
作品番号 指定 作品名 制作年代 員数 所蔵者 展示期間

2 ● 平忠盛奥書筆�紺紙金字阿弥陀経 平安時代�久安5年(1149) 1巻 五島美術館 3月27日~4月8日

4 ● 中右記 鎌倉時代
44巻のうち1
巻

陽明文庫 ○

5 中右記 江戸時代 4冊 陽明文庫 ○

6 長秋記 鎌倉時代
22巻のうち1
巻

宮内庁書陵部 ○

7
多賀町

指定
仏舎利相承系図 鎌倉時代�14世紀 1巻 滋賀・胡宮神社 2月25日~3月18日

8 ● 平清盛書状
平安時代�保元2年(1157)ヵ�正月

18日
1通 京都大学附属図書館 ○

11 後白河院庁下文
平安時代�永暦2年(1161)�����2月

26日
1通 京都・妙法院 ○

16 六波羅合戦図屏風 江戸時代�17世紀 6曲1双 東京国立博物館
右隻 2月25日~3月18日
左隻 3月20日~4月8日

18 平治物語絵巻断簡�六波羅合戦巻（落ちゆく義朝主従） 鎌倉時代�13世紀中頃 1幅 大和文華館 2月25日~3月11日

19 平治物語絵巻�三条殿焼討�模本 江戸時代�19世紀 1巻 東京国立博物館 3月20日~4月8日

22 平治物語絵巻�六波羅行幸巻�模本 江戸時代�寛政元年(1789) 1巻 馬の博物館 ○

24 保元･平治物語絵巻 江戸時代�17世紀
12巻のうち4
巻

海の見える杜美術館 ○

25 愚管抄 室町時代 6冊のうち1冊 宮内庁書陵部 ○

26 公卿補任 江戸時代 1冊 宮内庁書陵部 ○

27 平家物語絵巻 江戸時代初期
36巻のうち2
巻

林原美術館
巻第5上 3月20日~4月8日
巻第6中 2月25日~3月18日

28 奈良絵本�平家物語 江戸時代
24冊のうち5
冊

神奈川県立歴史博物館 ○

29 源平盛衰記絵巻 江戸時代�17世紀
12巻のうち3
巻

個人蔵 ○

31 ● 兵範記 平安時代�12世紀
49巻のうち1
巻

京都大学附属図書館 ○

32 山槐記 江戸時代 5冊 陽明文庫 ○

33 玉葉 鎌倉時代�13世紀
50冊のうち2
冊

宮内庁書陵部 ○

34 奈良絵貼交屏風�築島・信田 江戸時代�17世紀 6曲1双 海の見える杜美術館 ○

36 ● 天皇摂関御影 鎌倉時代 2巻のうち上巻 徳川美術館 3月13日~3月25日

37 天子御影 安土桃山時代�16世紀 1巻 陽明文庫 ○

追加 大臣影 江戸時代初期 1巻 陽明文庫 ○

追加 大臣似絵 江戸時代初期 1巻 陽明文庫 2月25日~3月11日

39 ● 公家列影図 鎌倉時代�13世紀 1巻 京都国立博物館 3月27日~4月8日

43 鳥羽法皇・美福門院・八条院像 桃山－江戸時代�16-17世紀 3幅対 京都・安楽寿院 ○

44 待賢門院像 江戸時代 1幅 京都・法金剛院 2月25日~3月11日

46 後白河法皇像 江戸時代 1幅 京都・泉涌寺 2月25日~3月11日

47 後白河法皇像�複製 1幅 神奈川県立歴史博物館 3月13日~4月8日

48 梁塵秘抄口伝集 南北朝時代�康暦元年(1379) 1冊 宮内庁書陵部 ○

49 梁塵秘抄口伝集 江戸時代 1冊 陽明文庫 ○

51 後白河法皇参詣時祈念祝詞 原文：平安時代�治承3年(1179) 1葉 広島・厳島神社 ○

55 富士見西行図 江戸時代�延宝元年(1673) 1幅 大阪・法楽寺 ○

57 ● 藤原定家書状并円位勘返状 鎌倉時代前期 1幅
公益財団法人冷泉家時雨

亭文庫
2月25日~3月11日

59 西行物語絵巻 南北朝時代�14世紀 4巻のうち1巻 サントリー美術館 ○

60 西行物語絵巻 室町時代�15世紀 3巻のうち1巻 サントリー美術館 ○

62 奈良絵本�西行物語 江戸時代 4冊のうち1冊 京都大学附属図書館 ○

64 山家集 江戸時代 3冊 陽明文庫 ○

神戸市立博物館開館30年記念 NHK大河ドラマ50年�特別展「平 清盛」（神戸会場）出品目録

※作品番号は図録番号です。番号のないものは神戸市立博物館では展示されません。
※○印の作品は全期間展示(2月25日~4月8日)です。ただし場面替をすることがあります。また予告なく展示期間が変更されることがあります。
※指定欄の◎印は国宝�●は重要文化財、◆は重要美術品を表します。



