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凡 例

この資料集は 山本勉 日本彫刻史基礎資料集成 鎌倉時代 造像銘記篇 第三期 収録予定作品 仏、 「 」『
教芸術』第６号 2021年3月30日 を底本として、春秋堂文庫に蓄えていたデータと照合しながら、まと
めたものである。
春秋堂文庫のデータは、文献から抽出したもので、直接、作品の調査によって獲られた情報ではないこと
を最初にことわっておく。そのため、まだ活字になっていないデータは、捕捉できないし、それぞれの文
献の解釈の違いは判断のしようがない。正確なデータは、各作品の調査によって得られたデータによる基
礎資料集成の刊行まで待つ他はない。
そのため、とりあえず各作品に関する解説・論考などの掲載されている文献目録を載せることによって判
断を委ねることにした。また、個別の作品の基礎的データも載せることにした。
各作品の体裁は以下の通りである。

西暦
年号月日
尊像名 都道府県市町村（旧町村名） 所有者
材質 仕上 員数 形状
銘記（作者名・肩書等 （銘記記載場所） 修理年・修理作家等）

文献（筆者「小見出/題名 『単行本・雑誌等』刊行年 発行者 掲載頁）」

この資料集には、基礎資料集成に載らない、石仏、懸仏 鏡像 も載せた。また、その時代の修理銘とお
もわれる作品もあえて掲載することとした。
山本氏掲載の作品には ○ を、それ以外は ● を作品の前につけた。
山本氏掲載の作品データの中に、どうしても、その作品の解説文献にたどりつかない作品がいくつかあっ
た。これは、小生の力不足によるもので、いづれ、基礎資料集成の刊行時に判明するまで、この資料集は
完成しないので、あえて「稿本」とつけさせていただいたことをお許し願いたい。

令和3年5月30日

加藤春秋
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鎌倉彫刻資料集 造像銘記編(稿本) 1301年～1333年

1301年

正安3年正月25日
○持国天・多聞天像 鳥取県八頭町 青竜寺

木造 彩色 玉眼 2軀 各立像
仏師隆円（持国天像内銘）

・「122，持國天像 正安三年正月 鳥取・城光寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 283p～p」
・「646，鳥取 青竜寺 木造四天王立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 346p～347p」
・小山勝之進「鳥取県/36，持国天立像・多聞天立像 青龍寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997」

年3月10日 学生社 30p～30p
・石田敏紀「資料図版・解説/仏像/53 木造持国天立像 郡家町・青龍寺蔵 『鳥取県の名宝』開館三十周年記念特別」

展 2002年11月2日 鳥取県立博物館資料刊行会 79p～79p
・根立研介「6 青龍寺 郡家町下門尾/6-1，木造持国天立像 『鳥取県の仏像調査報告書』 2004年3月30日 鳥取県立」

博物館資料刊行会 40p～41p
・根立研介「6 青龍寺 郡家町下門尾/6-2，木造多聞天立像 『鳥取県の仏像調査報告書』 2004年3月30日 鳥取県立」

博物館資料刊行会 42p～43p

正安3年3月日
○阿弥陀如来像 秋田県鹿角市 円福寺

銅造 鍍金 1軀 立像
（背面下方陰刻）

・「Ⅱ 絵画・彫刻/県指定有形文化財/銅造阿弥陀如来立像 鹿角市花輪・円福寺蔵 『秋田の有形文化財』 2001年12」
月25日 無明舎出版 49p～49p

正安3年4月5日
○千手観音像 福岡県宗像市 梅谷寺

木造 彫眼 1軀 立像
仏師僧定盛（像背部陰刻）

・平田寛「第二章 中世の美術/第一節 鎌倉・南北朝時代の美術/一 仏教美術/梅谷寺の十一面千手観音立像 『宗像」
市史』通史編 第四巻 美術と建築・民俗 1996年9月30日 宗像市 36p～39ｐ

・楠井隆志「福岡県/560，千手観音立像 梅谷寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日 学」
生社 273p～273p

正安3年5月廿□日
○妙見菩薩像 東京都千代田区 読売新聞社（伊勢市尾上町 常明寺旧蔵）

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
仏師法印大和尚院命（像内墨書）

・「銘文集/69，読売新聞社蔵妙見菩薩立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 360p～360p」
・「図版/52，妙見菩薩立像 東京・読売新聞社 『特別展 鎌倉時代の彫刻』 1975年10月2日 東京国立博物館」
・濱田隆「図版解説/天部/５９ 妙見菩薩立像 読売新聞社 『密教美術大観４ 天・法具・祖師』 1984年11月30日」

朝日新聞社 217p～217p
・「651，東京 読売ランド 木造妙見菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 347p～348p」
・斎藤経世「東京都/98，妙見菩薩立像 読売新聞社 『日本の仏像<北海道・東北・関東>』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 74p～74p
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・瀧川和也「三重県の仏像（二）/附１ 三重県造像銘記（二）補遺/補４，読売新聞社 妙見菩薩立像 『三重大学教育」
学部研究紀要（人文・社会科学 』42 1991年3月30日 三重大学教育学部 136p～136p）

・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像以前ー院豪、院浄、院命/９，木造妙見菩薩立像 東京・読売新
聞社 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 44p～45p」

・ 三重県の仏像 八 /附１ 三重県造像銘記集成/１４ 読売新聞社 妙見菩薩立像 三重大学教育学部研究紀要 人「 （ ） ， 」『 （
文・社会科学 』48 1997年3月28日 三重大学教育学部 244p～244p）

・山本勉「作品解説/166，妙見菩薩立像 院命作 東京・読売新聞社 『特別展 美術の中のこどもたち』 2001年10月2日」
東京国立博物館 167p～167p

・清水眞澄「正安三年銘の木造妙見菩薩立像をめぐって 『道教の美術』 2009年7月0日 読売新聞社大阪本社・大阪市」
立美術館 331p～333p

・石川知彦「作品解説/253 妙見菩薩立像 東京・読売新聞社 『道教の美術』 2009年7月0日 読売新聞社大阪本社・」
大阪市立美術館 377p～378p

・山下立「各個解説/30 妙見菩薩立像 東京都・読売新聞社 『武将が縋った神仏たち』平成23年度秋季特別展 東日」
本大震災復興祈念 2011年10月15日 滋賀県立安土城考古博物館 96p～97p

・佐々木守俊「作品解説/54 妙見菩薩立像 読売新聞社 『仏像半島ー房総の美しき仏たち』 2013年4月15日 千葉市」
美術館 221p～222p

正安3年7月10日
○帝釈天像 兵庫県香美町 帝釈寺

木造 彩色 1軀 倚像
（像内背部墨書）

・佐々木進「帝釈寺の帝釈天像と金剛力士像 『博物館学年報』12 1980年12月15日 同志社大学博物館学芸員課程 52p」
～61p

・神山登「兵庫県/369，帝釈天倚像 帝釈寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 232p～232p」
・｛ （ ）」口絵/但馬国喜見山帝釈寺ー筆と帳面を手にする帝釈天と女性・如法経ー/木造帝釈天倚像 帝釈寺 兵庫県香美町

『立山と帝釈天ー女性を救うほとけー』平成２５年度特別企画展 2013年10月5日 富山県立山博物館 10p～10p

正安3年9月
○金剛力士像（吽形） 京都府亀岡市 金輪寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
巧匠定有法眼大和尚位（吽形胎内銘） 阿形：江戸

・「653，京都 金輪寺 木造金剛力士立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 348p～348p」
・若杉準治「亀岡市/320，金剛力士立像 金輪寺」 『日本の仏像＜京都＞』仏像集成３ 1986年2月1日 学生社 313p

～313p
・礪波恵昭or稲本泰生「彫刻/二 彫刻個別解説/金剛力士立像 吽形像 巧匠定有作 金輪寺 『新修亀岡市史』資料編」

第四巻 1996年3月31日 京都府亀岡市 385p～387p
・「図版/参考/9 木造金剛力士立像 京都・金輪寺 『特別展 聖護院門跡の名宝ー修験道と華麗なる障壁画ー』増誉」

大僧正900年遠忌記念 2015年3月20日 龍谷大学 龍谷ミュージアム・読売新聞社 153p～153p

正安3年10月
○大日如来像 長野県塩尻市 真正寺

木造 金泥 玉眼 1軀 坐像
（頭部左頬内側墨書）

・佐々木守俊「信州の仏像 解説編/71 大日如来坐像 塩尻市・真正寺 『定本 信州の仏像』 2008年8月5日 しなの」
き書房 257p～257p
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正安3年11月11日
○孝養太子像 茨城県常総市 無量寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
仏師法印祐弁（像内墨書） 1480年、1529年修理銘札、延享4(1747)、寛政6(1794)年修理銘

・「県指定有形文化財/彫刻/木造聖徳太子立像 無量寺 『常総の文化財』 2008年3月31日 常総市教育委員会生涯学」
習課 7p～7p

・「第三部 二十四輩と門徒/No.108 木造聖徳太子立像 常総市・無量寺所蔵 『親鸞ー茨城滞在20年の軌跡ー』」
平成21年度特別展 2010年2月6日 茨城県立歴史館 158p～158p

・「第三部 二十四輩と門徒/No.109 木造聖徳太子立像（No.108）像内納入銘札 『親鸞ー茨城滞在20年の軌跡ー』」
平成21年度特別展 2010年2月6日 茨城県立歴史館 159p～159p

正安2年～3年
●大黒天像 滋賀県大津市 延暦律院

木造 彩色 1軀 立像
採色金剛仏子寂尊（首枘後部内面墨書）

・「654，滋賀 延暦寺律院 大黒天立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 348p～348p」
・「図版・解説/209，大黒天立像 滋賀・延暦寺 『比叡山と天台の美術』比叡山開創1200年記念 1986年3月0日 朝日」

新聞社 272p～272p
・齋藤望「大津市/48，大黒天立像 延暦寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 49p～49p」
・「図版/第11章 怒れる慈悲に祈る/174 木造大黒天立像 延暦寺 大津市 『近江の祈りの美』 2010年10月19日」

サンライズ出版 234p～234p
・山下立「列品解説/５ 大黒天立像 大津市・延暦寺 『安土城への道 聖地から城郭へ』平成26年春季特別展 2014年」

3月31日 滋賀県立安土城考古博物館 95p～95p

正安3年2月日
●随身像 滋賀県長浜市 上許曽神社

木造 彩色 1対 倚像
（各像内墨書）

・「31，随身像 正安三年 上許曽神社 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 42p～42p」
・宇野茂樹「付・近江の在銘像/35，隨身像 上許曽神社 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～387p」
・「648，滋賀 上許曽神社 木造隨身像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 347p～347p」

正安3年8月6日
●火王面 長崎県対馬市（旧峰町） 海神神社

木造 彩色 1面 下部欠失
（面裏墨書）

・「出品目録 日本の仏像/103，火王面（長崎県指定） 海神神社（峰町 『大陸・朝鮮文化との接点 対馬の美術）」
古代ー近世 考古・彫刻・金工・絵画・経典・文書・陶磁』 1978年10月29日 福岡県・福岡県教育委員会

・八尋和泉「対馬の仏像/≪作品解説≫158 火王面 峰町 海神神社 『対馬の美術』 1978年11月1日 西日本文化協会」
289p～290p

正安3年
●舞楽面（還城楽） 個人

木造 彩色 1面
（面裏朱漆） 天野社に施入

・大河内智之「資料解説/参考５ 還城楽 個人蔵 『特別展 高野山麓 祈りのかたち』 2012年10月20日 和歌山県立」
博物館 195p～195p

・岩田茂樹「図版・解説/寄託品/98 舞楽面 還城楽 個人 『なら仏像館 名品図録2016』 2016年4月29日 奈良国立」
博物館 81p～81p
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・岩田茂樹「図版・解説/寄託品/101 舞楽面 還城楽 個人 『なら仏像館 名品図録２０１８』 2018年11月1日」
奈良国立博物館 83p～83p

正安3年2月8日
●地蔵菩薩像 大阪府八尾市 地蔵院（廃）

石造 立像
（像左方陰刻）

・「647，大阪 地蔵院（廃） 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 347p～347p」

正安3年3月10日
●地蔵菩薩像 奈良県山添村 的野区

石造 磨崖仏 立像
（像右陰刻）

・太田古朴「大和に於ける建長刻銘石佛とその背景（二 『史迹と美術』273 1957年5月1日 178p～183ｐ）」
・「650，奈良 的野地蔵磨崖仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 347p～347p」
・村田靖子「１ 奈良県北部の仏像/山辺郡の仏像（山添村の仏像）/的野区 地蔵菩薩 『もっと知りたい 奈良の仏像」

ー県内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 108p～108p

正安3年3月10日
●地蔵菩薩像 奈良県天理市 福住別所

石造 半肉彫 立像
（像右陰刻）

・「649，奈良 福住別所 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 347p～347p」

正安3年6月日
●蔵王権現像 東京都千代田区 内閣文庫

銅造 鏡像 線刻 1面
（鏡背線刻）

・「特別展観「鏡像と懸佛」出品目録/６２，線刻蔵王権現鏡像（松喰鶴鏡） 東京・内閣文庫 『特別展観 鏡像と懸」
仏』 1973年7月25日 東京国立博物館 22p～22p

・「652，東京 内閣文庫 銅造線刻蔵王権現鏡像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 348p～348p」

1302年

正安4年2月15日事始～3月5日造功畢
○地蔵菩薩像 高知県土佐市 青竜寺

木造 彩色 1軀 立像
仏師湛慶之流但馬法眼慶誉、小仏師 俗□橋定賢（像内墨書）

・青木淳「五、北川村・吾北村・吾川村・大方町および関連調査地 寺誌・調書/関連調査(2001-2003年度）寺誌・調
書/独鈷山伊舎那院青龍寺（土佐市宇佐町竜）/地蔵菩薩立像 『高知県社寺文化財総合調査報告書 図版篇』 2004」
年3月31日 高知県教育委員会 345p～347p

・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/正安四年二月十五日/（土佐市宇佐町竜青龍寺木造地蔵菩薩立像胎内墨書銘ー
写し 『私のメモ帳 第八』 2010年12月30日 前田和男 165p～166p）」

永仁元年～正安4年8月25日
○文殊菩薩像・侍者像 奈良県奈良市 西大寺

木造 彩色・金泥 玉眼 5軀 文殊：片足垂下騎獅像、侍者：立像
（像内納入造立願文）
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・「陳列品解説/38，文殊菩薩騎獅像像内納入品 奈良・西大寺 『仏像と像内納入品展』 1974年4月28日 奈良国立博」
物館 85p～86p

・「陳列品解説/148，木造騎獅文殊像内納入品 奈良・西大寺 『仏舎利の美術』開館８０周年記念春季特別展 1975年」
4月26日 奈良国立博物館 70p～71p

・ 「 ， 」『 』佐藤昭夫 作品解説 西大寺と西ノ京の古寺/46 文殊菩薩像 西大寺本堂 全集日本の古寺13 薬師寺と唐招提寺
1984年5月21日 集英社 124p～124p

・金子啓明「図版解説/33，文殊菩薩坐像（文殊五尊像のうち） 西大寺 『奈良西大寺展』興正菩薩叡尊700年遠忌記」
念 1990年8月25日 日本経済新聞社 173p～173p

・岡田健「Ⅳ檀像和様化の諸相/93，文殊菩薩立像（文殊菩薩騎獅像納入品） 奈良・西大寺 『特別展 檀像ー白檀仏」
から日本の木彫仏へー』 1991年4月0日 奈良国立博物館 201p～201p

・井上一稔「奈良市/60，文殊五尊像 西大寺 『日本の仏像＜奈良Ⅰ＞』仏像集成５ 1994年1月10日 学生社 65p～65p」
・「改革と新風/黒衣の律僧ー改革・救済と西大寺流律宗ー/100，文殊菩薩像像内納入品 奈良市・西大寺 『みやこの」

仏世界と豊の国』開館１５周年記念特別展 1996年10月9日 大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館 126p～126p
・内藤榮「作品解説/130，文殊菩薩像納入水晶製五輪塔形舎利容器、銅製筒形容器、錦製 奈良・西大寺 『特別展」

仏舎利と宝珠ー釈迦を慕う心ー』 2001年7月14日 奈良国立博物館 232p～232p
・佐伯俊源「口絵解説/文殊菩薩騎獅像ならびに四侍者立像（西大寺本堂安置、重要文化財 『戒律文化』 6 2008年3）」

月15日 戒律文化研究会 0p～0p
・村田靖子「１ 奈良県北部の仏像/奈良市西部の仏像/西大寺 木造文殊菩薩騎獅像 『もっと知りたい 奈良の仏像ー」

県内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 71p～71p
・瀬谷貴之「作品解説/５ 文殊菩薩坐像（文殊五尊像のうち） 像内納入品 奈良・西大寺 『特別展 仏像からのメ」

ッセージ 像内納入品の世界』興正菩薩叡尊鎌倉下向七五〇年記念Ⅱ 2011年12月9日 神奈川県立金沢文庫 59p～
60p

・「さまざまな像内納入品１/舎利器 『別冊宝島 仏像の知られざるなかみ』 1988 2013年4月25日 宝島社 20p～21」
p

・海老澤るりは 「作品解説/48 文殊菩薩騎獅像及び四侍者像 奈良・西大寺 『創建１２５０年記念 奈良西大寺展」
叡尊と一門の名宝』 2017年4月15日 日本経済新聞社 224p～224p

・磯貝誠「第六章/文殊五尊像 『西大寺ー美術史研究のあゆみー』 2018年1月11日 里文出版 119p～144p」

正安4年9月26日
○南無仏太子像 奈良県橿原市 大久保町観音堂（大窪寺伝来）

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
（頭部内面墨書）

・「写真/62 聖徳太子立像 大久保 大窪寺 「橿原の仏像銘文集成/62 聖徳太子立像 大久保 大窪寺 『橿原の仏」 」
像』 1981年4月21日 p～p

・田中義恭「解説 鎌倉時代/149，木造聖徳太子立像 橿原市大久保・大窪寺 『飛鳥の佛像』飛鳥資料館シリーズ」
第３冊 1983年10月15日 同朋社出版 226p～226p

・「第二編 本編 正安四年(1302)/354，国源寺 太子二才像 橿原市大久保町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985」 ）
年7月25日 名著出版 224p～225p

・「655，奈良 大窪寺 木造聖徳太子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 348p～349p」
・久野健「橿原市/30，聖徳太子立像 大久保町 『日本の仏像＜奈良Ⅱ＞』仏像集成６ 1995年1月10日 学生社 36p～」

36p
・「図版解説/100 木造 南無仏太子像 奈良・大久保町 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年紀年出版 1996」

年1月10日 東方出版社 304p～304p
・石川智彦「90 南無仏太子像 奈良・大久保町 『聖徳太子展』 2001年10月19日 ＮＨＫ･ＮHKプロモーション 106p」

～106p
・村田靖子「３ 奈良県中部の仏像/橿原市の仏像/大久保町 木造聖徳太子立像 『もっと知りたい 奈良の仏像ー県内」

地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 227p～227p

年正安4
●薬師如来像 栃木県真岡市 般若寺
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木造 漆箔 1軀 坐像
（像内墨書）

・北口英雄「栃木県/371，薬師如来坐像 般若寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」
p学生社 243p～243

正安4年12月28日
●毘沙門天台座 奈良県奈良市 唐招提寺

木造 1基
（台座墨書）

・「第二編 本編 正安四年(1302)/353，唐招提寺 毘沙門天台座 奈良市五条町 『奈良県史16 金石文（上 』」 ）
1985年7月25日 名著出版 224p～224p

正安4年
●弘法大師像 京都市右京区 神護寺

木造 板彫 彩色 1面
仏師法眼定喜,彩色法眼円順（神護寺略記）

・真鍋俊照「図版解説/祖師/239，板彫弘法大師像 京都・神護寺 『密教美術大観４ 天・法具・祖師』1984年11月30日」
朝日新聞社 244p～244p

・若杉準治「京都市右京区/41，板彫弘法大師像 神護寺 『日本の仏像＜京都＞』仏像集成３ 1986年2月1日 学生社」
46p～46p

・杉崎貴英「神護寺板彫弘法大師像と土佐金剛頂寺ー「楠洞御影」の言説と模刻とー 『文化学年報』65 2016年3月15」
日 同志社大学文化学会 373p～398p

正安４年１１月１０日
●懸仏（４面のうち１面） 香川県土庄町 明光寺（家浦八幡宮旧蔵）

銅造 懸仏 仏像 １軀
（裏面線刻）

・「第二期/【六八】1962 正安四年壬寅十一月十日 懸仏 四面内一面銘文アリ 『續岡山縣金石史』 1954年3月10日」
岡山県金石史刊行会 134p～136p

1303年

乾元２年１月日
○阿弥陀如来像 福島県白河市 小峰寺

木造 漆箔・彩色 玉眼 1軀 立像
（像内頭部墨書）

・原田文六郎 第一編 文化/第一章 美術・工芸/第二節 彫刻/木造阿弥陀如来立像・木造地蔵菩薩立像 小峰寺 白「 」『
河市史』各論編２ 文化・旧市町村沿革・人物 1992年3月30日 82p～84p

日乾元2年3月2
○ 千手観音像 岡山県岡山市東区 慈眼院

木造 素地 1軀 坐像
覚清

乾元2年3月日
○孝養太子像 広島県尾道市 浄土寺
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木造 彩色 玉眼 1軀 立像
法印院憲作（像内頭部墨書・足枘朱書）

・「123，聖徳太子像 乾元二年 廣島・淨土寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 285p～p」
・「解説 彫刻 広島県/５，木造聖徳太子立像一軀 浄土寺 『国宝・重要文化財 仏教美術 中国２（広島 』 1980」 ）

年9月20日 小学館 208p～p
・鷲塚泰光「作品解説 山陰・山陽の古寺/45，聖徳太子像 浄土寺 広島 『全集日本の古寺17 山陰・山陽の古寺』」

1985年8月20日 集英社 130p～131p
・「658，広島 浄土寺 木造聖徳太子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 352p～352p」
・「図版解説/122 木造 聖徳太子孝養立像 院憲作 広島・浄土寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年紀」

年出版 1996年1月10日 東方出版社 307p～307p
・「改革と新風/黒衣の律僧ー改革・救済と西大寺流律宗ー/101，木造聖徳太子立像 広島県尾道市・浄土寺 『みやこ」

の仏世界と豊の国』開館15周年記念特別展 1996年10月9日 大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館 127p～127p
・浜田宣「広島県/162，聖徳太子立像ー孝養像 浄土寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成 ８ 1997年3」

月10日 学生社 92p～92p
・浜田宣「浄土寺の文化財/木造聖徳太子立像/孝養像 『国宝の寺 尾道 浄土寺』 2001年2月1日 真言宗 泉涌寺派」

大本山 浄土寺 55p～56p
・的野克之「作品解説/30 聖徳太子孝養像 広島県尾道市・浄土寺 『観音巡礼 中国路の古寺と仏像』平成23年度」

特別展 2011年7月22日 島根県立古代出雲歴史博物館 108p～108p
・福田善子「作品解説/126 聖徳太子立像（孝養像） 広島・浄土寺 『創建1250年記念 奈良西大寺展 叡尊と一門」

の名宝』 2017年4月15日 日本経済新聞社 250p～250p
・瀬谷貴之「作品解説/20 聖徳太子立像（孝養像） 広島・浄土寺 」 『聖徳太子信仰ー鎌倉仏教の基層と尾道浄土

寺の名宝ー』聖徳太子1400年遠忌特別展 2019年10月9日 神奈川県立金沢文庫 105p～105p

乾元2年7月日
○地蔵菩薩像 山梨県甲府市 個人（山梨県立博物館保管 （富士山頂初穂打場伝来））

銅造 1軀 立像
（背面陰刻）

・「資料解説/登山道の彫像/頂上初穂打場左近小屋/14 地蔵菩薩立像 甲府市・個人蔵 『富士の神仏ー吉田口登山道」
の彫像ー』企画展図録 2008年6月0日 富士吉田市歴史民俗博物館 74p～74p

・近藤暁子「列品解説/80 地蔵菩薩立像 個人蔵 『特別展 富士山ー信仰と芸術ー』世界遺産登録記念 2015年9月4日」
「富士山ー信仰と芸術ー」展実行委員会 203p～203p

嘉元元年8月5日以後
○釈迦如来像 静岡県静岡市 海長寺

木造 1軀 坐像
（頭部納入品）

・田邊三郎助「第一編 鎌倉時代の静岡/第四章 宗教と信仰の世界/第六節 中世の美術 『静岡県史』通史編2 中世」
1997年3月25日 249p～

嘉元元年8月5日造立～正中2年彩色
○愛染明王像 大阪府大阪市住吉区 荘厳浄土寺

木造 彩色 1軀 坐像
大仏師弁秀、小仏師信賢（像内墨書）

・神山登「大阪府/144，愛染明王坐像 荘厳浄土寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 84p」
～84p

嘉元元年9月15日
○不動明王像 千葉県印西市（旧印西町） 結縁寺

銅造 1軀 立像
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（正面裾部陰刻）
・「125，不動明王像 嘉元元年九月 千葉・結縁寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 289p～p」
・「銘文集/70，結縁寺不動明王立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 360p～360p」
・「彫刻 国指定重要文化財/銅造不動明王立像 結縁寺 『千葉県文化財総覧（改訂増補 』 1973年3月31日 千葉県教」 ）

育委員会 102p～102p
・「657，千葉 結縁寺 銅造不動明王立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 352p～352p」
・鈴木喜博「千葉県/204，不動明王立像 結縁寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 148p～148p
・「印旛（成田市、酒々井町、栄町、印旛村、本埜村、印西町）/14，銅造不動明王立像［国］印西町 結縁寺 『房総」

の仏教彫刻ー有形文化財・彫刻ー』 1993年3月25日 千葉県教育委員会 46p～47p
・小倉絵里子「作品解説/62 不動明王立像 結縁寺（印西市 『仏像半島ー房総の美しき仏たち』 2013年4月15日）」

千葉市美術館 224p～224p
・「全作例篇/14 結縁寺/114 不動明王立像 『印西市の仏像（印西地域編 』 2014年3月28日 印西市教育委員会 53p」 ）

～53p
・塩澤寛樹「重要作例解説篇/九 銅造不動明王立像(114) 結縁寺 『印西市の仏像（印西地域編 』 2014年3月28日」 ）

印西市教育委員会 97p～98p

嘉元元年
●地蔵菩薩像 愛知県名古屋市守山区 竜泉寺

木造 彩色（剥落） 1軀 立像
長母大円無住刻作（像背面陰刻 （追刻か））

・「124，地藏菩薩像 嘉元元年 愛知・龍泉寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 287p～p」
・久野健「愛知県/479，地蔵菩薩立像 竜泉寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成 ２ 1992年1月15日 学生社 333p～」

333p
・山崎隆之「第３章 作品解説/【コラム】像に直接記された銘文 『愛知県史 別編』文化財３彫刻 2013年3月31日」

604p～604p

正安5年3月10日
●地蔵菩薩像 奈良県山添村 的野

石造 磨崖仏 1軀 立像
（左側面陰刻）

・「第二編 本編 正安五年(1303)/357，的野 地蔵磨崖仏 山辺郡山添村的野 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年」 ）
7月25日 名著出版 225p～225p

1304年

嘉元2年6月12日
○聖観音菩薩像 埼玉県越谷市 林泉寺

木造 彩色 彫眼 1軀 坐像
（像内背面墨書） 1320年9月14日彩色

・林宏一or内藤勝雄「二 市内の仏像/増林地区の仏像/林泉寺 24 木造聖観音菩薩坐像 『越谷市仏像調査報告書』越」
谷市の文化財 第七集 1977年3月30日 越谷市教育委員会 16p～17p

・林宏一 「埼玉県/２６９，伝正観音坐像 林泉寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月」
1日 学生社 182p～182p

・青木忠雄「第Ⅰ部 埼玉の仏像巡礼/３ 慶派の仏像/3-10 林泉寺木造伝正観音菩薩坐像 『埼玉の仏像巡礼』 2011年」
1月3日 幹書房 37p～37p
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嘉元2年7月11日
○如意輪観音像 京都市 個人

（納入真言）

嘉元2年12月4日
○文殊菩薩像・普賢菩薩像（釈迦三尊のうち） 熊本県あさぎり町 阿蘇釈迦堂

木造 漆箔 2軀 各坐像
（文殊像内墨書） 1592年修理銘（普賢像台座） 中尊：平安後期

・「列品解説/36，木造釈迦三尊坐像 須恵村・平等寺釈迦堂 『中世の美術』第５回 熊本の美術展 1980年11月11日」
熊本県立美術館

・有木芳隆「熊本県/774，釈迦三尊像 阿蘇釈迦堂 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」
学生社 371p～371p

・有木芳隆「図版編/【第一章】中世前期、球磨に華ひらいた仏教美術/1 球磨の在地領主と平安時代後期の仏像/17
木造釈迦三尊像 あさぎり町・阿蘇釈迦堂所蔵 『ほとけの里と相良の名宝ー人吉球磨の歴史と美ー』日本遺産認」
定記念 2015年10月14日 ほとけの里と相良の名宝展実行委員会 62p～65p

嘉元2年
○南無仏太子像 奈良県奈良市 伝香寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
大仏師俊□（舜慶 （像内納入文書））

・紺野敏文「奈良のかくれ寺ー伝香寺・霊厳院・円證寺・西方寺・称名寺・不退寺ー/伝香寺（小川町） 木造聖徳太子
立像 『近畿文化』403 1983年6月1日 近畿文化会」

・「662，奈良 伝香寺 木造南無仏太子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 353p～353p」
・井上一稔「奈良市/13，聖徳太子立像 伝香寺 『日本の仏像＜奈良Ⅰ＞』仏像集成５ 1994年1月10日 学生社 26p～」

26p
・「図版解説/101 木造 南無仏太子像 舜慶作 奈良・伝香寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年紀年出」

版 1996年1月10日 東方出版社 304p～305p
・石川智彦「91 南無仏太子像 奈良・伝香寺 『聖徳太子展』 2001年10月19日 ＮＨＫ・ＮHKプロモーション 107p」

