
　

企画展「竹生島弁才天ー仏から神へ、その信仰の展開ー」

会期：2020年11月28日（土）～2021年１月17日（日）

  【前期展示（11/28～12/18）後期展示（12/19～1/17）】

・作品番号は、本展図録の番号と一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。

・出陳資料と展示期間は変更になる場合があります。

前期 後期

1 金光明最勝王経 10帖 紙本墨摺 各26.9×8.5 寛政年間（1789-1801）刊 江土観音堂蔵

2
不空羂索神變眞言經　上　下
（鉄眼版一切経のうち）

２冊 紙本墨摺 27.3×19.9 江戸時代18世紀刊 菅山寺蔵

3 大日経疏　巻5・16・17 ３冊 紙本墨摺 各24.6×15.5 江戸時代18～19世紀 菅山寺蔵

4 両界曼荼羅図 ２幅 絹本著色
胎蔵界129.8×103.4
金剛界130.2×104.8

室町時代16世紀 竹生島宝厳寺蔵

5 □ 妙音天像 土佐行広筆 １幅 絹本著色 79.2×41.2 応永15年（1408） 仁和寺蔵

6 妙音天像 １幅 絹本著色 73.2×33.3 室町時代16世紀 竹生島宝厳寺蔵

7 渓嵐拾葉集 １冊 紙本墨書 27.5×19.8 江戸時代18世紀
延暦寺（叡山文庫・
真如蔵）

8 渓嵐拾葉集 ３冊 紙本墨書 14.1～15.4×20.4～22.1 元禄14～15年（1701～02）頃
延暦寺（叡山文庫・
真如蔵）

9 弁才天三部経略疏 ４冊 紙本墨摺 各26.6×7.6 貞享４年（1687）刊
延暦寺（叡山文庫・
円覚蔵）

10 宇賀経 １冊 紙本墨書 12.6×17.8 文化12年（1815）
延暦寺（叡山文庫・
生源寺蔵）

11 宇賀弁才天像 １軀 木造　彩色　玉眼 像高30.3 鎌倉～南北朝時代14世紀 MIHO MUSEUM蔵

12 □ 弁才天十五童子像 １幅 絹本著色 80.1×42.0 南北朝時代14世紀 竹生島宝厳寺蔵

13 役行者像 １幅 絹本著色 97.0×41.1 室町時代16世紀 真蔵院蔵

14 弁才天十五童子像 １幅 絹本著色 87.1×39.5 室町時代15～16世紀 当館蔵

15 天川弁才天曼荼羅 １幅 絹本著色 103.7×38.0 室町時代15世紀 石山寺蔵

16 竹生島縁起 １巻 紙本墨書 32.6×683.5 室町時代15～16世紀 竹生島宝厳寺蔵

17 妙法蓮華経 ５巻 紺紙金字 巻８：27.7×819.5 平安時代12世紀 個人蔵

18 聖観音立像 １軀 木造　古色　彫眼 像高67.5 平安時代12世紀 竹生島宝厳寺蔵

19 ◎ 如意輪観音像 １幅 絹本著色 120.8×55.9 鎌倉時代14世紀 竹生島宝厳寺蔵

20 ◎ 別尊雑記　巻四十四 １巻 紙本墨書 31.4×328.2 平安時代12世紀 仁和寺蔵

21 別尊雑記　巻四十四 １巻 紙本墨書 31.1×335.4 元禄９年（1696）頃 仁和寺蔵

22 起請文木札　丁丑６月10日付 1札 150.2×10.5
丁丑（保元２年｟1157｠カ）
６月10日

滋賀県蔵

23 起請文木札　平治元年６月24日付 １札 220.9×13.0 平治元年（1159）６月24日 滋賀県蔵

24 起請文木札　永暦元年４月10日付 1札 171.2×9.1 永暦元年（1160）４月10日 滋賀県蔵

25 □ 日吉山王垂迹神曼荼羅 １幅 絹本著色 151.0×55.0 鎌倉時代14世紀 正源寺蔵

26 △ 日吉山王垂迹神曼荼羅 １幅 絹本著色 103.0×37.5 鎌倉時代14世紀 大津市歴史博物館蔵

27 △ 日吉山王二十一社本地仏像 19軀 木造　彩色　漆箔 像高16.5～30.0 南北朝～江戸時代14～17世紀 井口日吉神社蔵