作品番号 指定 作品名 制作年代 員数 所蔵者 展示期間

65 ● 高山寺文書 平安時代
6曲1双のうち
左隻

国立歴史民俗博物館 2月25日~3月18日

72 御手摺書正躰供養日記 原文：平安時代�安元3年(1177) 1葉 広島・厳島神社�野坂家蔵 ○

73 平重盛像 江戸時代�18世紀 1幅 大阪・法楽寺 ○

76 平重盛書状 平安時代�永万元年(1165)9月4日 1幅 文化庁 ○

78 ● 伝平重盛所用�銅製水瓶 鎌倉時代 1口 愛媛・大山祇神社 3月27日~4月8日

79 伝平経正奉納�琵琶�銘 青山 1面 福岡市美術館(黒田資料) 3月20日~4月8日

80 平重衡像 江戸時代 1幅 京都・安福寺 ○

81
神戸市

指定
平敦盛像 桃山時代�天正20年(1592) 1幅 兵庫・須磨寺(福祥寺) ○

83 ◆ 高倉天皇像 室町時代�15世紀 1幅 京都・大覚寺 ○

85 ● 厳島御幸記並高倉院昇霞記 鎌倉時代�14世紀 1帖 東京国立博物館 2月25日~3月11日

86 小督局像 江戸時代 1幅 京都・泉涌寺 2月25日~3月11日

87 ● 隆房卿艶詞絵巻 鎌倉時代�13世紀 1巻 国立歴史民俗博物館 3月13日~3月25日

89 滝口縁起絵巻 室町時代�16世紀 2巻のうち上巻
京都・清凉寺(嵯峨釈迦

堂)
○

90 安徳天皇像 桃山－江戸時代�17世紀 1幅 京都・泉涌寺 3月27日~4月8日

91
山口県

指定
安徳天皇縁起絵図 室町時代�16世紀 8幅のうち2幅 山口・赤間神宮

一の谷 2月25日~3月18日
屋島� 3月20日~4月8日

93 雪中常盤図 江戸時代�19世紀 1幅 細見美術館 ○

95-2 ●
鉄鶴文銅象嵌金銀鍍鏡轡(法住寺殿跡武具埋納遺構出

土)
平安時代後期 1双 公益財団法人木下美術館 ○

95-4 ● 脇楯(法住寺殿跡武具埋納遺構出土) 平安時代後期 1面 公益財団法人木下美術館 2月25日~3月18日

95-5 ● 土器(法住寺殿跡武具埋納遺構出土) 平安時代後期 2点 公益財団法人木下美術館 ○

96
鉄雲龍文銅象嵌金銀鍍鍬形(法住寺殿跡武具埋納遺構

出土)�復元品
現代(1988年) 1点 京都府京都文化博物館 ○

97-1 火災にあった瓦(法住寺殿北殿跡出土) 平安時代�12世紀 4点 京都市考古資料館 ○

97-2 土器類(法住寺殿北殿跡出土) 平安時代�12世紀 3点 京都市考古資料館 ○

98-1 播磨産瓦(鳥羽離宮跡出土) 平安時代�12世紀 4点 京都市考古資料館 ○

98-2 木製五輪塔(鳥羽離宮跡出土) 平安時代�12世紀 1組 京都市考古資料館 ○

98-3 緑釉円塔(鳥羽離宮跡出土) 平安時代�12世紀 3点 京都市考古資料館 ○

98-4 土器類(鳥羽離宮跡出土) 平安時代�12世紀 6点 京都市考古資料館 ○

99-1 青白磁合子(三条西殿跡出土) 平安時代 3点 京都府京都文化博物館 ○

99-2 青白磁小皿(三条西殿跡出土) 平安時代 1点 京都府京都文化博物館 ○

99-3 白磁小皿(三条西殿跡出土) 平安時代 1点 京都府京都文化博物館 ○

100 白磁碗(高倉宮跡出土) 平安時代�12世紀 2口 京都府京都文化博物館 ○

101-1 白磁碗(土御門内裏跡出土) 平安時代�12世紀 1点 京都府京都文化博物館 ○

101-2 輪宝(土御門内裏跡出土) 平安時代�12世紀 1面 京都府京都文化博物館 ○

102-1 白磁水注(平安京左京八条三坊二町跡出土) 12-13世紀 1口 京都府京都文化博物館 ○

102-2 白磁小皿(平安京左京八条三坊二町跡出土) 12-13世紀 1口 京都府京都文化博物館 ○

102-3 青磁碗(平安京左京八条三坊二町跡出土) 12-13世紀 1口 京都府京都文化博物館 ○

102-4 青磁小皿(平安京左京八条三坊二町跡出土) 12-13世紀 1口 京都府京都文化博物館 ○

102-5 墨書磁器(平安京左京八条三坊二町跡出土) 12-13世紀 1口 京都府京都文化博物館 ○

102-6 刀装具鋳型(平安京左京八条三坊二町跡出土) 12-13世紀 5点 京都府京都文化博物館 ○

109 ◎ 平家納経�法華経提婆達多品第十二 平安時代�長寛2年(1164) 1巻 広島・厳島神社 ○

114 ◎ 平家納経�法華経観世音菩薩普門品第二十五 平安時代�長寛2年(1164) 1巻 広島・厳島神社 ○

116 ◎ 平家納経�勧普賢経 平安時代�長寛2年(1164) 1巻 広島・厳島神社 ○



作品番号 指定 作品名 制作年代 員数 所蔵者 展示期間

117
平家納経 模本のうち平清盛願文、法華経序品第一、法

華経法師品第十、法華経法師功徳品第十九
大正9-14年(1920-25)

