
空海の足音　四国へんろ展［徳島編］　出品目録

※番号は、図録の掲載順に対応しており、展示の順序とは一致しません。
※展示期間は、諸般の事情により変更になる場合があります。

番　号 音　声
ガイド
番　号

資料名 指定 時代 所蔵 展示期間

1 （プロローグ）

第1幕　空海と弘法大師信仰

　第1場　空海の足跡

1 2 弘法大師坐像 重文 鎌倉 奈良　元興寺

2 弘法大師坐像 徳島県指
定

室町 徳島　焼山寺（12）

3 弘法大師坐像 徳島県指
定

室町 徳島　熊谷寺（8）

4 3 高野大師行状図画　巻一 重文 鎌倉 兵庫　白鶴美術館 11/5～11/30（23日間）
10/25～11/3はパネル展示

5 弘法大師行状絵巻 巻二、十 桃山 大阪　和泉市久保惣記
念美術館

巻二：10/25～11/16（20日間）
巻十：11/18～30（12日間）

6 4 弘法大師行状曼荼羅　巻三、四 徳島県指
定

江戸 徳島　長楽寺

7 恵果阿闍梨像 重文 鎌倉 和歌山　西生院 11/18～30（12日間）

8 板彫八祖像　8面のうち不空、空海 重文 鎌倉 高知　金剛頂寺（26） 不空：10/25～11/16（20日間）
空海：11/18～30（12日間）

9 5 金剛般若経開題残巻（三十八行） 国宝 平安 奈良　奈良国立博物館 10/25～11/9（14日間）

10 6 性霊集　巻二、四 重文 鎌倉 京都　醍醐寺 巻二：10/25～11/16（20日間）
巻四：11/18～30（12日間）

11 東大寺別当次第 南北朝 奈良　東大寺 11/18～30（12日間）

12 真言院再興略記 鎌倉 奈良　東大寺 10/25～11/16（20日間）

13 密教法具 重文 鎌倉 愛媛　真光寺

14 別尊雑記　巻六、二十六 重文 平安～南
北朝

京都　仁和寺 巻六：10/25～11/16（20日間）
巻二十六：11/18～30（12日間）

　第2場　末法・浄土と大師信仰

15 7 弥勒菩薩坐像 重文 鎌倉 徳島　東林院

16 弥勒菩薩坐像碑拓本 （原品
徳島県指

（原品
平安）

徳島　徳島県立博物館

17 聖衆来迎図 重文 鎌倉 徳島　雲辺寺（66） 11/18～30（12日間）

18 阿弥陀如来坐像碑拓本 （原品
徳島県指

（原品
平安）

徳島　徳島県立博物館

19 8 紺紙金銀字一切経（中尊寺経）
　妙法蓮華経巻第四
　涅槃経後分巻上

国宝 平安 和歌山　金剛峯寺 妙法蓮華経巻第四：10/25～11/9
（14日間）
涅槃経後分巻上：11/11～24（13
日間）

20 9 高野山奥之院出土遺物　天永四年在銘比丘
尼法薬埋納経塚遺物

重文 平安 和歌山　金剛峯寺

21 高野山奥之院出土遺物　御廟及び周辺出土
品

重文 平安 和歌山　金剛峯寺

22 南保又二郎納骨遺品 重文 鎌倉 和歌山　金剛峯寺

23 町石建立供養願文 重文 鎌倉 和歌山　金剛峯寺 10/25～11/16（20日間）

24 野山名霊集 明治か 徳島　大日寺（4） 11/18～30（12日間）

25 細川成之書状 徳島県指
定

室町 徳島　徳島県立博物館

　第3場　霊場の誕生

26 阿波国大瀧寺所領注進状 平安 徳島　太龍寺（21）

27 太龍寺縁起（阿波国太瀧寺縁起写、舎心山
太龍寺縁記写）

江戸 徳島　太龍寺（21）

28 阿波志巻七 徳島県指
定

江戸 徳島　徳島市立徳島城
博物館

29 大般若経巻四、一五四 平安 徳島　高越寺

会期　平成26年10月25日～11月30日
会場　徳島県立博物館
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30 高越寺経塚出土遺物 平安 徳島　高越寺