28 ◎ 竹生嶋造営勧進状　正中３年３月日付 １巻 紙本墨書 41.7×451.0 正中３年（1326）３月 竹生島宝厳寺蔵

29 ◎ 無動寺集会事書案　元徳２年８月14日付 １通 紙本墨書 38.6×46.7 元徳２年（1330）８月14日 竹生島宝厳寺蔵

30 ◎
沙門良恵金銅十一面観音等施入状
貞和２年閏９月８日付

１通 紙本墨書 34.1×102.8 貞和２年（1346）９月８日 竹生島宝厳寺蔵

31 ◎ 竹生島衆徒等目安案　応永28年２月日付 １通 紙本墨書 36.5×58.5 応永28年（1421）２月 竹生島宝厳寺蔵

32 竹生島祭礼図 １幅 絹本著色 41.2×73.5 室町～江戸時代16～17世紀 個人蔵

33 ◎
蓮華会頭役差状　文明16年６月16日付
八木浜平内之子息宛

１通 紙本墨書 27.6×46.6 文明16年（1484）６月16日 竹生島宝厳寺蔵

34 ◎
蓮華会頭役差状　天文21年６月16日付
今井孫左衛門尉宛

１通 紙本墨書 26.8×42.4 天文21年（1552）６月16日 竹生島宝厳寺蔵
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35
蓮華会頭役差状　天文21年６月16日付
内保藤介宛

１通 紙本墨書 26.3×40.0 天文21年（1552）６月16日 布施美術館蔵

36
蓮華会産屋免状　安永９年６月17日付
島崎左近尉宛

１通 紙本墨書 45.5×58.7 安永９年（1780）６月17日 個人蔵

37
蓮華会鯰免状　安永９年６月17日付
島崎左近尉宛

１通 紙本墨書 45.5×58.4 安永９年（1780）６月17日 個人蔵

38
蓮華会産屋免状　文政３年６月17日付
西村助三尉宛

１通 紙本墨書 45.0×58.3 文政３年（1820）６月17日 個人蔵

39
蓮華会鯰免状　文政３年６月17日付
西村助三尉宛

１通 紙本墨書 45.0×59.5 文政３年（1820）６月17日 個人蔵

40 ◎ 蓮華会頭役門文録写 １冊 紙本墨書 24.2×16.7 江戸時代19世紀 竹生島宝厳寺蔵

41 △ 弁才天坐像（河路浜惣兵衛奉納） 重清作 １軀 木造　彩色　彫眼 像高38.5 弘治３年（1557） 竹生島宝厳寺蔵

42 弁才天坐像（菅浦東又二郎奉納）
鹿介、孫三、
清兵衛作

１軀 木造　彩色　彫眼 像高65.5 慶長19年（1614） 竹生島宝厳寺蔵

43 竹生嶋出現尊像 １幅 紙本墨摺 60.4×28.4 江戸時代19世紀 当館蔵

44 弁才天十五童子像 １幅 絹本著色 96.3×40.4 南北朝時代14世紀 浄信寺蔵

45 弁才天像 １幅 絹本著色 89.0×40.5 室町時代16世紀 真蔵院蔵

46 七福神図 １幅 紙本墨書淡彩 39.5×58.7 江戸時代19世紀 個人蔵

47 藩札 ３枚 紙本墨摺

「備中足守銀搒」16.4×3.9
「銀札」17.1×3.5
「茶切手」16.7×3.3

「備中足守銀搒」享保15年（1730）
「銀札」延享２年（1745）
「茶切手」弘化４年（1847）

個人蔵

48 ◎ 大洞弁財天祠堂金寄進帳 ４冊 紙本墨書 27.5×20.0 元禄８年（1695） 彦根城博物館蔵 前期：２冊 後期：２冊

49 弁才天坐像 １軀 木造彩色 像高64.5 南北朝時代14世紀 玉泉寺蔵

50 弁才天坐像 １軀 木造彩色 像高12.4 江戸時代 玉泉寺蔵

51 弁才天坐像 １軀 木造彩色 像高46.7 江戸時代18～19世紀 赤分寺蔵

52 弁才天坐像 １軀 木造彩色 像高33.0 江戸時代19世紀 大円寺蔵

53 弁才天十五童子像 １幅 絹本著色 94.8×38.3 江戸時代19世紀 当館蔵

宝厳寺唐門彩色復旧見取図 紙本著色 現代 竹生島宝厳寺蔵参考資料

　第３章　湖北に息づく弁才天信仰


