
企画展「秘仏への旅 －出雲･石見の観音巡礼－」　展示一覧

＊展示品保護のため、一部展示替えいたします。

第１章　出雲の観音巡礼 ◎重要文化財　 ○島根県指定文化財　 □市指定文化財

指定 名称 所蔵者 数量 時代
10/4～
10/17

10/18～
10/31

11/1～
11/14

11/15～
11/30

1 ◎ 銅造観音菩薩立像 鰐淵寺 （出雲市） 1躯 白鳳時代

2 ◎ 銅造観音菩薩立像 鰐淵寺 （出雲市） 1躯 奈良時代

3 ◎ 木造十一面観音菩薩立像 清水寺 （安来市） 1躯 平安時代

4 ◎ 木造聖観音菩薩立像 巌倉寺 （安来市） 1躯 平安時代

5 ◎ 木造聖観音菩薩立像 禅定寺 （雲南市） 1躯 平安時代

6 ○ 木造観音菩薩立像 禅定寺 （雲南市） 1躯 平安時代

7 木造千手観音菩薩立像 千手院（松江市） 1躯 平安時代

8 木造聖観音菩薩坐像 峯寺 （雲南市） 1躯 平安時代

9 □ 木造聖観音菩薩立像 寿福寺 （雲南市） 1躯 平安時代

10 ◎ 木造観音菩薩坐像 清水寺 （安来市） 1躯 平安時代

11 ◎ 木造十一面観音菩薩立像 浄音寺 （松江市） 1躯 鎌倉時代

12 ◎ 銅造阿弥陀如来立像 善光寺 （松江市） 1躯 鎌倉時代

13 銅造観音菩薩立像 清巌寺 （松江市） 1躯

14 十一面観音菩薩懸仏 一畑寺（出雲市） 1面 平安時代

15 十一面観音菩薩懸仏 鰐淵寺 （出雲市） 1面 鎌倉時代

16 ◎ 梵鐘 光明寺 （雲南市） 1口 統一新羅時代

17 ◎ 絹本着色聖観音菩薩像 峯寺 （雲南市） 1幅 平安時代

18 ○ 絹本着色不動明王二童子像 峯寺 （雲南市） 1幅 鎌倉時代

19 ○ 絹本着色不動明王像 鰐淵寺 （出雲市） 1幅 鎌倉時代

20 ○ 絹本着色天台大師像 鰐淵寺 （出雲市） 1幅 鎌倉時代

21 絹本着色十六羅漢像 鰐淵寺 （出雲市） 16幅 室町時代 4幅 4幅 4幅 4幅

22 ○ 絹本着色種子両界曼荼羅図 鰐淵寺 （出雲市） 2幅 鎌倉時代

23 巡礼札
島根県埋蔵文化財調査
センター

1点 桃山時代

24 出雲札所観音霊場記 満願寺（松江市） 3冊 江戸時代

25 出雲札三拾三所道法順付絵図 古代出雲歴史博物館 1枚 江戸時代

26 出雲国三十三所札所めぐり 古代出雲歴史博物館 1冊 江戸時代

胎蔵界 金剛界
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27 出雲三十三所観音霊場絵図 常栄寺（松江市） 1冊 江戸時代

28 出雲国孝養伝 島根県立図書館 1冊 江戸時代

29 島根札由来記 千手院（松江市） 1巻 江戸時代

第２章　石見の観音巡礼 ◎重要文化財　 ○島根県県指定文化財　 □市指定文化財

指定 名称 所蔵者 数量 時代
10/4～
10/17

10/18～
10/31

11/1～
11/14

11/15～
11/30

30 銅造観音菩薩立像 定徳寺（美郷町） 1躯 白鳳時代

31 ○ 銅造観音菩薩坐像 福泉寺 （江津市） 1躯 統一新羅時代

32 木造観音菩薩立像 安国寺 （浜田市） 1躯 平安-鎌倉時代

33 木造十一面観音菩薩坐像 観音寺 （江津市） 1躯 江戸時代

34 ◎ 木造不動明王坐像 極楽寺 （神奈川県） 1躯 平安時代

35 ○ 木造天部立像 多陀寺 （浜田市） 1躯 平安時代

36 銅造薬師如来立像 宝福寺 （浜田市） 1躯 鎌倉-南北朝時代

37 木造阿弥陀如来坐像 福泉寺 （江津市） 1躯 平安時代

38 木造阿弥陀如来坐像 西念寺（大田市） 1躯 鎌倉時代

39 □ 木造阿弥陀如来立像 極楽寺 （浜田市） 1躯 鎌倉-南北朝時代

40 ○ 絹本着色不動明王二童子像 清水寺 （大田市） 1幅 室町時代

41 ○ 絹本着色不動明王二童子像 清水寺 （大田市） 1幅 室町時代

42 □ 絹本着色弘法大師像 清水寺 （大田市） 1幅 室町時代

43 □ 絹本着色高野四所明神像 清水寺 （大田市） 1幅 室町時代

44 □ 絹本着色釈迦三尊十六善神像 清水寺 （大田市） 1幅 室町時代

45 ○ 絹本着色釈迦三尊十六善神像 泉光寺 （益田市） 1幅 室町時代

46 □ 絹本着色仏涅槃図 浄琳寺 （浜田市） 1幅 江戸時代

47 □ 絹本着色石門源義像 洞泉寺 （浜田市） 1幅 南北朝時代

48 ○ 紙本墨画淡彩大麻山境内図 大麻山神社 （浜田市） 1巻 桃山時代

49 刺繍十一面観音菩薩像 多陀寺 （浜田市） 1幅 江戸時代

50 ○ 梵鐘 高野寺 （大田市） 1口 鎌倉時代

51 石州三十三所本縁 龍雲寺（浜田市） 1巻 江戸時代 （巻き替えをします）

（巻き替えをします）

（巻き替えをします）
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