈良県奈良市）

100 ◎ 続日本紀　巻三十 一巻 鎌倉時代（13世紀） 名古屋市蓬左文庫（愛知県名古屋市）

101 ◎ 七大寺年表　下巻 一巻 永万元年（1165） 大須観音宝生院（愛知県名古屋市）

102 ◎ 日本霊異記　下巻 一巻 鎌倉時代（12～13世紀） 大須観音宝生院（愛知県名古屋市）

103 道鏡牒（正倉院文書）写 二通 江戸時代（19世紀） 龍興寺（栃木県下野市）

104 道鏡牒（正倉院文書）（複製） 三通
原資料：天平宝字6年（762）

・7年（763）

国立歴史民俗博物館

（原資料：宮内庁正倉院事務所）

105 道鏡牒（正倉院文書）（複製） 一幅 原資料：天平宝字7年（763）
国立歴史民俗博物館

（原資料：宮内庁正倉院事務所）

106 東弓削遺跡・由義寺塔跡出土品 十五点 奈良～平安時代（8～9世紀）八尾市文化財調査研究会

107 日光山縁起絵巻　巻一 一巻 正徳5年（1715） 輪王寺（栃木県日光市）

108 ◎ 勝道上人像 一面 正中2年（1325） 輪王寺（栃木県日光市）

109 勝道上人像 一幅 江戸時代 輪王寺（栃木県日光市）

110 ◎ 鉄錫杖　伝勝道上人所用 一柄 奈良～平安時代（8～9世紀）輪王寺（栃木県日光市）

111 ◎ 男体山頂出土品 九点 奈良～平安時代（8～9世紀）日光二荒山神社（栃木県日光市）

112 ◎ 性霊集　巻二 一巻 平安時代（12世紀）
武田科学振興財団杏雨書屋

（大阪府大阪市）

113 ◎ 性霊集　巻二 一帖 鎌倉時代（13世紀） 醍醐寺（京都府京都市）

114 □ 慈覚大師坐像 一軀 延宝4年（1676） 輪王寺（栃木県日光市）

115 元亨釈書　巻一、巻三、巻十三 三冊 江戸時代（17世紀） 輪王寺（栃木県日光市）

116 ◎ 性霊集　巻四 一帖 鎌倉時代（13世紀） 醍醐寺（京都府京都市）

117 薬師如来立像 一軀 平安時代（9世紀） 能満寺（栃木県宇都宮市）

118 □ 菩薩立像 一軀 平安時代（9世紀） 大関観音堂（栃木県宇都宮市）

【第５章　下野薬師寺の衰退と復興】

番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

119 続日本後紀　巻十八 一冊 江戸時代（17世紀） 宮内庁書陵部

120 類聚三代格　巻三 一冊 江戸時代（17世紀） 宮内庁書陵部

121 ◉ 下野薬師寺注進状（東大寺文書） 一通 寛治5年（1091） 東大寺（奈良県奈良市）

誕生釈迦仏立像



番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

122 ◉ 下野薬師寺僧慶順解（東大寺文書） 一通 寛治6年（1092） 東大寺（奈良県奈良市）

123 ◉ 東大寺領荘園文書並絵図等目録（東大寺文書） 一巻 大治5年（1130） 東大寺（奈良県奈良市）

124 ◉ 東大寺下野国寺領荘園文書注進状（東大寺文書） 一通 平安時代（12世紀） 東大寺（奈良県奈良市）

125 ◉ 東大寺文書出納日記（東大寺文書） 一通 応保元年（1161） 東大寺（奈良県奈良市）

126 慈猛上人像 一幅 江戸時代（19世紀） 下野薬師寺（栃木県下野市）

127 龍興寺戒壇縁起・慈猛上人行状記 一巻 享保10年（1725） 龍興寺（栃木県下野市）

128 ◎ 審海上人像　一山一寧賛 一幅 鎌倉時代（14世紀）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫保管