33巻のうち4
巻

大倉集古館 ○

118 ◎ 金銀荘雲龍文銅製経箱(平家納経納置) 平安時代�長寛2年(1164) 1具 広島・厳島神社 2月25日~3月25日

119 金銀荘雲龍文銅製経箱(平家納経納置)�模造 大正時代�20世紀 1具 大倉集古館 3月27日~4月8日

120 ◎ 平清盛・頼盛合筆�紺紙金字法華経・観普賢経 平安時代�承安2年(1172) 8巻のうち2巻 広島・厳島神社 ○

123 ◎ 伝源為朝所用�小桜韋黄返威鎧 平安時代�12世紀 1領 広島・厳島神社 ○

125 ◎ 伝平宗盛奉納�太刀�銘 友成作 平安時代後期 1口 広島・厳島神社 2月25日~3月25日

129 ◎ 古神宝類のうち�双鳳文螺鈿平塵飾太刀鞘 平安時代�12世紀 1口 広島・厳島神社 ○

139 松喰鶴文蒔絵小唐櫃�模造 大正11年(1922) 1合 広島県立美術館 ○

140 ◎ 古神宝類のうち�檜扇 平安時代�12世紀 1柄 広島・厳島神社 ○

141 ◎ 古神宝類のうち�飾太刀箱 平安時代�寿永2年（1183） 1合 広島・厳島神社 ○

143 ● 狛犬 平安－鎌倉時代
14軀のうち3
軀

広島・厳島神社

1軀（平安時代制作）��������� 2月
25日~4月8日
1軀 2月25日~3月25日
1軀 3月27日~4月8日

144 ● 伝平重衡所用�七絃琴 平安時代�12世紀 1面 広島・厳島神社 2月25日~3月25日

145 管絃祭屏風 昭和3年(1928) 2曲1隻 広島・厳島神社 ○

146 ● 舞楽面�陵王 平安－鎌倉時代�12-13世紀 1面 広島・厳島神社 ○

154 ● 平盛国奉納�舞楽面�二ノ舞(腫面) 平安時代�承安3年(1173) 1面 広島・厳島神社 ○

156 建春門院神宝幣奉納日記 原文：平安時代�嘉応2年(1170) 1葉 広島・厳島神社�野坂家蔵 ○

158 後白河院并建春門院神宝物奉納日記
原文：平安時代�承安2年(1172)4

月2日
1葉 広島・厳島神社 ○

161 房顯覚書 安土桃山時代�天正8年(1580) 1冊 広島・厳島神社�野坂家蔵 ○

162 仁治度厳島神社社殿復元模型 平成18年(2006) 1基 国立歴史民俗博物館 ○

163 ● 聖観音像 平安時代�12世紀 1幅 島根・峯寺 2月25日~3月18日

166 ● 愛染明王像 平安時代�12世紀 1幅 細見美術館 3月20日~4月8日

168 ◎ 十二天像のうち日天・閻魔天 平安時代�大治2年(1127)
12幅のうち2
幅

京都国立博物館
日天 2月25日~3月18日
閻魔天 3月20日~4月8日

169 ◎ 鳥羽院・美福門院・待賢門院等結縁�久能寺経 平安時代�12世紀
17巻のうち1
巻

静岡・鉄舟禅寺 ○

170 美福門院発願�荒川経 平安時代�12世紀 1巻 五島美術館 ○

171 ● 後白河法皇奉納�神護寺経 平安時代�12世紀
2317巻のう
ち2巻

京都・神護寺
尊婆須蜜経巻第5 2月25日~3
月18日 、同巻第10 3月20日~
4月8日

172 後白河法皇奉納�神護寺経 平安時代�12世紀 1巻 五島美術館 ○

174 ● 阿弥陀如来坐像 平安時代�12世紀 1軀 京都・醍醐寺 ○

