（二〇一七年四月二八日～六月一八日）

金沢文庫国宝展 出品古文書 釈文

▲は合点を示す

＊S は整理番号、K は刊本(『金沢文庫古文書』)番号を示す

●北条実時書状（S4／K5210 29.7×39.0）
世戸堤内入海殺生禁断
事、下知状令書進候、若違犯
輩候者、可被觸仰政所候也、
恐惶謹言、
（異筆）
「文永十年」
三月廿九日
実時〈状〉
●北条顕時書状（S375／K2 33.1×52.0）
ゆめかまし
く候へとも、あふ
き三本進候、
又ゝ恐候ほとに
は候はんとまい
らせ候、尚ゆめゝゝ
しく候事恐
入候、恐々謹言、
五月十五日
顕時（花押）
ちやうらう御方
●金沢貞顕書状（S477／K152 33.5×53.6）
能々御祈念
候者、恐悦候、々々、
男子出生以後、只今〈辰刻〉まて
無殊事候、但後物いまに
遅々候、醫師ハくるし
からぬよし申候へとも、
心本なく候、尚御祈念
候者、悦入候、心地ハ無為ニ候へとも、

後物遅々、返々心もとなく
存候、恐々謹言、
正月十一日 貞顕
又進之候、
●金沢貞顕書状（S773／K481 31.9×51.3）
又ゆめゝゝしくさふらへとも、ちや一つゝみ
まいらせ候、さたゆきかもとよりたひて候、ようやら
んと覚候て、
まいらせ候、猶々、ゆめかましさ、わひしく候て、あ
なかしくゝゝ、
（切封ウハ書）
「えんけうの御房まいらせ候
貞顕」
●金沢貞顕書状（S 563／K245 33.8×54.5）
一日参入、悦存候き、檜皮
自何日被葺始候歟、可承
存候、熊野檜皮事、其後
無承旨候、大工者不申左右
候乎、可承候、兼又茶一合
令推進候、自真乗院顕助
法印許給之候、下品物にては
候らんと覚候、只今物忩事等
●称名寺条々規式（S1888／K5220 31.1×100.7）
定
当寺条々規式之事、
一、毎月不闕四分説戒広誦事
随現住比丘之数、当其臘次之位、
可誦比丘戒本、
〈但白月十四日也、／黒月未必定、
〉
若在比
丘之位不暗誦戒本人、不許共
住、
〈夏中毎日／可有同誦、
〉
一、現住之沙弥、毎夏以前、暗誦沙弥

経、安居九旬之間、毎日可同誦、若
今夏以前、不暗誦畢、沙弥不簡
旧住新住、不許可住寺、
一、毎月八日、諸比丘共集一処、可同誦
比丘戒本、沙弥衆同雲集別堂、
可被誦経沙弥経、
一、僧徒他行之時、必可用如法同伴
行者浄人、○《不》為伴不許遊行、
一、除寺中公役、輙召行者浄人、或
遣他所、若為出行之所従、不可
妨庫裏雑務也、
右、五ケ条規式、所定置如此、所以然者、
第一二三式目者、為順戒律之意、備自行
増進、第四制意者、為除在家之譏謙、
遁犯戒之悪縁、第五禁制者、且為（為止）止□
事之憂、且○《為》成僧家之作務、所
儲憲章也、仍一々科条、深不可違失、
弘安七年二月 日
住持比丘審海

