
生誕800年・佐渡入国750年記念「日蓮聖人と法華文化」（山梨会場）展示リスト
2021.10.7版

※展示期間に記載のないものは通期展示

指定 資料名称 員数 材質 時代 所蔵者 展示期間

１　日蓮の思想と生涯

1 日蓮聖人坐像 1躯 木造彩色 室町時代　16世紀 新潟県（長岡市）・大栄寺

2 日蓮聖人真蹟断片 1幅 紙本墨書 鎌倉時代　13世紀 新潟県（長岡市）・大栄寺

4 日蓮聖人像（波木井の御影） 1幅 紙本著色 室町時代　16世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

5 日蓮聖人像 1幅 絹本著色 室町時代　16世紀 石川県（珠洲市）・本住寺 11/3～23

6 山梨県指定 日蓮聖人像 1幅 紙本著色 桃山時代　17世紀 山梨県（身延町）・本遠寺 11/3～23

7 日蓮聖人像 1幅 紙本著色 天保3年（1832） 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

8 釈迦如来坐像 1躯 木造 鎌倉時代　13世紀
山梨県（身延町）・本国寺
東京国立博物館寄託

9 山梨県指定 釈迦如来立像 1躯 木造 文永3年（1266） 山梨県（身延町）・本遠寺

11 釈迦三尊像 3幅対 紙本著色 室町時代　16世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

12 重要文化財 釈迦八相図 3幅 絹本著色 鎌倉時代　14世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 11/3～23

13 仏涅槃図 1幅 絹本著色
鎌倉末～南北朝時代　14世
紀

新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23

14 仏涅槃図 1幅 絹本著色 文政11年（1828） 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

15 法華三部経　附　楼閣人物経箱 8巻 紺紙金泥 平安時代末　12世紀 新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23

16 重要文化財 細字法華経 1巻 紙本墨書 元徳3年（1331） 新潟県（佐渡市）・妙宣寺 10/2～25

17 山梨県指定 明版法華経 7冊 紙本木版墨刷 景泰2年（明代　1451） 山梨県（身延町）・久遠寺 10/27～11/23

19 鬼子母神十羅刹女像 1幅 絹本著色 桃山時代　16世紀後半
新潟県（三条市）・本成寺
東京国立博物館寄託

11/3～23

20 鬼子母神十羅刹女像 1幅 絹本著色 元亀3年（1572）
富山県（富山市）・妙伝寺
石川県七尾美術館寄託

10/2～11/1

21 甲州市指定 三十番神像 1幅 絹本著色 鎌倉時代　14世紀 山梨県（甲州市）・立正寺 10/2～11/1

23 三十番神像 1幅 絹本著色 桃山時代　16世紀後半 新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23

24 天台大師像 1幅 紙本著色 江戸時代　17～18世紀 山梨県（甲州市）・立正寺 10/2～25

25 伝教大師像 1幅 紙本著色 室町桃山時代　16世紀か 山梨県（身延町）・久遠寺 10/27～11/23

26 刈羽村指定 妙見菩薩立像 1躯 木造 江戸時代か 新潟県（刈羽村）・玉泉寺

27 七面大明神御影大曼荼羅 1幅 紺紙金泥 近代　19世紀か 山梨県（身延町）・七面山敬慎院

28 日蓮聖人船中木筆の曼荼羅 1幅 紙本墨書 文永8年（1271）か 新潟県（佐渡市）・妙法寺 11/3～23

29 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 文永9～11年（1272～74） 新潟県（佐渡市）・妙宣寺 11/3～23

30 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 文永10年（1273）か 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～25

31 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 文永9～11年（1272～74）
山梨県（身延町）・本遠寺
山梨県立博物館博寄託

10/27～11/23

32 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 文永10年（1273）か 新潟県（佐渡市）・妙宣寺 10/2～11/1

33 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 文永10年（1273）か 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

34 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 文永12年（1275） 新潟県（佐渡市）・妙宣寺 11/3～23

35 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 文永12年（1275）以降
山梨県（身延町）・本遠寺
山梨県立博物館寄託

10/2～25

36 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 弘安3年（1280） 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

37 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 弘安3年（1280）
山梨県（南アルプス市）・妙了寺
山梨県立博物館寄託

11/3～23

38 日蓮聖人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 弘安4年（1281） 山梨県（甲州市）・立正寺 10/27～11/23

39 新潟県指定 絵曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代　16世紀初頭頃か 新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23

40 新潟県指定 小絵曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代　16世紀初頭頃か 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