129 審海上人像（別本） 一幅 室町時代（14世紀）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫保管

130 ◉ 慈猛授審海許可灌頂印信紹文（金沢文庫文書） 一通 建長6年（1254）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

131 ◉ 慈猛授審海許可灌頂印信印明（金沢文庫文書） 一通 建長6年（1254）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

132 ◉ 慈猛授審海許可灌頂印信血脈（金沢文庫文書） 一通 建長6年（1254）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

133 ◎ 忍性菩薩像 一幅 鎌倉時代（14世紀）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫保管

134 忍性菩薩像 一幅 鎌倉～南北朝時代（14世紀）西大寺（奈良県奈良市）

135 ● 忍性書状 一通 弘長2年（1262） 神奈川県立金沢文庫（神奈川県横浜市）

136 ◉ 審海書状（称名寺聖教） 一通 文永4年（1267）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

137 ◉ 忍性書状（称名寺聖教） 一通 文永4年（1267）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

138 ◉ 北条顕時書状（金沢文庫文書） 一幅 鎌倉時代（13世紀）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

139 慈猛授栄賢伝法灌頂印信紹文写（下野薬師寺文書） 一通 江戸時代 下野薬師寺（栃木県下野市）

140 慈猛授栄賢両界伝法口決写（下野薬師寺文書） 一通 江戸時代 下野薬師寺（栃木県下野市）

141 慈猛流印信並口決目録（下野薬師寺文書） 一通 江戸時代 下野薬師寺（栃木県下野市）

142 意教・慈猛流印信並口決目録（下野薬師寺文書） 一通 江戸時代 下野薬師寺（栃木県下野市）

143 ◉ 護摩口決（称名寺聖教） 一冊 文永9年（1272）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

144 ◉ 金剛界私見聞（称名寺聖教） 一冊 文永10年（1273）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

145 ◉ 金剛頂一切如来真実摂大乗現証大教王経（称名寺聖教） 一冊 文永10年（1273）
称名寺（神奈川県横浜市）　

神奈川県立金沢文庫管理

146 鶏足寺世代血脈写（龍興寺文書） 一通 永享元年（1429） 龍興寺（栃木県下野市）

147 □ 薬師如来立像 一軀 建治4年（1278） 薬師寺（福島県南会津町）

148 足利尊氏像 一幅 室町時代（15世紀） 個人

149 地蔵菩薩像　足利尊氏筆 一幅 観応元年（1350） 当館

150 日課観音地蔵像　伝足利尊氏筆 二幅 南北朝時代（14世紀） 当館

151 三昧耶形道場指図並庭儀指図（下野薬師寺文書） 一枚 江戸時代（18～19世紀） 下野薬師寺（栃木県下野市）

152 印可道場指図（下野薬師寺文書） 一枚 江戸時代（18～19世紀） 下野薬師寺（栃木県下野市）

153 某荘厳図（下野薬師寺文書） 一枚 江戸時代（18～19世紀） 下野薬師寺（栃木県下野市）

154 某行列図（下野薬師寺文書） 一枚 江戸時代（18～19世紀） 下野薬師寺（栃木県下野市）

155 薬師如来坐像・不動明王立像・毘沙門天立像・十二神将像 十五軀
安土桃山～江戸時代

（16～17世紀）
下野薬師寺（栃木県下野市）

156 韋駄天立像 一軀 南北朝時代（14世紀） 下野薬師寺（栃木県下野市）

157 鑑真和上像　附伝来文書 二幅
室町時代（15世紀）　

附：嘉永3年（1850）
下野薬師寺（栃木県下野市）

【エピローグ　現代につながる信仰の場 下野薬師寺】

番号 指定 作　　品　　名 員数 時　　代 所 　 蔵 　 先
展示期間

9/17～10/10 10/12～10/30

158 唐招提寺薬師如来立像　復元模刻　宮木菜月作 一軀
平成29年（2017）

（原像：奈良時代（8世紀））
唐招提寺（奈良県奈良市）
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