●伝法灌頂血脈（S2167／K6227 12.6×29.2）
（端裏書）
「伝法灌頂血脈」
真言宗伝法灌頂相承
龍猛菩薩
大日如来
金剛薩
龍智菩薩
大弘教三蔵〈法諱金剛智〉
大弁正三蔵〈法諱不空〉 青龍阿闍梨〈法諱／恵和〉
弘法大師〈法諱空海〉
貞観寺僧正〈真雅〉
南池僧正〈源仁〉
醍醐根本僧正〈聖宝世号／尊師〉
般若寺僧正〈観賢〉
石山内供〈淳祐〉
延命院大僧都〈元杲（×覚源）
〉
醍醐寺
曼荼羅寺僧正〈仁海〉
御在所僧正〈覚源〉
醍醐寺法印〈定賢〉
三宝院僧正〈勝覚〉
阿闍梨蓮念
見蓮聖人
覚印大法師
覚秀大法師
浄月上人
空阿大法師
建長六年〈甲／寅〉八月四日
金剛仏師審海
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伝授阿闍梨伝燈大法師位慈猛示
●釼阿起請文（S1925／K5260 33.7×54.0）
（端裏書）
「明忍上人」
自下河原宮返給起請文事
所授賜尊法作法等事
一、不漏一紙半紙、可奉返御門跡事
一、雖奉返正本、若有写本、同可副進事
一、仮名注、同可返事
一、縦為一事一言、不可抄留事
一、雖一両説、以御流口決、不〇《可》授門弟事
右、五箇条趣、任教命之起請如斯、
若雖繊芥違厳旨之、両部諸尊、
三国高祖、金剛天等、護法善神、
必加速疾之証罰、可失現当之利益、
敬白、
延慶二年五月廿二日
少比丘釼阿
（花押）
●釼阿起請文（S1927／K5287 34.0×54.2）
敬白
起請文条々事
一、秘抄廿二帖、不可授門弟事
一、四巻二帖重抄、同不可授
門弟事、
一、野月・沢見等御流方
事、随御免一人〈に〉授
人候者、可授其仁之由、兼可
申案内事、
一、至閉眼之期、所労危覚候
者、当寺老僧之上衆両三、
亦極楽寺長老等ニ、
御聖教等事可取進由、
可申置事、
一、御聖教悉加封納、可調置事、

右、此等条々令違失者、
（以下紙背）

両部諸尊、金剛天等之
可蒙冥罰之状如件、
正和五年三月廿二日
一、於同法中重書悉伝受
由、強不可自称事、
釼阿（花押）

●釼阿書状 （S950／K1158 33.7×51.4）
先日磨進候下品候之間、
当寺茶一裹進之候、
是随分宜候之間、令進上候、
此金堂之柱六七
本、未（不）着岸仕候へとも、
土用以前に礎居計
と存候之間、昨日〈三日〉石を
居候、同以柱二本立初
候、此後連々柱到来
仕候者、可調立候、谷殿も
無心本被思食候間、
（切封ウハ書）
「方丈御報
貞顕」
●伝法灌頂阿闍梨職位事（S2364／K6615 35.4×
54.3）
伝法灌頂阿闍梨職位事
昔大日如来開大悲胎蔵金剛秘密両部界
会、授金剛薩、数百歳之後、授龍猛菩薩、
如是金剛秘密之道、迄吾祖師根本阿闍梨
弘法大師既八葉、今至愚身第二十七代、伝
授次第師資血脈相承明鏡也、小僧数
年之間、盡求法誠幸蒙先師頼縁法印
具支灌頂印可、爰熈允深信三密奥旨、
久学両部大法、今機縁相催、已所授灌頂

之密印也、為次後阿闍梨、為示後哲而
授之、能洗五塵之染、可期八葉之蓮、是則
酬仏恩答師徳、吾願如此、不可餘念耳、
嘉暦三年三月廿一日
大法師熈允
伝授大阿闍梨実真

●什尊書状（270 函 6『阿公口伝』紙背 K1414 16.2
×24.6）
能州御発向、先以恐悦
無極存候、抑御祈祷
事、取別雖不承候、御
祈祷致精誠候之由、
可有御披露候、恐々謹言
二月二日
沙門什尊（花押）
謹上 弾正少弼殿〈御宿所〉