41 新潟県指定 宝塔絵曼荼羅 1幅 絹本著色 室町時代　16世紀初頭頃か 新潟県（長岡市）・妙法寺 10/2～11/1

42 宝塔絵曼荼羅 1幅 絹本著色 江戸時代初期　17世紀 新潟県（糸魚川市）・経王寺 11/3～23

43 一尊四菩薩像 5躯 木造 正和3年（1314） 新潟県（三条市）・本成寺

44 一塔両尊像 1塔2躯 木造 江戸時代　17世紀後半 山梨県（身延町）・端場坊



45 甲府市指定 日蓮聖人書状（弁殿御消息） 1幅 紙本墨書 文永9年（1272） 山梨県（甲府市）・信立寺

46
日蓮聖人書状　（四条金吾殿女房御
返事）

1幅 紙本墨書 文永12年（1275） 東京国立博物館 10/27～11/23

47 立正安国論 1巻 紙本墨書 鎌倉時代　13世紀末か 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

48 守護国家論 1冊 紙本墨書 室町時代　15世紀末 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

49 重要文化財 貞観政要 2巻 紙本墨書 鎌倉時代　13世紀 静岡県（富士宮市）・（北山）本門寺 11/3～23

50 日蓮聖人註画讃
5巻のう
ち

紙本著色 江戸時代　18世紀 東京都（大田区）・池上本門寺 場面変更あり

51 日蓮聖人註画讃
5帖のう
ち

紙本著色 桃山時代　16世紀後半 千葉県（鴨川市）・鏡忍寺 場面変更あり

52 山梨県指定 日蓮聖人書状（下山御消息）断片 1幅 紙本墨書 建治3年（1277） 山梨県（富士河口湖町）・常在寺

53
日蓮十一通御書（日蓮大聖人十一
遍之回状）

1冊 紙本木版墨刷 万治3年（1660） 立正大学図書館 10/27～11/23

54 日蓮聖人書状（日妙聖人御書） 1幅 紙本墨書 文永9年（1272） 静岡県（富士宮市）・本成寺

55 開目抄要文 2冊 紙本墨書 文保元年（1317）以前 静岡県（富士宮市）・（北山）本門寺 10/2～11/1

56 観心本尊抄私記
5巻のう
ち2冊

紙本墨書 室町時代　15世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 11/3～23

57 如説修行抄 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 東京国立博物館 11/3～23

58
佐渡始顕本尊臨写（日亨『御本尊
鑑』）

1帖 紙本墨書 江戸時代　17～18世紀 山梨県（身延町）・久遠寺

59 重要文化財 日蓮聖人書状（国府尼御前御書） 1巻 紙本墨書 建治元年（1275） 新潟県（佐渡市）・妙宣寺 10/2～11

60 重要文化財
日蓮聖人書状（阿仏坊尼御前御返
事）

1巻 紙本墨書 弘安元年（1278） 新潟県（佐渡市）・妙宣寺

61 重要文化財
日蓮聖人書状（故阿仏坊尼御前御
返事）

1巻 紙本墨書 弘安3年（1280） 新潟県（佐渡市）・妙宣寺 10/13～25

62 身延町指定 波木井実長像 1躯 木造 鎌倉時代末　14世紀か 山梨県（身延町）・久遠寺

63 日蓮聖人坐像 1躯 銅鋳 江戸時代　19世紀 静岡県（裾野市）・車返結社

64 千葉県指定 日蓮聖人書状（富木殿御書） 1幅 紙本墨書 文永11年（1274） 千葉県（鴨川市）・鏡忍寺 10/2～11/1

65 撰時抄 1冊 紙本墨書 江戸時代　17世紀 山梨県（身延町）・久遠寺

66 報恩抄（断簡）【複製】 1幅 紙本墨書 建治2年（1276） 東京都（大田区）・池上本門寺 11/3～23

67
身延山御書（元和古活字版『録内御
書』）

1冊 紙本活版墨刷 江戸時代　17世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 11/3～23

68 波木井殿御報（日朝「録内合本」） 1冊 紙本墨書 室町時代　15世紀末 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