～107p
・紺野敏文「8 奈良のかくれ寺 ー伝香寺・霊厳院・円證寺・西方寺・称名寺・不退寺ー 『仏像好風』 2004年3月20」

日 名著出版 48p～55p

嘉元2年3月24日
●神子栄尊像 福岡県久留米市 朝日寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
（像内墨書） 1513年修理銘

・「出品目録・作品解説/彫刻/63，木造神子栄尊坐像 朝日寺 『博多承天寺展』 1981年2月14日 福岡県文化会館 115p」
～116p

・橋富博喜「第二篇 彫刻/6 木造神子栄尊坐像 朝日寺 『久留米市史』第13巻 資料編（美術・工芸） 1996年3月31日」
久留米市 215p～216ｐ

・田鍋孝男「福岡県/549，神子栄尊坐像 朝日寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」
学生社 269p～269p

・國生知子「筑後の仏像/朝日寺 木造神子栄尊坐像 『福岡県の仏像』アクロス福岡文化誌８ 2014年3月31日 アクロ」
ス福岡 146p～146p

・井形進「Ⅲ 海を渡った人と神仏/32 神子叡尊坐像 久留米市・朝日寺蔵 『福岡の神仏の世界ー九州北部に華開い」
た信仰と造形ー』九州歴史資料館平成２６年度特別展 2014年10月8日 九州歴史資料館 60p～60p
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嘉元2年4月8日
●阿弥陀三尊像（善光寺式三尊） 福島県いわき市 いわき市（如来寺伝来）

銅造 3軀 各立像
大工藤原国永（中尊背面陰刻）

・「126，阿彌陀如來像 嘉元二年四月 福島・如來寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 291p～p」
・「127，嘉元二(1304)年、福島県如来寺銅造阿弥陀如来立像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第１集』鎌倉国宝館論集」

第11 1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 52p～53p
・「東北地方の在銘像/32，福島 如来寺 阿弥陀三尊像 『東北古代彫刻史の研究』 1971年10月10日 中央公論美術出」

版 82p～83p
・「解説 彫刻 福島県/48，銅造阿弥陀如来及両脇侍立像 如来寺 『国宝・重要文化財 仏教美術 北海道・東北』」

1972年3月31日 小学館 215p～p
・三山進「作品解説/東国と中世彫刻/72 阿弥陀三尊立像 重文 藤原国永作 福島県いわき市・如来寺 『日本美術全」

集12 鎌倉の彫刻・建築 運慶と快慶』 1978年2月10日 学習研究社 205p～205p
・「660，福島 如来寺 銅造阿弥陀三尊立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 352p～353p」
・「図版・解説/169，阿弥陀如来及両脇侍像 福島・いわき市 『比叡山と天台の美術』比叡山開創1200年記念 1986年」

3月0日 朝日新聞社 245p～245p
・松岡久美子「作品解説/72 金銅阿弥陀三尊立像（善光寺如来） 福島・いわき市 『秋季特別展 “絵解き”ってなぁ」

に？ 語り継がれる仏教絵画』 2012年10月12日 龍谷大学 龍谷ミュージアム・朝日新聞社 200p～200p

嘉元2年2□18□
●地蔵菩薩像 二体 滋賀県長浜市（旧西浅井町） 黒山道

石造 厚肉彫 各立像
（右側陰刻）

・川勝政太郎「資料報告 湖北黒山道の二体地蔵石仏 『史迹と美術』444 1974年5月28日 史迹美術同攷会 152p～152」
ｐ

・「659，滋賀 黒山道 石造二体地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 352p～352p」

嘉元2年12月15日
●四方仏（十三重石塔初重） 大阪府守口市 大庭来迎寺

石造
（初重軸部陰刻）

・川勝政太郎「大庭来迎寺十三重石塔 『史迹と美術』128 昭和16年7月1日」
・「661，大阪 大庭来迎寺 四方仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 353p～353p」

1305年

嘉元3年2月10日
○阿弥陀如来像 福島県南会津町 薬師寺

木造 素地 彫眼 坐像
（像内背部墨書）

・若林繁「/14 木造阿弥陀如来坐像 薬師寺 『企画展 会津の仏像 シリーズ福島の仏像①』 1987年10月17日 福島」
県立博物館 48p～49p

・若林繁「福島県/512，阿弥陀如来坐像 薬師寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」
学生社 326p～326p

・「解説/89 阿弥陀如来坐像 薬師寺 『藤森武写真集 仏都会津 祈りの里の仏たち』 2005年11月30日 福島民報社」
113p～113p



- 11 -

嘉元3年閏12月日
○男神像・女神像 栃木県日光市 輪王寺

銅造 2軀 男神：坐像、女神：片足垂下像
（各像背面両袖部陰刻）

・「図版解説/８ 銅造男神・女神坐像 『日光山輪王寺宝鑑』 1966年11月1日 日光山輪王寺 108p～108p」
・「作品解説 第一部 山岳信仰の成立と展開 Ⅱ 山岳神の造形/19-1，銅造男神坐像 栃木・輪王寺 『特別展 山」

岳信仰の遺宝』開館90周年記念 1985年4月28日 奈良国立博物館 144p～145p
・「作品解説 第一部 山岳信仰の成立と展開 Ⅱ 山岳神の造形/19-2，銅造女神半跏像 栃木・輪王寺 『特別展」

山岳信仰の遺宝』開館90周年記念 1985年4月28日 奈良国立博物館 144p～145p
・北口英雄「栃木県/364，男神坐像・女神半跏像 輪王寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年」

7月1日 学生社 239p～239p

嘉元3年12月日
●地蔵菩薩像 大阪府阪南市 宗福寺

木造 彩色 彫眼 1軀 坐像
（像内背板裏墨書）

・「平成二年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/2 地蔵菩薩坐像 大阪・宗福寺 『學叢』14 1992年3月31日 京都国」
立博物館 107p～107p

・「12 宗福寺/⑥地蔵菩薩坐像 『阪南市文化財状況調査報告書』 1994年3月31日 阪南市教育委員会 34p～34p」

嘉元3年閏12月
●男神像 個人（旧日光山伝来）

銅造 鍍金 1軀 片足垂下像
（両袖裏陰刻）

・瀬谷貴之「作品解説/64 男神坐像 個人蔵（旧日光山伝来 『特別展 顕れた神々ー中世の霊場と唱導ー』 2018年）」
11月16日 神奈川県立金沢文庫 104p～104p

嘉元3年9月日
●舞楽面 愛媛県宇和島市 八幡神社

木造 彩色 1面
（面裏朱漆書）

・切畑健「修復文化財関係銘文集成/昭和五十五年度/４ 舞楽面 愛媛宇和島市・八幡神社 『學叢』5 1983年3月31日」
京都国立博物館 154p～154p

嘉元3年4月日
●獅子頭 山梨県南アルプス市 百々諏訪神社

木造 1面
（面裏上顎陰刻）

・「全作例編/全作例解説／銘文写真/白根地区/26 百々諏訪神社/01 獅子頭 県指定文化財 『祈りのよこがおー南」
アルプス市内仏像等悉皆調査報告書ー』 2011年3月15日 南アルプス市教育委員会 326p～326p

嘉元3年5月日
●獅子頭 岐阜県美濃市 真木倉神社

木造 彩色 1面
（上顎内部墨書）

・日置弥三郎「岐阜県重要文化財/獅子頭 真木倉神社 『岐阜県指定文化財調査報告書 第19巻』 1976年2月20日」
岐阜県教育委員会 61p～62p
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嘉元3年7月9日
●火宮大明神 石川県能登町（旧柳田村） 菅原神社

鉄造 懸仏
（裏面陽刻）

・桜井甚一「鎌倉時代/二〇 馬志キ火宮大明神懸佛 菅原神社 『石川縣銘文集成』中世金石文編 1971年1月15日」
北国出版社 52p～52ｐ

・「663，石川 菅原神社 鉄造火宮大明神懸仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 353p～353p」

嘉元3年3月24日
●地蔵菩薩像 奈良県御所市 新屋敷墓地

石造 厚肉彫 1軀 立像
大工□□（光背両側陰刻）

・「第二編 本編 嘉元三年(1305)/364，新屋敷墓地 地蔵石仏 御所市御所 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年」 ）
7月25日 名著出版 228p～228p

嘉元3年12月25日
●阿弥陀三尊像 福島県須賀川市 芦田塚

石造 薄肉彫 各立像
（石板向かって右輪郭面陰刻）

・「664，福島 芦田塚 石造阿弥陀三尊立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 353p～354p」

1306年

嘉元4年4月1日
○叡尊像 神奈川県鎌倉市 極楽寺

木造 漆箔 1軀 坐像
（後頭部内墨書）1425年体部新補「大仏師兵部法眼清朝」1656年「仏師扇谷住摩尼多靱負法橋守
延」修理銘

・「銘文集/71，極楽寺叡尊像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 360p～360p」
・「128，嘉元四(1306)年、極楽寺木造思円房叡尊坐像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第1集』鎌倉国宝館論集 第11」

1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 53p～53p
・「666，神奈川 木造叡尊坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 354p～355p」
・山口隆介「展示品解説/40 興正菩薩叡尊坐像 神奈川・極楽寺 『特別展 忍性ー救済に捧げた生涯ー』生誕800年」

記念 2016年7月23日 奈良国立博物館・読売テレビ・読売新聞社 234p～235p
・西岡芳文「一 忍性菩薩の足あと/東国下向/25 興正菩薩叡尊坐像 頭部：嘉吉元年(1306)、体部：応永三十一年(1

425) 極楽寺（神奈川 『特別展 忍性菩薩 関東興律七五〇年』生誕八〇〇年記念 2016年10月28日 神奈川県）」
立金沢文庫 34p～34p

嘉元4年7月28日
○薬師如来像 京都府京丹後市（旧湊村→久美浜町） 遍照寺（迎接寺）

木造 1軀 坐像
仏師同庄本願寺前筑後公,弟子丹後公（背面墨書及び刻書） 体部：平安後期、頭部：鎌倉

・「第一部 如來像/第三編 阿彌陀如來像/迎接寺の阿彌陀如來坐像 『別尊京都佛像圖説』 1943年1月10日 美術史學」
會 179p～180ｐ

・「668，京都 迎接寺 木造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 355p～356p」
・礪波恵昭「第二章 京丹後市内の美術工芸品/第二節 京丹後市の彫刻/（二）古代彫刻各個解説/15 薬師如来坐像

久美浜町・遍照寺（迎接寺 『京丹後市の美術』京丹後市史資料編 2018年3月29日 130p～130p）」
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嘉元4年9月20日
○金剛力士像 京都府南丹市（旧美山町） 歓楽寺

木造 彩色 2軀 各立像
（各像右足枘内側墨書 （修理銘か））

・「木造金剛力士立像 二軀 歓喜寺 『京都の文化財』第1集 1963年3月25日 京都府教育委員会 31p～32p」
・「平成八～十年度 修復文化財関係銘文集成/【平成八年度】彫刻/１ 金剛力士立像 京都府・歓楽寺 『學叢』25」

2003年5月20日 京都国立博物館 137p～137p

嘉元4年10月8日
○十一面観音像 京都府 個人（奥出雲町岩屋寺旧蔵）

木造 肉身金泥・着衣漆箔 玉眼 四臂 1軀 坐像
大仏師鏡信（像内腹部墨書）

・伊東史郎「岩屋寺旧本尊十一面観音坐像 『古代文化研究』14 2006年3月29日 島根県古代文化センター 53p～65p」
・久野健「菩薩/四臂十一面観音坐像 『仏像名品新発見』別冊緑青⑨ 2008年12月24日 マリア書房 100p～102p」
・淺湫毅「特論/岩屋寺旧蔵の十一面観音坐像をめぐって 『特別展覧会 大出雲展』古事記1300年 出雲大社大遷宮」

2012年7月28日 島根県立古代出雲歴史博物館 234p～237p
・淺湫毅「作品解説/127 十一面観音坐像 『特別展覧会 大出雲展』古事記1300年 出雲大社大遷宮 2012年7月28日」

島根県立古代出雲歴史博物館 279p～279p

嘉元4年
○地蔵菩薩像 三重県松阪市 樹敬寺

木造 彩色 玉眼 立像
（像内面部墨書）

・瀧川和也「三重県の仏像（一）/三重県造像銘記（一）/9，樹敬寺 木造地蔵菩薩立像 『三重大学教育学部研究紀要」
（人文・社会科学 』41 1990年2月28日 三重大学教育学部 178p～178p）

・ 三重県の仏像 八 /附１ 三重県造像銘記集成/15 樹敬寺 木造地蔵菩薩立像 三重大学教育学部研究紀要 人「 （ ） ， 」『 （
文・社会科学 』48 1997年3月28日 三重大学教育学部 244p～244p）

・松山鉄夫「三重県/35，地蔵菩薩立像 樹敬寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 30p～3」
0p

・赤川一博「第一章 彫刻/71 地蔵菩薩立像 松阪市新町・樹敬寺 『三重県史 別編 美術工芸（解説編 』 2014年」 ）
3月31日 三重縣 46p～47p

徳治元年
●十一面観音像台座 東京都奥多摩町 普門寺

木造 1軀 坐像
（台座墨書） 十一面観音坐像は室町初期か南北朝ころ（丸尾説）

・丸尾彰三郎「Ⅵ 美術/小河内村の美術工芸品/5 普門寺の仏像及び造像記等 『小河内文化財総合調査報告』第1分」
冊 東京都文化財調査報告書4 1957年3月31日 東京都教育委員会 145p～148p

・「第２部 中世編/113，徳治元年月日未詳 木造十一面観音坐像台座銘 『東京都古代中世古文書金石文集成 第４」
巻 金石文編』 1997年5月20日 角川書店 88p～88p

・福島喜彦「郷土奥多摩（文化財）/金鳳山普門寺、楼門及び木造十一面観音座像 『奥多摩の教育』214 奥多摩町教育」
委員会 2018年12月5日 8p～8p

嘉元4年
●仏像 吉祥寺

定円
・島田貞彦「嘉元四年の胎内佛に就て 『歴史と地理』16-2 1925年8月 史學地理學同攷會 206p～207p」
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嘉元4年7月
●獅子頭 岐阜県岐阜市 諏訪神社

木造 彩色 1面
（舌裏側朱書）

・日置弥三郎「岐阜県重要文化財/獅子頭 諏訪神社 『岐阜県指定文化財調査報告書 第19巻』 1976年2月20日 岐阜」
県教育委員会 60p～60p

嘉元4年1月日
●薬師三尊像 岡山県新見市（旧神郷町） 高瀬地区（石堂）

石造 半肉彫 各坐像
（石面両側陰刻）

・「665，岡山 石堂 石造薬師三尊坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 354p～354p」
・前田幹「岡山県/142，薬師如来及び両脇侍坐像 高瀬地区(薬師堂) 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８」

1997年3月10日 学生社 83p～83p

徳治元年
●釈迦如来、阿弥陀如来、地蔵菩薩像（岩根磨崖仏） 三重県伊賀市 菅原大邊神社

石造 磨崖仏 高肉彫 各立像
（左端陰刻）

・藤澤典彦「第五章 石造物/Ⅰ 石仏類/９ 岩根の磨崖仏 伊賀市大内字岩根・菅原大邊神社 『三重県史 別編 美」
術工芸（解説編 』 2014年3月31日 三重縣 288p～288p）

嘉元4年4月2日
●阿弥陀如来像 宮城県柴田町 富沢

石造 厚肉彫 坐像
（像左方陰刻）

「東北地方の在銘像/33，宮城 富沢 阿弥陀如来坐像 『東北古代彫刻史の研究』 1971年10月10日」
中央公論美術出版 83p～83p
「667，宮城 富沢 石造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 355p～355p」

嘉元4年7月日
●阿弥陀如来像 奈良県生駒市（旧藤尾町） 石仏寺

石造 半肉彫
（光背右手陰刻）

・「第二編 本編 嘉元四年(1306)/371，石仏寺 阿弥陀石仏 生駒郡藤尾町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年」 ）
7月25日 名著出版 230p～230p

嘉元4年12月
●阿弥陀如来像 奈良県天理市 長岳寺門前

石造 2体
（蓮座下方陰刻）

・「第二編 本編 嘉元四年(1306)/366，長岳寺門前 阿弥陀双石仏 天理市上長岡町 『奈良県史16 金石文（上 』」 ）
1985年7月25日 名著出版 229p～229p
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1307年

徳治2年
○金剛力士像 静岡県浜松市北区（旧三ヶ日町） 大福寺

木造 彩色 彫眼 各立像
越中法眼、伊賀法橋作（ 大福寺諸堂造建記 ）「 」

徳治２年４月８日
○釈迦三尊像 兵庫県佐用町 瑠璃寺

木造 漆箔 玉眼 各坐像（騎獅像・騎象像）
定重（定朝ｶ）敵々（ﾏﾏ）未（末）十一代直忍（ﾏﾏ）法眼院明之作（中尊台座框裏朱漆書）

・神戸佳文「作品解説 17 釈迦如来及び両脇侍像 『資料集 瑠璃寺』企画展資料集No.6 1987年8月1日 兵庫県立歴」
史博物館 45p～46p

・神戸佳文「兵庫県/363，釈迦如来及び両脇侍像 瑠璃寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生」
社 229p～229p

日徳治2年5月
○南無仏太子像 奈良県斑鳩町 法隆寺大宝蔵殿

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
（像内首枘左背面墨書）

・阪田宗彦「Ⅱ 各論/1 木造南無仏太子像 法隆寺宝蔵殿 『奈良県文化財全集10 法隆寺Ⅷ』 1971年3月31日 奈良」
県教育委員会 6p～7p

・「付 聖徳太子像関係史料/銘文/聖徳太子二歳立像(6-1) 宝蔵殿 『奈良県文化財全集10 法隆寺Ⅷ』1971年3月31日」
奈良県教育委員会 51p～51p

・阪田宗彦「Ⅱ 各論/1 木造南無仏太子像(6-1) 法隆寺宝蔵殿 『法隆寺聖徳太子尊像集』 1971年4月2日 法隆寺 6p」
～7p

・高田良信「聖徳太子像関係史料/銘文/聖徳太子二歳立像(6-1) 宝蔵殿 『法隆寺聖徳太子尊像集』 1971年4月2日 法」
隆寺 51p～51p

・「13，南無仏太子像 『法隆寺展』聖徳太子1360年御諱記念 1981年11月0日 奈良国立博物館 20p～21p」
・「第二編 本編 徳治二年(1307)/374，法隆寺 聖徳太子二才像 生駒郡斑鳩町 『奈良県史16 金石文（上 』1985」 ）

年7月25日 名著出版 231p～231p
・「670，奈良 法隆寺 木造聖徳太子二歳像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 356p～356p」
・井上一稔「出品作品および解説ー彫刻/44，聖徳太子立像（二歳像 『国宝法隆寺展』法隆寺昭和資財帳調査完成記）」

念 1994年3月0日 東京国立博物館 93p～93p
・「図版解説/102 木造 南無仏太子像 奈良・法隆寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年紀年出版 1996年」

1月10日 東方出版社 305p～305p
・石川智彦「92 南無仏太子像 奈良・法隆寺 『聖徳太子展』 2001年10月19日 ＮＨＫ・ＮHKプロモーション 108p」

～108p
・稲本泰生「作品解説/95 聖徳太子立像（二歳像 『聖徳太子と国宝法隆寺展』 2005年8月0日 愛媛県美術館・愛媛）」

新聞社・兵庫県立歴史博物館・神戸新聞社 193p～193p
・竹下正博「作品解説/11 聖徳太子像（南無仏太子） 奈良・法隆寺 『運慶流 鎌倉南北朝の仏像と蒙古襲来』 200」

8年11月11日 特別展「運慶流」佐賀実行委員会・特別展「運慶流」山口実行委員会 97p～98p
・岩田茂樹「出品解説/2 聖徳太子二歳像 『法隆寺展』聖徳太子1300年御遠忌記念 2012年3月3日 日本経済新聞社 14」

6p～146p
・山口隆介「第二章 聖徳太子と太子信仰/12 聖徳太子立像（二歳像） 奈良・法隆寺 『法隆寺展ー聖徳太子と平和」

への祈りー』 2014年4月19日 読売新聞社 50p～50p
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徳治2年10月27日
○十一面観音像・不動明王像・毘沙門天像 東京都奥多摩町 杣入観音堂

木造 十一面：漆箔（当初素地） 他彩色 3軀 各立像
作者常陸法□定快（十一面観音像内墨書）

・福島喜彦「郷土奥多摩（文化財）その5/杣入観音堂十一面観音立像 『奥多摩の教育』208 奥多摩町教育委員会 2017」
年6月25日 8p～8p

・山本勉「仏師と仏像を訪ねて 第19回 定快 『本郷』152 2021年3月1日 吉川弘文館 22p～24ｐ」

徳治2年11月18日
○阿弥陀三尊像 茨城県茨城町 円福寺

木造 肉親：漆箔、着衣：古色 3軀 各立像
大仏師僧信性（像内底面墨書・左足枘外面墨書）

・「彫刻/木造阿弥陀如来三尊像 円福寺 『茨城の文化財 第７集』 1967年3月31日 茨城県教育委員会 13p～13p」
・ 「 」『 』後藤道雄 作品解説/23 県文 阿弥陀如来及両脇侍立像 茨城町・円福寺 茨城の文化財ー郷土の美とその伝統ー

1972年2月26日 茨城県文化福祉事業団 35p～36p
・「671，茨城 円福寺 木造阿弥陀如来及両脇侍立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 356p～357p」
・後藤道雄・今井雅晴「茨城・円福寺の阿弥陀三尊像についてー初期真宗在銘木像の一例ー 『ＭＵＳＥＵＭ』456 198」

9年3月1日 東京国立博物館 31p～42p
・後藤道雄「茨城県/451，阿弥陀如来及び両脇侍立像 円福寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 19」

89年7月1日 学生社 288p～288p
・「 （ ） 」『 』第三部 二十四輩と門徒/木造阿弥陀三尊像 No.104 中尊・阿弥陀如来立像銘文 親鸞ー茨城滞在20年の軌跡ー

平成21年度特別展 2010年2月6日 茨城県立歴史館 151p～152p
・「第三部 二十四輩と門徒/No.104 木造阿弥陀三尊立像 茨城町・円福寺所蔵 『親鸞ー茨城滞在20年の軌跡ー』」

平成21年度特別展 2010年2月6日 茨城県立歴史館 155p～155p
・松岡久美子「第三章 教えの継承と教団の発展/13 木造阿弥陀三尊立像 茨城・円福寺 『釈尊と親鸞 親鸞編」

第二期出品解説』 2011年6月7日 龍谷大学 龍谷ミュージアム 16p～16p
・浅見龍介「作品解説/171 阿弥陀三尊立像 茨城・圓福寺 『特別展 法然と親鸞 ゆかりの名宝』法然上人八百回忌」

・親鸞上人七百五十回忌 2011年10月25日 ＮＨＫ・ＮＨＫプロモーション・朝日新聞社 347p～347p

徳治2年4月日
●狛犬 京都市伏見区 藤森神社

木造 彩色 一対
（獅子・狛犬各内刳背面腰部墨書）修理銘？

・川勝政太郎「鎌倉時代/後二條天皇 徳治二年 丁未/○藤森神社木造狛犬 二軀 『京都古銘聚記』 1941年3月25日」
スズカケ出版部 94p～94p

・伊東史朗「作品解説/17 獅子・狛犬 京都・藤森神社 『獅子・狛犬』 1995年2月1日 京都国立博物館 49p～49p」
・村田靖子「2 洛外の仏像/醍醐・宇治方面/伏見区の仏像/藤森神社 木造狛犬 『もっと知りたい 京都の仏像ー地域」

別・沿線別案内』 2007年5月1日 里文出版 190p～190p

徳治2年11月5日(修理銘)
●阿弥陀如来像・観音菩薩像・地蔵菩薩像 高知県香美市 長久寺

修覆銘
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/徳治二年十一月五日/土佐國蠧簡集拾遺一 『私のメモ帳 第八』 2010年12月」

30日 前田和男 166p～166p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/徳治二年十一月五日/土佐國蠧簡集脱漏 『私のメモ帳 第八』 2010年12月30」

日 前田和男 166p～166p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/徳治二年十一月五日/土左國古文叢第二巻 『私のメモ帳 第八』 2010年12月」

30日 前田和男 166p～166p
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・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/徳治二年十一月五日/土佐探古録 『私のメモ帳 第八』 2010年12月30日」
前田和男 166p～166p

□□（徳治）2年11月15日（修理銘）
●薬師如来像 横浜市磯子区 東漸寺

木造 漆箔 玉眼 1軀 坐像
（像内右側面墨書） 1468年修理銘 1813年修理銘

・「27，徳治二(1307)年、横浜市磯子区東漸寺木造薬師如来坐像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第６集 補遺編（１ 』」 ）
鎌倉国宝館論集 第16 1973年3月20日 鎌倉市教育委員会 39p～39p

・清水真澄「東漸寺の薬師如来坐像ー東国における初期運慶様の一例ー 『三浦古文化』16 1974年9月30日 32p～42p」
（ 中世彫刻史の研究』 1988年3月31日 有隣堂 221p～229ｐ)『

徳治2年
●二の舞面（腫・咲面） ２面 秋田県能代市 龍泉寺

木造 彩色
（額裏朱漆書）

・秋田県教育委員会編「Ⅱ 絵画・彫刻/県指定有形文化財/二の舞面 能代市清助町・龍泉寺蔵 『秋田の有形文化財』」
2001年12月25日 無明舎出版 51p～51p

徳治2年4月28日
●阿弥陀如来像 京都府木津川市字長尾 当尾

石造 磨崖仏 半肉彫 坐像
（像左側陰刻）

・村山修一「南山城當尾の石造遺物（中）/（17）Ａ半肉彫彌陀如來坐像（大字西小小字長尾 『史迹と美術』215 史）」
迹美術同攷会 262P～263P

・「669，京都 当尾 石造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 356p～356p」
・近藤豊「図版解説/建築/11 浄瑠璃寺道傍阿弥陀磨崖仏 『古寺巡礼 京都７ 浄瑠璃寺』 1976年12月10日 淡交社」

118p～118p

1308年

徳治3年1月11日
○不空検索観音像 京都府木津川市（旧加茂町） 川合京都仏教美術財団（燈明寺旧蔵）

木造 素地 彫眼 立像
「観音像造立奉加結縁交名 （不空検索観音像像内納入品）」

・「2．鎌倉時代の燈明寺/観音像造立奉加結縁交名 『燈明寺の文化財』企画展資料4 1986年4月22日 京都府山城郷土」
資料館 9p～9p

・桑原正明「有形文化財/彫刻/木造千手観音立像・不空検索観音立像・十一面観音立像・聖観音立像・馬頭観音立像
川合京都仏教美術財団 『京都の文化財』第37集 2020年2月 京都府教育委員会 18p～29p」

徳治3年7月26日
○釈迦如来像（清涼寺式） 横浜市金沢区 称名寺

木造 素地・截金 1軀 立像
大仏子法印院保、定守、院興、院照、院蔵、快実、観保、定審、院聖、慶賀、院吉、院寿等他

・「銘文集/72，称名寺釈迦如来立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 360p～361p」
・「129，徳治三(1308)年、横浜市称名寺木造釈迦如来立像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第１集』鎌倉国宝館論集」

第11 1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 54p～54p
・「2，関東地方 神奈川県/釈迦如来立像 称名寺 『日本仏像名宝辞典』 1984年9月30日 東京堂出版 120p～120p」
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・「672，神奈川 称名寺 木造釈迦如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 357p～357p」
・三宅久雄「神奈川県/7，釈迦如来立像 称名寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成1 1989年7月1日」

学生社 16p～16p
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像ほかー院保、院興、院救、定審/1，木造釈迦如来立像 神奈川

・称名寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 16p～19p」
・岩田茂樹「各個解説/38 釈迦如来立像 院保他作 『特別展 金沢文庫の名宝ー鎌倉武家文化の精華ー』 2005年12」

月2日 奈良国立博物館 114p～115p
・「1 霊験仏信仰と鎌倉ー移入と伝播ー/清凉寺釈迦信仰/釈迦如来立像 徳治三年(1308) 横浜・称名寺（神奈川県

立金沢文庫保管 『特別展 霊験仏ー鎌倉人の信仰世界ー』 2006年10月5日 神奈川県立金沢文庫 22p～23p）」
・「作品一覧/3 釈迦如来立像 院保作 旧講堂本尊 旧釈迦堂本尊 『特別展 金沢文庫の仏像』 2007年4月19日」

神奈川県立金沢文庫 50p～50p
・瀬谷貴之「作品解説/4 釈迦如来立像 院保作 『特別展 釈迦追慕ー称名寺釈迦如来像造立七〇〇年記念ー』2008」

年10月3日 神奈川県立金沢文庫 59p～60p
・稲本泰生「作品解説/25 釈迦如来立像 神奈川・称名寺 『特別展 聖地寧波 日本仏教1300年の源流～すべてはこ」

こからやって来た～』 2009年7月18日 奈良国立博物館 281p～281p
・瀬谷貴之「図版/3 釈迦如来立像 『金沢文庫仏像選』 2010年9月2日 神奈川県立金沢文庫 11p～12p」
・「第Ⅱ部 鎌倉興隆～金沢文庫とその時代～/第３章 鎌倉仏教開花/2-103 釈迦如来立像 神奈川・称名寺（神奈川

県立金沢文庫 『武家の古都・鎌倉』世界遺産登録推進三館連携特別展 2012年10月0日 鎌倉国宝館 157p～157p）」
・西岡芳文「四 二つの釈迦・十大弟子像/108 釈迦如来立像 徳治三年(1308) 称名寺（金沢文庫保管 『特別展）」

忍性菩薩 関東興律七五〇年』生誕八〇〇年記念 2016年10月28日 神奈川県立金沢文庫 91p～91p
・瀬谷貴之「作品解説/115 釈迦如来立像 神奈川・称名寺（神奈川県立金沢文庫保管 『創建1250年記念 奈良西大）」

