
特別展　遷宮　出品リスト　

3/25～4/18 4/20～5/18
プロローグ　遷宮とは

85-47 増浦行仁　「本殿遷座祭」 １点 平成時代（２１世紀） 増浦行仁

1 御櫛笥 １式 江戸時代（１７世紀） 出雲大社
2 二重亀甲有字紋散蒔絵角赤手箱 １式 江戸時代（１８世紀） 出雲大社

第１部　出雲大社の造営・遷宮
3 日本書紀　巻二 １冊 江戸時代（慶長１０年〈１６０５〉刊） 当館
4 古事記　中巻 １冊 江戸時代（寛永２１年〈１６４４〉刊） 当館
5 校正　日本書紀  巻二六 １冊 江戸時代（享和３年〈１８０３〉刊） 当館
6 出雲国風土記（古代文化センター本） １冊 江戸時代(１７世紀) 当館
7 重文 杵築大社造営遷宮旧記注進 １巻 鎌倉時代（１２―１３世紀） 北島家
8 重文 杵築大社造営遷宮勘例案 １巻 鎌倉時代（１３世紀） 北島家
9 杵築大社造営并国造遷宮式事実中心 １巻 江戸時代（寛保元年〈１７４１〉） 北島家
10 杵築大社正殿造営日記目録 １巻 鎌倉時代（１３世紀） 千家家
11 重文 宝治二年造営遷宮儀式注進（造営所注進） １巻 鎌倉時代（建長元年〈１２４９〉） 出雲大社
12 金輪御造営差図（原図） １巻 鎌倉―室町時代（１３－１６世紀） 千家家
13 金輪御造営差図（模本） １舗 千家家

14-1 重文 出雲大社境内遺跡（旧本殿跡）出土品 手斧 ２口 鎌倉時代(１３世紀) 出雲大社
14-2 重文 出雲大社境内遺跡（旧本殿跡）出土品　鎹 ３点 鎌倉時代(１３世紀) 出雲大社
14-3 重文 出雲大社境内遺跡（旧本殿跡）出土品　帯状金具 １点 鎌倉時代(１３世紀) 出雲大社
14-4 重文 出雲大社境内遺跡（旧本殿跡）出土品　釘 ５点 鎌倉時代(１３世紀) 出雲大社
14-5 重文 出雲大社境内遺跡（旧本殿跡）出土品　皿・坏・柱状高台付杯 １１点 鎌倉時代(１３世紀) 出雲大社
15 重文 出雲大社并神郷図 １巻 鎌倉（１３－１４世紀） 千家家
15 出雲大社并神郷図（複製品） １巻 当館
16 大社御造営日記一 １冊 江戸時代（寛文３年〈１６６３〉頃） 個人
17 御造営日記 １冊 江戸時代（寛文４年〈１６６４〉頃） 個人
18 出雲国造系譜考　 １冊 江戸時代（貞享３年〈１６８６〉） 千家家
19 大社御造営一紙目録 １冊 江戸時代（寛文八年〈一六六八〉） 個人
20 県 杵築大社近郷絵図 １幅 江戸時代（１７世紀） 北島家
21 寛永御絵図 １幅 江戸時代（一七世紀） 千家家
22 杵築大社造営鍛冶上座次第 １巻 江戸時代（貞享２年〈１６８５〉書写） 北島家
23 杵築大社造営鍛冶上座次第 １巻 江戸時代（宝永二年〈１７０５〉書写） 当館
24 中世本殿八角柱 １箇 室町時代（１４世紀後半―１６世紀） 出雲大社
25 市 木造不動明王立像 １躯 室町時代（１６世紀） 松林寺
26 出雲大社境内祭礼図（三月会神事及び真菰神事図） 1幅 江戸時代（１７―１８世紀） 千家家
27 県 杵築大社境内絵図 １幅 江戸時代（１７世紀） 千家家
28 出雲大社御本社二十分ノ一図 １幅 江戸時代(寛文８年〈１６６８〉) 出雲大社
29 出雲大社境内図（北島家屋敷図） １葉 江戸時代（１７世紀） 北島家
30 出雲大社本殿木形（模型）（一/三○） １基 江戸時代（寛文４年〈１６６４〉頃） 出雲大社
31 県 二重亀甲剣花菱紋蒔絵文台・硯箱 ２具 江戸時代（寛文７年〈１６６７〉） 出雲大社
32 三月会神事図屏風（舞楽・相撲・獅子舞図） ６曲１双 江戸時代（１７世紀） 出雲大社
33 松平乗賢書状写 １通 江戸時代（享保５年〈１７２０〉） 北島家
34 両国造名代北島市正願書案 １通 江戸時代（元文元年〈１７３６〉） 北島家
35 出雲国大社造営寄進帳 １冊 江戸時代（享保１０年〈１７２５〉） 個人
36 勧化状 １冊 江戸時代（１８世紀） 当館（富家文書）
37 延享本殿棟札 １枚 江戸時代（延享元年〈１７４４〉） 北島家
38 出雲大社延享造営傅　乾 １冊 江戸時代（１８世紀） 出雲大社
39 出雲大社及境内周辺図 ３幅 江戸時代（１８世紀） 国立歴史民俗博物館
40 身逃神事行列之図 １幅 江戸時代(１９世紀) 個人
41 御簾 １張 江戸時代（１８世紀） 北島家
42 出雲　大社八景 １５枚 江戸時代（１９世紀） 個人
43 出雲宮御せんぐうのづ １葉 江戸時代（文化４年〈１８０７〉） 個人
44 出雲大社正遷座之図 １幅 明治時代（明治１４年〈１８８１〉） 個人
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45 出雲大社正遷座之図 １幅 明治時代（明治一四年〈１８８１〉） 個人
第２部　受け継ぐかたち－建造物の保存修理－
（１）「平成の大遷宮」の社殿修理