69 静岡県指定 日蓮聖人御遷化記録 1冊 紙本墨書 鎌倉時代　13世紀 静岡県（静岡市）・（池田）本覚寺 10/27～23

70 東京都指定 身延山守番帳 1幅 紙本墨書 鎌倉時代　13世紀 東京都（大田区）・池上本門寺 10/2～10/25

２　佐渡・越後・甲斐の日蓮法華

71 千日尼夫妻立像 2躯 木造 江戸時代か 新潟県（佐渡市）・妙宣寺

72 鏡 1面 銅鋳 新潟県（佐渡市）・妙宣寺

73 念珠 1連 新潟県（佐渡市）・妙宣寺

74 日興上人曼荼羅本尊 2幅 紙本墨書
74-1：乾元2年（1303）、74-
2：徳治3年（1308）

新潟県（佐渡市）・世尊寺 74-2のみ

75 日静上人像 1幅 紙本著色 江戸時代　18世紀か 新潟県（佐渡市）・妙照寺 10/2～11/1

76 日現上人書状 1巻 紙本墨書 永禄2年（1559） 新潟県（佐渡市）・妙経寺

77 日現上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 永禄2年（1559） 新潟県（佐渡市）・妙経寺 11/3～23

78 題目額 1面 木製 江戸時代　17～18世紀 新潟県（佐渡市）・根本寺

79 佐渡市指定 普門品註画（狩野胖幽筆）
9幅のう
ち1幅

紙本墨画 江戸時代　18世紀か 新潟県（佐渡市）・実相寺

80 重要文化財 色部高長軍忠状案
2通（1
巻）

紙本墨書 室町時代写　14～15世紀か 新潟県立歴史博物館 11/3～23

81 日増上人置文写 1巻 紙本墨書 江戸時代写 新潟県（長岡市）・妙法寺 10/2～11/1

82
日蓮聖人像・釈迦多宝如来像・鬼子
母神十羅刹女像

3幅対の
うち

紙本著色 明暦元年（1655） 新潟県（長岡市）・妙法寺

83 日蓮宗妙法寺末寺制法 2冊 紙本墨書
元禄6年（1693）、11年
（1698）

新潟県（長岡市）・妙法寺

84 科註函 1櫃 木製漆塗 享保16年（1731） 新潟県（長岡市）・妙法寺

86 日朗上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 正応5年（1292） 新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23

87 日印上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 嘉暦元年（1326） 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

88 日陣上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 応永22年（1415） 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

89 日陣上人像 1幅 絹本著色
室町～江戸時代　16～17世
紀

新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23



90 日存上人像 1幅 紙本著色 延宝8年（1680） 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

91 新潟県指定 日現上人像 1幅 絹本著色 明応10年（1501） 新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23

92 本成寺本尊供養日記 1巻 紙本墨書 永仁6年（1298） 新潟県（三条市）・本成寺 10/2～11/1

93 鎌倉殿中問答記 2冊 紙本木版墨刷 文化13年（1816） 山梨県立博物館 11/3～23

94 日印上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 嘉暦元年（1326） 新潟県（上越市）・長遠寺 10/2～11/1

95 日栖上人曼荼羅本尊 1幅 紺紙金字 天正4年（1576） 新潟県（新発田市）・蓮昌寺 11/3～23

96 日遠上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 慶長12年（1607） 新潟県（新潟市）・真善寺 10/2～11/1

97 日董上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 明治9年（1876） 新潟県（新発田市）・蓮昌寺 11/3～23