寺展 叡尊と一門の名宝』 2017年4月15日 日本経済新聞社 246p～246p

徳治3年7月26日か
○十大弟子像 横浜市金沢区 称名寺

木造 彩色 玉眼 10軀 各立像
釈迦如来像と同時期か

・薄井和男「神奈川県/10，十大弟子立像 称名寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」
学生社 17p～17p

・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像ほかー院保、院興、院救、定審/2，木造十大弟子立像 神奈川
・称名寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 20p～27p」

徳治3年8月22日
○婆藪仙人像（二十八部衆のうち） 滋賀県湖南市（旧石部町） 常楽寺

木造 彩色 玉眼 立像
法橋永賢（顔面内部墨書）

・「127，二十八部衆像 徳治三年八月乃至正和三年四月 滋賀・常樂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 2」
93p～p

・「32，二十八部衆 婆藪仙人 徳治三年・満善車王 延慶三年・摩和羅女 延慶三年・多聞天 正和元年・伽留羅王
正和三年 常楽寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 43p～46p」

・宇野茂樹「付・近江の在銘像/36，二十八部衆 常楽寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～389p」
・宮本忠雄「作品解説 石山寺と近江の古寺/19，二十八部衆像 常楽寺 『全集日本の古寺５ 石山寺と近江の古寺』」

1985年7月21日 集英社 131p～131p
・「673，滋賀 常楽寺 木造婆藪仙人像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 357p～357p」
・宮本忠雄「甲賀郡/273，二十八部衆立像 常楽寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 210p」

～225p
・ 図版/第10章 優美の時代から動きの時代へ/155 木造二十八部衆立像 二十八躯のうち三躯 常楽寺 湖南市 近「 」『

江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版 210p～211p
・「第２章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/天部/二十八部衆/木造二十八部衆立像 常楽寺（湖南市 」 『１冊でわか）
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る滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 87p～87p

徳治3年8月24日
○十一面観音像 千葉県南房総市（旧三芳村） 宝珠院

木造 現状素地 彫眼 1軀 立像
仏師定戒（像内墨書）

・吉田辰郎「千葉県/233，十一面観音菩薩立像 宝珠院 『日本の仏像<北海道・東北・関東>』仏像集成1 1989年7月」
1日 学生社 161p～161p

・「 （ 、 、 、 、 、 ） ， ［ ］ 」安房 館山市 鴨川市 鋸南町 三芳村 千倉町 丸山町 /85 木造十一面観音菩薩立像 県 三芳村 宝珠院
『房総の仏教彫刻ー有形文化財・彫刻ー』 1993年3月25日 千葉県教育委員会 188p～189p

延慶元年3月（後銘か）
●歓喜天像 三重県津市 神宮寺

木造 彩色 彫眼 立像
（台座裏墨書）

・「資料篇/銘文集/4，神宮寺 歓喜天立像(143-9) 『津市の仏像』津市仏像悉皆調査報告書 2004年3月31日 津市教育」
委員会 195p～195p

□□3年5月3日
●釈迦如来像（清涼寺式） 大分県大分市 金剛宝戒寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
大仏師法眼湛貴 小仏師法橋清栄 小仏師■琳 讃岐公湛 小仏師高智 女妙道 沙門興前 道恵
有浄 裕高 阿道など（像内墨書）

・岩男順「ふるさとの美術文化（美術編）/第二章 中世の美術/一 社寺に伝わる仏像と絵画/金剛宝戒寺の木造釈迦如
来立像と木造不動明王坐像 『大分市史』下 1988年3月31日 1141p～1143ｐ」

・渡辺文雄「大分県/828，釈迦如来立像 金剛宝戒寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10」
日 学生社 407p～407p

・渡辺文雄「鎌倉・南北朝時代の豊前・文語における仏師の動向ー仏師在銘作品を中心にー/二 南北朝時代の仏師とそ
の作品/（六）大仏師法眼覚明と大仏師法眼湛貴 『大分県立歴史博物館研究紀要』8 2007年3月31日 47(20)p～45」
(22)p

延慶元年
●観音菩薩像 広島県呉市（旧安浦町） 西福寺観音堂

木造 彩色 1軀 立像
（像内納入文書） ほかに1315年、1320年記あり

・浜田宣「広島県/223，観音菩薩立像 西福寺観音堂 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10」
日 学生社 120p～120p

1309年

延慶2年 または延慶4年
○阿弥陀三尊像 埼玉県鴻巣市（旧常光村） 常徳寺・・・・・・不明

銅造

・
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延慶2年6月8日
○南無仏太子像 奈良県奈良市 円成寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
（像内納入紙本墨書維摩詰経中巻奥書）

・「陳列品解説/39，木造聖徳太子立像及び像内納入品 奈良・円成寺 『仏像と像内納入品展』 1974年4月28日 奈良」
国立博物館 86p～87p

・田中義恭「円成寺/聖徳太子立像 本堂所在 『大和古寺大観 第４巻 新薬師寺、白毫寺、円成寺』 1977年2月21日」
岩波書店 95p～97p

・菊竹淳一「図版解説/寺宝/51･52 聖徳太子立像（二歳像 『古寺巡礼 奈良２ 円成寺』 1979年2月20日 淡交社）」
131p～132p

・「675，奈良 円成寺 木造聖徳太子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 358p～359p」
・米屋優「奈良市/169，聖徳太子立像 円成寺 『日本の仏像＜奈良Ⅰ＞』仏像集成５ 1994年1月10日 学生社 261p～」

261p
・「図版解説/103 木造 南無仏太子像 奈良・円成寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創１４００年紀年出版 19」

96年1月10日 東方出版社 305p～305p
・「図版解説/372 南無仏太子像 像内納入品 奈良・円成寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年記念出版」

1996年1月10日 東方出版社 331p～332p
・石川智彦「93 南無仏太子像 奈良・円成寺 『聖徳太子展』 2001年10月19日 ＮＨＫ・ＮHKプロモーション 109p」

～109p
・岩田茂樹「作品解説/178，聖徳太子立像 奈良・円成寺 『特別展 女性と仏教 いのりとほほえみ』 2003年4月14日」

奈良国立博物館 252p～253p
・ 「 （ 、 ） 」村田靖子 １ 奈良県北部の仏像/奈良市東部の仏像/ 春日山 円成寺附近の仏像 /円成寺本堂 木造聖徳太子立像

『もっと知りたい 奈良の仏像ー県内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 97p～97p

延慶2年6月10日
○阿弥陀三尊像（善光寺式三尊） 千葉県成田市 円光寺

銅造 各立像
（中尊背面陰刻）

・「銘文集/74，円光寺阿弥陀如来立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 361p～361p」
・「676，千葉 円光寺 銅造阿弥陀三尊立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 359p～359p」
・「印旛（成田市、酒々井町、栄町、印旛村、本埜村、印西町）/11，銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像［県］成田市

円光寺 『房総の仏教彫刻ー有形文化財・彫刻ー』 1993年3月25日 千葉県教育委員会 40p～41p」
・「第二場 善光寺信仰の広まり/参考 善光寺式如来像 成田市・円光寺 『善光寺信仰ー流転と遍歴の勧化ー』開館」

15周年春季企画展 2009年4月11日 長野県立歴史館 27p～27p

延慶2年6月12日
○不動明王及び二童子像 神奈川県小田原市 宝金剛寺

木造 彩色 玉眼 3軀 各立像
（不動明王像内納入文書）

・渋江二郎「小田原市国府津宝金剛寺蔵不動明王及両童子像 『神奈川県文化財調査報告書 第25集』 1959年3月31日」
神奈川県教育委員会 57p～59p

・「銘文集/75，宝金剛寺不動三尊像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 361p～361p」
・「県指定重要文化財 彫刻/木造不動明王および両童子立像 付不動像内納入品 小田原市・宝金剛寺 『神奈川の文」

化財 5集 県指定文化財』 1965年3月0日 神奈川県教育委員会 11p～13p
・「28，延慶二(1309)年、小田原市宝金剛寺木造不動明王及び二童子立像胎内文書 『鎌倉地方造像関係資料 第6集」

補遺編(1)』鎌倉国宝館論集 第16 1973年3月20日 鎌倉市教育委員会 39p～40p
・「陳列品解説/40､木造不動明王二童子像及び像内納入品 神奈川・宝金剛寺 『仏像と像内納入品展』1974年4月28日」

奈良国立博物館 87p～87p
・「173 一三〇九年 木造不動明王立像及二童子像（宝金剛寺 『日本絵画史年紀資料集成 十世紀―十四世紀』）」
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1984年5月25日 東京国立文化財研究所美術部・情報資料部 154p～155p
・「677，神奈川 宝金剛寺 木造不動明王及二童子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 359p～360p」
・薄井和男「神奈川県/72､不動三尊立像 宝金剛寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 56p～56p
・「銘文/四 宝金剛寺木造不動三尊像 『小田原の仏像[銘文集]ー信仰と造形の歴史ー』 1994年3月1日 小田原仏像調」

査団 27p～28p
・「彫刻/宝金剛寺の不動明王及両童子立像 『小田原の文化財』 2001年4月2日 財団法人小田原市公益事業協会 22p～」

22p
・「作品解説/彫刻/5 不動明王及両童子立像 宝金剛寺 『特別展 鎌倉の精華ー鎌倉国宝館開館八十周年記念ー』」

2008年10月10日 鎌倉国宝館 92p～92p

延慶2年6月24日
●地蔵菩薩像・阿弥陀如来像 奈良県桜井市（旧上之郷村） 三谷

石造 半肉彫 2軀 地蔵：立像、阿弥陀：坐像
（地蔵菩薩像左右陰刻）

・河原純一「大和三谷の地藏阿彌陀磨崖石佛 『史迹と美術』226 1952年10月1日 史迹美術同攷会 306p～307p」
・「文化財編/第四章 金石文 桜井市金石文集英/地蔵石仏（延慶二年） 小夫 『桜井市史 上巻』 1979年12月3日」

桜井市 938p～938p
・「第二編 本編 延慶二年(1309)/381，三谷 地蔵石仏 桜井市小夫 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年7月25日」 ）

名著出版 233p～233p
・「678，奈良 三谷 石造地蔵菩薩立像・阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』1985年10月25日 東京堂出版 360p～360p」

延慶2年3月8日
●地蔵菩薩像（4面のうち） 千葉県佐原市 観福寺

銅造 懸仏 1軀 坐像
（鏡板表面右側陰刻）

・「128，地藏菩薩像 延慶二年三月 千葉・觀福寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 295p～p」
・「銘文集/73，観福寺懸仏地蔵菩薩坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 361p～361p」
・「陳列品解説/122-3，銅造地蔵菩薩坐像（香取本地懸仏） 千葉・観福寺 『平安鎌倉の金銅仏』 1976年4月0日」

奈良国立博物館 96p～96p
・「674，千葉 観福寺 銅造地蔵菩薩坐像懸仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 358p～358p」
・「作品解説/【全国の鏡像と懸仏】/30，地蔵菩薩懸仏 千葉県・観福寺 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で生まれた」

造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 64p～64p
・「第Ⅱ部 鎌倉興隆～金沢文庫とその時代～/第１章 北条氏権力の確立と金沢北条氏/2-35 地蔵菩薩坐像（懸仏）

千葉・観福寺 『武家の古都・鎌倉』世界遺産登録推進三館連携特別展 2012年10月0日 鎌倉国宝館 119p～120p」
・武笠朗「千葉・観福寺の懸仏について 『実践女子大学美學美術史學』15 2000年10月30日 実践美学美術史学会 33p」

～51p
・武笠朗「觀福寺藏 釋迦如來坐像懸佛・十一面觀音菩薩坐像懸佛・地藏菩薩坐像懸佛・藥師如來坐像懸佛 『国華』」

1265 2001年3月21日 国華社 43p～44p

1310年

延慶3年3月日
○満善車王像（二十八部衆のうち） 滋賀県湖南市（旧石部町） 常楽寺

木造 彩色 1軀 立像
法橋永賢（像内墨書）

・「127，二十八部衆像 徳治三年八月乃至正和三年四月 滋賀・常樂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會」
293p～p
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・「32，二十八部衆 婆藪仙人 徳治三年・満善車王 延慶三年・摩和羅女 延慶三年・多聞天 正和元年・伽留羅王
正和三年 常楽寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 43p～46p」

・宇野茂樹「付・近江の在銘像/36，二十八部衆 常楽寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～389p」
・ 「 ， 」『 』宮本忠雄 作品解説 石山寺と近江の古寺/19 二十八部衆像 常楽寺 全集日本の古寺 ５ 石山寺と近江の古寺

1985年7月21日 集英社 131p～131p
・「679，滋賀 常楽寺 木造満善車王像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 360p～360p」
・宮本忠雄「甲賀郡/273，二十八部衆立像 常楽寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 210p」

～225p
・ 図版/第10章 優美の時代から動きの時代へ/155 木造二十八部衆立像 二十八躯のうち三躯 常楽寺 湖南市 近「 」『

江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版 210p～211p
・「第２章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/天部/二十八部衆/木造二十八部衆立像 常楽寺（湖南市 『１冊でわかる）」

滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 87p～87p

延慶3年3月日
○那羅延堅固王像（二十八部衆のうち） 滋賀県湖南市（旧石部町） 常楽寺

木造 彩色273 1軀 立像
法橋永賢（像内納入文書紙本墨書）

・「127，二十八部衆像 徳治三年八月乃至正和三年四月 滋賀・常樂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 2」
93p～p

・「32，二十八部衆 婆藪仙人 徳治三年・満善車王 延慶三年・摩和羅女 延慶三年・多聞天 正和元年・伽留羅王
正和三年 常楽寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 43p～46p」

・宇野茂樹「付・近江の在銘像/36，二十八部衆 常楽寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～389p」
・宮本忠雄「作品解説 石山寺と近江の古寺/19，二十八部衆像 常楽寺 『全集日本の古寺５ 石山寺と近江の古寺』」

1985年7月21日 集英社 131p～131p
・「680，滋賀 常楽寺 木造那羅延堅固王像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 360p～361p」
・宮本忠雄「甲賀郡/273，二十八部衆立像 常楽寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 210p」

～225p
・ 図版/第10章 優美の時代から動きの時代へ/155 木造二十八部衆立像 二十八躯のうち三躯 常楽寺 湖南市 近「 」『

江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版 210p～211p
・「第2章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/天部/二十八部衆/木造二十八部衆立像 常楽寺（湖南市 『１冊でわかる）」

滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 87p～87p

延慶3年3月日
○阿弥陀如来像 香川県善通寺市 善通寺

銅造 鍍金 1軀 立像
（像背面下部陰刻）

・武田和昭「銅造阿弥陀如来立像 『讃岐の仏像（下 』 1986年1月15日 美巧社 72p～73p」 ）
・武田和昭「第四章 平安・鎌倉時代の金銅仏/善通寺 阿弥陀如来立像 『瀬戸内の金銅仏ー韓国・日本ー』 1987年7」

月31日 156p～158p
・三好賢子「図版解説/49 阿弥陀如来立像 宝物館所在 香川・善通寺蔵 『創建1200年 空海誕生の地 善通寺』」

2006年3月31日 香川県歴史博物館 131p～131p
・ 「 」『 』三好賢子 特集Ⅲ 善通寺綜合調査報告(2)/四 彫刻の解説/＜宝物館＞6 阿弥陀如来立像 調査研究報告 第3号

2007年3月31日 香川県歴史博物館 222p～222p

延慶3年4月20日
○阿弥陀如来像（善光寺式中尊） 長野県中野市 西迎寺

銅造 1軀 立像
（像背面下部陰刻）

・伊藤羊子「図版解説/32 阿弥陀如来立像 中野市・西迎寺 『“いのり”のかたち 善光寺信仰展』善光寺御開帳記念」
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2009年4月4日 長野県信濃美術館 127p～127p

延慶3年4月日
○薬師如来像（三尊像のうち） 山形県寒河江市 本山慈恩寺

木造 肉身金泥、着衣漆箔 玉眼 1軀 坐像
花洛院保之作（頭部内面墨書）

・麻木脩平「29 薬師如来坐像 『本山慈恩寺の仏像』山形県文化財調査報告書第24集 1983年3月30日 山形県教育委員」
会 196p～202p

・「昭和六十三年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/3 薬師如来坐像 山形・慈恩寺 『學叢』12 1990年3月31日 京」
都国立博物館 135p～135p

・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像ほかー院保、院興、院救、定審/3，木造薬師三尊像 山形・慈
恩寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 28p～33p」

延慶3年5月3日
○釈迦如来像（清涼寺式） 大分県大分市 金剛宝戒寺

木造 肉身漆箔、着衣彩色 玉眼 1軀 立像
大仏師法印湛康、小仏師法橋□誉・幸琳讃岐公（像内墨書）

・岩男順「第四章 鎌倉・室町時代/第二節 彫刻/一 仏像彫刻/金剛宝戒寺木造釈迦如来立像 『大分県史 美術篇』」
1981年3月31日 大分県 222p～223p

・岩男順「ふるさとの美術文化（美術編）/第二章 中世の美術/一 社寺に伝わる仏像と絵画/金剛宝戒寺の木造釈迦如
来立像と木造不動明王坐像 『大分市史 下』 1988年3月31日 大分市 1141p～1143p」

・竹下正博「作品解説/13 釈迦如来像 湛康 大分・金剛宝戒寺 『運慶流 鎌倉南北朝の仏像と蒙古襲来』 2008年」
11月11日 特別展「運慶流」佐賀実行委員会・特別展「運慶流」山口実行委員会 98p～98p

延慶3年7月28日
○金剛力士像（吽形） 静岡県伊豆の国市（旧韮山町） 国清寺

木造 1軀 立像
（吽形像背板内側墨書）

・「682，静岡 国清寺 木造金剛力士立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 361p～」
362p

延慶3年8月15日
○金剛力士像（阿形） 静岡県伊豆の国市（旧韮山町） 国清寺

木造 1軀 立像
大仏師苗門大弐法眼印照（阿形像背面内側墨書） 1725年「大仏師北条村辻式部兼房,塗師大嶋
又八」修理銘

・「682，静岡 国清寺 木造金剛力士立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 361p～」
362p

延慶3年8月24日
○顕智上人像 栃木県真岡市 専修寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
仏師円慶（像内頭部墨書）

・「銘文集/76，専修寺顕智上人坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 361p～361p」
・「683，栃木 専修寺 木造顕智上人坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 362p～363p」
・川瀬由照「調査報告/専修寺/顕智像、真仏像/一 顕智像 『奥州仏教文化圏に遺る宗教彫像の基礎的調査研究』平成1」

5･16･17年度科学研究費補助金 基盤研究(A)(1)研究成果報告書 2006年12月0日 有賀祥隆 120p～122p
・浦野加穂子「第一章 親鸞聖人の事績と高田専修寺の成立/25 顕智上人坐像 円慶作 栃木県芳賀郡・専修寺 『特」

別企画展 三河念仏の源流ー高田専修寺と初期真宗ー』 2008年4月25日 岡崎市美術博物館 57p～57p
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・浅見龍介「作品解説/118 顕智坐像 円慶作 栃木・専修寺 『特別展 法然と親鸞 ゆかりの名宝』法然上人八百」
回忌・親鸞上人七百五十回忌 2011年10月25日 ＮＨＫ・ＮＨＫプロモーション・朝日新聞社 330p～330p

・深沢麻亜沙「作品解説/72 顕智上人坐像 専修寺（栃木県真岡市 『中世宇都宮氏ー頼朝・尊氏・秀吉を支えた名）」
族ー』開館３５周年記念特別企画展 2017年9月16日 栃木県立博物館 196p～196p

延慶3年8月28日
○摩和羅女像（二十八部衆のうち） 滋賀県湖南市（旧石部町） 常楽寺

木造 彩色 1軀 立像
（顔面内部墨書）

・「127，二十八部衆像 徳治三年八月乃至正和三年四月 滋賀・常樂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會」
293p～p

・「32，二十八部衆 婆藪仙人 徳治三年・満善車王 延慶三年・摩和羅女 延慶三年・多聞天 正和元年・伽留羅王
正和三年 常楽寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 43p～46p」

・宇野茂樹「付・近江の在銘像/36，二十八部衆 常楽寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～389p」
・宮本忠雄「作品解説 石山寺と近江の古寺/19，二十八部衆像 常楽寺 」 『全集日本の古寺５ 石山寺と近江の古

寺』 1985年7月21日 集英社 131p～131p
・「684，滋賀 常楽寺 木造摩和羅女像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 363p～363p」
・宮本忠雄「甲賀郡/273，二十八部衆立像 常楽寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 210p」

～225p
・ 図版/第10章 優美の時代から動きの時代へ/155 木造二十八部衆立像 二十八躯のうち三躯 常楽寺 湖南市 近「 」『

江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版 210p～211p
・「第2章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/天部/二十八部衆/木造二十八部衆立像 常楽寺（湖南市 『１冊でわかる）」

滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 87p～87p

延慶3年11月（修理銘）
●大日如来像 滋賀県甲賀市（旧土山町） 長松寺

木造 1軀 坐像
（像内膝裏墨書）

・「129，大日如來像 延慶三年十一月 滋賀・長松寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 297p～p」
・「33，大日如来像 延慶三年 長松寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 47p～47p」
・宇野茂樹「付・近江の在銘像/37，大日如来像 長松寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 389p～389p」
・「685，滋賀 長松寺 木造大日如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 363p～363p」

延慶3年12月8日
●阿弥陀如来像 京都市右京区 油掛地蔵堂

石造 厚肉彫 1軀 坐像
（光背両外側陰刻）

・「686，京都 油掛地蔵堂 石造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 363p～363p」

延慶3年5月日
●千手観音像 宮城県角田市 斗蔵寺

銅造 懸仏 1軀 坐像
（鏡板裏面墨書）

・「681，宮城 斗蔵寺 銅造千手観音懸仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 361p～361p」
・「県指定文化財/有形文化財/工芸品/銅造千手観音像懸仏 『宮城県の文化財』 1997年12月25日 宮城県教育委員会」

165p～165p
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1311年

延慶4年2月日
○薬師如来像 山口県長門市 俵山温泉薬師堂 （藥師教会 （大津郡仙崎町･極楽寺伝来）） ）

銅造 立像
（背面陰刻）

・臼杵華臣「図版解説/彫刻/80 藥師如来立像 長門市・薬師教会 『防長の美術と文化』第2冊 1983年10月14日 学習」
研究社 17p～17p

・「687，山口 薬師教会 銅造薬師如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 363p～364p」

延慶4年2月日
○勢至菩薩像（善光寺式脇侍） 埼玉県鴻巣市教育委員会（矢野高義・谷坊旧蔵）

銅造 1軀 立像
（背面陰刻）

・「銘文集/77，谷坊勢至菩薩立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 361p～362p」
・「688，埼玉 谷坊 銅造勢至菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 364p～364p」
・「矢野家 1 銅造勢至菩薩立像 『鴻巣の仏像（鴻巣・笠原・常光地区 』鴻巣市史寺社調査報告書 1 2003年3月」 ）

埼玉県鴻巣市 61p～61p

延慶4年2月26日
○薬師如来像 島根県益田市 東陽庵

木造 素地 1軀 坐像
大仏師蓮法安阿弥陀仏流（膝前裏墨書）

・的野克之「仏像拝観⑦/益田市東陽庵の木造薬師如来坐像について ー大仏師蓮法作ー 『季刊文化財』56 1986年3月」
31日 島根県文化財愛護協会 5p～8p

・的野克之「島根県/59，薬師如来坐像 東陽庵 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」
学生社 45p～45p

・長谷洋一「作品解説/25 薬師如来坐像 益田市・東陽庵 『千年の祈り 石見の仏像』 2009年9月18日 島根県立」
石見美術館 118p～119p

応長元年7月28日
○聖観音菩薩像 福島県只見村 成法寺

木造 肉身：金泥、彩色 1軀 坐像
（像底部墨書）

・「東北地方の在銘像/34，福島 成法寺 観音菩薩坐像 『東北古代彫刻史の研究』 1971年10月10日 中央公論美術」
出版 83p～83p

・「1，北海道・東北地方 福島県/聖観音坐像 成法寺 『日本仏像名宝辞典』 1984年9月30日 東京堂出版 54p～54p」
・「692，福島 成法寺 木造観音菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 365p～365p」
・若林繁「福島県/513，聖観音菩薩坐像 成法寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 327p～327p
・「解説/72～75 聖観音菩薩坐像 成法寺 『藤森武写真集 仏都会津 祈りの里の仏たち』 2005年11月30日 福島民」

報社 112p～112p

応長元年6月15日
●薬師如来像 大分県宇佐市 大善寺

木造 漆箔・彩色 彫眼 1軀 坐像
「元暦文治記」

・「県指定文化財/彫刻/木造薬師如来坐像 大善寺蔵 『大分県の文化財』1965年2月10日 大分県教育委員会 98p～98p」
・八尋和泉「宇佐の美術工芸/第二章 中世の美術/第二節 彫刻/一 旧宇佐弥勒寺の仏像/(1)大善寺の諸仏/◎木造薬
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師坐像 『宇佐市史』下巻 1979年3月30日 大分件宇佐市史刊行会 598p～599p」
・渡辺文雄「大分県/835，薬師如来坐像 大善寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」

学生社 412p～412p

応長元年7月8日
●地蔵菩薩像3軀（火焚地蔵） 神奈川県箱根町 元箱根

石造 厚肉彫 1軀 立像
（地蔵左上方陰刻）

・赤星直忠「箱根磨崖佛の調査 『史蹟名勝天然記念物調査報告書』第4輯 1936年」
・丸尾彰三郎「賞古游心錄（三）ー箱根山の石佛ー 『畫説』11 1937年11月10日 463p～471p」
・「銘文集/78，箱根石仏 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 362p～362p」
・丸尾彰三郎「箱根山の石仏 『箱根町誌』第1巻 1967年3月31日 箱根町 127p～139p」
・渋江二郎「箱根町の彫刻/箱根の石仏 『箱根町誌』第1巻 1967年3月31日 箱根町 168p～171p」
・「691，神奈川 元箱根 磨崖仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 364p～365p」
・『元箱根石仏・石塔群の調査』箱根町文化財研究紀要第25号 1993年 箱根町教育委員会（及び東海大学）
・根立研介「元箱根磨崖佛について 『国華』1216 特輯 日本の石佛（下） 1997年2月20日 国華社 5p～12ｐ」

応長元年6月27日
●地蔵菩薩像 大阪府富田林市 浄谷寺

石造 半肉彫 立像
（像左右陰刻）

・「690，大阪 浄谷寺 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 364p～364p」

応長元年
●阿弥陀如来像 奈良県天理市 下入田

石造 半肉彫 立像
（光背両側陰刻）

・「第二編 本編 延慶四年(1311)/386，下入田 阿弥陀石仏 天理市福住町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年7」 ）
月25日 名著出版 234p～234p

延慶4年2月
●文殊菩薩像・不動明王像・毘沙門天像 愛知県名古屋市中区 長栄寺

銅造 懸仏 各坐像
（鏡板裏面墨書）

・佐々木隆美「一、仏像と肖像彫刻/四、長栄寺の懸仏 『名古屋の仏像』史蹟観光シリーズ第十号 1977年3月 名古屋」
市 16p～19p

・「689，愛知 長栄寺 銅造懸仏（文殊・不動・毘沙門 『造像銘記集成』1985年10月25日 東京堂出版 364p～364p）」
・「工芸の部/懸仏 長栄寺 『新版名古屋の文化財』上巻 文化財叢書第43号 1996年3月31日 名古屋市教育委員会 165」

p～165p

1312年

正和元年8月3日
○毘沙門天像 宮城県村田町 龍島院

銅造 立像

・石黒伸一朗「資料紹介 村田町龍島院の正和元年銘毘沙門天像 『宮城考古学』6 2004年5月 宮城県考古学会 235p～」
244p
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正和元年10月15日
○多聞天像（二十八部衆のうち） 滋賀県湖南市（旧石部町） 常楽寺

木造 彩色 彫眼 1軀 立像
仏師永賢（顔面内部墨書） 1824年「京極丸太町仏工藤田光道」修理銘

・「127，二十八部衆像 徳治三年八月乃至正和三年四月 滋賀・常樂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 2」
93p～p

・「696，滋賀 常楽寺 木造多聞天像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 367p～367p」
・「32，二十八部衆 婆藪仙人 徳治三年・満善車王 延慶三年・摩和羅女 延慶三年・多聞天 正和元年・伽留羅王

正和三年 常楽寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 43p～46p」
・宇野茂樹「付・近江の在銘像/36６，二十八部衆 常楽寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～389p」
・宮本忠雄「作品解説 石山寺と近江の古寺/19，二十八部衆像 常楽寺 『全集日本の古寺５ 石山寺と近江の古寺』」

1985年7月21日 集英社 131p～131p
・宮本忠雄「甲賀郡/273，二十八部衆立像 常楽寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 210p」

～225p
・ 図版/第10章 優美の時代から動きの時代へ/155 木造二十八部衆立像 二十八躯のうち三躯 常楽寺 湖南市 近「 」『

江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版 210p～211p
・「第2章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/天部/二十八部衆/木造二十八部衆立像 常楽寺（湖南市 『１冊でわかる）」

滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 87p～87p

正和元年10月日
（ ） （ ） （ ）○帝釈天像・満善車王像 二十八部衆の内 熊本県山鹿市 旧鹿央町 霜野区 康平寺跡観音堂

木造 彩色 彫眼 2軀 立像
（帝釈天足枘墨書 、仏師民部法橋（満善車王足枘墨書））

・「38，木造帝釈天立像（二十八部衆の内） 鹿央町・康平寺 『新出資料による中世の美術』第9回 熊本の美術展」
1984年10月0日 熊本県立美術館 67p～69p

・「45，木造満善車王立像（二十八部衆の内） 鹿央町・康平寺 『新出資料による中世の美術』第9回 熊本の美術展」
1984年10月0日 熊本県立美術館 67p～69p

・有木芳隆「熊本県/793，地蔵菩薩立像及び二十八部衆像 康平寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８」
1997年3月10日 学生社 382p～384p

