
№ 指定 名称 員数 年代 番号 所蔵 前期 後期

1 国宝 御斎会 1帖 鎌倉時代 313函28号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
2 国宝 金光明最勝王経　巻第六 1帖 江戸時代 177函1号5 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
3 国宝 仙芥集　後七日記 1帖 鎌倉時代 13函1号20 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
4 国宝 宮中記 1巻 南北朝時代　建武元年（1334） 229函2号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
5 国宝 後七日法記　応保三年 1巻 鎌倉時代 228函6号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理

参考1 正徹本つれづれ種　下（複製） 1冊
現代　昭和二六年（1951）
原本・室町時代　永享三年

914-7Y
神奈川県立金沢文庫
原本・静嘉堂文庫

6 両界曼荼羅 2幅 南北朝時代 龍華寺
金剛
界

胎蔵
界

参考2 続日本紀　巻第二十七・二十八 1冊 江戸時代　明暦三年（1657） 213-63-27・28 神奈川県立金沢文庫
7 国宝 修正表白 1帖 鎌倉時代 336函66号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
8 国宝 瀬戸修正会役者交名 1通 室町時代　応永二七年（1420） 整理2708号・金文5894号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
9 国宝 修正導師作法　兼修二月 1帖 鎌倉時代 290函14号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
10 国宝 最勝光院修二月差図 1枚 鎌倉時代 297函34号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
11 国宝 興福寺涅槃会縁起（断簡） 1帖 鎌倉時代 99函4号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
12 国宝 涅槃会志趣并廻向 1帖 鎌倉時代 288函43号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
13 仏涅槃図 1幅 南北朝時代 龍華寺
14 国宝 金沢貞顕書状 1通 鎌倉時代 整理602号・金文284号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
15 国宝 御影供導師表白  道恵房草 1帖 鎌倉時代　正中二年（1325） 288函50号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
16 弘法大師像（甲本） 1幅 室町時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
17 国宝 仏生会事 1帖 南北朝時代　延文四年（1359） 298函57号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
18 国宝 覚禅抄　弥勒法 1巻 鎌倉時代　元亨元年（1321） 489函1号3 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
19 国宝 吾朝盂蘭盆初事 1帖 鎌倉時代 347函32号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
20 国宝 仁治三年盂蘭盆事 1帖 鎌倉時代 336函70号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
21 国宝 仏名導師作法 1帖 鎌倉時代 280函15号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
22 国宝 大般若経波羅蜜多経　巻第五七八 1帖 室町時代　応永二七年（1420） 132函7号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
23 国宝 表白集　第十六 1帖 鎌倉時代 15函1号14 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
24 国宝 舎利講式 1巻 鎌倉時代 252函20号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
25 漏随順事 1冊 南北朝時代 東京大学史料編纂所
26 国宝 成唯識論巻第十聞書 1冊 鎌倉時代　弘安五年（1282） 37函6号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
27 維摩居士坐像 1躯 鎌倉～南北朝時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管

参考3 維摩会講師研学竪義次第　中巻 1巻
現代
原本・鎌倉時代

186.72K-2
神奈川県立金沢文庫
原本・宮内庁書陵部

28 国宝 言泉集　最勝講廻向 1帖 鎌倉時代 274函1号12 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
29 国宝 聖教断簡 1冊 南北朝時代　暦応三年（1340） 398函7号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理

参考4 新版拾芥抄　下 1冊 江戸時代 210.9-12-3-1 神奈川県立金沢文庫
30 国宝 調達造出血破僧前後事 1冊 室町時代　文安元年（1444） 103函6号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
31 国宝 菩提心論御談義聞書 1冊 鎌倉時代 75函2号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
32 国宝 法花文句第九下私抄 1冊 鎌倉時代　永仁五年（1297） 38函1号2 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
33 国宝 結縁灌頂外儀法則 1巻 鎌倉時代 225函6号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
34 国宝 覚禅抄　請雨経法 1巻 鎌倉時代 486函1号11 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
35 国宝 請雨経法 1巻 鎌倉時代　正応三年（1290） 226函3号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
36 国宝 仁王経御修法日記 1巻 鎌倉時代　元亨元年（1321） 230函11号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
37 五大虚空蔵法勤修事　元応三年 1巻 室町時代　応永二三年（1416） 東京大学史料編纂所

38 県文 三千仏図（乙本） 2幅 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
39 国宝 金沢貞顕書状 1通 鎌倉時代　正和五年（1316） 整理528号・金文203号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
40 国宝 仏名会因縁 1帖 鎌倉時代 309函78号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
41 国宝 化制二教以願為初事 1帖 南北朝時代　建武三年（1336） 307函1号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
42 国宝 仏名会 1帖 鎌倉時代　嘉暦三年（1328） 399函3号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
43 重文 三千三劫摺仏（弥勒菩薩立像像内納入品）3巻 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
44 重文 九重守（弥勒菩薩立像像内納入品） 1巻 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
45 県文 高僧像 1幅 南北朝時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
46 羅漢図 1幅 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
47 国宝 羅云講供養表白 1帖 鎌倉時代 281函16号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
48 龍頭・鷁頭 2頭 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
49 龍頭・鷁頭 2頭 鎌倉時代 龍華寺
50 国宝 三宝院伝法灌頂私記 1巻 鎌倉時代　嘉暦二年（1327） 225函7号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理