31 地蔵寺経塚出土遺物 板野町指
定

平安 徳島　地蔵寺（5）

第2幕　道行く聖と四国遍路の形成

　第1場　四国辺地・辺路と聖

32 考訂今昔物語　和朝部 江戸 徳島　徳島県立博物館

33 仏名院所司目安案（写真） （原品
国宝）

（原品
鎌倉）

京都　醍醐寺

34 10 大般若経巻二〇八 徳島県指
定

南北朝 徳島　勧善寺

35 11 空也上人立像 重文 鎌倉 愛媛　浄土寺（49）

36 阿波志巻十一 徳島県指
定

江戸 徳島　徳島市立徳島城
博物館

37 12 重源上人坐像 重文 鎌倉 兵庫　浄土寺

38 名号板碑拓本 （原品
南北朝）

徳島　徳島県立博物館

39 六角宝幢形経筒 室町 神奈川　個人

40 三十二番職人歌合（模本） 江戸 徳島　徳島県立博物館

　第2場　熊野信仰と山伏

41 13 唐花唐草蒔絵手箱及び内容品（熊野速玉大
社古神宝類）

国宝 南北朝 和歌山　熊野速玉大社

42 仙光寺文書 南北朝・
室町

徳島　仙光寺

43 阿波国念行者修験道法度写（古文書集三） 江戸 徳島　小松島市

44 懸仏 神山町指
定

室町 徳島　焼山寺（12）

45 熊野権現影向図 江戸 徳島　東福寺美術館

46 熊野観心十界図 江戸 徳島　大日寺（4）

47 蔵王権現懸仏 室町 愛媛　前神寺（64）

48 笈 室町 奈良　奈良国立博物館

　第3場　霊場と信仰の諸相

49 阿弥陀画像板碑 鎌倉～南
北朝

徳島　阿南市教育委員
会

50 14 法眼尊忍御影堂陀羅尼田寄進状（続宝簡集
巻五）

国宝 鎌倉 和歌山　金剛峯寺 11/18～30（12日間）

51 三千仏名経 勝浦町指
定

室町 徳島　鶴林寺（20）

52 漆塗三脚盤 重文 南北朝 高知　最御崎寺（24）

53 柿経・笹塔婆 室町～江
戸

愛媛　岩屋寺（45）

54 薬師如来坐像懸仏 南北朝 高知　清瀧寺（35）

55 両界曼荼羅図 徳島県指
定

南北朝 徳島　極楽寺（2）

56 両界曼荼羅図 板野町指
定

室町 徳島　金泉寺（3） 10/25～11/16（20日間）

57 三千仏図 神山町指
定

室町 徳島　焼山寺（12） 11/18～11/30（12日間）

58 釈迦三尊像 重文 鎌倉 徳島　立江寺（19） 10/25～11/16（20日間）

59 釈迦三尊像 重美 室町 徳島　鶴林寺（20） 11/18～30（12日間）

60 15 日光・月光菩薩立像 徳島県指
定

平安 徳島　井戸寺（17）

61 薬師如来立像 重文 平安 高知　国分寺（29）

62 地蔵菩薩立像 重文 平安 香川　善通寺（75）
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第3幕　四国遍路の定着と展開

