
・No.の欄に「P」を付したものは写真パネルによる展示品である。

・一部、基礎情報の表記が適わない資料がある。

零、衣を着せる仏像

No. 名称等 員数 材質等 寸法（単位＝cm） 年代 所蔵等

1 裸形阿弥陀如来立像 1躯 木造・漆箔 像高101.8 鎌倉時代 転法輪寺

2
裙
（裸形阿弥陀如来立像付属）

1枚 転法輪寺

壱、なに着る？どう着る？

No. 名称等 員数 材質等 寸法（単位＝cm） 年代 所蔵等

3
佛像幖幟義箋註
（義海述解）

3冊 刊本 26.8×18.0 元禄10年〔1697〕
佛教大学
附属図書館

4
畫像須知
（中西誠応著）

1冊 刊本 26.8×19.2 弘化5年〔1848〕序
佛教大学
附属図書館

5 釈迦三尊像 1幅 絹本着色 116.0×54.5（本紙） 江戸時代前期 金戒光明寺

6 釈迦如来像（赤釈迦）複製 1幅 絹本着色・截金 163.0×84.5（本紙）
現代（原像：平安時
代後期）

神護寺

7 仏涅槃図 1幅 絹本着色 145.0×112.5（本紙） 南北朝時代 神護寺

8 観経曼陀羅図（伝恵心筆） 1幅 絹本着色 120.0×119.0（本紙） 鎌倉時代 百萬遍知恩寺

Ｐ 阿弥陀如来坐像 1躯 木造・漆箔 像高84.8 平安時代後期 佛陀寺

Ｐ 阿弥陀如来坐像 1躯 木造・漆箔 未計測 江戸時代 転法輪寺

Ｐ
百万徧手引如来立像（寺伝
表記）

1躯 木造・金泥・漆箔 未計測 江戸時代 善導院

9 十一面観音立像 1躯 木造・漆箔 像高82.0　台座高39.0 平安時代後期 知恩院

Ｐ 観音菩薩立像 1躯 木造・彩色・截金 像高89.0 鎌倉時代 知恩院

Ｐ 十一面観音立像 1躯 木造・漆箔 像高123.6 平安時代後期 遍照寺

10 不動明王立像 1躯 木造・彩色 像高52.0 平安時代後期 清浄華院

11
大乗比丘十八物図
（敬光撰）

1冊 刊本 25.4×17.8 文政7年〔1824〕敘
佛教大学
附属図書館

12 方服図儀 2冊 刊本 25.8×18.8 宝暦2年〔1752〕
佛教大学
附属図書館

13 佛制比丘六物図（元照撰） 1冊 刊本 27.8×19.4 延宝6年〔1678〕跋
佛教大学
附属図書館

弐、趣向の異なる装いで

No. 名称等 員数 材質等 寸法（単位＝cm） 年代 所蔵等

14
阿弥陀如来坐像
（前田昌宏作）

1躯 木造・素地・截金 像高61.0 現代 称念寺

15 阿弥陀聖衆来迎図 1幅 紙本着色 105.5×45.5（本紙） 安土桃山時代 金戒光明寺

16 阿弥陀来迎図 1幅 絹本着色 92.0×38.0（本紙） 室町時代 金戒光明寺

17 六字名号阿弥陀三尊来迎図 1幅 紙本墨画 86.6×38.4（本紙） 安永6年〔1777〕 金戒光明寺

18 阿弥陀三尊来迎図 1幅 絹本刺繍 96.2×36.2（本紙） 江戸時代前期 金戒光明寺

19 阿弥陀如来像 1幅 絹本墨画 81.0×33.5（本紙） 明代 金戒光明寺

新補（現代）
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参、衣文のカタチ

No. 名称等 員数 材質等 寸法（単位＝cm） 年代 所蔵等

20
薬師如来立像
（京都市指定文化財）

1躯 木造・素地 像高121.5 平安時代前期 神光院

21
翻波式衣文モデル
（前田昌宏作）

1点 木造 高22.0 現代 ミュージアム資料

Ｐ 薬師如来立像 1躯 木造素地 像高170.6
奈良時代末～平安時
代初

神護寺

肆、ときにキャラクターを表象する

No. 名称等 員数 材質等 寸法（単位＝cm） 年代 所蔵等

22 地蔵菩薩坐像 1躯 木造・彩色 像高85.6 平安時代後期 佛陀寺

Ｐ 白衣観音像（土佐光芳筆） 1幅 紙本淡彩 130.5×54.9（本紙） 江戸時代 百萬遍知恩寺

23 十一面観音像・善女龍王像 1幅 紙本着色 37.4×28.2（本紙）　 江戸時代 西雲院

24
天衣（垂下部）モデル
（前田昌宏作）

1点 木造 高66.0 現代 ミュージアム資料

伍、墨染と半金色

No. 名称等 員数 材質等 寸法（単位＝cm） 年代 所蔵等

25
善導大師坐像
（前田昌宏作）

1躯 木造・彩色 総高62.0 現代 龍見院

26 二祖対面図 1幅 絹本着色 85.0×40.0（本紙） 江戸時代初期
佛教大学
附属図書館

27 善導大師像 1幅 紙本墨画 90.9×31.6（本紙） 室町時代 百萬遍知恩寺

28 法然上人像 1幅 絹本着色 86.5×37.8（本紙） 室町時代 百萬遍知恩寺

29
五条袈裟
（伝法然上人所用）

1領 麻 丈70.8×幅144.5 鎌倉時代 清浄華院

陸、浄土宗にまつわる御袈裟

No. 名称等 員数 材質等 寸法（単位＝cm） 年代 所蔵等

30 伝釈尊藕糸之袈裟 1領 絹 計測不可 年代不詳 清浄華院

31
九条袈裟
（伝慈覚大師所用）

1領 麻 丈107.5×幅192.0 年代不詳 清浄華院

32 浄花院霊宝縁起 1冊 写本 24.6×16.6 室町～安土桃山時代
佛教大学
附属図書館

33 法然上人涅槃図 1幅
紙本木版彩色・紙
本墨書

69.6×50.8（本紙） 江戸時代 金戒光明寺

34 七条袈裟 1領
唐織・プラチナ純
金別織

丈135.0×幅197.5 平成16年〔2004〕 知恩院

Ｐ 九条袈裟貼屏風 4曲1隻 袈裟：絹・刺繍
袈裟：丈116.0×幅
306.0

南宋～元時代 知恩院