178 ● 不動明王二童子像 鎌倉時代�13世紀 1幅 大阪・法楽寺 ○

181 ● 鳥羽院御願�不動明王二童子像 平安時代�久寿元年(1154) 1軀 京都・峰定寺 ○

183 ● 伝平清盛寄進�密教法具 平安時代�12世紀 8口 兵庫・勝福寺 ○

184 ● 草花文磬 平安時代�仁平4年(1154) 1面 京都・峰定寺 ○

187 類聚雑要抄指図巻 江戸時代 4巻のうち1巻 サントリー美術館 ○

188 年中行事絵巻�内宴 江戸時代�天保11年(1840)
11巻のうち1
巻

陽明文庫 ○

189 宋船模型 現代(鎌倉時代のものを復元) 1艘 福岡市博物館 ○

190 貨客船模型 現代(平安時代のものを復元) 1艘 広島県立歴史博物館 ○

191-1 墨書磁器(博多遺跡群出土) 12-13世紀 5点 福岡市教育委員会 ○

191-2 天目碗(博多遺跡群出土) 12-13世紀 2点 福岡市教育委員会 ○

191-3 白磁碗(博多遺跡群出土) 12-13世紀 5点 福岡市教育委員会 ○

191-4 褐釉陶器騎馬人物像(博多遺跡群出土) 12-13世紀 1点 福岡市教育委員会 ○

191-5 白磁犬像(博多遺跡群出土) 12-13世紀 1点 福岡市教育委員会 ○

191-6 白磁人物像水滴(博多遺跡群出土) 12-13世紀 1点 福岡市教育委員会 ○



作品番号 指定 作品名 制作年代 員数 所蔵者 展示期間

191-7 青白磁文鎮(博多遺跡群出土) 12-13世紀 1点 福岡市教育委員会 ○

191-8 中国式瓦(博多遺跡群出土) 12-13世紀 2点 福岡市教育委員会 ○

192 宋版�太平御覧
原文：10世紀後半�刊行：慶元5年

(1199)
114冊のうち
2冊

宮内庁書陵部
巻206-214 2月25日~3月25
日、巻215-222 3月13日~4月
8日

193 伝宋版�太平御覧 原文：10世紀後半 5冊のうち1冊 京都大学附属図書館 ○

194 ● 釈迦三尊十六羅漢像 平安時代�12世紀 5幅のうち1幅 兵庫・斑鳩寺 ○

195 ◎ 閻魔天像 平安時代�12世紀 1幅 京都・醍醐寺 ○

196 ● 伝平重盛所持�青磁茶碗�銘 馬蝗絆 中国・南宋時代�13世紀 1口 東京国立博物館 ○

198
神戸市

指定
青磁印花菊花文盤 中国・元-明時代�14世紀 1枚 兵庫・太山寺 ○

199
神戸市

指定
青磁刻花牡丹唐草文瓶�青磁貼花牡丹唐草文瓶 中国・元-明時代�13-14世紀 2口 兵庫・太山寺 ○

200-1 青白磁合子(経尾経塚出土) 12世紀 1合 広島・厳島神社 ○

200-2 山吹双鳥文鏡(経尾経塚出土) 12世紀 1面 広島・厳島神社 ○

200-3 陶製甕(経尾経塚出土) 12世紀 1口 広島・厳島神社 ○

201-1
神戸市

指定
和鏡(滝ノ奥経塚出土) 12世紀 2面 神戸市教育委員会 ○

201-2
神戸市

指定
青白磁合子(滝ノ奥経塚出土) 12世紀 4点 神戸市教育委員会 ○

201-3
神戸市

指定
独鈷杵(滝ノ奥経塚出土) 12世紀 1点 神戸市教育委員会 ○

201-4
神戸市

指定
鍍金鳳凰飾金具(滝ノ奥経塚出土) 12世紀 1点 神戸市教育委員会 ○