・有木芳隆「作品解説/50 木造帝釈天立像（二十八部衆のうち） 熊本県鹿本郡鹿央町・康平寺跡観音堂蔵 『天部の」
美ーご利益と護のほとけたち』第24回 熊本の美術展 2004年10月22日 熊本県立美術館 78p～79p

正和元年12月2日
○釈迦如来像 東京都青梅市 天寧寺山門（御嶽神社旧蔵）

木造 漆箔 玉眼 1軀 坐像
（像内頸部正面墨書） 1511年「仏所下野法橋弘円」修理銘

・「35 天寧寺/35-1 釈迦如来坐像（山門所在 『青梅市仏像彫刻調査概報 Ⅱ』 1994年12月1日 青梅市教育委員会）」
61p～61p

正和元年
○地蔵菩薩像 京都市北区 神光院

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
法印重誉（左右足枘陰刻墨入れ）

・皿井舞「研究資料/京都・神光院蔵 木造地蔵菩薩立像 『美術研究』408 2013年1月18 東京文化財研究所企画情報」
部 95p～103p
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応長2年4月15日（修理銘）
●阿弥陀如来像 茨城県茨城町 円福寺

木造 彫眼 1軀 坐像
、 「 」（ ） 、1217年安置 1312年 仏師慶印,宇都宮住人大仏師真壁播磨殿 像内膝裏墨書修理銘 1557年

1853年「水戸下町大仏師玉光」修理銘
・「130，阿彌陀如來像 應長二年四月 茨城・圓福寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 299p～p」
・「銘文集/79，円福寺阿弥陀如来坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 362p～362p」
・「重要文化財 彫刻/木造阿弥陀如来坐像 円福寺 『茨城の文化財 第4集 国宝・重要文化財彫刻・絵画編』 1965年」

4月1日 茨城県教育委員会 26p～27p

正和元年7月日
●僧形八幡神像・女神像 熊本県熊本市 藤崎八旛宮

木造 彩色 2軀 各坐像
「正和元年七月御神体注文案」 1418年女神像像内墨書修理銘

・松本雅明「二 藤崎宮の美術工芸/彫刻 『熊本県文化財調査報告』第2集（藤崎台）1961年3月15日 熊本県教育委員会」
107p～112p

・有木芳隆「熊本県/708，僧形八幡神坐像・女神坐像 藤崎八幡宮 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８」
1997年3月10日 学生社 338p～338p

・有木芳隆「熊本県/8-1-2 僧形八幡神坐像、女神坐像 熊本市・藤崎八旛宮 『神像彫刻重要資料集成』第四巻[西日」
本編] 2018年5月25日 国書刊行会 621p～623p

応長2年4月6日
●不動明王像 京都府木津川市（旧加茂町） 岩船

石造 半肉彫 1軀 立像
（像左右陰刻）

・西村貞「淨瑠璃寺附近の石佛/岩船寺の不動石像 『奈良の石佛』 1942年12月30日 全國書房 357p～359p」
・「693，京都 岩船 石造不動明王立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 365p～365p」

正和元年8月日
●阿弥陀三尊像（鉄塔婆） 栃木県宇都宮市 清巌寺

鉄造 塔婆 素地 浮彫 3軀 各立像
（塔身前面陽鋳）

・「銘文集/80，清巌寺鉄塔婆 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 362p～362p」
・「695，栃木 清巌寺 鉄造阿弥陀三尊浮彫塔婆 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 366p～367p」
・北口英雄「栃木県352，鉄塔婆 清厳寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日 学生社」

228p～228p
・山本享史「作品解説/33３ 鉄塔婆(複製) 当館（原資料・清巌寺（栃木県宇都宮市 『中世宇都宮氏ー頼朝・尊氏））」

・秀吉を支えた名族ー』開館35周年記念特別企画展 2017年9月16日 栃木県立博物館 185p～185p
・萩原哉・朴亨國・黒川弘毅・明珍素也・松本隆・永井慧彦「調査報告 栃木県の鉄仏/作品の概要/⑥ 鉄塔婆 清巌寺

（宇都宮市大通り5-3-14 『武蔵野美術大学研究紀要』48 2018年3月1日 武蔵野美術大学 100p～101p）」

1313年

正和2年2月25日（正和3年）焼失か
○十一面観音像 千葉県富津市 延命寺

木造 立像
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正和2年3月9日
○持国天像・多聞天像 香川県三豊市（旧豊中町） 本山寺

木造 彩色 玉眼 2軀 各立像
仏師当国内大見下総法橋、絵師善通寺正賢法橋（像内納入文書）

・溝淵和幸「本山寺二天像胎内文書について 『瀬戸内海歴史民俗資料館年報』1977」
・武田和昭「木造二天立像 本山寺 『讃岐の仏像 （下） 1986年1月15日 180p～181p」 』
・武田和昭「二天王立像 本山寺（豊中町 『香川の仏像(1)ー観音寺市・三豊郡ー』 1995年3月1日 美巧社 59p～59p）」
・浅井和春「第三編 調査報告/第一節 美術工芸/第一章 彫刻/第二節 本山寺の彫刻/（五） 持国天・多聞天立像

大日堂安置 『本山寺総合資料調査報告書』 1999年3月31日 香川県教育委員会 45p～46p」

正和2年8月20日
○薬師如来像 静岡県浜松市北区（旧三ヶ日町） 大福寺

木造 素地 彫眼 1軀 坐像
（像内背面墨書）

・日比野秀男「第二章 解説/八 木造薬師如来坐像 大福寺 『静岡県の文化財ー彫刻ー』 1978年3月25日 静岡県文」
化財保存協会 72p～73p

・「698，静岡 大福寺 木造薬師如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 367p～368p」

正和2年11月6日
○吉祥天像 栃木県鹿沼市 医王寺

木造 彩色・截金 玉眼 1軀 立像
「金光明最勝王経 「大吉祥天女品 「大吉祥天女増長財物品」奥書（像内納入品）」 」

・萩原哉「作品解説/6 吉祥天立像 『医王寺の仏像』 2012年11月3日 宗教法人医王寺 85p～85p」

正和2年6月3日
●地蔵菩薩像 福井県敦賀市 関

石造 厚肉彫 坐像
（右側月輪下陰刻）

・「697，福井 関 石造伝地蔵菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 367p～367p」
・増永常雄「敦賀の石仏二体 『史迹と美術』448 1973年10月28日 史迹美術同攷会 299p～303p」

正和2年11月日
●地蔵菩薩像 神奈川県鎌倉市 浄光明寺

石造 丸彫 坐像
大工宗□（背面陰刻）

・「銘文集/81，浄光明寺地蔵菩薩坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 362p～362p」
・「130，正和二(1313)年、浄光明寺裏山やぐら内石造地蔵菩薩坐像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第1集』鎌倉国宝館」

論集 第11 1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 55p～55p
・「699，神奈川 浄光明寺 石造地蔵菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 368p～368p」
・池田英真「第2章 安房に広がる「やぐら」/千手院やぐら群/参考６ 石造地蔵菩薩坐像（網引地蔵） 浄光明寺蔵」

『中世の安房と鎌倉ー海で結ばれた信仰の道ー』“渚の駅”たてやまオープン記念特別企画展 2012年3月3日 館山市
立博物館 21p～21p

・山川均「4 浄光明寺の石造物 ー木彫を超える写実的表現 『供養をかたちにー歴史的石造物を訪ねて 「月刊石材」」 』
別冊シリーズ 2014年3月20日 石文社 31p～36p
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正和2年11月日
●地蔵菩薩像 岡山県高梁市 阿部恵堂

石造 半肉彫 立像
（右下右面陰刻）

・「700，岡山 阿部恵堂 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 368p～368p」
・「高梁/6 恵堂地蔵 個人 『高梁市の文化財』 2013年3月29日 高梁市教育委員会 7p～7p」

正和2年12月1□□
●地蔵菩薩像 大阪市柏原市 河内青谷

石造 半肉彫 立像
（像左右下方陰刻）

・辻合喜代太郎「堅上地区/石造 地蔵菩薩立像（石棺蓋地蔵尊） 青谷 『柏原市史 第1巻 文化財編』1969年9月1日」
柏原市役所 22p～23p

・「701，大阪 河内青谷 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 368p～368p」

正和2年3月24日
●追儺面（青鬼） 東京都 東京国立博物館（天野社(丹生都比売神社)伝来）

木造 彩色 1面
（面裏墨書）

・高木徳郎「＜カラー図版＞/Ⅲ 天野社の歴史とその名宝/(4) 神事と祭礼/125 追儺面 青鬼 東京国立博物館蔵」
『特別展 天野の歴史と芸能ー丹生都比売神社と天野の名宝ー』 2003年10月11日 和歌山県立博物館 125p～125p

1314年

正和3年1月1日
○毘沙門天像 栃木県鹿沼市 医王寺

木造 彩色・截金 玉眼 1軀 立像
「摩訶般若波羅蜜多心経」年記（像内納入文書）

・萩原哉「作品解説/5 毘沙門天立像 『医王寺の仏像』 2012年11月3日 宗教法人医王寺 85p～85p」

正和3年2月15日
○釈迦如来・四菩薩像 新潟県三条市 本成寺

慶□（釈迦像内脚部墨書）

正和3年4月4日
○迦楼羅王像（二十八部衆のうち） 滋賀県湖南市（旧石部町） 常楽寺

木造 彩色 彫眼 1軀 立像
仏師覚□（像内墨書）

・「127，二十八部衆像 徳治三年八月乃至正和三年四月 滋賀・常樂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會」
293p～p

・「32，二十八部衆 婆藪仙人 徳治三年・満善車王 延慶三年・摩和羅女 延慶三年・多聞天 正和元年・伽留羅王
正和三年 常楽寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 43p～46p」

・宇野茂樹「付・近江の在銘像/36，二十八部衆 常楽寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～389p」
・宮本忠雄「作品解説 石山寺と近江の古寺/19，二十八部衆像 常楽寺 『全集日本の古寺５ 石山寺と近江の古寺』」

1985年7月21日 集英社 131p～131p
・「702，滋賀 常楽寺 木造伽留羅王像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 368p～368p」
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・宮本忠雄「甲賀郡/273，二十八部衆立像 常楽寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 210p」
～225p

・ 図版/第10章 優美の時代から動きの時代へ/155 木造二十八部衆立像 二十八躯のうち三躯 常楽寺 湖南市 近「 」『
江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版 210p～211p

・「第2章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/天部/二十八部衆/木造二十八部衆立像 常楽寺（湖南市 『１冊でわかる）」
滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 87p～87p

無年紀
○満善車王像（二十八部衆のうち） 滋賀県湖南市（旧石部町） 常楽寺

木造 彩色 彫眼 1軀 立像
上野永舜（頭部内面墨書）

・「127，二十八部衆像 徳治三年八月乃至正和三年四月 滋賀・常樂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會」
293p～p

・「32，二十八部衆 婆藪仙人 徳治三年・満善車王 延慶三年・摩和羅女 延慶三年・多聞天 正和元年・伽留羅王
正和三年 常楽寺 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 43p～46p」

・宇野茂樹「付・近江の在銘像/36，二十八部衆 常楽寺 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 387p～389p」
・宮本忠雄「作品解説 石山寺と近江の古寺/19，二十八部衆像 常楽寺 『全集日本の古寺５ 石山寺と近江の古寺』」

1985年7月21日 集英社 131p～131p
・宮本忠雄「甲賀郡/273，二十八部衆立像 常楽寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 210p」

～225p
・「 」図版/第10章 優美の時代から動きの時代へ/155５ 木造二十八部衆立像 二十八躯のうち三躯 常楽寺 湖南市

『近江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版 210p～211p
・「第2章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/天部/二十八部衆/木造二十八部衆立像 常楽寺（湖南市 『１冊でわかる）」

滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 87p～87p

正和3年8月17日
○ 孝養太子像 山形県寒河江市 本山慈恩寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
（像内納入血書法華経巻第二奥書）

・麻木脩平「28 聖徳太子立像 『本山慈恩寺の仏像』山形県文化財調査報告書第24集 1983年3月30日 山形県教育委員」
会 192p～195p

・阿部酉喜夫「木造聖徳太子立像胎内納入品について 『本山慈恩寺の仏像』山形県文化財調査報告書第24集 1983年3」
月30日 山形県教育委員会 20p～29p

・麻木脩平「山形県/559，聖徳太子立像 本山慈恩寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1」
日 学生社 364p～364p

・「図版解説/123 木造 聖徳太子孝養立像 山形・本山慈恩寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年紀年出」
版 1996年1月10日 東方出版社 307p～307p

・文化庁文化財部「新指定の文化財/重要文化財の指定/〔彫刻〕/木造聖徳太子立像 附・像内納入品 宗教法人本山慈
恩寺 『月刊文化財』 657 2018年6月1日 第一法規 15p～16p」

正和3年11月1日
○釈迦如来像 福岡県久留米市 大本山善導寺釈迦堂

木造 漆箔 1軀 坐像
大仏師法橋湛誉,法橋湛真（像内胸部墨書）

・「7 木造釈迦如来坐像 『筑後 大本山 善導寺』≪九州の寺社シリーズ5≫ 1981年3月27日 九州歴史資料館 5p～5p」
・「 〔 〕 」『 』2 調査/ 学芸第一課 /Ⅱ 大本山善導寺の調査/木造釈迦如来坐像(釈迦堂) 九州歴史資料館年報 昭和55年度

昭和55年度 1981年11月10日 九州歴史資料館 5p～6p
・田鍋孝男「福岡県/546，釈迦如来坐像 善導寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」

学生社 268p～268p
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・竹下正博「作品解説/15 釈迦如来像 湛誉・湛真 福岡・善導寺 『運慶流 鎌倉南北朝の仏像と蒙古襲来』 2008年」
11月11日 特別展「運慶流」佐賀実行委員会・特別展「運慶流」山口実行委員会 99p～99p

・末吉武史「作品解説/58 釈迦如来坐像 福岡（久留米市 ・大本山善導寺 『特別展 九州仏 1300年の祈りとかた） 」
ち』 2014年10月12日 特別展「九州仏」実行委員会 228p～228p

・「銘文抜粋/58 釈迦如来坐像 福岡・大本山善導寺 『特別展 九州仏 1300年の祈りとかたち』 2014年10月12日」
特別展「九州仏」実行委員会 244p～244p

・井形進「Ⅱ 九州の仏像の諸相/大本山善導寺の釈迦如来坐像 『九州仏像史入門 太宰府を中心に』 2019年2月1日」
海鳥社 171p～172p

）正和3年3月18日（修理銘
●十一面観音像 大阪府能勢町 安穏寺

木造 彫眼 四臂 1軀 立像
（框座裏墨書）

・吉原忠雄「美術工芸品/8 木造十一面観音立像 倉垣・安穏寺蔵 『能勢町史 第4巻（資料編 』 1981年12月20日」 ）
能勢町 547p～549p

正和3年5月日
●連肉 奈良県奈良市 唐招提寺

木造
（蓮座裏面墨書）

・「第二編 本編 正和三年(1314)/393，唐招提寺 仏像蓮座肉 奈良市五条町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年」 ）
7月25日 名著出版 236p～237p

正和3年11月30日
●金剛力士立像（阿形） 東京都昭島市 普明寺

木造 彫眼 1軀 立像
仏子肥前房（像内根幹材前面墨書）

・「第２部 中世編/117，正和3年11月30０日 木造金剛力士立像（阿形）胎内銘 『東京都古代中世古文書金石文集成」
第4巻 金石文編』 1997年5月20日 角川書店 92p～93p

正和3年8月16日
●地蔵菩薩像 三重県津市 栄松寺

石造 厚肉彫 1軀 立像
（像左右陰刻）

・伊東富太郎「5，三重県教育委員会指定有形文化財/石造地蔵立像 栄松寺 『三重県文化財要覽』 1955年3月30日」
伊和出版社 61p～63p

・「703，三重 栄松寺 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 368p～369p」
・瀧川和也 三重県の仏像 一 /三重県造像銘記 一 /10 栄松寺 地蔵菩薩立像 三重大学教育学部研究紀要 人「 （ ） （ ） ， 」『 （

文・社会科学 』41 1990年2月28日 三重大学教育学部 179p～179p）
・「三重県の仏像（八）/附１ 三重県造像銘記集成/16，栄松寺 地蔵菩薩立像 『三重大学教育学部研究紀要（人文」

・社会科学 』48 1997年3月28日 三重大学教育学部 244p～244p）
・瀧川和也「三重県/75､地蔵菩薩立像 栄松寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 49p～49p」
・ 「 」『 （ ）』藤澤典彦 第五章 石造物/Ⅰ 石仏類/4 地蔵菩薩立像 津市川方町・栄松寺 三重県史 別編 美術工芸 解説編

2014年3月31日 三重縣 286p～286p

正和3年8月24日
●地蔵菩薩像 三重県津市 光明寺

石造 厚肉彫 1軀 立像
（光背右脇陰刻）
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・伊東富太郎「5｡三重県教育委員会指定有形文化財/石造地蔵菩薩立像 光明寺 『三重県文化財要覽』 1955年3月30日」
伊和出版社 60p～61p

・「704，三重 光明寺 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 369p～369p」
・瀧川和也 三重県の仏像 一 /三重県造像銘記 一 /11 光明寺 地蔵菩薩立像 三重大学教育学部研究紀要 人「 （ ） （ ） ， 」『 （

文・社会科学 』41 1990年2月28日 三重大学教育学部 179p～179p）
・「三重県の仏像（八）/附１ 三重県造像銘記集成/17，光明寺 地蔵菩薩立像 『三重大学教育学部研究紀要（人文」

・社会科学 』48 1997年3月28日 三重大学教育学部 244p～244p）
・瀧川和也「三重県/74, 地蔵菩薩立像 光明寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 49p～49p」
・藤澤典彦「第五章 石造物/Ⅰ 石仏類/5 地蔵菩薩立像 津市新家町・光明寺 『三重県史 別編 美術工芸（解説」

編 』 2014年3月31日 三重縣 287p～287p）

正和3年8月29日
●地蔵菩薩像 三重県津市 宝樹寺

石造 厚肉彫 1軀 坐像
（光背左右陰刻）

・伊東富太郎「5，三重県教育委員会指定有形文化財/石造地蔵菩薩坐像 宝樹寺 『三重県文化財要覽』 1955年3月30」
日 伊和出版社 59p～60p

・「705，三重 宝樹寺 石造地蔵菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 369p～369p」
・瀧川和也 三重県の仏像 一 /三重県造像銘記 一 /12 宝樹寺 地蔵菩薩坐像 三重大学教育学部研究紀要 人「 （ ） （ ） ， 」『 （

文・社会科学 』41 1990年2月28日 三重大学教育学部 179p～179p）
・「三重県の仏像（八）/附１ 三重県造像銘記集成/18，宝樹寺 地蔵菩薩坐像 『三重大学教育学部研究紀要（人文」

・社会科学 』48 1997年3月28日 三重大学教育学部 245p～245p）
・瀧川和也「三重県/73､地蔵菩薩坐像 宝樹寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 49p～49p」
・ 「 」『 （ ）』藤澤典彦 第五章 石造物/Ⅰ 石仏類/6 地蔵菩薩坐像 津市牧町・宝樹寺 三重県史 別編 美術工芸 解説編

2014年3月31日 三重縣 287p～287p

1315年

正和4年9月26日
○十一面観音像 佐賀県吉野ヶ里町（旧三田川町） 東妙寺

木造 彩色・漆箔 玉眼 1軀 立像
、 （ ） 「 」 、大仏師上総法橋湛誉 大仏師美濃法橋湛真 像内前面墨書 1710年 大仏師法橋定悦ｶ 修理銘

1835年「大仏師下関友市、文治ｶ」修理銘
・「資料編/[東妙寺3] 十一面観音菩薩立像 『佐賀県社寺調査報告書』 1996年3月 佐賀県立博物館 213p～214p」
・竹下正博「佐賀県/658，十一面観音菩薩立像 東妙寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月」

10日 学生社 315p～315p
・竹下正博「作品解説/16 十一面観音像 湛誉・湛真 佐賀・東妙寺 『運慶流 鎌倉南北朝の仏像と蒙古襲来』 2008年」

11月11日 特別展「運慶流」佐賀実行委員会・特別展「運慶流」山口実行委員会 99p～99p

正和4年2月8日
○日高上人像 千葉県市川市 法華経寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
大仏師讃岐法橋円西（頭部内側前面墨書）

・「二 造像銘の部/中山法華経寺/3 日高木像腹籠銘」中尾堯編『中山法華経寺史料』 1968年10月15日 吉川弘文館
242p～242p

・「Ⅴ 中山法華経寺に伝わる文化財/2 仏像/日高上人坐像（祖師堂安置 『中山法華経寺誌』 1981年10月20日 同）」
朋社出版 271p～273p

・「706，千葉 法華経寺 木造日高坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 369p～369p」
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正和4年3月日
○地蔵菩薩像 奈良県生駒市 長弓寺宝光院

木造 彩色・截金 玉眼 1軀 立像
南都大仏師法橋康俊,少仏師康成（玉眼留木墨書、前頭部内面墨書）

・光森正士・上原昭一「室町佛像彫刻銘文集/1，木造地蔵菩薩坐像 奈良・長弓寺宝光院 『室町時代仏像彫刻ー在銘」
作品によるー』 1970年3月30日 学芸書林 84p～84p

・「木造地蔵菩薩立像 長弓寺塔頭宝光院 『奈良県指定文化財』第11集 1971年3月30日 奈良県教育委員会 5p～6p」
・「第二編 本編 正和四年(1315)/397，長弓寺 宝光院地蔵菩薩像 生駒市上 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年」 ）

7月25日 名著出版 237p～237p
・「707，奈良 長弓寺宝光院 木造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 370p～370p」
・久野健「生駒市/59，地蔵菩薩立像 宝光院 『日本の仏像＜奈良Ⅱ＞』仏像集成６ 1995年1月10日 学生社 62p～62p」
・「Ⅱ 銘文総覧/15 長弓寺宝光院/① 地蔵菩薩立像 『生駒市の仏像 Ⅰ（北地区篇 』 2000年3月31日 生駒市教」 ）

育委員会 59p～59p
・村田靖子「1 奈良県北部の仏像/生駒市の仏像/長弓寺宝光院 木造地蔵菩薩立像 『もっと知りたい 奈良の仏像ー」

県内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 114p～114p

正和4年4月25日頃
○毘沙門天像 京都府宇治市 正覚院

木造 金泥・彩色 玉眼 1軀 立像
法印朝円作（足枘右内側朱陰刻）

・石川登志雄「有形文化財/美術工芸品/彫刻/木造毘沙門天立像 宇治市(正覚院) 『京都の文化財』第20集 2003年2月」
京都府教育委員会 19p～21p

日正和4年9月8
○巳神将・午神将像（十二神将のうち） 京都市左京区 大興寺

木造 彩色 2軀 各立像
院敒（午神像像内前面墨書）

・根立研介「カラー図版/SK-7 十二神将像のうち巳神将・午神将立像 京都・大興寺 『文化財よ、永遠に』住友財団」
修復助成３０年記念 2019年9月4日 泉屋博古館 70p～75p

正和4年9月15日
○高峰顕日（仏国国師）像 神奈川県鎌倉市 正統院

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
ミかはのほっけう（三河法橋）院恵（像内頭部墨書）

・「図版/99，高峯顕日坐像 神奈川・正統院 『特別展 鎌倉時代の彫刻』 1975年10月2日 東京国立博物館」
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像と同時期ー院惠、院誉、院芸/10，木造高峰顕日(仏国国師)坐像

神奈川・建長寺正統院 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館」
46p～47p

・岩佐光晴「作品解説 第一章 鎌倉武士と禅/32，高峰顕日坐像 院恵作 神奈川・正統院 『鎌倉ー禅の源流』建長寺」
創建750年記念特別展 2003年6月3日 日本経済新聞社 204p～204p

・海老澤るりは「作品解説/7-1 高峰顕日坐像 正統院 『特別展 鎌倉禅林の美 円覚寺の至宝』大用国師二〇〇年・」
釈宗演老師百年 大遠諱記念特別展 2019年4月20日 三井記念美術館 151p～151p

正和4年10月5日
○弘法大師像 愛媛県宇和島市（旧三間町） 仏木寺

木造 彩色 1軀 坐像
大仏師三位法橋行継（心束正面・左側面墨書）

・毛利久「伊豫仏木寺の弘法大師像 『佛教藝術』100 1975年2月28日 毎日新聞社 59p～66p」
・「708，愛媛 仏木寺 木造弘法大師像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 370p～370p」
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・乗松茂「愛媛県/438，弘法大師坐像 仏木寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日 学生」
社 214p～214p

・神野裕太「作品解説/1 愛媛県指定文化財 弘法大師坐像 愛媛・佛木寺 『空海の足音 四国へんろ展 愛媛編』」
四国霊場開創1200年記念 2014年9月6日 四国へんろ展愛媛編実行委員会 195p～195p

正和4年10月23日
○女神像 1軀,男神像 2軀 山梨県忍野村 忍草浅間神社

木造 彩色 3軀 各坐像
仏師丹後国住人石見坊静存（各像像底墨書）

・高橋晶子「資料解説/神社・別当寺の彫像/参考11 木造女神坐像一躯と木造男神坐像二躯 忍野村・忍草浅間神社」
『富士の神仏ー吉田口登山道の彫像ー』企画展図録 2008年6月0日 富士吉田市歴史民俗博物館 77p～78p

正和4年11月日
○阿弥陀如来像 長野県上田市（旧丸子町） 霊泉寺

木造 漆箔・彩色 玉眼 1軀 坐像
（像内納入造立願文）

・「長野県宝/木造阿弥陀如来坐像 『長野県指定文化財調査報告』第11集 1975年1月31日 長野県教育委員会 7p～9p」
・「出品目録/9，木造阿弥陀如来坐像 小県郡丸子町・霊泉寺 『信濃の仏像展<善光寺仏師妙海と中世>』 1976年4月」

10日 長野県信濃美術館 16p～16p
・下平正樹「長野県/304，阿弥陀如来坐像 霊泉寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 217p」

～217p
・「Ⅱ 彫刻/45 木造阿弥陀如来坐像 霊泉寺 『長野県史 美術建築資料編 全一巻（一） 美術工芸 解説』 199」

2年3月10日 長野県史刊行会 105p～107p
・小倉絵里子「信州の仏像 解説編/45 阿弥陀如来坐像 上田市・霊泉寺 『定本 信州の仏像』 2008年8月5日 しな」

のき書房 244p～244p

□年（正和4年月か、または延慶4年（1311）か）
○金剛力士像 京都府綾部市 施福寺

木造 彩色 玉眼 2軀 各立像
大仏子五条□□大宮弁法眼院興（吽形像面部内面墨書）

・長瀬祥子「<資料紹介>京都府綾部市施福寺金剛力士像について 『博物館学年報』50 2019年3月31日 同志社大学博」
物館学芸員課程 67p～83p

正和4年3月6日
●金剛力士像（吽形） 東京都昭島市 普明寺

木造 彫眼 1軀 立像
仏師鎌倉住人備前□信造□（像内墨書）

・松永忠興「普明寺の金剛力士像（吽形像 『三浦古文化』19 1976年5月1日 三浦古文化研究会 28p～29p）」
・三宅久雄「東京都/154，金剛力士立像 普明寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 117p～117p
・「第２部 中世編/118，正和４年３月６日 木造金剛力士立像（吽形）胎内銘 『東京都古代中世古文書金石文集成」

第4巻 金石文編』 1997年5月20日 角川書店 94p～94p

1316年

正和5年2月8日
○伝楊柳観音像 福島県鮫川村 大塩観音堂

木造 現状素地 彫眼 1軀 坐像
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（台座連肉部上面墨書） 1813年「大仏師職増子流家」修理銘
・若林繁「第一編 通史編/第四章 中世/第六節 鮫川村の中世文化/一 鮫川村の仏像/大塩観音堂 伝楊柳観音菩薩

坐像 『鮫川村史』第一巻 通史・民俗編 2001年3月 277p～280p」

正和5年2月21日
○阿弥陀如来像（善光寺式中尊） 千葉県木更津市（旧富来町）下宮田 木野根沢地区

銅造 1軀 立像
（左方矧面陰刻）

・「銘文集/82，下宮田部落有阿弥陀如来立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 362p～363p」
・「彫刻 県指定有形文化財/銅造阿弥陀如来立像 木野根沢部落 『千葉県文化財総覧（改訂増補 』 1973年3月31日」 ）

千葉県教育委員会 115p～115p
・「陳列品解説/74，銅造阿弥陀如来立像 千葉・木ノ根沢部落 『平安鎌倉の金銅仏』 1976年4月0日 奈良国立博物館」

80p～80p
・「709，千葉 下宮田部落 銅造阿弥陀如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 370p～370p」
・吉田辰郎「千葉県/181，阿弥陀如来立像 木野根沢地区 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年」

7月1日 学生社 136p～136p
・「君津（木更津市、君津市、富津市）/93，銅造阿弥陀如来立像［県］木更津市 木野根沢地区 『房総の仏教彫刻ー」

有形文化財・彫刻ー』 1993年3月25日 千葉県教育委員会 204p～205p
・小倉絵里子「作品解説/65 阿弥陀如来立像 木の根沢区（木更津市 『仏像半島ー房総の美しき仏たち』 2013年4月）」

15日 千葉市美術館 225p～225p

正和5年4月13日
○難陀龍王像（十一面観音脇侍） 奈良県桜井市 長谷寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
大仏師舜慶（花押）法橋心慶,子息慶実,慶弘,弟子幸春,尭舜,幸心,雲喜（像内後頭部墨書）
1494年,1496年,1497年願文銘

・菊竹淳一「図版解説/寺宝/26 難陀龍王像 重要文化財 『古寺巡礼 奈良13 長谷寺』 1980年1月20日 淡交社 139p」
～140p

・「仏像（菩薩）/木造十一面観音立像 附一、木造難陀龍王立像・像内納入品 『解説版 新指定重要文化財』3 彫」
刻 1981年3月15日 毎日新聞社 107p～109p

・「第二編 本編 正和五年(1316)402，長谷寺 難陀竜王像 桜井市初瀬 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年7月2」 ）
5日 名著出版 238p～239p