　第1場　札所巡礼の成立

63 16 鰐口（複製） （原品
高知県指

（原品
室町か）

高知　高知県立歴史民
俗資料館

64 17 予州安養寺霊宝由来（石手寺刻板） 室町 愛媛　石手寺（51）

65 弘法大師由来（弘法大師御伝記） 江戸 香川　個人

66 18 駅路寺文書 上板町指
定

桃山 徳島　安楽寺（6）

67 廻り手形 江戸 香川　個人

68 阿波名所図会　上 江戸 徳島　徳島県立博物館

69 奉納四国中辺路日記 江戸 愛媛　伊方町町見郷土
館

70 19 四国徧礼道指南 江戸 香川　個人

71 真念道標（標石） 上板町指
定

江戸 徳島　上板町（安楽寺
保管）

72 四国霊場記 江戸 徳島　安楽寺（6）

73 南山和尚頂相 江戸 徳島　藤井寺（11）

74 地蔵寺文書 江戸 徳島　地蔵寺（5）

75 鶴林寺文書・聖教 桃山～江
戸

徳島　鶴林寺（20）

　第2場　旅の世界

76 新板大字四国遍路道しるべ（四国徧礼道指
南増補大成）

江戸 徳島　徳島県立博物館

77 四国霊験奇応記 江戸 徳島　四国大学附属図
書館

78 四国徧礼絵図 江戸 徳島　四国大学附属図
書館

79 四国八拾八ヶ所道案内記百万遍開元 江戸 徳島　個人

80 20 四国徧礼絵図 江戸 徳島　徳島県立博物館

81 四国徧礼絵図 江戸 徳島　個人

82 四国徧礼絵図 江戸 徳島　個人

83 四国徧礼絵図 江戸 徳島　個人

84

85 四国八拾八所徧礼之図（遍路姿） 江戸 徳島　個人

86 南海道名所志 江戸 徳島　徳島県立博物館

87 金草鞋十四編　四国偏路 江戸 徳島　徳島県立博物館

88 四国旅日記 江戸 徳島　徳島県立博物館

89 21 四国辺路過去帳 江戸 徳島　地蔵寺（5）

　第3場　四国遍路の近代

90 冨士谷家文書 明治 徳島　徳島市立徳島城
博物館

91 八十八箇所四国霊場誘導記 明治 徳島　四国大学附属図
書館

92 八十八ヶ所四国霊験記図会 明治 徳島　四国大学附属図
書館

93 22 霊験譚奉納額 明治 徳島　国分寺（15）

94 葉書 明治 徳島　長谷寺

95 札所と名所　四国遍路 昭和 徳島　徳島県立博物館

96 四国遍路八十八所巡礼地図 大正 徳島　徳島県立博物館

97 四国霊場大観 昭和 徳島　四国大学附属図
書館

98 納経帳 昭和 徳島　徳島県立博物館

99 遍路の記念写真（複写） （原品
昭和）

徳島　個人
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100 伊予鉄巡拝バス関係資料 昭和 徳島　大日寺（4）

第4幕　四国遍路の周縁

101 23 盛家旧蔵巡礼資料 江戸 徳島　徳島県立博物館

102 24 笈 江戸 徳島　東福寺美術館

103 養性軒十六詩画巻 徳島市指
定

江戸 徳島　徳島市立徳島城
博物館

104 納経帳残欠 江戸 徳島　安楽寺（6）

105 那伊瀬権現夢想託宣記 那賀町指
定

江戸 徳島　宇奈為神社

106 象頭山参詣道紀州加田ヨリ讃岐廻并播磨名
勝附

江戸 徳島　徳島県立博物館

107 金毘羅参詣名所図会 江戸 徳島　徳島県立博物館

108 西国順礼の道の記・高野詣の記 江戸 徳島　徳島県立博物館

109 伊勢参詣記 江戸 徳島　徳島県立博物館

110 納経帳 江戸 徳島　徳島県立博物館

111 端四国八十八ヶ所絵図 江戸 徳島　個人

112 阿州三十三番観音巡礼記 江戸 徳島　徳島県立博物館

113 四国霊場八十八ヶ所新写偏礼道案内記 江戸 徳島　徳島県立博物館

第5幕　信仰と美―札所の文化財―

114 仏舎利 徳島　霊山寺（1）

115 不動明王立像 鎌倉 徳島　金泉寺（3）

116 釈迦御一代記図会（釈尊御一代記図会） 明治 徳島　大日寺（4）

117 弘法大師誕生会式 明治 徳島　大日寺（4）

118 金光明最勝王経 江戸 徳島　大日寺（4）

119 高祖大師装束 江戸 徳島　地蔵寺（5）

120 弘法大師御衣 江戸 徳島　法輪寺（9）

121 十大弟子図 江戸 徳島　熊谷寺（8）

122 十大弟子図 現代 徳島　熊谷寺（8）

123 紺紙金字妙法蓮華経 鎌倉 徳島　切幡寺（10）

124 チベットの密教法具 9～10世
紀

徳島　切幡寺（10）

125 阿弥陀如来立像 江戸 徳島　大日寺（13）

126 降三世明王像 徳島市指
定

鎌倉 徳島　常楽寺（14） 11/18～11/30（12日間）

127 薬師三尊十二神将像 徳島市指
定

鎌倉 徳島　常楽寺（14） 10/25～11/16（20日間）

128 25 神形坐像 鎌倉・室
町か

徳島　恩山寺（18）

129 26 不動明王坐像 室町 徳島　太龍寺（21）

130 薬師三尊十二神将像 江戸 徳島　平等寺（22）

131 星曼荼羅図 室町 徳島　薬王寺（23）

132 獅子牡丹文居箱・香炉箱 中近世 和歌山　如意輪寺

133 伝空海筆般若心経（隅寺心経、鼠跡心経） 奈良ほか 和歌山　如意輪寺

27 （エピローグ）

第6幕　四国遍路のいま―写真家三好和義が撮る「遍路の旅」―

写真 現代 三好和義
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