
京都文化博物館総合展示「聖護院門跡の名宝ー門跡と山伏の歴史ー」　出品一覧

前期：22001155年33月2211日～44月1122日　　後期：44月1144日〜55月1100日

会場：京都文化博物館２階展示室「京の至宝と文化」

№ 指定 筆者等 名　　　　称 材質 時代 員数 所蔵 期間

31
冷泉為恭
(1823-64)模写

役行者前後鬼・八大童子像 絹本着色 江戸・弘化5年(1848) １幅 聖護院 通期

39
三井曼荼羅（本寺三宝）・
修験五祖像

絹本着色 江戸・天保14年(1843) 双幅 聖護院 通期

49 不動明王二童子像 絹本着色 室町時代 １幅 聖護院 通期

125
狩野探幽
(1602-74)筆

友ヶ島図 絹本着色 江戸・万治4年(1661) １巻 聖護院 通期

134
積善院宥雅
（1625-1707）筆

護持僧次第 紙本墨書 江戸・明暦2年（1656） １巻 聖護院（86箱76号） 通期
＊巻き替え

135 夜居関係文書集 紙本墨書 江戸時代 １巻 聖護院（85箱1号-②） 通期

136 四天王寺別当職文書集 紙本墨書 江戸時代 １巻 聖護院（83箱1号） 通期

137
観応二年九月廿七日
　足利尊氏御内書

紙本墨書 南北朝・観応2年（1351) １通 聖護院（134箱2号） 通期

138
十一月廿四日
　足利義満御内書

紙本墨書 室町時代 １幅 聖護院（83箱4号） 通期

139
応安七年十二月廿五日
　園城寺長吏御教書

紙本墨書 南北朝・応安7年（1374) １通 聖護院（85箱10号） 通期

140 ◎ 大島本　源氏物語 紙本墨書 室町・永禄7年（1564） 古代学協会

聖護院道増
（1508-71）筆

	 　桐壺 １冊 前期

聖護院道澄
（1544-1608）筆

	 　夢浮橋 １冊 後期

141 照高院興意様関東御下向略記 紙本墨書 江戸・慶長14年（1609) １帖 聖護院（93箱1号） 後期

142
道尊親王・道祐親王江戸御
下向記

紙本墨書
江戸・元禄6年（1693)、
貞享4年（1687)

１冊 聖護院（93箱8号） 後期

143
十月廿六日
　豊臣氏奉行人連署書状

紙本墨書 桃山時代 １幅 聖護院（134箱55号） 通期

144 ◎
後陽成天皇
(1571-1617)宸翰

初冬廿日
　後陽成天皇宸翰消息

紙本墨書 桃山時代 １幅 聖護院 後期

145
寛文六年正月十三日
　道晃親王知行宛行状

紙本墨書 江戸・寛文6年（1666) １幅 聖護院（134箱14号） 通期

146
宝永六年六月十八日
　道承親王二品位記

紙本墨書 江戸・宝永6年（1709) １巻 聖護院（77箱28号） 前期

147
宝暦五年十月廿六日
　増賞親王二品位記

紙本墨書 江戸・宝暦5年（1755) １巻 聖護院（77箱30号） 後期

148 聖護院御門跡日々記 紙本墨書 江戸・寛永16年（1639） １冊 聖護院（81箱10号） 前期

149 御日録 紙本墨書
江戸・元文3年（1738)、
宝暦4年（1754)～明和2
年（1765)

７冊 聖護院（1箱1～7号） 通期

150 五流修験関係史料

　万治元年八月十三日
　　聖護院門跡令旨

紙本墨書 江戸・万治元年（1658) １通 前期

　元禄十一年四月廿九日
　　三山検校宮令旨

紙本墨書 江戸・元禄11年（1698) １通 前期

　寛延三年九月二日
　　聖護院宮令旨

紙本墨書 江戸・寛延3年（1750) １通 後期

151 聖護院印章類 木製 江戸時代〜近代 ６顆 聖護院 通期

　双郭長方印
　　「熊野三山検校」

聖護院（157箱1号） 通期

　長方角切印
　　「勝軍地蔵尊」

聖護院（157箱20号） 通期



　方印「評席之印」 聖護院（157箱23号） 通期

　方印「本山修験」 聖護院（157箱50号） 通期

　長方印「福豆」 聖護院（157箱71号） 通期

　火焔宝珠 聖護院（157箱72号） 通期

152 先達仲間記録箱 木製 江戸・天明2年（1782) １合 聖護院（91箱） 通期

153 現参牒　第一 紙本墨書
江戸・元禄8年（1695)～
享保3年（1718)

１冊 聖護院（91箱1号） 通期

154
積善院尊雅
（1555-?）筆

葛城手日記并坊布施式等 紙本墨書 桃山・慶長13年（1608) １帖 聖護院（83箱15号） 通期

155
積善院浄雅
（1625-1707）筆

慶安四年　峯中記 紙本墨書 江戸・慶安4年(1651) １冊 聖護院（90箱2号） 前期

156 峯中秘所並靡次第 紙本墨書 江戸・正徳3年(1713) １冊 聖護院（90箱10号） 後期

157 深仙灌頂血脈 紙本墨書 江戸・天保10年（1839) １通 聖護院（90箱28号） 通期

159 修験道所用具 聖護院 通期

　鉄	 入峯斧 江戸・貞享4年(1687) １柄 通期

　木製	 金剛杖 江戸・元禄6年（1693） １柄 通期

　黒漆塗	 菊花唐草文
　　板笈

江戸時代 １背 通期

　法螺貝 江戸時代 １口 通期

　朱漆塗　法具櫃 江戸時代 １合 通期

160 雄仁親王入峯装束 聖護院 通期

　行者頭巾 江戸時代 通期

　忍摺　鈴懸 江戸時代 通期

　結袈裟 江戸時代 通期

　螺緒 江戸時代 通期

161 ◎
光格天皇
(1771-1840)宸翰

寛政十一年正月廿五日
　神変大菩薩諡号勅書

紙本墨書 江戸・寛政11年(1799) １幅 聖護院 前期

162 ◎ 山城国富家殿山絵図 紙本着色 南北朝時代 １幅 聖護院 前期

163 長谷村御殿内山之図 紙本着色 江戸・明和4年（1767) １舗 聖護院（129箱4号） 後期

165
伊勢貞親
(1417-73)筆

応仁元年八月三日
　伊勢貞親太刀寄進状

紙本墨書 室町・応仁元年（1467) １通 聖護院（163箱10号） 通期

166
明応八年八月五日
　室町幕府下知状

紙本墨書 戦国・明応8年（1499) １通 聖護院（83箱7号） 通期

167
天正十六年正月
　豊臣秀次禁制

紙本墨書 桃山・天正16年（1588) １通 聖護院（158箱2号） 通期

168
寛文八年十二月廿六日
　江戸幕府修験定書
　（本山・当山事）

紙本墨書 江戸・寛文8年（1668） １通 聖護院（83箱25号①） 後期

169
貞享元年七月四日
　江戸幕府修験定書
　（本山・羽黒山伏事）

紙本墨書 江戸・貞享元年（1684） １通 聖護院（83箱25号②） 後期

No.は図録『聖護院門跡の名宝』による。

指定欄の◎は重要文化財を指す。

聖護院文書○箱△号は、所蔵欄に　聖護院（○箱△号）のように記した。