・「710，奈良 長谷寺 木造難陀竜王立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 371p～371p」
・「昭和六十一年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/7 難陀龍王立像 奈良・長谷寺 『學叢』10 1988年3月31日 京」

都国立博物館 135p～137p
・「昭和六十二年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/9 難陀龍王立像 奈良・長谷寺 『學叢』11 1989年3月31日 京」

都国立博物館 166p～168p
・「重要品図版 解説/2 難陀龍王立像 『豊山長谷寺拾遺 第三輯 彫刻』 2005年9月28日 総本山長谷寺文化財保存」

調査委員会 151p～152p
・米屋優「作品解説/1 難陀龍王立像 『長谷寺の名宝と十一面観音の信仰』 2016年2月6日 あべのハルカス美術館・」

日本経済新聞社 114p～114p
・浅見龍介「長谷寺/13 難陀龍王立像 長谷寺 『特別企画 奈良大和四寺のみほとけ』 2019年6月18日 東京国立博」

物館 32p～34p

正和5年11月3日
○地蔵菩薩像 岐阜県郡上市（旧白鳥町） 長滝寺

木造 彩色・截金 玉眼 1軀 立像
（足枘墨書）

・「彫刻/木彫像/四 長滝寺の木彫/○木造地蔵菩薩立像 『白山を中心とする文化財（岐阜県 』ー文化財集中地区総合」 ）
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調査報告書 第8集ー 1970年1月 文化庁 57p～60p
・「713，岐阜 長滝寺 木造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 372p～373p」
・「平成六～七年度 修復文化財関係銘文集成/【平成6年度 ［彫刻］/1 地蔵菩薩立像 岐阜県・長滝寺 『學叢』24】 」

2002年5月20日 京都国立博物館 109p～110p

1317年

文保元年6月5日
○日光・月光菩薩像（薬師三尊像のうち） 長野県安曇野市（旧明科町） 光久寺

木造 素地 2軀 立像
仏師善光寺妙海房生年卅四才也（日光：右肩部矧面墨書、月光：左肩部矧面墨書）

・「長野県宝/木造 日光・月光菩薩立像 光久寺 『長野県指定文化財調査報告』第12集 1988年3月30日 長野県教育」
委員会 4p～5p

・切畑健「昭和五十七年度 修復文化財関係銘文集成/5 日光・月光菩薩立像 長野・明科町 『學叢』6 1984年3月31日」
京都国立博物館 167p～168p

・下平正樹「長野県/306，日光・月光菩薩立像 光久寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社」
218p～218p

・佐々木守俊「信州の仏像 解説編/69 日光菩薩立像・月光菩薩立像 安曇野市・光久寺 『定本 信州の仏像』 2008年」
8月5日 しなのき書房 256p～256p

・伊藤羊子「図版解説/52 日光・月光菩薩立像 安曇野市・光久寺 『“いのり”のかたち 善光寺信仰展』善光寺御開」
帳記念 2009年4月4日 長野県信濃美術館 133p～134p

文保元年9月24日
●光背 高知県北川村 妙楽寺（所在不明）

木造 彩色 1具
（光背裏墨書）

・ 五 北川村・吾北村・吾川村・大方町および関連調査地 寺誌・調書/2001-2003年度調査 寺誌・調書/妙楽寺 北「 、 （
川村和田） 光背 『高知県社寺文化財総合調査報告書 図版篇』 2004年3月31日 高知県教育委員会 307p～307p」

・ 五 北川村・吾北村・吾川村・大方町および関連調査地 寺誌・調書/2001-2003年度調査 寺誌・調書/妙楽寺 北「 、 （
川村和田） 光背裏墨書銘 『高知県社寺文化財総合調査報告書 図版篇』 2004年3月31日 高知県教育委員会 30」
7p～307p

正和6年
●地蔵菩薩像 大阪市天王寺区 四天王寺

石造 厚肉彫 1軀 立像
（像左右脇陰刻）

・藤岡穣「大阪府/141，地蔵菩薩立像 四天王寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 82p～」
82p

1318年

文保2年3月17日
○十一面観音像 福島県いわき市 長谷寺

木造 素地 彫眼 1軀 立像
仏師大輔法橋能慶（像内墨書）

・「東北地方の在銘像/35，福島 長谷寺 十一面観音立像 『東北古代彫刻史の研究』 1971年10月10日 中央公論美術」
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出版 83p～84p
・「714，福島 長谷寺 木造十一面観音立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 373p～374p」
・「県指定重要文化財（彫刻）/木造十一面観音立像 長谷寺 『いわき市の文化財』 2003年3月20日 いわき市教育委」

員会 39p～39p

文保2年5月日
○大日如来像 大分県大分市 金剛宝戒寺

木造 漆箔 玉眼 1軀 坐像
南都興福寺大仏師康俊作、小仏師子息康盛、同子息英賢□□（像内後頭部墨書）

・田辺三郎助「大分・金剛宝戒寺大日如来像と仏師康俊 『佛教藝術』199 1991年11月30日 毎日新聞社 148p～160ｐ」
・「10 大日如来坐像 金剛宝戒寺 『平成八年度指定文化財修理報告書 美術工芸品編』 1997年 文化庁文化財保護」

部美術工芸課 126p～144p
・渡辺文雄「大分県/827，大日如来坐像 金剛宝戒寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」

学生社 407p～407p
・田邊三郎助「大佛師康俊・康成について 『大佛師康俊・康成の研究ー千手寺千手観音立像修理報告書ー』 1997年6」

月23日 千手寺 9p～31p（ 田邊三郎助彫刻論集』 2001年5月23日 中央公論美術出版 344p～365p）『
・奥健夫「金剛宝戒寺大日如来像と仏師康俊 『戒律文化』3 2003年3月15日 戒律文化研究会 77p～85p」

文保2年8月
○阿弥陀如来像 栃木県壬生町 佐藤正幸

銅造 立像
（像背面陰刻）

・野中退蔵「第一章 栃木県の彫刻/鎌倉時代/金銅阿弥陀如来立像 佐藤正幸氏蔵 『栃木県の彫刻』 1977年3月31日」
栃木県教育委員会 39p～40p

・「715，栃木 佐藤正幸氏蔵 銅造阿弥陀如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 374p～374p」
・北口英雄「46．県文 釈迦如来立像 個人蔵 『祈りの造形ー下野の仏像ー』第27回企画展 1989年4月29日 栃木県立」

博物館 115p～115p
・北口英雄「栃木県/397､阿弥陀如来立像 佐藤正幸 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 258p～258p
・「Ⅲ 解説/2．有形文化財/20．金銅阿弥陀如来立像 安塚・個人 『みぶの文化財』 2002年3月25日 壬生町教育委」

員会 26p～26p

文保2年2月23日
●他阿真教像 神奈川県小田原市 蓮台寺

木造 彩色 1軀 坐像
（像内墨書）

・「追補 平成19年7月/蓮台寺の木造真教坐像 『小田原の文化財』 2001年4月2日 財団法人小田原市公益事業協会 1p」
～1p

・深沢麻亜沙「作品解説/63 他阿真教坐像 蓮台寺（神奈川県小田原市 『中世宇都宮氏ー頼朝・尊氏・秀吉を支え）」
た名族ー』開館３５周年記念特別企画展 2017年9月16日 栃木県立博物館 193p～194p

・淺湫毅「作品解説/62 真教上人坐像 神奈川・蓮台寺 『特別展 国宝一遍聖絵と時宗の名宝』時宗二祖上人七百年」
御遠忌記念 2019年4月13日 京都国立博物館・朝日新聞社 237p～237p

・神野祐太「作品解説/8 真教上人坐像 神奈川・蓮台寺 『特別展 真教と時衆』時宗二祖上人七百年御遠忌記念 20」
19年9月7日 時宗・時宗総本山清浄光寺 119p～119p

文保2年
●鬼面（赤面・青面） 兵庫県姫路市 八正寺

木造 彩色 2面
工匠一円（赤鬼面裏朱書）
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・神戸佳文「1，彫刻 4，鬼面/68，鬼面 八正寺 『姫路市史 第十五巻中 別編 文化財編１』 1995年3月28日 姫路市」
67p～67p

1319年

文保3年1月14日
○弘法大師像 香川県琴平町 松尾寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
大仏師唐橋法印門弟法眼定祐,小仏師兵部公定弁（像内背部墨書）

・三好賢子「松尾寺木造弘法大師坐像について ー（資料紹介）香川県在銘彫刻 1ー 『ミュージアム調査研究報告」
第2号』 2010年3月31日 香川県立ミュージアム 47p～54p

・三好賢子「作品解説/2 弘法大師坐像 香川・松尾寺 『空海の足音 四国へんろ展 香川編』四国霊場開創1200年」
記念四県連携事業 2014年10月17日 香川県立ミュージアム 170p～170p

文保3年5月6日
○源頼朝像 山梨県甲府市 善光寺（信濃善光寺伝来）

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
（像内墨書）

・「木造源頼朝坐像 善光寺」 『県指定山梨県の文化財』改訂第一集 1980年3月31日 山梨県教育委員会 52p～52p
・守屋正彦「山梨県/189､源頼朝坐像 善光寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 147p～147p」
・鈴木麻里子「5 彫刻/源頼朝坐像 『甲斐 善光寺』山梨歴史美術シリーズ３ 2009年3月31日 山梨歴史美術研究会」

39p～42p

文保年間4月28日（ ）1317年～1319年
○阿弥陀如来像 佐賀県佐賀市 三学寺

木造 素地 1軀 坐像
（像内墨書）

・竹下正博「佐賀県/653，阿弥陀如来坐像 三学寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」
学生社 313p～313p

元応元年6月18日
○十一面観音像 京都市右京区 法金剛院

木造 金泥 玉眼 四臂 1軀 坐像
、 、 、 、 、 、 、 、 、法印院涴 法眼院吉 法眼覚舜 法橋院聖 法橋観保 法橋定審 法橋院蔵 法橋院救 法橋慶賢

法橋院郎、法橋院舜、法橋観存、法橋快実、院鍳、澄審、定憲（像内納入文書 仏師名札）
・「131，十一面觀音像 正和五年十月 京都・法金剛院 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 301p～p」
・毛利久「法金剛院の文化財/十一面観音坐像 『法金剛院』 1960年9月30日 法金剛院 16p～18p」
・「陳列品解説/41，木造十一面観音坐像及び像内納入品 京都・法金剛院 『仏像と像内納入品展』 1974年4月28日」

奈良国立博物館 87p～88p
・「彫刻/61，木造十一面観音坐像 京都・法金剛院 『特別展 観音菩薩』1977年4月27日 奈良国立博物館 114p～115p」
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 院吉、院広以後ー院応、院什、院覚他/26，木造十一面観音坐像 体内納入品 京

都・法金剛院 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』1995年11月0日 横浜市歴史博物館 82p～83p」
・山口隆介「図版解説/176 十一面観音菩薩坐像 院涴 法金剛院・京都 『日本美術全集 第７巻 運慶・快慶と中」

世寺院 鎌倉・南北朝時代Ⅰ』 2013年12月30日 小学館 258p～258p
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元応元年8月8日
○日光・月光菩薩像 滋賀県大津市 聖衆来迎寺

木造 金泥・彩色 2軀 各立像
ふつしいなはほうけん(仏師因幡法眼)頼弁( 来迎寺要書 所引 日光月光脇士ノ腹心 古来ノ書 )「 」 「 、 」
1661年「六条大仏師民部法眼」修理文書

・井上一稔「33・34 日光・月光菩薩立像 『聖衆来迎寺』近江社寺シリーズ第一回展 1984年10月10日 滋賀県立琵琶」
湖文化館 p～p

・鯨井清隆「Ⅲ 聖衆来迎寺/2 元応国清寺/Ｎｏ.41 日光菩薩・月光菩薩立像 聖衆来迎寺蔵 『聖衆来迎寺と盛安寺」
ー明智光秀ゆかりの下阪本の社寺ー』 2020年10月10日 大津市歴史博物館 40p～40p

元応元年10月29日
○随身像 東京都多摩市 小野神社

木造 彩色 玉眼 2軀 各倚像
因幡法橋応円（像内墨書） 1628年「相州鎌倉仏師大弐宗慶法印」修理銘

・斉藤経世「図版解説/16 随神像 二軀 多摩市・小野神社 『多摩の神道・垂迹美術』 1981年10月25日 八王子市郷」
土資料館 63p～63p

・「717，東京 小野神社 木造隨身倚像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 375p～375p」
・斎藤経世「東京都/159，隨身倚像 小野神社 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 120p～120p
・「 ， 」『 』第２部 中世編/119 元応元年10月29日 木造隨神像胎内銘 東京都古代中世古文書金石文集成 第4巻 金石文編

1997年5月20日 角川書店 95p～95p

元応元年11月1日
○大黒天像 奈良県奈良市 法華寺

銅造 彩色 片足垂下像
鋳師大工左衛門入道西珍（台座裏面墨書） 1677年修理銘

・毛利久「大黒天の彫刻 『大和文華』32 1960年1月5日 大和文華館 1p～11p（ 日本佛教彫刻史の研究』 1970年5月」 『
15日 法蔵館 300p～311p）

・「第二編 本編 元応元年(1319)/408，法華寺 大黒天台座 奈良市法華寺町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年」 ）
7月25日 名著出版 241p～241p

・「718，奈良 法華寺 銅造大黒天半跏像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 375p～375p」
・松浦正昭「作品解説/154，大黒天半跏像 奈良・法華寺 『特別展 女性と仏教 いのりとほほえみ』 2003年4月14日」

奈良国立博物館 246p～246p

成元応元年11月20日（総供養） 1316年完
○円鑑禅師像 京都市東山区 永明院

木造 彩色 1軀 倚像
（像内納入法華経巻第八奥書）

・「木造円鑑禅師坐像（祀堂安置） 永明院 『解説版新指定重要文化財』3 彫刻 1981年3月25日 毎日新聞社 290p～」
291p

・「711，京都 永明院 木造円鑑禅師坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 371p～371p」
・吉原忠雄「京都市東山区/176､円鑑禅師坐像 永明院 『日本の仏像＜京都＞』仏像集成３ 1986年2月1日 学生社 169」

p～169p

元応元年2月日
●役行者及び二鬼像 奈良県葛城市（旧當麻町） 高雄寺

木造 彩色 彫眼 3軀 役行者：倚像、二鬼：坐像
（役行者像裏墨書）

・村田靖子「2 奈良県西部の仏像/葛城市の仏像/高雄寺 木造役行者及び二鬼像 『もっと知りたい 奈良の仏像ー県」
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内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 197p～197p
・「大字別文化財ー高雄寺（新在家）ー/木造役行者倚像二鬼侍 『當麻町の文化財』當麻町文化財調査報告 第一集」

1990年3月20日 當麻町教育委員会 173p～173p
・「第二編 本編 元応元年(1319)/412，高雄寺 役行者像 北葛城郡当麻町新在家 『奈良県史16 金石文（上 』」 ）

1985年7月25日 名著出版 242p～242p

文保3年3月11日
●狛犬 滋賀県長浜市（旧東浅井町） 上許曽神社

木造 彩色 彫眼 1軀（吽形）
（台座裏墨書）

・「34，狛犬 文保三年 上許曽神社 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 48p～48p」
・宇野茂樹「付・近江の在銘像/38，狛犬 上許曽神社 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 389p～389p」
・「716，滋賀 上許曽神社 木造狛犬 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 374p～374p」

元応元年11月日
●地蔵菩薩像 奈良県奈良市 柳生中村

石造 高肉彫 立像
（像右下陰刻）

・「第二編 本編 元応元年(1319)/409，柳生中村 地蔵石仏 奈良市柳生町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年7」 ）
月25日 名著出版 241p～242p

1320年

元応2年1月28日
○孝養太子像 京都市下京区 仏光寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
尾張法印湛幸之作也,絵仏子源園法眼（像内納入造立記墨書）

・「719，京都 仏光寺 木造聖徳太子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 375p～376p」
・田中善隆「京都市下京区/150､聖徳太子立像 仏光寺 『日本の仏像<京都>』仏像集成３ 1986年2月1日 学生社 145p」

～145p
・「図版解説/137 木造 聖徳太子孝養立像 湛幸作 京都・佛光寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年紀」

年出版 1996年1月10日 東方出版社 309p～309p
・村田靖子「1 洛中の仏像/下京方面/下京区の仏像/佛光寺 木造聖徳太子立像 『もっと知りたい 京都の仏像ー地域」

別・沿線別案内』 2007年5月1日 里文出版 24p～25p
・竹下正博「作品解説/14 聖徳太子像 湛康 京都・佛光寺 『運慶流 鎌倉南北朝の仏像と蒙古襲来』 2008年11月11日」

特別展「運慶流」佐賀実行委員会・特別展「運慶流」山口実行委員会 98p～98p
・津田徹英「作品解説/182 聖徳太子立像 湛幸作 京都・佛光寺 『特別展 法然と親鸞 ゆかりの名宝』法然上人」

八百回忌・親鸞上人七百五十回忌 2011年10月25日 ＮＨＫ・ＮＨＫプロモーション・朝日新聞社 350p～350p

元応2年2月15日
○菩薩像 茨城県笠間市 普賢院

木造 素地 1軀 坐像
（台座敷茄子底面墨書）
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元応2年3月
○南無仏太子像 静岡県熱海市 ＭＯＡ美術館

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
南都大仏師法眼康俊（像内墨書）

・光森正士「解説/2 重美 聖徳太子二才像 静岡・熱海美術館 『室町時代仏像彫刻ー在銘作品によるー』 1970年3月」
30日 学芸書林 21p～22p

・光森正士・上原昭一「室町佛像彫刻銘文集/2，聖徳太子二才像 静岡・熱海美術館 『室町時代仏像彫刻ー在銘作品」
によるー』 1970年3月30日 学芸書林 84p～84p

・「図版/47，聖徳太子立像(南無仏太子) 静岡・世界救世教熱海美術館 『特別展 鎌倉時代の彫刻』 1975年10月2日」
東京国立博物館

・「721，静岡 ＭＯＡ美術館 木造聖徳太子二歳像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 376p～376p」
・「図版解説/108 木造 南無仏太子像 康俊作 静岡・ＭＯＡ美術館 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年」

紀年出版 1996年1月10日 東方出版社 305p～305p
・「図版解説/189 聖徳太子立像 康俊 『ＭＯＡ美術館名宝集成ー工芸・彫刻ー』1998年12月23日 講談社 207p～207p」

元応2年4月21日
○聖観音像、十一面観音像（附 鉄製光背） 鳥取県南部町 賀祥区

鉄造 各立像 光背3面
大工道覚（各光背身光部陽鋳）

・佐藤昭夫「元応二年銘の鉄仏について 『ＭＵＳＥＵＭ』124 1961年7月1日 東京国立博物館 13p～16p」
・加藤諄・金沢邦夫「史料探訪 賀祥白山妙理権現の仏像 『美術史研究』6 1968年3月20日 早稲田大学美術史学会 74p」

～86p
・「720，鳥取 賀祥区 鉄造聖観音及十一面観音立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 376p～376p」
・石田敏紀「資料図版・解説/仏具・梵鐘/32 鉄造聖観音立像 鉄造十一面観音立像 附鉄製光背 西伯町・賀祥地区

蔵 『鳥取県の名宝』開館三十周年記念特別展 2002年11月2日 鳥取県立博物館資料刊行会 48p～48p」
・根立研介「⑤ 賀祥地区 西伯町下中谷賀祥/鉄造聖観音立像・十一面観音立像（附 鉄製光背 『鳥取県の仏像調査）」

報告書』 2004年3月30日 鳥取県立博物館資料刊行会 172p～173p
・田鍬美紀「終 その名残り/58 鉄造聖観音立像・十一面観音立像 賀祥区 『神と仏 大習合』平成２２年度鳥取市」

歴史博物館企画展覧会 2010年11月20日 鳥取市歴史博物館 52p～52p

文保4年6月1日
○聖観音像 山梨県忍野村 東円寺

木造 漆箔 玉眼 1軀 坐像
たん後（丹後）わらへちしや ふんしうんけいはういんの ひこ石見（運慶法印の曽孫石見） し
やうそん（静存 （像底墨書））

・「資料解説/神社・別当寺の彫像/20 聖観音菩薩坐像 忍野村・東円寺 『富士の神仏ー吉田口登山道の彫像ー』」
企画展図録 2008年6月0日 富士吉田市歴史民俗博物館 77p～77p

・近藤暁子「列品解説/68 聖観音菩薩坐像 静存作 山梨県・東圓寺 『特別展 富士山ー信仰と芸術ー』世界遺産登」
録記念 2015年9月4日 「富士山ー信仰と芸術ー」展実行委員会 200p～200p

元応2年10月
●阿弥陀如来像 三重県大紀町（旧紀勢町） 宝蔵寺

木造 金泥 玉眼 坐像
（像内墨書） 1689年修理銘

・「三重県の仏像（八）/附１ 三重県造像銘記集成/19，宝蔵寺 阿弥陀如来坐像 『三重大学教育学部研究紀要（人」
文・社会科学 』48 1997年3月28日 三重大学教育学部 245p～245p）
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元応2年10月
●大日如来像 島根県津和野町 永明寺

木造 素地・截金 1軀 坐像
（像内背面墨書）

・椋木賢治「資料/作品解説/27 大日如来坐像 永明寺（津和野町 『祈りの仏像 石見の地より』開館10周年記念企）」
画展 2015年9月19日 島根県立石見美術館 184p～185p

1321年

元応年間（1319－1321）か
○観音菩薩像 広島県呉市（旧安浦町） 観世音菩薩保存会（西福寺観音堂）

木造 素地 1軀 立像
（像内納入印仏墨書）

・「722，広島 観世音菩薩保存会 木造観音菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 376p～377p」

元亨元年3月日
○阿弥陀如来像 京都府綾部市 医王寺

木造 金泥・彩色 1軀 坐像
法印尭円（像内墨書）

・三山進「作品解説/院派と円派/54 阿弥陀如来坐像 重文 堯円作 京都府綾部市・廃医王寺 『日本美術全集12」
鎌倉の彫刻・建築 運慶と快慶』 1978年2月10日 学習研究社 200p～200p

・「723，京都 医王寺 木造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 377p～377p」
・村田靖子「4 丹波・丹後の仏像/丹波・丹後（亀岡から福知山・宮津）方面/綾部市の仏像/医王寺 木造阿弥陀如来

坐像 『もっと知りたい 京都の仏像ー地域別・沿線別案内』 2007年5月1日 里文出版 261p～261p」

元亨元年5月7日
○南無仏太子像 滋賀県大津市 国分聖徳太子会

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
作者法眼宗円（像内背面下部墨書）

・宇野茂樹「付・近江の在銘像/39，聖徳太子像 国分聖徳太子会 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 389p～」
389p

・「725，滋賀 国分聖徳太子会 木造聖徳太子二歳像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 377p～378p」
・宮本忠雄「大津市/14，聖徳太子立像 財団法人国分聖徳太子会 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日」

学生社 24p～24p
・岩田茂樹「彫刻/71，聖徳太子立像 大津市・国分聖徳太子会 『滋賀県指定文化財ー美術工芸品ー』 1987年10月0日」

滋賀県立琵琶湖文化館
・「図版解説/112 木造 南無仏太子像 宗円作 滋賀・国分聖徳太子会 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400」

年記念出版 1996年1月10日 東方出版社 306p～306p

元亨元年5月9日
○薬師如来像 茨城県常総市（旧石下町） 東弘寺

木造 肉身漆箔 1軀 坐像
（像内胸部墨書） 文明18(1486)年、天文21(1552)年、承応2(1653)年修理銘

・「第二編 中世/第五章 中世のくらしと文化/第三節 石下の仏像・仏画/中世の仏像 『石下町史』 1988年3月31日」
石下町 322p～324p

・「市指定有形文化財/彫刻/木造薬師如来坐像 豊田等流 『常総の文化財』 2008年3月31日 常総市教育委員会生涯学」
習課 21p～21p

・「第三部 二十四輩と門徒/No.113 木造薬師如来坐像 常総市・東弘寺所蔵 『親鸞ー茨城滞在２０年の軌跡ー』」
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平成２１年度特別展 2010年2月6日 茨城県立歴史館 160p～160p

元亨元年12月8日
○薬師如来像 個人

元亨元年4月26日
●阿弥陀如来（薬師如来）像 滋賀県野洲市 宗泉寺

木造 彫眼 1軀 坐像
（像内背面墨書、像内納入造立願文）

・土井通弘「各個解説/17，木造 阿弥陀如来坐像（薬師如来像） 野洲町 宗泉寺 『特別展 仏像ー胎内の世界ー』」
1999年10月9日 滋賀県立琵琶湖文化館 86p～86p

元亨元年4月日
●如来三尊像（弥陀・釈迦・薬師） 滋賀県八日市市 大蓮寺

石造 半肉彫 各立像
（像右側陰刻）

・「724，滋賀 大蓮寺 石造如来三尊立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 377p～377p」

1322年

元亨2年4月24日
○地蔵菩薩像 アメリカ ボストン美術館

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
円慶（像底墨書）

・「Ⅱ 仏像・神像/44，地蔵菩薩坐像 円慶 元亨２年(1322) 『ボストン美術館日本美術調査図録 解説編 第１次」
調査 仏画・仏像・仏具・袈裟・能面・水墨画・初期狩野派・琳派』 1997年6月20日 講談社 40p～40p

・呉景欣「作品解説/25 地蔵菩薩坐像 円慶作 『特別展 ボストン美術館 日本美術の至宝』 2012年3月20日 ＮＨ」
Ｋ・ＮＨＫプロモーション 242p～242p

元亨2年7月28日
○守門神像（4軀のうち）北方天 愛媛県今治市（旧大三島町） 大山祇神社

木造 玉眼 1軀 立像
大仏師美作法橋宗盛（像内墨書） 1570年「仏師松原孫左衛門」修理銘

・「平成元年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/4 随神立像 愛媛・大山祇神社 『學叢』13 1991年3月31日 京都国」
立博物館 119p～120p

・「新指定の文化財/重要文化財（美術工芸品）/彫刻/木造守門神像 四軀 大山祇神社 『月刊文化財』382 1995年7月」
1日 25p～26p

元亨2年7月日（広目天 、元亨元年10月17日（持国天、多聞天））
○持国天,広目天,多聞天像（四天王像のうち） 大分県日田市 永興寺

木造 彩色・漆箔 3軀 各立像
南都興福寺大仏師法眼康俊,小仏師子息康成,同俊慶（各像像内腹部墨書）

・「132，持國・廣目・多聞天像 元享元年十月 大分・永興寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 303p～p」
・光森正士・上原昭一「室町佛像彫刻銘文集/3，木造四天王立像 大分・永興寺 『室町時代仏像彫刻ー在銘作品によ」

るー』 1970年3月30日 学芸書林 84p～84p
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・「解説 彫刻 大分県/30，木造四天王立像四軀 永興寺 『国宝・重要文化財 仏教美術 九州２（佐賀・長崎・熊」
本・大分・宮崎・鹿児島 』 1975年3月31日 小学館 214p～p）

・「10，九州地方 大分県/四天王立像 永興寺 『日本仏像名宝辞典』 1984年9月30日 東京堂出版 574p～574p」
・「727，大分 永興寺 木造四天王立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 378p～379p」
・井上一稔「作品解説/66，四天王立像 康俊 大分・永興寺 『特別展 運慶・快慶とその弟子たち』 1994年5月27日」

奈良国立博物館 153p～154p
・「改革と新風/黒衣の律僧ー改革・救済と西大寺流律宗ー/107，木造持国天・増長天像（四天王のうち） 大分県日

田市・永興寺 『みやこの仏世界と豊の国』開館１５周年記念特別展 1996年10月9日 大分県立宇佐風土記の丘歴史」
民俗資料館 133p～133p

・渡辺文雄「大分県/798，四天王立像 永興寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日 学生」
社 387p～387p

・竹下正博「作品解説/24 四天王像 康俊（南都大仏師） 大分・永興寺 『運慶流 鎌倉南北朝の仏像と蒙古襲来』」
2008年11月11日 特別展「運慶流」佐賀実行委員会・特別展「運慶流」山口実行委員会 102p～102p

・橋本美穂「第四章 天ー仏教の守護神ー/36-1 木造持国天立像 日田市・永興寺 『ほとけの王国 大分の仏像』」
平成28年度特別展（第３５回） 2016年10月21日 大分市歴史資料館 43p～43p

・橋本美穂「第四章 天ー仏教の守護神ー/36-2 木造多聞天立像 日田市・永興寺 『ほとけの王国 大分の仏像』」
平成28年度特別展（第35回） 2016年10月21日 大分市歴史資料館 44p～44p

・福田善子「作品解説/138 四天王立像 大分・永興寺 『創建1250年記念 奈良西大寺展 叡尊と一門の名宝』 2017年」
4月15日 日本経済新聞社 254p～254p

元亨2年9月29日
○弥勒菩薩像 奈良県奈良市 西大寺

木造 漆箔 彫眼 1軀 坐像
（像内背部墨書） 1676年修理銘

・長谷川誠「西大寺弥勒菩薩坐像ー叡尊三十三回忌追善像ー 『大和文化研究』 9-4 1964年4月5日 大和文化研究会」
1p～19p

・「第二編 本編 元亨二年(1322)/416，西大寺 弥勒菩薩坐像 奈良市西大寺芝町 『奈良県史16 金石文（上 』」 ）
1985年7月25日 名著出版 244p～245p

・井上一稔「奈良市/65，弥勒菩薩坐像 西大寺 『日本の仏像＜奈良Ⅰ＞』仏像集成５ 1994年1月10日 学生社 70p～」
70p

・村田靖子「1 奈良県北部の仏像/奈良市西部の仏像/西大寺本堂 木造弥勒菩薩坐像 『もっと知りたい 奈良の仏像」
ー県内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 72p～73p

元亨2年10月20日
○大黒天像 広島県三原市 寿徳寺

木造 1軀 立像
蓮明自作（背の袋陽刻）

・岡本虎一「7，寿徳寺 西町会下谷/大黒天 『三原市文化財調査 仏像編』1957年3月0日 三原市教育委員会 18p～18p」
・「728，広島 寿徳寺 木造大黒天像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 379p～379p」