51
古幡残欠（①32号片、②36号片、③6号
片、④23号片）

4片
①②鎌倉時代
③④元時代

称名寺・神奈川県立金沢文庫保管 ①③ ②④

52 国宝 釼阿書状土代 1通 鎌倉時代 整理1649号・金文2478号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
53 独鈷杵 1口 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
54 三鈷杵 1口 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管
55 金剛鈴 1口 鎌倉時代 称名寺・神奈川県立金沢文庫保管

56 国宝 後醍醐天皇綸旨案 1通 鎌倉時代　元弘三年（1333） 整理141号・金文5430号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
57 国宝 足利義詮御教書 1通 南北朝時代　文和四年（1355） 整理189号・金文5537号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
58 国宝 足利尊氏御判御教書 1通 南北朝時代　文和四年（1355） 整理190号・金文5538号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
59 国宝 鎮守読経請定 1通 鎌倉時代　嘉暦元年（1326） 整理2280号・金文5878号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
60 国宝 役者交名 1通 鎌倉時代 整理3562号・金文5928号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
61 国宝 毎月御影供所作人事 1通 鎌倉時代 整理3014号・金文5927号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
62 国宝 十二月往来抄  附藤原茂範啓状 1帖 鎌倉時代 419函19号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
63 国宝 灌頂助成日記 1通 室町時代 整理2148号・金文6002号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
64 国宝 金沢貞顕書状 1通 鎌倉時代 整理486号・金文161号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
65 建暦元年蔵人所孔雀経御修法用途奉送状 1通 鎌倉時代　建暦元年（1211） 東京大学史料編纂所
66 国宝 寿命経法御修法一七ヶ日支度事 1通 鎌倉時代 整理2713号・金文6005号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
67 延文五年桂宮院伝法灌頂私記 1巻 南北朝時代　延文五年（1360） 東京大学史料編纂所
68 国宝 氏名未詳書状 1通 鎌倉時代 整理1690号・金文3057号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
69 建保六年孔雀経御修法巻数案 1通 鎌倉時代　建保六年（1218） 東京大学史料編纂所
70 国宝 不断両界供所某祈祷巻数案 1通 鎌倉時代　元徳二年（1330） 整理1968号・金文6028号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
71 国宝 普賢延命供所熈允祈祷巻数案 1通 鎌倉時代　元徳三年（1331） 整理1969号・金文6030号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理

特別展「法会への招待―「称名寺聖教・金沢文庫文書」から読み解く中世寺院の法会―」出品目録
神奈川県立金沢文庫

会期：令和4年12月2日（金）～令和5年1月29日（日）
前期:12月2日（金）～12月27日（火）　後期:1月5日（木）～1月29日（日）

第Ⅰ章　年中行事と形式

第Ⅱ章　本尊と荘厳

第Ⅲ章　生成する文書・聖教



72 国宝 巻数在所目録 1通 室町時代 整理1977号・金文5694号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
73 国宝 御巻数并卯杖図 1帖 鎌倉時代 332函101号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
74 国宝 高師冬巻数請取状 1通 南北朝時代　貞和五年（1349） 整理170号・金文5512号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
75 国宝 恵源書状 1通 南北朝時代 整理175号・金文5518号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
76 国宝 鎌倉府政所執事巻数請取状 1通 室町時代　応永元年（1394） 整理254号・金文5610号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
77 国宝 関東公方足利持氏巻数請取状 1通 室町時代 整理298号・金文5666号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
78 国宝 請書領状抄 1帖 鎌倉時代 324函41号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
79 国宝 支度巻数集 上 1帖 鎌倉時代　延慶二年（1309） 6函6号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
80 国宝 御修法支度巻数 上 1巻 鎌倉時代　延慶二年（1309） 230函14号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
81 国宝 華厳宗探玄記香薫抄　巻第四 1帖 鎌倉時代 27函1号1 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
82 国宝 専恩書状 1通 鎌倉時代 整理1567号・金文1740号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
83 国宝 慧■（竹冠に金）抄　第九 1冊 室町時代　応永二一年（1414） 62函7号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
84 国宝 御修法雑事 1帖 鎌倉時代 6函7号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
85 国宝 大北斗法道場図 1枚 鎌倉時代 376函51号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
86 国宝 大北斗法壇図 1枚 鎌倉時代 376函52号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
87 国宝 大北斗法伴僧宿所注文 1帖 鎌倉時代 376函53号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
88 国宝 大北斗法供米支配 1通 鎌倉時代 376函54号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
89 国宝 大北斗法米油支配 1通 鎌倉時代 376函55号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
90 国宝 大北斗法雑記 1帖 鎌倉時代 376函56号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
91 国宝 大北斗法伴僧交名 1帖 鎌倉時代 376函57号 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
92 国宝 孔少（孔雀）包紙 1葉 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号1 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
93 国宝 道場差図 1枚 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号2 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
94 国宝 巻数右状 1通 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号3 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
95 国宝 伴僧請書等 1通 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号4 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
96 国宝 伴僧奏      　 1通 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号5 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
97 国宝 廻文 1通 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号6 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
98 国宝 十二天壇図 1枚 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号7 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
99 国宝 大壇図 1枚 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号8 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
100 国宝 番帳 1通 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号9 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理
101 国宝 聖天壇図 1枚 鎌倉時代　延慶二年（1309） 295函10号10 称名寺・神奈川県立金沢文庫管理

※「番号」欄のうち、「整理」は国宝「金沢文庫文書」の整理番号、「金文」は『金沢文庫古文書』の文書番号、「－函－号」は国宝「称名寺聖教」の函番号を示
している。