98 木沓 1足 木製漆塗 江戸時代　19世紀か 新潟県（新発田市）・蓮昌寺

99 木剣 7本 木製 江戸時代　19世紀か 新潟県（新発田市）・蓮昌寺

100 新潟市指定 祖書綱要刪略稿本 7冊 紙本墨書 寛政12年（1799） 新潟県（新潟市）・妙光寺

101 越後国角田山妙光寺略縁起 1冊 紙本木版墨刷 文政11年（1828） 新潟県立歴史博物館

102 新潟市指定 棟札
2枚のう
ち

木製
永禄元年（1558）、寛文11年
（1671）

新潟県（新潟市）・本住寺 （寛文11年のみ）

103 権僧正叙任辞令 1通 紙本墨書 明治30年（1898） 新潟県（長岡市）・真浄寺

104 日向上人坐像 1躯 木造彩色 江戸時代　17～18世紀か 山梨県（身延町）・樋澤坊

105 身延町指定 鰐口 1口 銅鋳 正長2年（1429） 山梨県（身延町）・長遠寺

106 日朝上人坐像 1躯 木造彩色 江戸時代　18～19世紀 山梨県（身延町）・覚林坊

107 補施集 25冊 紙本墨書
長享2年（1488）～明応6年
（1497）

山梨県（身延町）・久遠寺

108 日朝上人法華経写経 8巻 紺紙金字 長禄元年（1457） 山梨県（身延町）・久遠寺

109 日朝上人曼荼羅本尊 1幅 紙本墨書 明応4年（1495） 山梨県（身延町）・久遠寺

110 元祖化導記 1冊 紙本墨書 天文11年（1542） 山梨県（身延町）・久遠寺

111 西谷名目（西谷檀林典籍） 2冊 紙本木版墨摺 江戸時代　17～18世紀 身延山大学図書館

112 板本尊 1枚 木製陰刻 室町時代前期　14世紀か 山梨県（身延町）・久遠寺

113 棟札 1枚 木製 永禄元年（1558） 山梨県（身延町）・久遠寺

114 久遠寺文書 2通 紙本墨書 戦国時代　16世紀 山梨県（身延町）・久遠寺

日叙上人書状
10/2-11/1
徳川家康書状
11/3-23

115 信立寺文書 2通 紙本墨書 桃山時代　16世紀 山梨県（甲府市）・信立寺

116 遠光寺文書 1巻 紙本墨書
戦国～江戸時代　16～19世
紀

山梨県（甲府市）・遠光寺

117 日重上人曼荼羅本尊 1面 紙本墨書 天正18年（1590） 山梨県（笛吹市）・遠妙寺

118 日乾上人曼荼羅本尊 1面 紙本墨書 慶長5年（1600） 山梨県（笛吹市）・遠妙寺

119 日遠上人曼荼羅本尊 1面 紙本墨書 慶長11年（1606） 山梨県（笛吹市）・遠妙寺

120 七字の経石 7個 石、墨書 鎌倉時代か 山梨県（笛吹市）・遠妙寺

121 山梨県指定 金銅金具装笈 1背 木製、金銅金具 室町時代　15～16世紀 山梨県（富士川町）・妙法寺

122 日興上人曼荼羅本尊 2幅 紙本墨書
122-1:文保元年（1317）、
122-2:嘉暦2年（1327）

静岡県・（北山）本門寺
122-1：11/3～23
122-2：10/2～11/1

123 山梨県指定 勝山記 1冊 紙本墨書 桃山時代　16～17世紀
山梨県（富士河口湖町）・冨士御室
浅間神社

10/2～11/1

124 山梨県指定 常在寺文書 3通 紙本墨書 戦国時代　16世紀 山梨県（富士河口湖町）・常在寺
1通：10/2～11/1
2通：11/3～23

125 身延町指定 日遠上人坐像 1躯 木造 江戸時代　17世紀 山梨県（身延町）・北之坊

126 文段経妙法蓮華経 10巻 紙本木版墨刷 慶長17年（1612） 山梨県（身延町）・久遠寺

127 養珠院書状 2通 紙本墨書 江戸時代　17世紀 山梨県（身延町）・本遠寺
日遠宛：10/2-11/1
日乾宛：11/1-23

128 本堂棟札 1枚 木製、墨書 慶安3年（1650） 山梨県（身延町）・本遠寺

129 霊宝目録 3冊 紙本墨書
室町～江戸時代　16～17世
紀

山梨県（身延町）・久遠寺

130 御書目録・録外目録 2冊 紙本木版墨刷 宝暦6年（1756） 山梨県立博物館

131 身延文庫定（東蔵） 1枚 木製、墨書 天和元年（1681） 山梨県（身延町）・久遠寺

132 天海版一切経 3帖 版本活版墨刷 江戸時代　17世紀 山梨県（身延町）・久遠寺

133 山梨県指定 弘決外典抄 2帖 紙本墨書 平安時代　12世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

134 重要文化財 礼記正義 2冊 紙本木版墨摺 南宋　12世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1