元亨2年10月27日
○金剛力士像（阿形） 長野県松本市（旧波田町） 波田町

木造 彩色 1軀 立像
仏師善光寺妙海生年三十九（像内腹部墨書）

・下平正樹「長野県/289，金剛力士立像 波田町 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 208p～」
208p

・「昭和六十一年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/8 金剛力士立像 二軀 長野・波田町 『學叢』10 1988年3月3」
1日 京都国立博物館 137p～137p

・道家由紀子「信州の仏像 解説編/87 金剛力士立像 東筑摩郡波田町・波田町 『定本 信州の仏像』 2008年8月5日」
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しなのき書房 265p～265p
・伊藤羊子「図版解説/51 金剛力士像（阿形・吽形） 波田町 『“いのり”のかたち 善光寺信仰展』善光寺御開帳記」

念 2009年4月4日 長野県信濃美術館 132p～133p
・「若澤寺/三 納骨空間と寺院ー鎌倉時代ー/31 金剛力士立像（参考写真） 松本市教育委員会 『東の牛伏寺 西」

の若澤寺ー古代に創建された松本平の二つの寺院ー』平成二十二年度秋季企画展 2010年9月18日 長野県立歴史館
47p～47p

元亨2年10月□
○金剛力士像（吽形） 長野県松本市（旧波田町） 波田町

木造 彩色 1軀 立像
仏師善光寺妙海生年三十九也（像内腰部墨書）

・下平正樹「長野県/289，金剛力士立像 波田町 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 208p～」
208p

・「昭和六十一年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/8 金剛力士立像 二軀 長野・波田町 『學叢』10 1988年3月31日」
京都国立博物館 137p～137p

・道家由紀子「信州の仏像 解説編/87 金剛力士立像 東筑摩郡波田町・波田町 『定本 信州の仏像』 2008年8月5日」
しなのき書房 265p～265p

・伊藤羊子「図版解説/51 金剛力士像(阿形・吽形) 波田町 『“いのり”のかたち 善光寺信仰展』善光寺御開帳記念」
2009年4月4日 長野県信濃美術館 132p～133p

・「若澤寺/三 納骨空間と寺院ー鎌倉時代ー/31 金剛力士立像（参考写真） 松本市教育委員会 『東の牛伏寺 西」
の若澤寺ー古代に創建された松本平の二つの寺院ー』平成二十二年度秋季企画展 2010年9月18日 長野県立歴史館
47p～47p

元亨2年12月日
○阿閦如来像 神奈川県鎌倉市 覚園寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
法印院興作（顔面内側墨書）

・澁江二郎「元亨二年銘の阿閦佛像 『大和文華』7 1952年9月1日 大和文華館 56p～59p（澁江二郎『鎌倉彫刻史の」
研究』 1974年5月11日 有隣堂 169p～175p所収）

・水野敬三郎「圖版解説/28 阿閦如来坐像 『鎌倉の美術』 1958年11月20日 朝日新聞社 32p～32p」
・猪川和子「図版及解説 神奈川県/48，阿閦如来坐像 覚園寺 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 257p～」

257p
・「銘文集/83，覚園寺阿閦如来坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 363p～363p」
・三山進「写真図版解説［グラビア図版］/78，阿閦如来坐像 覚園寺 『鎌倉の彫刻』 1966年3月20日 東京中日新聞」

社 189p～190p
・「137，元亨二(1322)年、覚園寺木造阿閦如来坐像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第1集』鎌倉国宝館論集 第11 1968年」

3月31日 鎌倉市教育委員会 58p～59p
・「図版・銘文/22，木造阿閦如来坐像 覚園寺 『鎌倉の在銘彫刻 鎌倉時代編』 1974年10月0日 鎌倉市教育委員会」

16p～16p
・「陳列品解説/22，木造阿閦如来坐像 鎌倉市・覚園寺 『鎌倉の在銘彫刻 鎌倉時代編』 1974年10月0日 鎌倉市教」

育委員会 24p～24p
・「図版/93，阿閦如来坐像 神奈川・覚園寺 『特別展 鎌倉時代の彫刻』 1975年10月2日 東京国立博物館」
・「図版/76，木造阿閦如来坐像 鎌倉市・覚園寺 『神奈川の彫刻』開館１０周年記念特別展 1977年10月8日 神奈川」

県文化財協会 64p～64p
・三山進「作品解説/東国と中世彫刻/75 阿閦如来坐像 院興作 神奈川県鎌倉市・覚園寺 『日本美術全集12 鎌倉」

の彫刻・建築 運慶と快慶』 1978年2月10日 学習研究社 205p～205p
・「729，神奈川 覚園寺 木造阿閦如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 379p～379p」
・清水眞澄「彫刻篇 彫刻［二階堂］覚園寺/12，木造阿閦如来坐像 『鎌倉市文化財総合目録ー書跡・絵画・彫刻・工」

芸篇ー』 1986年5月20日 同朋社出版 142p～143p
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・薄井和男「神奈川県/43，阿閦如来坐像 覚園寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」
学生社 40p～40p

・「第七章 密教の如来 図版 密教の如来/123，阿閦如来坐像 木造 覚園寺 神奈川 『日本の仏像大百科 第１巻」
如来』 1990年9月30日 ぎょうせい 255p～255p

・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像ほかー院保、院興、院救、定審/5，木造阿閦如来坐像 神奈川
・覚園寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 36p～37p」

・「資料編 銘文/25，神奈川 覚園寺 阿閦如来像 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』1995年11月0日」
横浜市歴史博物館 107p～107p

・永井正憲「 彫刻］/21 阿閦如来坐像 覚園寺 『特別展 覚園寺ー開山智海心慧七百年忌記念ー』 2005年10月1日［ 」
鎌倉国宝館 46p～46p

・ 「 」『 』岩田茂樹 作品解説/51 阿閦如来坐像 神奈川・覚園寺 特別展 武家のみやこ 鎌倉の仏像 迫真とエキゾシズム
2014年4月5日 奈良国立博物館・読売新聞社 138p～138p

無年紀（元亨2年12月前後か）
○日蓮上人像 京都市上京区 妙覚寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
法印院興作（像内右腰奥墨書）

・石川登志雄「美術工芸品/彫刻/木造日蓮坐像 妙覚寺 『京都の文化財』第18集 2001年2月 京都府教育委員会 14p～」
17p

元亨2年10月29日
●獅子頭 山口県徳地町 花尾八幡宮

木造 彩色 1面
（下顎下面陰刻）

・菊竹淳一「花尾八幡宮/(19)-1～2 木造獅子頭 『俊乗房重源関係寺社の仏像調査報告ー山口県佐波郡徳地町における」
ー』鹿島美術財団研究助成「周防国重源事蹟の調査研究」 1988年0月0日 平田寛 16p～16p

・「彫刻/27 獅子頭 花尾八幡宮 『山口県の美術工芸』ー文化財集中地区特別総合調査報告書ー 1993年9月 山口県」
教育委員会 59p～59p

元亨2年8月□
●獅子頭 石川縣小松市 津波倉神社

木造 彩色 1面
（頭部内上顎面朱書）

・文化庁文化財部「新指定の文化財/重要文化財の指定/［彫刻］/木造獅子頭 宗教法人津波倉神社 『月刊文化財』52」
5 2007年6月1日 第一法規出版 7p～8p

元亨2年4月日
●地蔵菩薩像 奈良県都祁村 歓楽寺

石造 半肉彫 1軀 立像
（像左右陰刻）

・「第二編 本編 元亨二年(1322)/418，歓楽寺 地蔵石仏 山辺郡都祁村南之庄 『奈良県史16 金石文（上 』 198」 ）
5年7月25日 名著出版 245p～245p

元亨2年6月3日
●不動明王像 広島県広島市 高屋町

石造 厚肉彫 1軀 立像
願主行賢（光背裏面陰刻）

・久野健「僧行賢の石仏 『三彩』143 1961年10月 三彩社 71p～74p」
・「726，広島 高屋町 石造不動明王立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 378p～378p」
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元亨2年5月日
●弥勒如来像 奈良県奈良市 不動堂（三条町）

石造 半肉彫 1軀 立像
（像右側面陰刻）

・「第二編 本編 元亨二年(1322)/415，不動堂 弥勒石仏 奈良市三条町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年7月」 ）
25日 名著出版 244p～244p

元亨2年6月3日
●不動明王、毘沙門天、地蔵菩薩像 広島県 個人

石造 各半肉彫 各立像
不動：1322年（陰刻）,地蔵：1341年(陰刻 、毘沙門： 無銘）） （

・浜田宣「広島県/194，不動明王・毘沙門天・地蔵菩薩立像 個人藏 『日本の仏像＜中国・四国・九州>』仏像集成８」
1997年3月10日 学生社 106p～106p

□□2年□月18日
●阿弥陀如来像 島根県吉賀町（旧六日市町） 那智神社

懸仏 銅板貼付 1軀 坐像
（裏面墨書）

・「作品解説/【島根県の鏡像と懸仏】/66，阿弥陀如来懸仏 六日市町・那智神社 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で」
生まれた造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 67p～68p

1323年

元亨3年1月14日
○十一面観音像 長野県辰野町 上島区

木造 素地 玉眼 1軀 立像
□□聖人妙海（像内背部墨書 、仏師善光寺住侶僧妙海 生年三十九歳（台座墨書））

・「木造十一面観音立像 観音堂」 『長野県文化財図録 美術工芸編』 1955年2月20日 長野県教育委員会 39p～42p
・「陳列品解説/42，木造十一面観音立像及び像内納入品 長野・川嶋観音堂 『仏像と像内納入品展』 1974年4月28日」

奈良国立博物館 88p～88p
・「出品目録/10，木造十一面観音立像 上伊那郡辰野町・観音堂 『信濃の仏像展<善光寺仏師妙海と中世>』 1976年」

4月10日 長野県信濃美術館 16p～17p
・「３，中部地方 長野県/十一面観音立像 井内清記氏他十八氏 『日本仏像名宝辞典』 1984年9月30日 東京堂出版」

185p～185p
・「730，長野 観音堂 木造十一面観音立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 379p～380p」
・下平正樹「長野県/278，十一面観音立像 上島区 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 202p」

～202p
・「Ⅳ 中世北信濃の仏教/66，十一面観音立像 辰野町・上島区 『古代・中世人の祈りー善光寺信仰と北信濃ー』」

第３９回特別展 1997年4月0日 長野市立博物館 91p～91p
・「妙海作の仏像にある墨書/上島の十一面観音像の墨書 『信州名宝展ー鎌倉時代の文化財ー』 1999年7月 長野県立」

博物館 24p～25p
・織田顕行「信州の仏像 解説編/103 十一面観音菩薩立像 上伊那郡辰野町・上島区 『定本 信州の仏像』 2008年」

8月5日 しなのき書房 273p～273p
・「善光寺御開帳記念「“いのり”のかたち」展（２０１５）より/十一面観音菩薩立像 辰野町上島区（同町 『めくる）」

めく信州仏像巡礼』 2015年4月21日 信濃毎日新聞社 26p～27p
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元亨3年2月15日以前（聖戒没年）
○南無仏太子像 京都市西京区 勝持寺（宝菩提院）

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
（像内納入木札）

・石川登志雄「木造聖徳太子立像 宝菩提院 『京都の文化財』第14集 1997年3月 京都府教育委員会 11p～13p」

元亨3年4月26日
○金剛力士像 横浜市金沢区 称名寺

木造 古色 玉眼 2軀 立像
大仏師法印院興、法橋院救、法橋長賢、法橋快勢（阿吽形像墨書）

・三山進編「136，元亨二(1322)年、横浜市称名寺木造仁王立像造立か 『鎌倉地方造像関係資料 第1集』鎌倉国宝館」
論集 第11 1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 58p～58p

・「29，元亨三(1323)年、横浜市金沢区称名寺木造仁王立像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第6集 補遺編(1)』鎌倉国」
宝館論集 第16 1973年3月20日 鎌倉市教育委員会 40p～42p

・「732，神奈川 称名寺 木造金剛力士立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 380p～381p」
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像ほかー院保、院興、院救、定審/４，木造金剛力士立像 神奈川

・称名寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 34p～35p」
・「作品一覧/33 金剛力士立像(参考図版 称名寺仁王門安置) 院興作 『特別展 金沢文庫の仏像』 2007年4月19日」

神奈川県立金沢文庫 51p～51p
・「参考図版/28 金剛力士立像(称名寺仁王門安置) 『金沢文庫仏像選』 2010年9月2日 神奈川県立金沢文庫 59p～59p」

元亨3年4月3日
○釈迦如来像 滋賀県近江八幡市 洞覚院

木造 漆箔 玉眼 1軀 坐像
仏所立佐法橋竹有（墨書銘札）

・「35，釈迦如来像 元亨三年 洞覚院 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 49p～49p」
・宇野茂樹「付・近江の在銘像/40，釈迦如来像 洞覚院 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 389p～390p」
・「731，滋賀 洞覚院 木造釈迦如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 380p～380p」

元亨3年8月15日
○大日如来像 広島県甲山町 龍華寺安楽院

木造 玉眼 1軀 坐像
（像内墨書）

・「734，広島 安楽院 木造大日如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 381p～382p」
・永田雄次郎「広島県/232，大日如来坐像 安楽院 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」

学生社 125p～125p

元亨3年8月21日
○守門神像（4軀のうち）南方天 愛媛県今治市（旧大三島町） 大山祇神社

木造 玉眼 1軀 倚像
大仏師美作法橋宗盛（像内墨書）

・「平成四年 修復文化財関係銘文集成/彫刻/4 随神倚像 愛媛・大山祇神社 『學叢』16 1994年3月31日 京都国立」
博物館 151p～152p

・「新指定の文化財/重要文化財(美術工芸品)/彫刻/木造守門神像 四軀 大山祇神社 『月刊文化財』382 1995年7月1日」
25p～26p
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元亨3年10月2日
○日光・月光菩薩像 長野県朝日村 光輪寺

木造 素地 彫眼 2軀 立像
仏師善光寺妙海生年三十四（各像右肩矧面墨書）

・「長野県宝/木造日光菩薩立像・木造月光菩薩立像 光輪寺 『長野県指定文化財調査報告』第8集 1977年3月31日」
長野県文化財保護協会 53p～54p

・「出品目録/11，木造日光・月光菩薩立像 東筑摩郡朝日村・光輪寺 『信濃の仏像展<善光寺仏師妙海と中世>』」
1976年4月10日 長野県信濃美術館 17p～17p

・「735，長野 光輪寺 木造日光・月光菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 382p～382p」
・下平正樹「長野県/288，日光菩薩立像・月光菩薩立像 光輪寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日」

学生社 208p～208p
・「展示資料解説/7 木造日光菩薩立像・月光菩薩立像 『信州名宝展ー鎌倉時代の文化財ー』 1999年7月 長野県立歴」

史館 49p～49p
・ 「 」『 』道家由紀子 信州の仏像 解説編/84 日光菩薩立像・月光菩薩立像 東筑摩郡朝日村・光輪寺 定本 信州の仏像

2008年8月5日 しなのき書房 263p～263p

元亨3年12月日
○観音・勢至菩薩像（阿弥陀脇侍） 愛知県一宮市 長隆寺

木造 彩色 2軀 立像
大仏師治部法橋良円 三条小（ﾏﾏ）納言法印常円子息（各像内墨書）

・「平成三年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/5 観音・勢至菩薩立像 愛知・長隆寺 『學叢』15 1993年3月31日」
京都国立博物館 142p～143p

・「萩原/木造観音菩薩立像・木造勢至菩薩立像 長隆寺 『一宮の文化財めぐり』増補改訂版 1999年3月27日 一宮市」
教育委員会 216p～216p

元亨3年3月日
●阿弥陀如来像 京都府宇治市 医王寺

木造 彩色 1軀 坐像
法印堯円（像内背面墨書）

・若杉準治「宇治市/283，阿弥陀如来坐像 医王寺 『日本の仏像＜京都＞』仏像集成３ 1986年2月1日 学生社 284p」
～284p

元亨3年10月24日
●地蔵菩薩像 和歌山県海南市（旧下津町） 地蔵峰寺

石造 厚肉彫 1軀 坐像
大工薩摩権守行継（光背背面陰刻）

・「133，地藏菩薩像 元享三年十月 和歌山・地藏峯寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 305p～p」
・「736，和歌山 地蔵峰寺 石造地蔵菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 382p～382p」
・長田寛康「和歌山県/449，地蔵菩薩坐像 地蔵峰寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社」

280p～280p
・山川均「19 地蔵峰寺地蔵石仏 ー鎌倉時代の地蔵石仏を代表する作例 『供養をかたちにー歴史的石造物を訪ねて』」

「月刊石材」別冊シリーズ 2014年3月20日 石文社 145p～156p
・大河内智之「資料解説/参考15 地蔵菩薩坐像 地蔵峰寺 『特別展 熊野ー聖地への旅ー』 2014年10月18日 和歌山」

県立博物館 235p～235p

元亨3年6月8日
●阿弥陀三尊像 京都府木津川市（旧加茂町） 長尾

石造 半肉彫 3軀 立像
（左右脇侍頭上陰刻）
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・村山修一「南山城當尾の石造遺物（中 『史迹と美術』215 1951年9月1日 史迹美術同攷会 258p～265p）」
・「733，京都 長尾 石造阿弥陀三尊像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 381p～381p」

1324年

元亨4年3月7日
○文殊菩薩像 奈良県奈良市 般若寺

木造 素地・截金 1軀 坐像（騎獅像）
大仏師法眼康俊,小仏師康成.康□ □□（体部・膝前矧面墨書、台座蓮肉裏墨書）

・光森正士・上原昭一「室町佛像彫刻銘文集/4，木造文殊菩薩騎獅像 奈良・般若寺 『室町時代仏像彫刻ー在銘作品」
によるー』 1970年3月30日 学芸書林 84p～85p

・三山進「作品解説/運慶：快慶とその一門/47 文殊菩薩騎獅像 重文 康俊・康成作 奈良市・般若寺 『日本美術」
全集12 鎌倉の彫刻・建築 運慶と快慶』 1978年2月10日 学習研究社 198p～198p

・菊竹淳一「図版解説/寺宝/27～31 文殊菩薩騎獅像 重要文化財 『古寺巡礼 奈良５ 般若寺』 1979年5月20日 淡」
交社 130p～133p

・山本勉「作品解説 奈良の古寺/47，文殊菩薩像 般若寺 『全集日本の古寺12 興福寺と奈良の古寺』 1984年10月」
集英社 127p～127p

・「第二編 本編 元亨四年(1324)/426，般若寺 文殊騎獅像 奈良市般若寺町 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年」 ）
7月25日 名著出版 248p～249p

・「738，奈良 般若寺 木造文殊菩薩騎獅像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 382p～383p」
・岩佐光晴「図版解説/34､文殊菩薩騎獅像 奈良・般若寺 『奈良西大寺展』興正菩薩叡尊700年遠忌記念1990年8月25日」

日本経済新聞社 173p～173p
・米屋優「奈良市/210，文殊菩薩騎獅像 般若寺 『日本の仏像＜奈良Ⅰ＞』仏像集成５ 1994年1月10日 学生社 327p」

～327p
・村田靖子「1 奈良県北部の仏像/奈良市北部の仏像/（奈良坂・佐保路の仏像）/般若寺 木造文殊菩薩騎獅像 『もっ」

と知りたい 奈良の仏像ー県内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 21p～21p
・山口隆介「図版解説/174 文殊菩薩騎獅像 康俊 般若寺・奈良 『日本美術全集 第７巻 運慶・快慶と中世寺院」

鎌倉・南北朝時代Ⅰ』 2013年12月30日 小学館 257p～258p
・岩井共二「展示品解説/49 文殊菩薩騎獅像 奈良・般若寺 『特別展 忍性ー救済に捧げた生涯ー』生誕800年記念」

2016年7月23日 奈良国立博物館・読売テレビ・読売新聞社 238p～238p
・米屋優「作品解説/51 文殊菩薩騎獅像 奈良・般若寺 『創建1250年記念 奈良西大寺展 叡尊と一門の名宝』 2017年」

4月15日 日本経済新聞社 225p～225p

元亨4年4月11日
○釈迦如来像（宝冠） 京都市東山区 永明院（東福寺塔頭）

木造 彩色・截金 1軀 坐像
西園寺大仏師法印性慶（像底白色書）

・「740，京都 永明院 木造釈迦如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 384p～384p」
・吉原忠雄「京都市東山区/178，釈迦如来坐像 永明院 『日本の仏像＜京都＞』仏像集成 ３ 1986年2月1日 学生社」

170p～170p
・楠井清隆「207、宝冠釈迦如来坐像 永明院 『京都五山 禅の文化』 2007年7月31日 日本経済新聞社（会場：東京」

国立博物館、九州国立博物館） 348p～348p

元亨4年7月4日
○地蔵菩薩像 福島県いわき市 長福寺

木造 肉身金泥・着衣彩色 玉眼 1軀 坐像
仏子院誉（像内正面墨書、頭部内背面墨書、納入文書）

・若林繁「福島県いわき市・長福寺本尊地蔵菩薩坐像と納入文書ー概報ー/長福寺本尊 木造地蔵菩薩坐像について」
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『金沢文庫研究』 330 2013年3月19日 金沢文庫 4p～7p
・文化庁文化財部「新指定の文化財/重要文化財の指定/〔彫刻〕/木造地蔵菩薩坐像 院誉作 宗教法人長福寺 『月刊」

文化財』 597 2013年6月1日 第一法規出版 16p～17p

元亨4年12月8日
○薬師如来像 山口県宇部市（旧楠町） 宮尾八幡宮

木造 彫眼 1軀 坐像
（像内背板裏墨書） 1678年修理銘

・「125 彫刻 木造薬師如来坐像 宮尾八幡宮 『山口県文化財要録』第4集 1978年3月31日 山口県文化財愛護協会」
103p～106p

・「742，山口 宮尾八幡宮 木造薬師如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 384p～385」
・内田伸「山口県/296，薬師如来坐像 宮尾八幡宮 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」

学生社 150p～150p

元亨年中（1321～1324）
●狛犬 滋賀県栗東市 大宝神社

木造 彩色 玉眼 一対
作者大法師祐賢山門方五十六（吽形像内右頭部墨書）

・「36，狛犬 元亨□年 大宝神社 『近江造像銘』 1958年11月0日 山本湖舟写真工芸部 50p～50p」
・宇野茂樹「付・近江の在銘像/41，狛犬 大宝神社 『近江路の彫像』 1974年5月25日 雄山閣 390p～390p」
・佐々木進「栗太郡/175，狛犬 大宝神社 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成４ 1987年2月1日 学生社 137p～137p」
・岩田茂樹「彫刻/81，狛犬 栗東町・大宝神社 『滋賀県指定文化財ー美術工芸品ー』 1987年10月0日 滋賀県立琵琶」

湖文化館
・「平成元年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/5 狛犬（吽形） 滋賀・大宝神社 『學叢』13 1991年3月31日 京都」

国立博物館 120p～121p
・「美術工芸編 第二章 彫刻/96，狛犬 綣・大宝神社 『栗東の歴史 第四巻 資料編Ⅰ』 1994年3月31日 栗東町」

286p～286p
・高梨純次「作品解説/98 木造狛犬 滋賀県栗東市・大宝神社 『獅子と狛犬 神獣が来たはるかな道』 2014年9月15日」

青幻社 248p～248p

元亨4年2月10日
●薬師如来像（今亡） 高知県中村市 養達寺

仏師法橋円海（ 南路志 ）「 」
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/元亨四年二月十日/土佐國蠧簡集巻之一 『私のメモ帳 第八』2010年12月30日」

前田和男 166p～166p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/元亨四年二月十日/土佐国堂記抄錄 『私のメモ帳 第八』 2010年12月30日」

前田和男 166p～167p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/元亨四年二月十日/南路志巻二十九（幡多郡横瀬村薬師堂ー養達寺 『私のメ）」

モ帳 第八』 2010年12月30日 前田和男 167p～167p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/元亨四年二月十日/山横俗諺集ー南路志巻二十九（幡多郡横瀬村養達寺薬師如

来佛軀裏書 『私のメモ帳 第八』 2010年12月30日 前田和男 167p～167p）」

元亨4年9月9日
●狛犬 兵庫県姫路市（二百余神社旧蔵）

木造 彩色 彫眼 一対
（吽形像底墨書）

・神戸佳文「作品解説/36 狛犬 姫路市（二百余神社旧蔵 『特別展 ひょうごの美ほとけー五国を照らす仏像ー』）」
2017年4月22日 特別展「ひょうごのみほとけ」実行委員会 137p～138p



- 53 -

元亨4年2月20日
●阿弥陀如来像 茨城県かすみがうら市（旧千代田村） 高倉区

石造 高肉彫 1軀 立像
（像背面角材側面陰刻）

・「彫刻/石造阿弥陀如来立像 高倉区 『茨城の文化財 第7集』 1967年3月31日 茨城県教育委員会 18p～18p」
・「737，茨城 高倉区 石造阿弥陀如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 382p～382p」
・後藤道雄「茨城県/481，阿弥陀如来立像 高倉区 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 307p～307p

元亨4年7月10日
●地蔵菩薩像 滋賀県野洲市 妙光寺山

石造 磨崖仏 厚肉彫 1軀 立像
（像左右陰刻）

・「図版/第6章 石の仏/65 妙光寺地蔵磨崖仏 野洲市妙光寺 『近江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライズ出版」
96p～97p

・「741，滋賀 妙光寺山 石造地蔵菩薩立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 384p～384p」

元亨4年6月10日
●不明尊（尊像欠失） 島根県吉賀町（旧六日市町） 那智神社

懸仏 銅板貼付
（面裏墨書）

・「工芸/15 懸仏 四面のうち三面 鹿足郡六日市町・那智神社 『石見の美術と文化財』 1981年3月30日 島根県立」
博物館 32p～33p

・「作品解説/【島根県の鏡像と懸仏】/69，不明尊懸仏 六日市町・那智神社 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で生ま」
れた造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 68p～68p

正中元年5月1日
●阿弥陀如来像 鳥取県立博物館

懸仏 銅板貼付 1軀 坐像
（裏面墨書）

・「作品解説/【全国の鏡像と懸仏】/31，阿弥陀如来懸仏 鳥取県立博物館 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で生まれ」
た造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 64p～64p

1325年

正中2年5月23日
○女神像 石川県七尾市（旧能登島町） 大宮神社（曲）

木造 1軀 坐像
（像背面墨書）

・櫻井甚一「造形文化資料編/第一章 彫刻/二 曲 大宮神社の神像と懸仏/(2)木造女神坐像 『能登島町史 資料編第」
一巻』 1982年3月31日 能登島町役場 615p～615p

正中2年
○持国天像頭部・毘沙門天像頭部 京都市左京区 頂妙寺

（各内部墨書）
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正中2年2月1日
○阿弥陀三尊像（善光寺式三尊） 群馬県高崎市 群馬県立近代美術館（旧いわき市薬師堂）

銅造 3軀 各立像
大工又太郎,銀大工円心（中尊背面陰刻）

・「743，群馬県立近代美術館蔵 銅造阿弥陀三尊像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 385p～385p」
・木内真由美「図版解説/33 阿弥陀三尊像 群馬・群馬県立歴史博物館 『“いのり”のかたち 善光寺信仰展』善光寺」

御開帳記念 2009年4月4日 長野県信濃美術館 127p～127p

正中2年5月19日
○弘法大師像 奈良県奈良市 元興寺極楽坊

木造 彩色 1軀 坐像
（像内納入経奥書）

・「陳列品解説/43，木造弘法大師坐像及び像内納入品 奈良・元興寺極楽坊 『仏像と像内納入品展』 1974年4月28日」
奈良国立博物館 88p～88p

・西川杏太郎「元興寺極楽坊/弘法大師坐像 『大和古寺大観 第3巻 元興寺極楽坊、元興寺、大安寺、般若寺、十輪」
院』 1977年6月22日 岩波書店 34p～35p

・「単色図版・解説 大師の生涯と書/12，弘法大師坐像 奈良・元興寺 『弘法大師と密教美術』入定1150年 1983年3月」
0日 朝日新聞社 81p～81p

・「744，奈良 元興寺極楽坊 木造弘法大師坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 385p～387p」
・奧健夫「奈良市/133，弘法大師坐像 元興寺 『日本の仏像＜奈良Ⅰ＞』仏像集成５ 1994年1月10日 学生社 205p～」

205p
・岩田茂樹「作品解説/225 弘法大師坐像 奈良・元興寺 『大遣唐使展』平城遷都1300年記念 2010年4月3日 奈良国」

立博物館 346p～346p
・村田靖子 「1 奈良県北部の仏像/奈良市中心部の仏像/（三条以南の仏像）/元興寺宝物館 木造弘法大師坐像 『も」

っと知りたい 奈良の仏像ー県内地域別仏像拝観の旅』 2011年4月29日 里文出版 58p～58p

正中2年7月7日
○阿弥陀如来像 広島県尾道市 常称寺

木造 彩色 1軀 立像
仏師美作法橋宗擔（or宗誓 （左枘墨書））

・[木造阿弥陀如来立像 常称寺 『尾道の文化財』 1988年3月13日 尾道市教育委員会 57p～57p」

正中2年8月15日
○瑩山紹瑾像 石川県羽咋市 永光寺

木造 朱漆彩色 玉眼 1軀 坐像（曲彔）
（裳懸部裏面白書）

・薄井和男「能登總持寺祖院観音菩薩像と永光寺瑩山禅師像 『曹洞宗の文化財』平成28年度公開シンポジウム講演資」
料集 2016年6月11日 鶴見大学佛教文化研究所 1p～5p

正中2年8月
○十一面観音像 千葉県長南町 妙覚寺

（像内後頭部墨書）
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正中2年
○閻魔王像 栃木県日光市 中禅寺