●益性法親王置文（S337／K6190 各 34.0×53.4）
明忍上人誓状与
返者也、任当流之例、
為一代之伝持、命終後
雖令返進、懇望難
黙止、先賢免許之例、
又勘出候間、以別儀令
免者也、以法器之仁一人
可授与、一切不可及両人也、
一、尊法事、野月・沢見
於両部者、可授之、於秘抄
者、縦雖有法器之仁、不可被
授、任誓状可被返進門跡、
一、重書事、授与当流仁及
懇望、臨終印明一巻、於三宝
院勝賢説者、雖被免、於自餘者、
同可被進門跡、委々細々
旨、以口伝命訖、
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正和四年三月八日

沙門（花押）

●華厳宗形木満足分（S2082／K5435 25.3×34.7）
（裏端書）
「形木」
華厳宗形木満足分
五教章上中下
還源観
禅源詮上下
原人論
大疏一上 抄一上下 同二上下 同三上下
同四上 起信論 同疏下
圓覚注疏一三四五六七八 同略抄一四
六七九十十二八
同形木欠分
演義抄四下〈第二第三板／欠〉 ▲起信疏上〈第十八
板／欠〉
圓覚注疏二 〈第五板／欠〉
同略抄二〈板一板
在之、／余ハ欠〉三〈第十一板／マテ在之、
〉
五〈第十三板十二板／欠〉
（×八〈第六七八九
板／欠〉
十一〈第十二第十一第八代七／第六欠〉
法界〈第四第五／板欠〉
▲小行願品〈第四板／
欠〉
▲大行願品〈第三板／欠〉
孟蘭盆疏九枚内〈第一四五八ハ在之、／第二三六七九
欠〉
同記十二枚内〈第十一板欠〉
同会古通今記〈少々在之、
〉
●理覚書状（S3465／K2233 29.0×42.0）
御書拾遺文、印板ニ可
開之由、相存候之処、此間
大事の腫物脊中に出候て、
万死而無一生候之間、以便宜
令返上候、恐入候、日数令
延引候者、又々可申候、折節
見候まゝ、桐茶桶一対令
進之候、恐々謹言、

七月二日
理覚（花押）

●金沢貞顕書状（S436／K101 32.0×53.3＋S384／
K15 32.3×53.6＋S397／K28 32.3×53.5）
寂円帰洛之便、禅札委
細承候畢、関東悉未落居
之様其聞候、実事候者、就公私
歎入候、於京都当時無殊
事候也、埴生庄・北郡両政所
以下事承候畢、又別駕女房
御事、両条共以申領状候了、
委旨以康幹申候也、如屏風・
硯進物事、可存其旨候、去比
左道物進候畢、向後も可
得其意候、如此示給候、殊本意候、」（S436）
雖蒙御免候、帰洛必定、謳哥
尤以不甘心候、為之如何、又金沢
屋形事、難治無極次第候歟、如此
示給候、殊為悦候、又瀬戸橋事、
以六浦・下川邊棟別可被終功之由
可申寺家之旨、已加下知候畢、定覚恵・
宗倫令申候歟、次称名寺修理事、
忩々可加下知候也、又真乗院事、以
敦利帰洛之便、在京之間者、不可
然歟之由承候き、且自敵方申子細
由蒙仰候しハ、自何方令申候乎、
可承存候、當院□門跡者當時無
違乱分候歟、於門跡領者定沙汰等
候覧、それハ更不可有盡期事候、
其上自是□寄□□□事とも候ハす、」（S384）
何可有巨難候哉、又適在京之時、
不入室者難治候、下向事、已如此萌
出候、ふと下向候ヘハ、事煩候也、凡此
事先人巳約諾事候、彼素意又

○《難》黙止候之間、可入室之由思立候也、所
詮、彼敵人誰人候乎、委細可承候、
且此分委旨、可令申中書給候也、
毎事追可申（恐々謹言）候也、恐々謹言、
（嘉元三年）二月十四日 越後守（花押）
明忍御房
」（S397）

