
仁 和 寺 霊 宝 館 名 宝 展 目 録 （ 於霊宝館 ）
期間 ： 令和 ２年 ７ 月 20日 ～ ８ 月 30日 午前 ９時～午後 ５ 時 (受 付 ４ 時 30分 ま で )

●彫刻
１○国宝 阿弥陀如来及び両脇侍像 (彫２ ) ３躯 平安時代
２特国宝 薬師如来坐像 (7月 21日 ～ 26日 まで )１躯 平安時代
３○重文 多聞天像 １躯 平安時代
４○重文 吉祥天立像 １躯 平安時代
６○重文 悉達太子坐像 (7月 28日 ～ 8月 30日 まで )１躯 鎌倉時代
７○重文 文殊菩薩坐像 １躯 鎌倉時代
８○ 持国天立像 １躯 平安時代
９○ 童子経本尊坐像 １躯 江戸時代
10○ 不動明王坐像 １躯 江戸時代
11○ 観賢大僧正坐像 １躯 江戸時代
12○ 愛染明王坐像 １躯 江戸時代
13○ 徳川家光像 １躯 江戸時代
14○ 多宝塔 １基 江戸時代
15○ 顕証上人坐像 １躯 江戸時代
16○ 観音菩薩坐像 １躯 不 詳
●絵画
17◇ 国宝 孔雀明王像 (8月 4日 ～ 8月 16日 まで )１幅 北宋時代
18◇ 守覚法親王像 １幅 鎌倉時代
19◇ 不動明王像 １幅 室町時代
20◇ 四大明王像 ２幅 室町時代
21◇ 大威徳明王像 １幅 鎌倉時代
22◇ 孔雀明王像 １幅 室町時代
23◇ 弘法大師像 １幅 江戸時代
24◇ 宇多法皇像 原在中筆１幅 江戸時代
25◇ 覚法法親王 １幅 江戸時代
26◇ 深仁法親王像 原在中筆１幅 江戸時代
27◇ 愛染明王像 １幅 江戸時代
28◎ 涅槃図 １幅 江戸時代
29◇ 孔雀明王像 孝源筆１幅 江戸時代
30◇ 孔雀明王像 源證筆１幅 江戸時代
31◇ 小松宮彰仁親王像 １幅 明治時代
32◇ 孔雀明王像 （ 7月 21日 ～ 8月 2日 ･18日 ～ 30日 まで )１幅 現 代
●書跡
33◇ 国宝 高倉天皇宸翰消息 ※後期１幅 平安時代後期
34◇ 国宝附守覚法親王消息 ※前期１幅 平安時代後期
35◇ 国宝 医心方 (第１ ･９ ) ２帖 平安時代前期
36◇ 国宝 御室相承記 (巻 ４高野御室 ) １巻 鎌倉時代
37◎ 重文 紺表紙小双紙 ※後期２帖 平安時代
38◇ 重文 孔雀経中・下 ２巻 平安時代
39◇ 重文 孔雀明王同経壇具等相承起請文 １巻 平安後期～鎌倉
40◇ 重文 別尊雑記 ５巻 平安・室町
41◇ 重文 孔雀経法記 １帖 鎌倉時代
42◎ 重文 孔雀経法則 他 ※後期４帖 鎌倉時代
43◇ 重文 高倉天皇宸翰写 ※前期１巻 江戸時代
44◇ 細字孔雀経・ 細字理趣経 ２巻 鎌倉時代
45◎ 遍照発揮性霊集巻第四 ･七 １冊 室町時代
46◎ 孔雀経法 １帖 江戸時代
47◎ 孔雀経法祈願 １紙 江戸時代
48◎ 地蔵法 １帖 江戸時代
49◎ 龍供 １帖 江戸時代
50◎ 節分夜星供神分 １帖 江戸時代
51◎ 法用 １帖 江戸時代
52◎ 仏生会 １帖 江戸時代
53◎ 不動供養法 １帖 江戸時代
54◎ 尊像十巻鈔裏書心覚抄 ２巻 江戸時代
55◎ 不動尊下絵 １紙 江戸時代
56◇ 仁和寺御伝 ２帖 江戸時代
57◇ 右記 ･左記 ･御記 １帖 江戸時代
58◎ 追記 １帖 江戸時代
59◇ 三僧記類聚 ６冊 江戸時代
60◎ 孔雀読経日記 ･大曼荼羅供日録 １帖 江戸時代
61◇ 平家物語 ２冊 江戸時代
62◎ 台記 ４冊 江戸時代
63◎ 三才図会 ６冊 明 代
64◎ 本草綱目 ６冊 江戸時代
●工芸
65○ 梵鐘 (金 21) １ 口 室町時代
●考古
66○ 八角円堂基壇遺材 １口 平安時代
○常設 ◎初展示 ◇数回展示 ※前期 8月 4日～ 8月 10日 ・後期 8月 11日 ～ 8月 30日