銅造 1軀 坐像
（像背面陰刻）

・「銘文集/84，中禅寺閻魔王坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 363p～363p」
・「745，栃木 中禅寺 銅造閻魔王坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 387p～387p」
・北口英雄「栃木県/363，閻魔王坐像・地蔵菩薩坐像 輪王寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１」

1989年7月1日 学生社 239p～239p

1326年

正中3年2月27日
○孝養太子像 福島県会津美里町 常勝寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
大仏子禅良房定円（像内背部墨書）

・「解説/95 聖徳太子立像 常勝寺三日町太子堂 『藤森武写真集 仏都会津 祈りの里の仏たち』 2005年11月30日」
福島民報社 115p～115p

・鏡山智子「作品解説/137 木造聖徳太子童形立像 福島・常勝寺 『特別展 浄土真宗と本願寺の名宝Ⅱー守り伝え」
る美とおしえー』第二十五代専如門主伝灯奉告法要記念 2017年3月3日 龍谷大学 龍谷ミュージアム・読売新聞社
202p～202p

正中3年3月7日
○阿弥陀如来像 山形県山形市 誓願寺

（納入仏説阿弥陀経奥書）

正中3年4月日
○普賢延命菩薩像 佐賀県佐賀市 竜田寺

木造 漆箔 玉眼 1軀 坐像
南都興福寺大仏師法眼康俊作（台座蓮肉裏墨書）
1580年「銅細工野口左近允賢氏,京都之住大仏師心月斎」修理銘

・光森正士・上原昭一「室町佛像彫刻銘文集/5，木造普賢延命菩薩像 佐賀・龍田寺 『室町時代仏像彫刻ー在銘作品」
によるー』 1970年3月30日 学芸書林 85p～85p

・「解説 彫刻 佐賀県/1，木造普賢延命菩薩騎象像 龍田寺 『国宝・重要文化財 仏教美術 九州２（佐賀・長崎」
・熊本・大分・宮崎・鹿児島 』 1975年3月31日 小学館 194p～p）

・有賀祥隆「圖版解説/菩薩部/19 普賢延命菩薩騎象像 佐賀・竜田寺 『密教美術大観３ 菩薩・明王』 1984年7月3」
0日 朝日新聞社 212p～212p

・「10，九州地方 佐賀県/普賢延命菩薩像 竜田寺 『日本仏像名宝辞典』 1984年9月30日 東京堂出版 567p～567p」
・「747，佐賀 竜田寺 木造普賢延命菩薩像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 387p～388p」
・竹下正博「佐賀県/630，普賢延命菩薩騎象像 竜田寺 『日本の仏像<中国・四国・九州>』仏像集成８1997年3月10日」

学生社 304p～304p
・竹下正博「作品解説/25 普賢延命菩薩像 康俊（南都大仏師） 佐賀・龍田寺 『運慶流 鎌倉南北朝の仏像と蒙古」

襲来』 2008年11月11日 特別展「運慶流」佐賀実行委員会・特別展「運慶流」山口実行委員会 102p～102p
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正中3年（嘉暦元年）4月28日
○薬師如来像 福島県いわき市 保福寺

木造 肉身金泥、着衣彩色 玉眼 1軀 坐像
仏子院誉（像内朱書） 1414年修理銘

・「東北地方の在銘像/36，福島 保福寺 薬師如来坐像 『東北古代彫刻史の研究』1971年10月10日 中央公論美術出版」
84p～84p

・「751，福島 保福寺 木造薬師如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 389p～389p」
・若林繁「福島県/504，薬師如来坐像 保福寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 321p～321p
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像と同時期ー院惠、院誉、院芸/１２，木造薬師如来坐像 福島・

保福寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 50p～51p」
・「県指定重要文化財（彫刻）/木造薬師如来坐像 保福寺 『いわき市の文化財』 2003年3月20日 いわき市教育委員」

会 45p～45p

嘉暦元年7月22日
○地蔵菩薩像 栃木県日光市 中禅寺

銅造 1軀 坐像
（背面陰刻）

・「銘文集/85，中禅寺地蔵菩薩坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 363p～363p」
・「748，栃木 中禅寺 銅造地蔵菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 388p～388p」
・北口英雄「栃木県/363，閻魔王坐像・地蔵菩薩坐像 輪王寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１」

1989年7月1日 学生社 239p～239p

嘉暦元年8月12日
○八幡神、息長足姫、比売神像 島根県飯南町 赤穴八幡宮

木造 素地 彫眼 3軀 各坐像
大仏師山城国鏡覚,慶覚（付属墨書銘札）

・「解説 彫刻 島根県/21，木造八幡神・息長足姫・比売神坐像 赤穴八幡宮 『国宝・重要文化財 仏教美術 中国」
３（島根・山口 』 1977年3月31日 小学館 181p～182p）

・佐々木剛三「作品解説/神社建築と神像/22 比売神像（八幡三神像の内） 重文 島根県赤来町・赤穴八幡宮 『日」
本美術全集11 神道の美術 春日・日吉・熊野』 1979年6月3日 学習研究社 188p～189p

・「749，島根 赤穴八幡宮 木造八幡神・息長足姫・比売神坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版」
388p～389p

・的野克之「◎木造八幡神坐像 飯石郡赤来町・赤穴八幡宮 『島根の彫刻 Ⅱ』県下の指定文化財シリーズ② 1985年」
10月30日 島根県文化財愛護協会 15p～15p

・的野克之「◎木造比売神坐像 飯石郡赤来町・赤穴八幡宮 『島根の彫刻 Ⅱ』県下の指定文化財シリーズ② 1985年」
10月30日 島根県文化財愛護協会 17p～17p

・的野克之「島根県/83，八幡神・息長足姫・比売神坐像 赤穴八幡宮 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成」
８ 1997年3月10日 学生社 57p～57p

・「Ⅵ 神々の国の遺産/神々の国の仏たち/212，木造八幡神坐像 赤来町・赤穴八幡宮 『古代出雲文化展ー神々の国」
悠久の遺産ー』 1997年4月26日 島根県教育委員会・朝日新聞社 218p～218p

・的野克之「作品解説/22-1 八幡神坐像 飯南町・赤穴八幡宮 『神々のすがた 古代から水木しげるまで』平成22年度」
秋の企画展 2010年10月8日 一畑電気鉄道株式会社プランニング事業部 101p～101p

・的野克之「作品解説/131 八幡神坐像 島根・赤穴八幡宮 『特別展覧会 大出雲展』古事記1300年 出雲大社大遷宮」
2012年7月28日 島根県立古代出雲歴史博物館 280p～280p

・丸山士郎「２章 島根の至宝/35 比売神坐像 島根・赤穴八幡宮 『特別展 出雲ー聖地の至宝ー』東京国立博物館」
140周年・古事記1300年 出雲大社遷宮 2012年10月10日 島根県立古代出雲歴史博物館 79p～79p
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嘉暦元年8月16日
○韋駄天像 京都府和束町 大智寺

木造 彩色 1軀 立像
（光背転写銘（像内後頭部墨書 ））

・松岡久美子「第三章 永源寺派伝来美術の諸相/100 韋駄天立像 大智寺 『特別展 永源寺の歴史と美術』 2003年」
10月4日 栗東歴史民俗博物館 85p～85p

正中3年4月18日
●不動明王・毘沙門天像 京都府木津川市（旧加茂町） 北当尾八幡宮

石造 磨崖仏 線刻 各立像
（不動向かって右側陰刻）

・「746，京都 北当尾八幡宮 石造不動明王及び毘沙門天立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 387p」
～387p

・「当尾磨崖仏 二軀 八幡宮 『京都の文化財』第6集 1988年3月 19p～19p」
・ 「 （ ） 」村田靖子 3 南山城の仏像/南山城 八幡・城陽から相楽郡 方面/木津川市・相楽郡の仏像/八幡宮 不動明王立像

『もっと知りたい 京都の仏像ー地域別・沿線別案内』 2007年5月1日 里文出版 250p～250p
・ 「 （ ） 」村田靖子 3 南山城の仏像/南山城 八幡・城陽から相楽郡 方面/木津川市・相楽郡の仏像/八幡宮 毘沙門天立像

『もっと知りたい 京都の仏像ー地域別・沿線別案内』 2007年5月1日 里文出版 250p～250p

嘉暦元年10月9日
●十一面観音像（6面のうち） 神奈川県鎌倉市 長谷寺

懸仏 銅板貼付 1軀 立像
（像左右陰刻）

・「銘文集/86，長谷寺懸仏十一面観音立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 363p～363p」
・「138，嘉暦元(1326)年、長谷寺銅造十一面観音懸仏銘 『鎌倉地方造像関係資料 第１集』鎌倉国宝館論集 第11」

1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 59p～59p
・「特別展観「鏡像と懸佛」出品目録/100，銅造十一面観音懸仏 神奈川・長谷寺 『特別展観 鏡像と懸仏』 1973年」

7月25日 東京国立博物館 25p～25p
・「陳列品解説/123-1，銅造十一面観音懸仏 神奈川・長谷寺 『平安鎌倉の金銅仏』 1976年4月0日 奈良国立博物館」

97p～97p
・「750，神奈川 長谷寺 銅造十一面観音懸仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 389p～389p」
・「作品解説/【全国の鏡像と懸仏】32，十一面観音懸仏 神奈川・長谷寺 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で生まれた」

造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 64p～65p
・「1 霊験仏信仰と鎌倉ー移入と伝播ー/長谷寺観音信仰/銅造十一面観音懸仏 嘉暦元年(1326) 鎌倉・長谷寺 『特」

別展 霊験仏ー鎌倉人の信仰世界ー』 2006年10月5日 神奈川県立金沢文庫 30p～31p
・内田浩史「作品解説/65 十一面観音懸仏 長谷寺 『特別展 鎌倉人の地獄と極楽』 2007年10月5日 鎌倉国宝館 82」

p～82p
・「作品解説/工芸/98 十一面観音懸仏 長谷寺 『特別展 鎌倉の精華ー鎌倉国宝館開館八十周年記念ー』 2008年10月」

10日 鎌倉国宝館 105p～105p
・内田浩之「十一面観音懸仏 長谷寺 『鎌倉国宝館 収蔵名品目録』 2011年6月10日 鎌倉国宝館 38p～38p」
・「第Ⅱ部 鎌倉興隆～金沢文庫とその時代～/第3章 鎌倉仏教開花/2-106 銅造十一面観音懸仏 神奈川・長谷寺」

『武家の古都・鎌倉』世界遺産登録推進三館連携特別展 2012年10月0日 鎌倉国宝館 160p～160p
・「図版・解説/美術工芸品/15 十一面観音懸仏 六面 『観音ミュージアム 所蔵品図録』 2015年0月0日 観音ミュ」

ージアム（長谷寺） 27p～30p
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1327年

嘉暦2年2月12日
○真言八祖像 高知県室戸市 金剛頂寺

木造 板彫 8面
大仏師法眼定審（各像裏面墨書）

・「134，眞言八祖像 嘉暦二年二月 高知・金剛頂寺 『改訂造像銘記』 1936年9月1日 考古學會 307p～p」
・「解説 彫刻 高知県/42，板彫真言八祖像 金剛頂寺 『国宝・重要文化財 仏教美術 四国２（愛媛・高知 』」 ）

1974年3月31日 小学館 200p～p
・「単色図版・解説 真言密教の祖師たち/52，真言八祖像 八面 高知・金剛頂寺 『弘法大師と密教美術』入定1150年」

1983年3月0日 朝日新聞社 108p～109p
・「9，四国地方 高知県/真言八祖像 金剛頂寺 『日本仏像名宝辞典』 1984年9月30日 東京堂出版 542p～542p」
・真鍋俊照「図版解説/祖師/233，真言八祖像 八面 高知・金剛頂寺 『密教美術大観４ 天・法具・祖師』 1984年11月」

30日 朝日新聞社 243p～243p
・「752，高知 金剛頂寺 板彫真言八祖像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 389p～391p」
・岡本桂典「高知県/476，真言八祖像 金剛頂寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日 学」

生社 233p～233p
・前田和男「彫刻調査メモ/県内の板彫真言八祖像/174 金剛頂寺 板彫真言八祖像 『私のメモ帳 第三』 2002年5月」

30日 前田和男 126p～128p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/嘉暦二年二月十二日/（室戸市元金剛頂寺板彫真言八祖像裏面墨書銘 『私の）」

メモ帳 第八』 2010年12月30日 前田和男 167p～168p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/嘉暦二年二月十二日/寺院録二ー南路志巻九十（安喜郡元村金剛頂寺 『私の）」

メモ帳 第八』 2010年12月30日 前田和男 168p～168p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/嘉暦二年二月十二日/土佐國蠧簡集脱漏 『私のメモ帳 第八』2010年12月30日」

前田和男 168p～168p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/嘉暦二年二月十二日/土左國古文叢第三巻 『私のメモ帳 第八』 2010年12月」

30日 前田和男 168p～168p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/嘉暦二年二月十二日/土佐探古録 『私のメモ帳 第八』 2010年12月30日」

前田和男 168p～169p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/嘉暦二年二月十二日/南路志巻二 『私のメモ帳 第八』 2010年12月30日」

前田和男 169p～169p
・前田和男「土佐國造像関係編年資料控/嘉暦二年二月十二日/南路志巻十（安芸郡金剛頂寺 『私のメモ帳 第八』）」

2010年12月30日 前田和男 169p～169p
・「資料/作品解説/28 真言八祖像 八面の内四面 高知県・第二十六番 金剛頂寺 『空海の足音 四国へんろ展」

高知編』四国霊場開創1200年記念４県連携事業 2014年8月22日 高知県文化財団 188p～188p
・神野裕太「作品解説/101 重要文化財 龍猛・恵果（板彫真言八祖像のうち） 高知・金剛頂寺 『空海の足音」

四国へんろ展 愛媛編』四国霊場開創1200年記念 2014年9月6日 四国へんろ展愛媛編実行委員会 226p～226p
・三好賢子「作品解説/14 真言八祖像 八面のうち二面 高知・金剛頂寺 『空海の足音 四国へんろ展 香川編』」

四国霊場開創1200年記念四県連携事業 2014年10月17日 香川県立ミュージアム 174p～174p
・「図版解説/8 板彫真言八祖像 八面のうち二面（不空、空海） 高知・金剛頂寺蔵 『空海の足音 四国へんろ展」

［徳島編 』四国霊場開創1200年記念四県連携事業 2014年10月25日 徳島県立博物館 197p～198p］

嘉暦2年2月22日
○孝養太子像 岩手県花巻市（旧東和町） 佐々木良治

木造 1軀 立像
（背面銘）

・石田茂作「図版解説/507 木造太子孝養像 佐々木良治氏藏 『聖徳太子尊像聚成』1976年2月28日 講談社 81p～81p」
・「753，岩手 佐々木良治氏蔵 木造太子孝養像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 391p～391p」
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嘉暦2年2月29日
○千手観音像 千葉県富津市 東福寺

木造 玉眼 1軀 坐像
仏師覚賢（像内腹部墨書）

嘉暦2年3月1日
○如来像 東京都 個人

銅造 鍍金 1軀 立像
仏匠藤氏まさかと,まさみつ（像背面陰刻）

・久野健「嘉暦二年銘如来立像と康暦元年銘懸仏 『史迹と美術』43-4(434) 1973年5月1日 史迹美術同攷会 141p～」
144p

・「755，個人蔵 銅造如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 393p～393p」

嘉暦2年3月19日
○弘法大師像 島根県益田市 医光寺

木造 古色 玉眼 1軀 坐像
（像内胸部・背部墨書）

・椋木賢治「医光寺調査報告（彫刻）/4．弘法大師坐像 『島根県立石見美術館研究紀要』5 2011年3月31日 島根県立」
石見美術館 7p～9p

嘉暦2年6月1日
○切阿上人 滋賀県彦根市 高宮寺

木造 玉眼 1軀 坐像
仏師法橋仙賢（像内体幹部前材の前面左右墨書） 1650年修理銘

・薄井和男「作品解説/73 切阿上人坐像 高宮寺 『彦根市の彫刻ー美術工芸品実態調査(彫刻)報告書ー』1986年3月」
彦根市教育委員会 73p～74p

・「図版/第７章 高僧を偲ぶ/80 木造伝切阿坐像 高宮寺 彦根市 『近江の祈りの美』 2010年10月19日 サンライ」
ズ出版 116p～116p

・淺湫毅「作品解説/67 切阿上人坐像 滋賀・高宮寺 『特別展 国宝一遍聖絵と時宗の名宝』時宗二祖上人七百年御」
遠忌記念 2019年4月13日 京都国立博物館・朝日新聞社 238p～239p

嘉暦2年8月日
○慧光童子像 栃木県宇都宮市（旧河内町） 田中市郎・田中智男（日光山中伝来）

銅造 1軀 立像
（像背面陰刻）

・野中退蔵「第一章 栃木県の彫刻/鎌倉時代/銅造慧光童子立像 田中市郎氏藏 『栃木県の彫刻』 1977年3月31日」
栃木県教育委員会 45p～46p

・「756，栃木 田中市郎氏蔵 銅造慧光童子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 393p～393p」
・北口英雄「栃木県/380，慧光童子立像 田中智男 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 250p～250p

嘉暦2年2月24日（修理銘）
●釈迦如来像 和歌山県海南市（旧下津町） 善福院

木造 1軀 坐像
（像内墨書）

・「和歌山市とその周辺の部/(7) 善福院釈迦如来胎内銘 『紀伊国金石文集成』 1974年8月1日 南紀考古同好会 300p」
～301p

・田村寛康「海草郡/木造釈迦如来坐像 善福院」安藤精一編『和歌山県の文化財』第2巻 1981年7月7日 258p～259p
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・「754，和歌山 善福院 木造釈迦如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 391p～392p」

嘉暦2年3月日[戊辰は3年]
●羅龍王面 千葉県佐原氏 大戸神社

木造 表面漆箔、裏面彩色 1面
（裏面左右朱書）

・「彫刻 県指定有形文化財/羅龍王面 三面 大戸神社 『千葉県文化財総覧（改訂増補 』 1973年3月31日 千葉県教」 ）
育委員会 124p～124p

・「香取（佐原市、下総町、神崎町、小見川町、山田町、干潟町、多古町）/26，羅龍王面・納曽利面［県］佐原市
大戸神社 『房総の仏教彫刻ー有形文化財・彫刻ー』 1993年3月25日 千葉県教育委員会 70p～71p」

・小泉充康「図版解説/55-1，羅龍王面 55-2，納曽利面 佐原市・大戸神社 『房総の神と仏』平成１１年度秋期特別」
展 1999年11月1日 千葉市美術館 180p～180p

・「香取エリアの文化財/羅龍王面 納曽利面（大戸神社 『ふさの国の文化財総覧』第二巻 2005年6月8日 千葉県文）」
化財センター 88p～88p

嘉暦2年9月
●十一面観音像 熊本県人吉市 青井阿蘇神社

懸仏 鏡：銅板貼付、像：銅造 1軀 坐像
（鏡板裏面墨書）

・石原浩「図版編/【第一章】中世前期、球磨に華ひらいた仏教美術/3 青井阿蘇神社の神宝/49 銅造十一面観音菩薩
懸仏 人吉市・青井阿蘇神社所蔵 『ほとけの里と相良の名宝ー人吉球磨の歴史と美ー』日本遺産認定記念 2015年」
10月14日 ほとけの里と相良の名宝展実行委員会 107p～107p

1328年

嘉暦3年1月1日
○愛染明王像 京都市右京区 大覚寺

木造 彩色 1軀 坐像
（台座框座底面墨書）

・伊東史朗「大覚寺の美術/仏像・仏画/3 愛染明王坐像 『嵯峨御所 大覚寺の名宝』 1992年4月7日 日本経済新聞社」
（会場：京都国立博物館） 36p～36p

・「特定社寺調査 大覚寺/本文 彫刻/3 愛染明王坐像 『京都社寺調査報告』ⅥⅩ 1999年11月10日 京都国立博物館」
15p～15p

嘉暦3年8月1日
○毘沙門天像 新潟県弥彦村 宝光院（籠池寺旧蔵）

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
（像内背部墨書）

・「第二章 中世/第二節 宗教文化の広がり/二 神像・仏像/（一）鎌倉期/宝光院の多聞天像 『新潟県史 資料編24」
民俗・文化財三 文化財編』 1986年3月31日 新潟県 236p～237p

・玉木哲「新潟県/26，多聞天立像 宝光院 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 31p～31p」

嘉暦3年10月日
○僧形文殊像 熊本県八代市 釈迦院

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
大仏師法眼浄康（像内墨書）

・「25，僧形文殊菩薩坐像 泉村・釈迦院 『新出資料による中世の美術』第9回 熊本の美術展 1984年10月0日 熊本」
県立美術館 63p～63p
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・大倉隆二「熊本県/784，僧形文殊菩薩坐像 釈迦院 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」
学生社 376p～376p

嘉暦3年11月9日
○阿弥陀如来像（善光寺式中尊） 岩手県奥州市（旧江刺市） 松岩寺

銅造 1軀 立像
大工赤井平五郎（像背面陰刻）

・亀田孜「口絵写真解説/岩谷堂・松岩寺の阿弥陀銅像 『東北文化研究室紀要』2 1960年3月31日 東北大学文学部東」
北文化研究室 158p～158p

・東北地方の在銘像/37，岩手 松岩寺 阿弥陀如来立像 『東北古代彫刻史の研究』 1971年10月10日 中央公論美術出版」
85p～85p

・大矢邦宣「第1部 江刺の主な仏像/Ⅰ 岩谷堂地区/1，松岩寺 阿弥陀如来立像 『江刺の仏像』江刺市文化財調査」
報告書 江刺市教育委員会 1985年3月31日 30p～31p

・「757，岩手 松岩寺 銅造阿弥陀如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 393p～393p」
・田中惠「岩手県/622，阿弥陀如来立像 松岩寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 414p～414p

嘉暦3年11月26日
○僧形八幡像 アメリカ ボストン美術館

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
南都興福寺大仏師法眼康俊作（像内後頭部墨書）

・小林剛「素描篇/ボストン美術館の僧形像に就いて 『畫説』35 東京美術研究所 1939年11月1日 1001p～1002p」
・西川杏太郎「快慶作彌勒菩薩像と康俊作僧形像 『國華』916 1968年7月1日 國華社 9p～18p」
・「７５８，アメリカ ボストン美術館 木造僧形八幡神坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 393p」

～394p
・「Ⅱ 仏像・神像/45，僧形八幡神坐像 康俊 嘉暦3年(1328) 『ボストン美術館日本美術調査図録 解説編 第１次」

調査 仏画・仏像・仏具・袈裟・能面・水墨画・初期狩野派・琳派』 1997年6月20日 講談社 40p～40p
・丸山士郎 「作品解説/24 僧形八幡神坐像 康俊作 『特別展 ボストン美術館 日本美術の至宝』 2012年3月20日」

ＮＨＫ・ＮＨＫプロモーション 242p～242p

嘉暦3年2月
●獅子頭 熊本県熊本市北区（旧植木町） 熊野神社

木造 彩色 1頭
（内側墨書）

・「75，木造獅子頭 植木町・熊野神社 『新出資料による中世の美術』第9回 熊本の美術展 1984年10月0日 熊本県」
立美術館 78p～79p

・大倉隆二「熊本県/791，獅子頭 熊野神社 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日 学生社」
380p～380p

嘉暦3年□月18日
●地蔵菩薩像 島根県吉賀町（旧六日市町） 那智神社

懸仏 銅板貼付 1軀 坐像
（鏡板裏面墨書）

・「工芸/15 懸仏 四面のうち三面 鹿足郡六日市町・那智神社 『石見の美術と文化財』 1981年3月30日 島根県立」
博物館 32p～33p

・「作品解説/【島根県の鏡像と懸仏】/68，地蔵菩薩懸仏 六日市町・那智神社 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で生」
まれた造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 67p～68p
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嘉暦3年
●阿弥陀如来像 島根県吉賀町（旧六日市町） 那智神社

懸仏 鏡板：銅板貼付 1軀 坐像
（鏡板裏面墨書）

・「作品解説/【島根県の鏡像と懸仏】/67，阿弥陀如来懸仏 六日市町・那智神社 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で」
生まれた造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 67p～68p

1329年

嘉暦4年4月12日
○薬師如来像 三重県尾鷲市 真巌寺

木造 肉身：漆箔、着衣：彩色 玉眼 1軀 坐像
仏子浄慶（膝裏墨書）

・太田古朴「北勢觀音寺地藏像と南紀眞巖寺藥師像 『史迹と美術』282 1958年4月1日 史迹美術同攷会 112p～117p」
・瀧川和也「三重県/72，薬師如来坐像 真巌寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 48p～」

48p
・瀧川和也「三重県の仏像（二）/附１ 三重県造像銘記（二）補遺/補５，真厳寺 薬師如来坐像 『三重大学教育学部」

研究紀要（人文・社会科学 』42 1991年3月30日 三重大学教育学部 136p～137p）
・「三重県の仏像（八）/附１ 三重県造像銘記集成/２０，真厳寺 薬師如来坐像 『三重大学教育学部研究紀要（人文」

・社会科学 』48 1997年3月28日 三重大学教育学部 245p～245p）
・編集部「第一章 彫刻/159 薬師如来坐像 尾鷲市九鬼町・真厳寺 『三重県史 別編 美術工芸（解説編 』 2014年」 ）

3月31日 三重縣 110p～111p
・瀧川和也「作品解説/71 薬師如来坐像 真教寺蔵・尾鷲市 『祈りと癒しの地 熊野』三重県総合博物館開館記念企」

画展第４弾 2014年10月10日 三重県総合博物館 107p～107p
・瀧川和也・甲斐由香里「資料解説/46 薬師如来坐像 尾鷲市・真巌寺 『三重の仏像 白鳳仏から円空まで』第25回」

企画展・開館５周年記念特別展 2019年10月5日 三重県総合博物館 116p～116p

嘉暦4年3月13日
○孝養太子像 福井県福井市（旧美山町） 聖徳寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
高塔大仏子也 并大仏子法橋成恵 并三位□ □□也（頭部内前面墨書）

・野村英一「河内聖徳寺の聖徳太子立像 『文化財調査報告』第20集 1989年3月30日 福井県教育委員会 17p～21p」
・野村英一「第四編 文化財ー仏像・仏画・神像/第一章 仏像の遺存状況/第二節 寺院の仏像・仏画/① 木造聖徳太

子像 聖徳寺（河内 『美山町史 下巻』 1984年9月20日 美山町史編さん委員会 217p～218p）」
・長坂一郎「彫刻/4 福井県の肖像彫刻/（2）本県肖像彫刻の遺例/111 木造聖徳太子立像 聖徳寺 『福井県史」

資料編』14 建築・絵画・彫刻等 1989年7月31日 674p～675p
・長坂一郎「福井県/180，聖徳太子立像 聖徳寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 140p～」

140p
・「図版解説/135 木造 聖徳太子孝養立像 成恵等作 福井・聖徳寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年」

紀年出版 1996年1月10日 東方出版社 308p～309p
・石川知彦「第三章 教えの継承と教団の発展/真宗の美術ー特集 親鸞と阿弥陀如来/81 木造聖徳太子童形立像

福井・聖徳寺 『釈尊と親鸞 親鸞編 第二期出品解説』 2011年6月7日 龍谷大学 龍谷ミュージアム 26p～26p」

嘉暦4年5月14日
○阿弥陀如来像（宝冠） 岡山県岡山市北区 岡山県立博物館

木造 漆箔 玉眼 1軀 坐像
仏師集賢（像内墨書） 1612年修理銘

・「陳列品解説55，木造宝冠阿弥陀如来坐像 岡山・福田海 『阿弥陀仏彫像展』 1972年4月0日 奈良国立博物館」
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・「760，岡山県立博物館 木造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 394p～394p」
・「資料解説/49 木造阿弥陀如来坐像 岡山県立博物館蔵 『晴れの国の名宝ー岡山の国宝・重要文化財ー』平成22年」

度特別展 2010年10月22日 岡山県立博物館 111p～111p
・中田利枝子「作品解説/139 木造宝冠阿弥陀如来坐像 岡山県立博物館 『特別展 極楽へのいざないー練り供養を」

めぐる美術ー』 2013年9月6日 龍谷大学 龍谷ミュージアム・毎日新聞社・京都新聞社 168p～168p
・重根弘和「解説/41 岡山県指定重要文化財 阿弥陀如来坐像 岡山県立博物館 『カミとほとけの姿ー岡山の信仰文」

化とその背景ー』平成２８年度特別展 2016年9月9日 岡山県立博物館 116p～116p

嘉暦4年5月
○大日如来・不動明王・毘沙門天像 岡山県美咲町 江原寺

信阿弥陀仏作（各像内墨書）

嘉暦4年7月22日
○摩多羅神像 島根県安来市 清水寺

木造 素地 1軀 坐像
仏師南都方法橋覚清（像内墨書）

・長谷洋一「作品解説/20 摩多羅神坐像 安来市・清水寺 『神々のすがた 古代から水木しげるまで』平成22年度」
秋の企画展 2010年10月8日 一畑電気鉄道株式会社プランニング事業部 100p～101p

・淺湫毅「作品解説/130 摩多羅神坐像 島根・清水寺 『特別展覧会 大出雲展』古事記1300年 出雲大社大遷宮」
2012年7月28日 島根県立古代出雲歴史博物館 280p～280p

・淺湫毅 「2章 島根の至宝/36 摩多羅神坐像 島根・清水寺 『特別展 出雲ー聖地の至宝ー』東京国立博物館140周年」
・古事記1300年 出雲大社遷宮 2012年10月10日 島根県立古代出雲歴史博物館 80p～80p

・文化庁文化財部「新指定の文化財/重要文化財の指定/〔彫刻〕/木造摩多羅神坐像 覚清作 宗教法人清水寺 『月刊」
文化財』597 2013年6月1日 第一法規出版 23p～23p

・井上大樹「図版解説/57 摩多羅神坐像 清水寺・島根 『日本美術全集 第11巻 信仰と美術 テーマ巻②』 2015年」
10月28日 小学館 241p～242p