●金沢貞顕書状（S395／K26 32.1×50.1）
去月十六日禅札、委細承
候畢、
抑、瀬戸橋造畢之条、
誠悦入候、寺中世上何条
候乎、京都無殊事候、又真
願房跡事、兼雄申候、
猶事期後信候、恐々謹言、
(嘉元三年)十二月九日
越後守（花押）
明忍御房御返事

●金沢貞顕書状（S671／K374 32.7×50.6）
愚老執権事、去十六日朝以
長崎新兵衛尉被仰下候之際、面
目無極候、当日被始行評定候
了、出仕人々、予、陸奥守、中務権少輔、
刑部権大輔入道、山城入道、長崎新左衛門尉
〈以上東座〉
、武蔵守、駿河守、尾張前司〈遅参〉
、
武蔵左近大夫将監、前讃岐権守、後藤信
濃入道〈以上西座〉
、評定目六并硯役
信濃左近大夫、孔子布施兵庫允、
参否安東左衛門尉候き、奏事三ケ条
神事仏事□〔年〕貢事、信濃左近大夫

●金沢貞顕書状（S672／K375 33.2×52.0）
執権事被仰下候、最前に候程に、
十六日以後不申出候、連署事治定
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（正中三年）三月廿日
]同廿九日到」

なとも候て、しつかニ、猶以便宜可申入
之由、存思給候、又江間越前々司出家
ときこえ候し程に、昨日状ニ申候之処、
今日俗躰にて来臨之間、令対面候了、
不実ニて候けり、不可思儀候、愚状等其
憚のミ候、やかてゝゝ火中に入られ候へく候、あな
かしくゝゝ、
（異筆）
「
●称名寺寺用配分置文（S127／K5423（27.3×81.1）
＋新出金沢文庫文書『金沢文庫研究』293 所収）
玉造郡二ケ郷
米九斗五升三合
銭一貫七百五十文
大森殿御分
埴生西大森郷
米七斗六升三勺
銭一貫三百八十六文
佐ケ尾殿御分
下河邊庄佐ケ尾郷 米五斗八升七合
銭八百六文
上総入道御跡
規矩郡
米八石四升三合一勺九才
銭十四貫六百六十三文
薬師堂殿御分
柏木御厨
米七石二斗二升二合
銭十三貫百四十文《文》
竹岸殿御跡 坂本郷 佐嘉御領
下河邊庄内志摩郷 大野郷
米一石四斗六升
銭二貫六百三十文
南殿御分
北郡
米六石
銭十一貫五百文
谷殿御分 大倉郷 石村郷

下河邊庄前林郷 河妻郷
米五石四斗七升
銭九貫九百四十文
上総女房御跡
与宇呂保
米四石九斗三升〈二石四斗
六升三合〉
銭八貫七百七十文
右、於称名寺々用者、自故越州御時被
定置其法畢、所謂歳中可皆済之、
御方々同可觸申其由、翌年正月
必云御方々御沙汰之次第、云諸御領未
進之員数、寺家奉行人可注申之、
若有未進之輩者、自寺家可被訴
申之、於罪科之篇者、諸政所者為
御内御沙汰、可被罪過、於庶子御
」
（S127）
分等者、経上訴可申行罪科之状
如件、
嘉元貳年四月十六日
（以下異筆）
称名寺々用事
合〈米百四十六石三斗／銭百六十二貫五百文〉
久米郡〈米三十七石／銭五十二貫文〉
大田保〈米五十二石／銭四十八貫文〉
山城庄〈米三十二石／銭三十貫文〉
八代庄〈米三十石／銭二十五貫文〉
大石庄〈米廿五石／銭廿五貫文〉
管谷〈米十石／銭十二貫〉
仏木〈米五石／銭五貫文〉
右、追配分如件、
徳治二年三月廿一日」
（新出金沢文庫文書）
●因幡国智土師郷結解状（S161／K5492 29.9×83.6）
＊合点は朱書
（端裏書）
「智土師郷上村康永元年結解状」