202-1 玳玻天目碗(祇園遺跡出土) 12世紀 1口 神戸市教育委員会 ○

202-2 京都産の瓦(祇園遺跡出土) 平安時代�12世紀 2点 神戸市教育委員会 ○

202-3 かわらけ(祇園遺跡出土) 平安時代�12世紀 10点 神戸市教育委員会 ○

203 白磁四耳壺(二葉町遺跡出土) 12世紀 1口 神戸市教育委員会 ○

204-1 墨書磁器(大物遺跡出土) 12世紀 1点 尼崎市教育委員会 ○

204-2 白磁碗(大物遺跡出土) 12世紀 1口 尼崎市教育委員会 ○

204-3 骨角製笄(大物遺跡出土) 平安時代�12世紀 4点 尼崎市教育委員会 ○

204-4 経石(大物遺跡出土) 平安時代�12世紀 12点 尼崎市教育委員会 ○

205 ● 延慶本 平家物語 室町時代
12帖のうち1
帖

大東急記念文庫 ○

207 百二十句本 平家物語 室町時代中期
12冊のうち1
冊

京都府立総合資料館 ○

208 平家琵琶�銘 初音 江戸時代�元禄9年(1696) 1面 彦根城博物館 3月27日~4月8日

210
京都市

指定
平家琵琶�銘 千鳥 江戸時代以前 1面 個人蔵 2月25日~3月25日

212 赤韋威鎧�複製 平成15年（2003） 1領 高梁市歴史美術館 ○

213 伝源頼朝奉納�龍笛�銘 葛城丸 室町時代 1管 彦根城博物館 3月27日~4月8日

215 ● 波螺鈿鞍 鎌倉時代�13世紀 1背 福岡市美術館(黒田資料) 3月27日~4月8日

216
伝源頼朝佩用 古神宝類のうち 沃懸地杏葉螺鈿太刀 模

造
原品：鎌倉時代 1口 神奈川県立歴史博物館 ○

217 古神宝類のうち 沃懸地杏葉螺鈿胡籙 模造 原品：鎌倉時代 1口 神奈川県立歴史博物館 ○

218 伝源頼義奉納 古神宝類のうち 朱漆弓 模造 原品：鎌倉時代 1張 神奈川県立歴史博物館 ○

219 伝源頼義奉納 古神宝類のうち 黒漆矢 模造 原品：鎌倉時代 3隻 神奈川県立歴史博物館 ○

222 平家物語絵扇面散らし屏風 桃山時代�17世紀 2曲1隻 大倉集古館 ○

223 弓張月図 江戸時代�19世紀 双幅 細見美術館 ○

227 木曽義仲合戦図屏風 江戸時代 6曲1双 国立歴史民俗博物館
右隻�2月25日~3月18日
左隻�3月20日~4月8日

228 巴御前・木曽義仲図屏風 江戸時代�19世紀 6曲1双 馬の博物館 2月25日~3月11日

229 春日権現験記 模本 江戸時代�19世紀
20巻のうち1
巻�巻4

東京国立博物館 3月27日~4月8日

230 春日権現霊験記絵巻 江戸時代�享保20年(1735)
20巻のうち1
巻�巻4

陽明文庫 ○

231 一の谷･屋島合戦図屏風 江戸時代�17世紀 6曲1双 京都・誓願寺 3月27日~4月8日

233 一の谷合戦図屏風 桃山時代�16世紀 2曲1隻 個人蔵 ○

234 小敦盛絵巻 室町時代�16世紀 1巻 サントリー美術館 ○

237 源平合戦図屏風 江戸時代 6曲1双 神奈川県立歴史博物館 3月13日~3月25日

241 大原御幸図屏風 江戸時代�17世紀 6曲1隻 馬の博物館 ○
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