嘉暦4年7月
○惟仙和尚像 長野県上田市 安楽寺

木造 彩色 玉眼 坐像
造大工兵部殿（像内背部墨書）

・「木造惟仙和尚坐像 安楽寺」 『長野県文化財図録 美術工芸編』 1955年2月20日 長野県教育委員会 42p～43p
・「出品目録/12，木造惟仙和尚坐像 上田市別所温泉・安楽寺 『信濃の仏像展<善光寺仏師妙海と中世>』 1976年4月」

10日 長野県信濃美術館 17p～17p
・三山進「作品解説/頂相と禅宗彫刻/91 樵谷惟僊像 重文 長野県上田市・安楽寺 『日本美術全集13 禅宗の美術１」

禅院と庭園』 1979年2月15日 学習研究社 197p～198p
・久野健「作品解説 北陸・信濃の古寺/43，惟僊和尚像 安楽寺 長野 『全集日本の古寺３ 北陸・信濃の古寺』」

1984年9月19日 集英社 124p～124p
・「762，長野 安楽寺 木造惟仙和尚坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 394p～395p」
・下平正樹「長野県/264，惟仙和尚坐像 安楽寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成 ２ 1992年1月15日 学生社 195p」

～195p
・金子啓明「作品解説 第一章 鎌倉武士と禅/16，樵谷惟僊坐像 兵部作 長野・安楽寺 『鎌倉ー禅の源流』建長寺」

創建７５０年記念特別展 2003年6月3日 日本経済新聞社 198p～198p
・小倉絵里子「信州の仏像 解説編/39 惟仙和尚坐像 上田市・安楽寺 『定本 信州の仏像』 2008年8月5日 しなの」

き書房 241p～241p
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嘉暦□年8月（嘉暦年間（1326－1329 ））
○金剛力士像 兵庫県川西市 満願寺

木造 彩色 玉眼 2軀 各立像
法眼□□作（阿形顔面内部墨書） 1680年「多田院三学坊玄空智信」修理銘

・島田清「Ⅱ 重要文化財の仏像/3 県・市指定重要文化財の仏像/（1）兵庫県指定のもの/満願寺、木造金剛力士像」
『川西市の佛像』 1972年11月3日 91p～91p

・毛利久「川西の彫刻と絵画 2，作品解説/10，金剛力士立像 満願寺 『かわにし 川西市史 第7巻 文化遺産編』」
1977年3月30日 兵庫県川西市 165p～168p

・石川知彦「兵庫県/341，金剛力士立像 満願寺 『日本の仏像＜近畿＞』仏像集成７ 1997年12月20日 学生社 217p」
～217p

嘉暦4年9月12日
○恵仁和尚像 長野県上田市 安楽寺

木造 彩色 玉眼 坐像
（像内墨書）作者名なし

・「木造恵仁和尚坐像 安楽寺 『長野県文化財図録 美術工芸編』 1955年2月20日 長野県教育委員会 43p～44p」
・「出品目録/13，木造惠仁和尚坐像 上田市別所温泉・安楽寺 『信濃の仏像展<善光寺仏師妙海と中世>』 1976年」

4月10日 長野県信濃美術館 17p～17p
・「763，長野 安楽寺 木造恵仁和尚坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 395p～395p」
・下平正樹「長野県/265，恵仁和尚坐像 安楽寺 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 195p～」

195p
・小倉絵里子「信州の仏像 解説編/40 恵仁和尚坐像 上田市・安楽寺 『定本 信州の仏像』 2008年8月5日 しなの」

き書房 241p～241p

嘉暦4年6月24日
●地蔵菩薩像 京都府宮津市 高石

石造 厚肉彫 坐像
（光背面向かって右側陰刻）

・「761，京都 高石 石造地蔵菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 394p～394p」

嘉暦4年2月18日
●聖観音像 東京都 吉田氏

懸仏 銅造
（鏡板裏面墨書）

・「759，東京 吉田氏蔵 銅造聖観音懸仏 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 394p～394p」

1330年

元徳2年1月24日
○地蔵菩薩像 滋賀県大津市 聖衆来迎寺

木造 金泥・截金 玉眼 1軀 立像
仏師□間法□院芸（左足枘朱漆書）

・「図版解説/寺宝/２９ 地蔵菩薩立像 重要文化財 」 『古寺巡礼 近江１ 聖衆来迎寺』 1980年5月15日 淡交社
115p～116p

・井上一稔「解説/３０，地蔵菩薩立像 」 『特別展 聖衆来迎寺』近江社寺シリーズ 第一回展 1984年10月0日 滋賀
県立琵琶湖文化館

・「図版・解説/１８７，地蔵菩薩立像 滋賀・聖衆来迎寺 『比叡山と天台の美術』比叡山開創1200年記念 1986年3月」
0日 朝日新聞社 258p～258p
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・齋藤望 「大津市/６６，地蔵菩薩立像 聖衆来迎寺 『日本の仏像＜滋賀＞』仏像集成 ４ 1987年2月1日 学生社」
59p～59p

・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像と同時期ー院惠、院誉、院芸/１３，木造地蔵菩薩立像 滋賀・
聖衆来迎寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 52p～53p」

・山下立「各個解説/２１ 地蔵菩薩立像 滋賀県大津市・聖衆来迎寺 『特別展 神秘の文字ー仏教美術に現われた梵」
字ー』 2000年10月6日 滋賀県立琵琶湖文化館 81p～81p

・「図版/第９章 表面を飾る/127 木造地蔵菩薩立像 聖衆来迎寺 大津 『近江の祈りの美』 2010年10月19日」
サンライズ出版 175p～175p

・ 「 、 （ ）」高梨純次 第二部 祈りの国 近江の仏像ー古代から中世へー/作品解説/42 地蔵菩薩立像 聖衆来迎寺 大津市
『特別展 神仏います近江』 2011年9月3日 神仏います近江実行委員会 255p～255p

・「第２章 種類別 滋賀のさまざまな仏像/菩薩/地蔵菩薩/木造地蔵菩薩立像 聖衆来迎寺（大津市 『１冊でわかる）」
滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック』 2015年1月30日 サンライズ出版 68p～68p

元徳2年2月23日
○日範像 神奈川県座間市 円教寺

（像背面陰刻）

元徳2年3月23日
○役行者像及び前鬼・後鬼像 京都府木津川市（旧加茂町） 海住山寺

木造 彩色 3軀 役行者：倚像、鬼：坐像
仏師院延（役行者像底墨書）

・山口隆介「図版/12 役行者倚像及び前鬼・後鬼坐像 『海住山寺の美術 新版』 2013年10月26日 海住山寺 44p～44p」

元徳2年4月8日
○薬師如来像 島根県出雲市（旧斐川町） 荘厳寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
（像内体部正面墨書） 1520年修理銘

・的野克之「斐川町の仏像/荘厳寺 木造薬師如来坐像 『斐川の仏像』 1985年9月 斐川町教育委員会 p～p」
・的野克之「○木造薬師如来坐像 簸川郡斐川町・荘厳寺 『島根の彫刻 Ⅱ』県下の指定文化財シリーズ② 1985年10月」

30日 島根県文化財愛護協会 11p～11p
・的野克之「島根県/88，薬師如来坐像 荘厳寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」

学生社 59p～59p

元徳2年4月日
○如来像（二体のうち） 愛媛県今治市（旧大三島町） 東円坊

木造 肉身金泥、着衣漆箔 玉眼 1軀 坐像
院吉（顔面内側墨書）

・「765，愛媛 大三島東円坊 木造大日如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 395p～395p」
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像以後ー院吉、院広/１４，木造如来坐像 二体 愛媛・東円坊」

『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 54p～57p

元徳2年6月17日
○四天王像 広島県三原市 東禅寺

木造 玉眼 4軀 各立像
（多聞天像内墨書）

・永田雄次郎「広島県/220，四天王立像 東禅寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」
学生社 119p～119p
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元徳2年12月
○善導大師像 兵庫県西宮市 昌林寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
高辻法印流大仏師武蔵国良意作（裳懸部裏面墨書）

元徳2年12月17日（修理銘）
●薬師如来像 兵庫県三田市 常福寺

木造 肉身漆箔、着衣朱漆 玉眼 1軀 坐像
（像内前面墨書）

・宮本桂典「美術・工芸作品解説/二 彫刻/40 薬師如来坐像 上深田・常福寺 『三田市史 別編２ さんだの文化」
遺産』 2002年7月1日 三田市 87p～87p

天暦3年(元朝年号)
●観音菩薩像 長崎県対馬市（旧豊玉町） 観音寺（盗難：韓国所在）

銅造 鍍金 1軀 坐像
（像内納入結縁文墨書）

・内藤浩之「作品解説/114 観音菩薩坐像 長崎県，観音寺 『世界美術大全集 東洋編 第10巻 高句麗・百済・新」
羅・高麗』 1998年7月20日 小学館 403p～404p

・竹下正博「長崎県/701，観音菩薩坐像 観音寺 『日本の仏像＜中国・四国・九州＞』仏像集成８ 1997年3月10日」
学生社 335p～335p

元徳2年4月□□
●地蔵菩薩像 広島県福山市 安国寺

石造 厚肉彫 1軀 立像
（光背背面陰刻）

・「764，広島 安国寺 石造地蔵菩薩坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 395p～395p」
・「図版解説/第１章 臨済宗と法燈国師/25 石造地蔵菩薩坐像 安国寺地蔵堂 『特別展 備後安国寺』 1995年10月」

0日 福山市鞆の浦歴史民俗資料館 18p～18p
・「2 南部（南）/石造地蔵菩薩坐像 安国寺 『福山の文化財ー指定・登録文化財概説ー』 2011年5月31日 福山市文」

化財協会 46p～46p

元徳2年2月10日
●十一面観音像（6面のうち） 神奈川県鎌倉市 長谷寺

懸仏 銅造 1面 立像
（その1鏡面左右陰刻）

・「銘文集/87，長谷寺懸仏十一面観音立像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 363p～363p」
・「140，元徳二(1330)年、長谷寺銅造十一面観音懸仏銘 『鎌倉地方造像関係資料 第1集』鎌倉国宝館論集 第11」

1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 59p～59p
・「陳列品解説/123-2，銅造十一面観音懸仏 神奈川・長谷寺 『平安鎌倉の金銅仏』 1976年4月0日 奈良国立博物館」

97p～97p
・山下立「各個解説/23-(1)，銅造十一面観音像懸仏 23-(2)，銅造十一面観音像懸仏 神奈川・鎌倉市 長谷寺」

『特別展 懸仏の世界ー神仏習合の歴史と造形ー』 1997年7月25日 滋賀県立琵琶湖文化館 89p～90p
・清水健「各個解説/111 十一面観音懸仏 二面 神奈川・長谷寺 『特別展 西国三十三所 観音霊場の祈りと美』」

2008年7月31日 奈良国立博物館 270p～270p
・「図版解説/美術工芸品/15 十一面観音懸仏 六面 『観音ミュージアム 所蔵品図録』 2015年 観音ミュージアム」

（長谷寺） 27p～30p
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1331年

元徳3年
○観音菩薩像 京都府 西光寺

（像内墨書）

元徳3年
○四天王像 東京都千代田区 文化庁

木造 彩色 玉眼 4軀 各立像
（像内墨書）

・「2 鎌倉の霊験仏ー運慶と生身仏ー/頬焼阿弥陀縁起絵巻と生身仏の造形/四天王立像 文化庁 『特別展 霊験仏ー」
鎌倉人の信仰世界ー』 2006年10月5日 神奈川県立金沢文庫 68p～69p

元徳3年2月13日
○聖観音像 新潟県新潟市西蒲区 金仙寺

木造 1軀 坐像
（像内墨書）

・「金仙寺の聖観音菩薩坐像について 『平成29年度 新潟市文化財調査概要』 2018年 新潟市教育委員会」

元徳3年4月中旬
○釈迦如来像、阿難像、迦葉像 福島県いわき市 楞厳寺

木造 中尊：漆箔 玉眼 坐像、両脇侍：立像
（両脇侍台座迦葉座底面墨書）

・「県指定重要文化財/彫刻/木造釈迦如来坐像及び阿難尊者立像・迦葉尊者立像 楞厳寺 『いわき市の文化財』 2003」
年3月20日 いわき市教育委員会 35p～35p

元徳3年7月15日
○釈迦如来像 岐阜県神戸町 勧学院

木造 肉身金泥、着衣漆箔 玉眼 1軀 立像
法眼定審作（像内面部墨書）

・「昭和六十三年度 修復文化財関係銘文集成/彫刻/4 釈迦如来立像 岐阜・勧学院 『學叢』12 1990年3月31日 京」
都国立博物館 135p～135p

・「解説/58，木造釈迦如来立像 勧学院（神戸町 『岐阜県の仏像』 1990年10月17日 岐阜県博物館友の会 87p～87p）」
・川瀬善忠「岐阜県/375，釈迦如来立像 勧学院 『日本の仏像＜中部＞』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 260p～」

260p
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像ほかー院保、院興、院救、定審/6，木造釈迦如来立像 岐阜・

勧学院 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 38p～39p」

元徳3年8月9日以後
○日蓮像 北海道松前町 法華寺（摂津正覚寺旧蔵）

木造 彩色 1軀 坐像
（像内墨書）

・淺湫毅 作品解説/79 日蓮坐像 北海道・法華寺 特別展覧会 日蓮と法華の名宝ー華ひらく京都町衆文化ー 立「 」『 』「
正安国論」奉進七五〇年記念 2009年10月9日 京都国立博物館・日本経済新聞社 258p～258p

元徳3年8月18日
●智証大師像 香川県高松市 根香寺
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木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
仏師上野法橋政覚、彩色大輔法橋隆心（像底板墨書) 1698年、1740年修理銘

・三好賢子「根香寺の彫刻調査/彫刻詳解説/3 智証大師坐像 『ミュージアム調査研究報告 第4号』 2012年8月31日」
香川県立ミュージアム 140p～143p

・寺島典人「調書・解説/7 香川県指定文化財 智証大師坐像 根香寺蔵 『園城寺の仏像 第一巻 智証大師篇』」
天台寺門宗教文化資料集成 仏教美術・文化財編 2016年3月25日 思文閣出版 120p～122p

元徳3年1月11日
●薬師如来像（2軀のうち） 熊本県宇土市 長福寺薬師堂

木造 1軀 立像
（像内腹裏墨書） もう1軀は無銘

・「網田地区/五三 長福寺薬師堂/53-9 木造薬師如来立像 『宇土市史研究』 28 宇土市の美術工芸 2007年3月23日」
宇土市教育委員会 76p～80p

・「網田地区/五三 長福寺薬師堂/53-10 木造薬師如来立像 『宇土市史研究』 28 宇土市の美術工芸 2007年3月23日」
宇土市教育委員会 77p～80p

元徳3年5月日
●阿弥陀如来像 奈良県奈良市 南田原

石造 厚肉彫 1軀 立像
石大工行恆（像左右陰刻）

・「第二編 本編 元徳三年(1331)/442，南田原 阿弥陀磨崖仏 奈良市南田原町 『奈良県史16 金石文（上 』」 ）
1985年7月25日 名著出版 253p～253p

・「767，奈良 南田原 石造阿弥陀如来立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 396p～396p」

元徳3年6月23日
●十一面観音像（6面のうち） 神奈川県鎌倉市 長谷寺

懸仏 銅造 1軀 立像
（表面線刻）

・「141，元徳三(1331)年、長谷寺銅造十一面観音懸仏銘 『鎌倉地方造像関係資料 第1集』鎌倉国宝館論集 第11」
1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 60p～60p

・「特別展観「鏡像と懸佛」出品目録/101，銅造十一面観音懸仏 神奈川・長谷寺 『特別展観 鏡像と懸仏』 1973年」
7月25日 東京国立博物館 25p～25p

・「図版解説/美術工芸品/15 十一面観音懸仏 六面 『観音ミュージアム 所蔵品図録』 2015年 観音ミュージアム」
（長谷寺） 27p～30p

元徳3年5月8日
●薬師如来像 東京都 東京国立博物館

鏡像 線刻 菊水双鶴鏡
（鏡面線刻）

・「 「 」 ， 」『 』特別展観 鏡像と懸佛 出品目録/26 線刻薬師如来鏡像(菊水双鶴鏡) 東京国立博物館 特別展観 鏡像と懸仏
1973年7月25日 東京国立博物館 20p～20p

・「766，東京国立博物館 銅造線刻薬師如来鏡像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 396p～396p」
・「作品解説/【全国の鏡像と懸仏】/20，線刻薬師如来鏡像 東京国立博物館 『鏡像と懸仏展ー神仏習合の中で生ま」

れた造形美ー』 1995年1月0日 島根県立博物館 63p～63p



- 69 -

1332年

元徳4年2月3日
○日光菩薩像（日光月光像のうち） 長野県麻績村 福満寺

木造 彩色 1軀 立像
仏師善光寺住妙海（像内背部墨書）

・「長野県宝/木造日光菩薩立像・木造月光菩薩立像 福満寺 『長野県指定文化財調査報告』第8集 1977年3月31日」
長野県文化財保護協会 51p～52p

・「出品目録/14，木造日光・月光菩薩立像 東筑摩郡麻績村・福満寺 『信濃の仏像展<善光寺仏師妙海と中世>』」
1976年4月10日 長野県信濃美術館 17p～17p

・下平正樹「長野県/284，日光・月光菩薩像 福満寺 『日本の仏像<中部>』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 206p」
～206p

・「Ⅳ 中世北信濃の仏教 13，善光寺仏師「妙海」/65，日光・月光菩薩立像 麻績村・福満寺 『古代・中世人の祈」
りー善光寺信仰と北信濃ー』第39回特別展 1997年4月0日 長野市立博物館 90p～90p

・「テーマ2/善光寺仏師妙海の世界/妙海作の仏像にある墨書 『信州名宝展ー鎌倉時代の文化財ー』1999年7月 長野県」
立歴史館 22p～25p

・「展示資料解説/8 木造日光菩薩立像・月光菩薩立像」 『信州名宝展ー鎌倉時代の文化財ー』 1999年7月 長野県立
歴史館 43p～43p

・原田和彦・竹下多美「作品解説/参考 日光・月光菩薩立像 福満寺（麻績村日上井堀）蔵 」 『神と仏が宿る里ー北
信濃の山寺ー』令和元年特別展示 2019年9月26日 長野市立博物館 104p～104p

元徳4年2月5日
○薬師如来像 埼玉県所沢市 越阪部圭造

銅造 1軀 立像
大工重吉（像背面陰刻）

・林宏一「27．銅造薬師立像 越阪部圭造 『所沢市史 文化財・植物』 1985年3月30日 所沢市 87p～88p」

正慶元年8月20日
○月光菩薩像（日光月光像のうち） 長野県麻績村 福満寺

木造 彩色 1軀 立像
仏師名なし（善光寺住妙海）

・「出品目録/14，木造日光・月光菩薩立像 東筑摩郡麻績村・福満寺 『信濃の仏像展<善光寺仏師妙海と中世>』」
1976年4月10日 長野県信濃美術館 17p～17p

・「Ⅳ 中世北信濃の仏教 13，善光寺仏師「妙海」/65，日光・月光菩薩立像 麻績村・福満寺 『古代・中世人の祈」
りー善光寺信仰と北信濃ー』第39回特別展 1997年4月0日 長野市立博物館 90p～90p

・「テーマ2/善光寺仏師妙海の世界/妙海作の仏像にある墨書 『信州名宝展ー鎌倉時代の文化財ー』1999年7月 長野県」
立歴史館 22p～25p

・「展示資料解説/8 木造日光菩薩立像・月光菩薩立像 『信州名宝展ー鎌倉時代の文化財ー』1999年7月 長野県立歴」
史館 43p～43p

・原田和彦・竹下多美「作品解説/参考 日光・月光菩薩立像 福満寺（麻績村日上井堀）蔵 『神と仏が宿る里ー北信」
濃の山寺ー』令和元年特別展示 2019年9月26日 長野市立博物館 104p～104p

正慶元年10月8日
○普賢菩薩・文殊菩薩像（釈迦三尊のうち） 千葉県富津市 万福寺

銅造 普賢：象座、文殊：獅子座 2軀 各坐像
（普賢像台座象腹部両側陰刻）

・「銘文集/90，万福寺釈迦三尊像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 364p～364p」
・「769，千葉 万福寺 銅造釈迦三尊像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 397p～397p」
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正慶元年12月19日
○十一面観音像 横浜市金沢区 慶珊寺

木造 彩色 玉眼 1軀 片足垂下像
大仏子三かハのほつけう院恵しそく院誉（大仏師三河法橋院恵子息院誉 （像内朱書））

・加藤諄・熊谷幸次郎「慶珊寺十一面観音像とその胎内銘 『日本歴史』110 1957年3月 日本歴史学会 （加藤諄『日本」
金石文学』日本書誌学大系 56 1988年5月15日 青裳堂書店 178p～181p）

・「銘文集/91，慶珊寺十一面観音半跏像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 364p～364p」
・「県指定重要文化財 彫刻/木造十一面観音半跏像 横浜市・慶珊寺 『神奈川の文化財 5集 県指定文化財』965年」

3月0日 神奈川県教育委員会 7p～8p
・「142，正慶元(1332)年、横浜市慶珊寺木造十一面観音菩薩半跏像銘 『鎌倉地方造像関係資料 第1集』鎌倉国宝館」

論集 第11 1968年3月31日 鎌倉市教育委員会 60p～60p
・光森正士・上原昭一「室町佛像彫刻銘文集/38，木造十一面観音半跏像 神奈川・慶珊寺 『室町時代仏像彫刻ー在銘」

作品によるー』 1970年3月30日 学芸書林 94p～94p
・「770，神奈川 慶珊寺 木造十一面観音菩薩半跏像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 397p～397p」
・副島弘道「神奈川県/4，十一面観音半跏像 慶珊寺 『日本の仏像<北海道・東北・関東>』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 13p～13p
・清水眞澄「出品作品[図版・解説] 称名寺釈迦如来像と同時期ー院惠、院誉、院芸/11，木造十一面観音半跏像 神奈

川・慶珊寺 『中世の世界に誘う仏像ー院派仏師の系譜と造像ー』 1995年11月0日 横浜市歴史博物館 48p～49p」
・瀬谷貴之「作品解説/38 十一面観音菩薩坐像 院誉作 金沢区・慶珊寺 『特別展 横浜の仏像ーしらぜらるみほと」

けたちー』 2021年1月23日 148p～149p

元徳4年6月上旬
●阿弥陀如来像 山形県酒田市 鈴木正一郎

銅造 1軀 坐像
（台座陰刻）

・佐藤東一「山形県の彫刻概観/銅造阿弥陀如来坐像 鈴木正一郎 『山形県文化財調査報告書 第十一集』山形県の彫」
刻 1961年3月31日 山形県教育委員会 28p～28p

・「東北地方の在銘像/39，山形 鈴木正一郎氏 阿弥陀如来坐像 『東北古代彫刻史の研究』 1971年10月10日 中央公」
論美術出版 85p～85p

・「768，山形 鈴木正一郎氏蔵 銅造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 396p～397p」

1333年

正慶2年2月9日
○不動明王・毘沙門天像 三重県松阪市 継松寺

蓮覚作

正慶2年3月30日
○千手観音像 山形県大石田町 乗船寺

木造 金泥 玉眼 1軀 立像
（像内墨書）

・佐藤東一「山形県の彫刻概観/木造千手観音立像 乗船寺 『山形県文化財調査報告書 第十一集』山形県の彫刻 1961」
年3月31日 山形県教育委員会 23p～23p

・「東北地方の在銘像/40，山形 乗船寺 千手観音立像 『東北古代彫刻史の研究』1971年10月10日 中央公論美術出版」
86p～86p

・「771，山形 乗船寺 木造千手観音立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 397p～397p」
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・麻木脩平「山形県/564，千手観音立像 乗船寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」
学生社 367p～367p

元弘3年9月3日
○孝養太子像 愛知県名古屋市熱田区 聖徳寺

木造 彩色 玉眼 1軀 立像
（左袖矧目陰刻）

・佐々木隆美「彫刻の部/1 木造聖徳太子立像 聖徳寺 『 愛知）県指定文化財調査報告書』第一冊 1970年3月 愛知」（
県教育委員会 1p～2p

・「772，愛知 聖徳寺 木造聖徳太子立像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 398p～398p」
・小嶋泉「愛知県/485，聖徳太子立像 聖徳寺 『日本の仏像<中部>』仏像集成２ 1992年1月15日 学生社 335p～335p」
・「図版解説/136 木造 聖徳太子孝養立像 愛知・聖徳寺 『聖徳太子信仰の美術』四天王寺開創1400年記年出版」

1996年1月10日 東方出版社 309p～309p
・塩澤寛樹「第三章 作品解説/第一節 名古屋・尾張/4 聖徳太子立像 聖徳寺（名古屋市熱田区 『愛知県史 別編）」

文化財３ 彫刻』 2013年3月31日 愛知県 200p～201p

元弘3年9月20日～暦応3年8月6日（1333～1340)
○文殊菩薩像 福岡県福岡市 飯盛文殊堂

木造 漆箔・彩色 玉眼 1軀 坐像（騎獅像）
仏師湛幸法印,塗師源兵衛尉政貞（文殊像内前部墨書）

・「796，福岡 飯盛文殊堂 木造文殊菩薩騎獅像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 407p～408p」
・八尋和泉「≪九州在銘彫刻シリーズ≫筑前飯盛神社神宮寺文殊堂文殊菩薩騎獅像および豊前大興前寺如意輪観音像に

ついてー九州西大寺末寺の仏像新資料二例ー」1976年3月 九州歴史資料館研究論集』2 25p～63p
・「＜資料解説・所蔵者＞/文殊菩薩騎獅像 福岡市・飯盛文殊堂 『関門の潮流 翔けぬけた鎌倉武士たち』開館十五」

周年記念特別展 1990年10月19日 北九州市立歴史博物館 79p～79p
・ 「 （ ） 」『 』末吉武史 作品解説/59 文殊菩薩騎獅像 福岡 福岡市 ・飯盛文殊堂 特別展 九州仏 1300年の祈りとかたち

2014年10月12日 特別展「九州仏」実行委員会 228p～229p
・「銘文抜粋/59 文殊菩薩騎獅像 福岡・飯盛文殊堂 『特別展 九州仏 1300年の祈りとかたち』 2014年10月12日」

特別展「九州仏」実行委員会 244p～245p

正慶2年10月下旬
○阿弥陀如来像 埼玉県行田市 長福寺（武州騎西郡糯田郷六角堂旧蔵）

木造 金泥・漆箔 1軀 坐像
（膝裏墨書） 1333年修造

・「銘文集/89，長福寺阿弥陀如来坐像 『関東彫刻の研究』 1964年10月10日 学生社 363p～364p」
・「773，埼玉 長福寺 木造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 398p～398p」
・内藤勝雄「埼玉県/264，阿弥陀如来坐像 長福寺 『日本の仏像＜北海道・東北・関東＞』仏像集成１ 1989年7月1日」

学生社 180p～180p
・山田磯夫「3-33 木造阿弥陀如来坐像 長福寺 『さいたまの名宝 国宝・重要文化財』1991年10月22日 平凡社 215p」

～215p
・塚田良道「資料解説/1 阿弥陀如来坐像 長福寺 『仏像と寺宝』第十七回企画展 2003年10月11日 行田市郷土博物」

館 p～p
・青木忠雄「第Ⅰ部 埼玉の仏像巡礼/3 慶派の仏像/3-8 長福寺木造阿弥陀如来坐像 『埼玉の仏像巡礼』 2011年」

1月3日 幹書房 35p～35p
・簗瀬大輔「第二部 上州の真宗門徒と念仏衆/第一章 横曽根門徒と荒木門徒/22 木造阿弥陀如来坐像 埼玉県行田市

・長福寺 『親鸞と妙安寺ーそして知らぜらる上州の真宗門徒ー』第91回企画展 2011年4月23日 群馬県立歴史博」
物館 48p～48p
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元弘3年10月24日
●地蔵菩薩像 奈良県桜井市 大念寺

石造 厚肉彫 1軀 坐像
（光背裏面陰刻）

・「文化財編/第四章 金石文 桜井市金石文集英/地蔵石仏（元弘三年） 大福・大念寺 『桜井市史 上巻』 1979年」
12月3日 桜井市 940p～941p

・「第二編 本編 元弘三年(1333)/451，大念寺 地蔵石仏 桜井市大福」 『奈良県史16 金石文（上 』 1985年7月）
25日 名著出版 257p～257p

元徳2年12月～建武2年1月24日（1330～1335）
●阿弥陀如来像 福島県いわき市 惣善寺

木造 1軀 坐像
師匠長裕□□□（膝裏墨書）

・「東北地方の在銘像/38，福島 惣善寺 阿弥陀如来坐像 『東北古代彫刻史の研究』 1971年10月10日 中央公論美術」
出版 85p～85p

・「780，福島 惣善寺 木造阿弥陀如来坐像 『造像銘記集成』 1985年10月25日 東京堂出版 400p～401p」
・若林繁「3南北朝時代/(3) 浜通り/(一)惣善寺阿弥陀如来坐像 『福島の仏像ー福島県仏像図説ー』1997年6月30日」

福島県立博物館 166p～168p
・「県指定重要文化財/彫刻/木造阿弥陀如来坐像 惣善寺 『いわき市の文化財』 2003年3月20日 いわき市教育委員会」

46p～46p

無年紀
●日蓮像 京都市上京区 妙覚寺

木造 彩色 玉眼 1軀 坐像
法印院興作（像内墨書）

・清水真澄「仏師院興作の京都・妙覚寺木造日蓮聖人坐像 『佛教藝術』198 1991年9月30日 毎日新聞社 76p～84p」
・浅湫毅「作品解説/78 日蓮坐像 妙覚寺 『特別展覧会 日蓮と法華の名宝ー華ひらく京都町衆文化ー 「立正安国」 』

論」奉進七五〇年記念 2009年10月9日 京都国立博物館・日本経済新聞社 257p～257p
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************************************************
鎌倉彫刻資料集 造像銘記編（稿本）
（1301年～1333年）
令和3年5月30日 校了
春秋堂文庫 加藤春秋
GCH03610@nifty.com

*************************************************