注進 因幡国智土師郷上村康永元年御年貢結解事
合 （異筆、下同ジ、
）
〈
『康永弐 六（九） 九 初
勘畢、
（花押）
」
〉
▲米八十九石一斗二升二合二勺四才
▲銭十二貫三百八十八文
所済 〈
『米捌拾玖斗漆合三勺』
〉
▲一石
▲正月政（ママ）雑掌
▲□斗
▲御倉付
▲六石九斗三升
▲代銭六貫三百文〈▲九月中和市百文別一斗一
升定／▲加夫賃三百文定〉 ▲在返抄〈九 十〉
▲十六石一斗七升
▲代銭十四貫七百文〈▲十月中和市同前／▲加
夫賃七百文定〉▲同〈十 廿九〉
▲七石『五』
（三）斗『七』
（九）升五勺（五合）
▲銭七貫三百五十文〈▲十月中和市百文別一斗
三合定／▲加夫賃三百五十文定〉▲同〈同日〉
▲八石四斗
▲代銭八貫四百文〈▲十一月中和市百文別一斗
定／▲加夫賃四百文定〉▲同〈十一 十七〉
▲七斗五升七合
▲代銭七百五十七文〈▲同／▲加夫賃三十五文
定〉▲同〈同日〉
▲十二石九斗八升 ▲自七月至十一月十五日兵粮
米、依人数出入
雖有増減、大概十五六
人分、任日々記、雖可
注進、依事繁略之、但
除私人数七人、
▲廿四石
▲用心人雇賃八人分〈人別三
石定〉
▲四石
代銭四貫文
〈七月中和市／百文別一斗定〉
▲守護方雑掌
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▲二石五斗
▲一石七斗
▲三石
酒肴雑事以下

▲城用心中酒肴雑事以下
▲城誘食物
▲悪党両度寄来之時、見次勢

●上総国波多沢村検見帳（S219／K5567 24.7×93.1）
住文
波多沢村検見帳惣田数目六事、
合
定田
五町八十歩
内一町浜田十余〔年脱カ〕
畠成了、
見作田 四町八十歩内
一反
水神田
一反廿歩
熊野田
大
観音堂田
一反廿歩
井料〈三反大四十歩、
／神称（マヽ、下同ジ、
）田井料除之、
〉
四反六十歩
定不久奉之、
以上七反大百歩
除神称田井料不作之、
残年貢定田
三町二反百歩内
〈二丁六反百歩四斗代
／六反
二斗代〉
《応安三年所務》
当作年貢 半得田 半損亡
納 合 五石八斗
此内使足分
三斗五升
〈藍紙小舎人／用途五
百五十文〉
壱斗
ふんとのといれう
壱斗
六浦といれう
壱斗
毎年斗ハツヲ
二升
〈同用途三十文、／水
神中九日御まつりの／サイ米御年貢内出候、
〉
二斗五升
時料、其外サイヽヽ入
十俵
十六包

分、
一石
給分〈毎年ハ二石御め
ん候へとも、／今年損亡候間、まつ給候、
〉
以上、一石九斗二升
国下行給分サイヽヽ共
ニ、
一石五斗
金沢御蔵納八月卅日
二升五合
船チン
二石三斗四升五合
〈金沢御蔵納／船チン
トモニ、
〉
惣都合米五石八斗
応安三年十月三日
智俊（花押）
糠
藁

●釼阿授湛睿印可（S2490／K6585 35.3×53.6）
授与 伝法印可
胎蔵界
外五古印
五字明 a bi ra huM KhaM
金剛界
無所不至印
一字明 vaM
右、於金沢称名寺道場、授於湛叡
大法師畢、
文保三年五月十四日〈日曜／尾宿〉
伝授阿闍梨伝燈大法師釼阿（花押）
●釼阿授湛睿伝法血脈次第（S2493／K6595 35.3×
53.7）
血脈次第
大日如来 金剛薩 龍猛 龍智
金剛智 不空 恵果 大師