135 重要文化財 本朝文粋 1巻 紙本墨書 建治2年（1276）書写 山梨県（身延町）・久遠寺 11/3～23

136 日本書紀
4巻のう
ち

紙本墨書 明応9年（1500） 山梨県（身延町）・久遠寺

137 国宝 夏景山水図 1幅 絹本淡彩 南宋　12～13世紀
山梨県（身延町）・久遠寺
東京国立博物館寄託

10/2～16

138 甲州市指定 霊昭女・昇降龍図 3幅対 絹本淡彩・墨画 元・明時代　13～14世紀か 山梨県（甲州市）・立正寺 10/2～11/1

139 羅漢像 1幅 絹本淡彩墨画 鎌倉時代　14世紀か 新潟県（三条市）・本成寺 11/3～23

140 大黒天図 1面 絹本墨画 鎌倉時代か 山梨県（甲州市）・立正寺 10/17～11/23

141 四季耕作図 4幅 紙本淡彩墨画 室町時代　16世紀か 山梨県（身延町）・久遠寺 11/3～23

142 花鳥図 2幅対 絹本著色 明時代　16世紀か 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

143 清正公像 1幅 絹本墨画 江戸時代か 山梨県（甲州市）・立正寺 10/17～11/23

144 万国総図 1幅 紙本木版彩色 江戸時代初期　17世紀 新潟県（三条市）・本成寺 10/17～11/1

145 新潟県指定 翁三番叟絵扁額 2枚 板絵著色 寛永元年（1624） 新潟県（佐渡市）・実相寺 11/3～23

146 山梨県指定 銅孔雀文磬 1面 銅鋳 南北朝時代　14世紀
山梨県（身延町）・本国寺
東京国立博物館寄託

147 「行学院」扁額 1面 木製 江戸時代　17世紀 山梨県（身延町）・覚林坊

148 題目模様紙衣陣羽織 1領 渋紙・墨書 桃山時代　16世紀 東京国立博物館 11/3～23

149 茶台・柄香炉 2基 銀製 明治35年（1902） 新潟県（長岡市）・真浄寺

150 富士の聖僧日蓮 1幅 絹本著色 昭和12年（1937） 新潟県（三条市）・久成院 10/2～11/1

151 日蓮聖人伝絵巻 2巻 絹本著色 昭和48年（1973） 山梨県（身延町）・久遠寺 場面変更あり

３　日蓮の伝承と霊場としての甲斐・佐渡・越後

152 佐渡奇瑞之図 1幅 紙本淡彩 室町時代　16世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

153 本化高祖紀年録 11冊 紙本木版墨刷 寛政7年（1795） 山梨県立博物館

154 日蓮聖人御一代記 1冊 紙本木版墨刷 寛政12年（1800） 山梨県立博物館

155 日蓮大聖人御伝記 6冊 紙本木版墨刷 文化13年（1816） 新潟県立歴史博物館

156 日蓮聖人一代図会 6冊 紙本木版墨刷 安政5年（1858） 山梨県立博物館

157 日蓮大士真実伝 5冊 紙本木版墨刷 慶応3年（1867） 山梨県立博物館

158 高祖御一代記 2冊 紙本木版墨刷 江戸時代　18～19世紀 山梨県立博物館

159 高祖御一代略図 4枚 紙本木版多色刷 天保2年（1831）以後 立正大学図書館
1枚：10/2～11/1
3枚：11/3～23

160
日蓮聖人石和河にて鵜飼の迷魂を
済度したまふ図

3枚続 紙本木版多色刷 明治18年（1885）
山梨県（笛吹市）・遠妙寺
山梨県立博物館寄託

10/2～11/1

161 東遊記 1冊 紙本木版墨刷 寛政7年（1795） 新潟県立歴史博物館

162 日蓮ならびに四條金吾夫妻像 1幅 紙本木版墨刷 新潟県（長岡市）・大栄寺 11/3～23

163 南部町指定 小半鐘 1口 銅鋳 江戸時代 山梨県（南部町）・内船寺

164 妙本寺文書 1巻 紙本墨書
寛文3年（1663）～延宝2年
（1674）

新潟県(出雲崎町）・妙本寺

166 御首題帳 1冊 紙本墨書 文政7年（1824） 新潟県（佐渡市）・本行寺

167 甲州身延山久遠寺惣絵図 1鋪 紙本木版彩色 延宝2年（1674） 新潟県（出雲崎町）・善勝寺 11/3～23

168 延嶺順導記 1冊 紙本木版墨刷 天明8年（1788） 山梨県立博物館

169 身延参詣諸国霊場独案内記 1冊 紙本木版墨刷 嘉永3年（1850） 山梨県立博物館

170 法華諸国霊場記 1冊 紙本木版墨刷 嘉永5年（1852） 山梨県立博物館

171 身延山図経 1冊 紙本木版墨刷 江戸時代　18世紀か 山梨県立博物館

172 身延山絵図 1幅 紙本木版彩色 江戸時代 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～11/1

173 宿坊割定書 1幅 紙本墨書 天正20年（1592） 山梨県（身延町）・樋澤坊

174 七面双六 1枚 紙本木版多色刷 文政5年（1822） 身延山大学 10/27～11/23

175 身延双六 1枚 紙本木版墨刷 江戸時代　19世紀 山梨県（身延町）・久遠寺 10/2～10/25