真雅 源仁 益信《円城寺僧正》 金剛覚《寛平法皇》
寛空《蓮台僧正》 寛朝《広沢僧正》 済信《北院僧
正》 性信《大御室》
寛助《成就院僧正》 覚法《光明壽院御室》 覚成《保
寿院僧正》 隆遍《慈尊院大蔵卿法印》
賢隆《同院師法印》 最盛《八幡志水上人》 源俊《東
栄寺開山》 釼阿
湛叡
胎蔵界
金剛手 達磨掬多菩薩 善無畏三蔵
玄超阿闍梨 恵果和尚 弘法大師
元応二年〈歳次／庚申〉正月晦日〈奎宿／月曜〉

●釼阿授湛睿印信（S2494／K6596 35.5×53.9）
受明灌頂印信
om sva《薩王》 dha ba sa dha sa va dha a
sva dha ba sa tu ka《拳》 hum《仏果》
右、印明授於湛叡、
元応二年卯月八日〈張宿／金曜〉
阿闍梨伝燈大法師位釼阿
若有衆生遇此敎 昼夜四時精進修
現世証得観喜地 後十六生成正覚
相承次第
範俊 勝覚 聖宝 房覚
蓮顕 寛位 源俊 釼阿 湛叡
憲静 審海

●金沢貞顕十三年仏事交名（S1954／K5889 25.5×
34.8）
（端裏書）
「匠作十三年仏事
〈康永四年／五月廿二日〉
」
万荼羅供職衆事
空観房〈唄〉 朗義房
思禅房
観蓮房
湛性房
静空房
妙厳房
覚禅房
元寥房
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空如房
持金剛衆
性通房〈頭〉
堯全房
義憲房
讃衆
十弟子
持幡童
理本房

証也房〈散花〉

庠林房
明律房

性空房
道空房
真如房〈頭〉行泉房
照鏡房〈堂達〉
了乗房
栄本房

●足利義満御判御教書（S228／K5577 31.2×48.6）
武蔵国金沢称名寺領
内外敷地塩垂場等事、
早任観応三年三月三日
御寄進状之旨、可令
領掌之状如件、
永和二年六月廿二日
（花押）
当寺長老
●足利持氏御教書（S297／K5665 31.1×43.5）
六浦大道関所事、
自明年二月三ケ年間
所寄附也、若背以前事
書之旨者、可破却関所之
状、如件、
永享四年十二月廿三日 （花押）
《
（押紙）
「持氏」
》
称名寺長老
●北条家朱印状（S332／K5715 31.0×42.0）
一、当作致儀程有間敷間、種夫食をハ郷々ニ指置、
作可致之事、
一、郷中之兵糧郡代之綺一切有之間敷候、領主ニ可
為指引候、
万一横合之族有之者、
記交名可申上候、
可処厳科候、令用捨不致披露ハ、領主可処
越度事、

一、如此申出処、寄事於左右、種夫食ニも無之、又食
物ニも無之物、郷中ニ隠置候ハヽ、自脇聞出次第
兵糧可為取之事、
以上、
右、能々遂分別、手前々々之知行之仕置肝
要候、仍如件、
《庚寅》
（天正十八年）
正月廿一日《虎朱印》
金沢之内
称名寺
●氏名未詳書状（S1338／K2801 32.2×49.8）
つゝもまいらせ候へく候、さても
しもつけとのゝいた
ハり、大事に候とうけ給ハり
候しハ、いかゝならせ給て候らん、
おほつかなくこそ候へ、
あまり人もしに候へハ、
よにゝゝあちきなく
おほえて候、
あはれいのちの
うちに、けさんにいりまいらせ候はゝや、
ミやうにんの御房へも、
をなしく申たく候、
あなかしく、
ひんきをよろこひ候て
申候、さてハことしこ御てゝの
七ねんにて候、これにても、仏
つくりまいらせ、くやうなと
し候へとも、それにてかたの
ことくもし候ハぬも、心もと
なく候時に、ゆめゝゝしく候へとも、
ようとう五ゆいまいらせ候、これ
にて御ときさハくらせ給候て、

そうちうにまいらせさせ給候て、御
てゝかけうやうして給ハり候へ、
これハ四らう太らうかとふらひ候
ふんにて候へく候、御申あけ
ハし候ハヽ、うらへのかねよしと
ふしゆにも申あけさせ給候へ、

●氏名未詳書状（S1239／K2702 32.1×50.0）
おほえさせをハしましてこそ候へ、
はゝ御前の御かた、いかに
御心くるしく思まいらせさせをハし
まし候らむと御心の中を
しはかりまいらせ候、
人しれす御いとをしく、おほえさせ
をハしましてこそ候へ、
なに事もあまりにまたるゝ事候て、
こまかにハ申候ハす候、あなかしく、
物ハわつらハしく申候て、
十八日にいてき候へきよし申候、
このひんにまいらせ候ハぬこそ、
返々ほいなく候へ、さても、
かねさはのちやうらうの
御事、返々あさましく候、
明忍の御房ハ、けのほとハ
太子たうにわたらせをハしまし候て
候しか、この御事に
とく御下候へきよしおほせ事候、
さしもまたまいらせ候
上には、御のほりも候ハて、
（切封ウハ書）
「えん心の御房の御返事
まいらせ候」
（異筆）
「四月十六日」

-6-

●氏名未詳書状（S1289／K2752 27.7×39.4）
申つけ候へく候、
四尺五寸候ハヽ、御も
こしまても候ぬと
おほえ候、
よくゝゝ御心え候て、
申させ給候へく候、
あなかしく、
太子御もの事を、
心にかけ候て、世の中へ
たち候人に、かまへてと
申あつらへて候へは、ハかまの
こしにし候、せいかうの
候を、四十五寸をきりて
かへ候、是よりなかくも、
みしかくも、きり候ましと、
●氏名未詳書状（S1438／K2897 32.2×50.1）
御時をまつにて、
よくまいらせ候なんと、
ほいなくこそ候へ、
なに事もいそき候てとめ候ぬ、あなかしくゝゝ、
長老の御骨かうやへ
御のほり候よし、うけ給候へハ、
いまさらあはれニ、おほえ
させをハしましてこそ候へ、
かいゑんの御房御のほり
候へハ、御すゝき物なとの事も、
うけ給候へく候ハんする
心ちして候つれとも、やかて、
御下候へハ、なにの御よう
にもたちまいらせ候ハぬ、返々、
＊嘉元二年以後

●金沢貞顕書状（S585／K267＋S557／K232 33.8
×54.2、33.5×54.6）
先日承候隠岐録事、
申遣候処、櫃一合夜前
送給候之間令進之候、
又漆も所持之由承及
候程ニ、雖不承候、令申
候之処、櫃三合同送
給候、仍令進之候、委旨者」（S557）
一日行証御房御出之
時、令申候き、定被語申
候歟、自廿五日雖令出仕候、
猶腰労難治候、悉得
減気候者、毎事可参
申候、恐惶謹言、
七月廿九日
貞顕
方丈進之候
(切封ウハ書)
「称名寺方丈
貞顕」 」（S585）

貞顕

●金沢貞顕書状（S588／K270 33.8×54.2）
にや、十七日ニも指合候ハむ
すらんと心本なく存候、
毎事期参拝候、恐惶
謹言、
九月十四日
方丈進之候、
（切封墨引）
●金沢貞将書状（S777／K506 33.8×52.5）
御札之旨、悦承候訖、
抑為持病療養、湯本
下向仕候、即□申御返事候之

処、遅々恐存候、其間子細
使者可申入候、毎事帰参之
時、可参申候、恐惶謹言、
九月十三日
右馬権頭貞将（花押）
進上 称名寺長老御返事

●金沢貞顕書状（S601／K283 33.8×54.1）
よし、先日令申候之処、
公事計会事等候之間、
不参候、歎入候、以後日可
参候、恐惶謹言、
（文保元年）三月十八日
貞顕
方丈進之候、
（切封墨引）

●流罪唐人漢詩（401 函 19『釈摩訶衍論私見聞』第四
（釼阿本）表紙・紙背『新猿楽記』断簡 K6840 25.6
×38.2）
或寺方丈流罪唐人用途被訪事、彼状云、
始謁異朝客 誰不哀孤衰
雖壊小賎恥 只憐無身資
彼唐人返状云、
唐朝万里海難帰 愁怕風吹木葉飛
夜眠切冷無人問 只得求僧去誰知
古人云、眼若□睡諸夢自除心、若不異（起）心源《万
法》空寂
達磨（安心）□要云、諫法有、即自心之有、諸法無即
自心無

●釼阿臨浅草寺漢詩（S1853／K5181 32.5×51.4）
弘安作咢之暦、孟陽敦祥之天、被控黄鳥
之雅韻、臻茲勝形、被催応因之善留、詣此
梵宮、于時雁塔高聳、而霞埋金鏤之晃、
香煙細昇、而○《雲》雑靉靆之膚、加之佛閣《勝地》
、
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是
浅草、恒向三春之候、本尊○《観音》
、則纔留一片之
霞、故弘誓海漫々、遙浮慈悲之船筏、大
悲之涙漣々普灑四生之煩、芿是以残等
覚一転之夢、広憐忍土之含識、待智光円
満之暁、遠期無域之金邦者也、爰撲懸望於
悲願、仰憑平等之誓、催興於宝樹之霞、
恐述暗陋之緒云爾、
三宝院末資 金剛仏子釼阿
吹暖南汀浅草緑 玄陰漸徒去何之
蕭台霞聳韶光斜、露地霜銷草縷滋
湖寺鐘声驚暁夢 洞房磐響増宵悲
羨禁槃礴難動受、再詣慈眼芳育墀
【参考展示（図録不収）
】
●唐櫃底内重宝記（K6796 31.4×31.3）
依永享 関東大乱、御流唐櫃開之
葛□ 御筆本尊バン字下河原御筆
吽字愛染大師御筆 両界二幅 牛玉二黒黄
御筆文殊并不動願行条幅御作不動三尊 釼一
舎利壷〈三重塔本尊歟〉
(追筆)「大永二年辛午、舎利ヲハツホヘ入ルヽ」
此外御持仏堂舎利塔水輪水精ハリノ盞モ入ルヽ瑠璃箇
一 金銅塔一基
御舎利類数合四
以上唐櫃入分如此、為後記之
永享十一年五月廿六日 拝見人数 文聖
憲融
聖乗
了禅
住持(花押)
追註
金銅愛染王一体〈厨子入、方丈御持仏堂本尊也〉

●権左少弁中御門経季書状案（⑭秘法伝授の聖教・433
函「聖天」一結紙背）
香取社申、当社燈油料所
猿俣関米事、供僧等申
状〈副具／書〉如此、子細見状候歟、可令
尋沙汰給候之由、関白殿可申旨候
也、恐々謹言、
「嘉暦四」四月十日
権左少弁経季
謹上 相模守殿

●経庫図（297 函ロ 54.0×57.2）
〔表面書入〕
此のはたハり所はの空
たけ上下のなけしのうちのり四尺八寸
〔裏面書入〕
(上辺)ひんのうちのりひろさ二尺二寸 なかさ一丈八
尺五〈このおもて分〉
(右辺)このはたはり一丈七尺五寸 (図内)はこのなか
さ一尺八分 ひろさ八寸九分
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