48 出雲大社本殿図面（正面図・平面図） 平成時代（平成２７年〈２０１５〉） （公財）文化財建造物保存技術協会制作

49 ちゃんぬり実験金具 ３点 平成時代（平成２３年〈２０１１〉頃） （公財）文化財建造物保存技術協会

50 交換飾り金具　本殿勝男木小口銅板・垂木飾金具 ２点 明治時代(明治１４年〈１８８１〉頃) 出雲大社

51 出雲大社明細書　官幣大社出雲大社乙図 １枚 明治時代（明治１６年〈１８８３〉頃） 島根県立図書館
52 本殿上段の畳 １畳 昭和時代（昭和２８年〈１９５３〉頃） 出雲大社
53 西神饌所部材墨書絵 ２枚 江戸時代（１７世紀） 出雲大社
54 媒家傅之神書　追記 １巻 江戸時代（寛文７年<１６６７〉） 個人
55 出雲国杵築大社御神殿天井八雲之図 １巻 江戸時代（寛文７年〈１６６７〉） 千家家
56 四尺皮試験葺模型 １点 平成時代（平成２１年〈２００９〉頃） 出雲大社
57 八足門欄間彫刻　波と桜 １面 江戸時代（１７世紀） 出雲大社
58 十九社棟札 １枚 江戸時代（文化６年〈１８０９〉） 出雲大社
59 出雲大社延享造営傳　素鵞　坤 １冊 江戸時代（１８世紀） 出雲大社

三十六歌仙図額　 ８面
　紀貫之・柿本人麻呂・山辺赤人・中納言家持
　在原業平・僧正遍昭・小野小町・猿丸太夫

61 花鳥彩色絵（百合図） ４面 江戸時代(１７世紀) 出雲大社
62 県 舞楽図屏風 ６曲１双 江戸時代(１７世紀) 出雲大社

（２）建造物の保存修理
63 附国宝 神魂神社心御柱古材 １箇 南北朝時代（正平元年〈１３４６〉） 神魂神社
64 神魂神社本殿模型（一／一○） １基 昭和時代（２０世紀） 国立歴史民俗博物館
65 神魂神社本殿平面図・平面図(一/四○) ２葉 昭和時代（２０世紀） 文化庁所管/奈良文化財研究所
66 神魂社古図 １幅 江戸時代（明和４年〈１７６７〉） 北島家
67 附重文 佐太神社指図板 １枚 江戸時代（貞享４年〈１６８７〉頃） 佐太神社
68 附重文 佐太神社棟札 １枚 江戸時代（貞享４年〈１６８７〉） 佐太神社
69 県 黒漆御供台 ３基 南北朝時代（応安２年〈１３６９〉在銘）佐太神社
70 県 鏡像　円鏡線刻十一面観音坐像 １面 平安時代（１２世紀） 佐太神社
71 県 鏡像　方鏡著彩阿弥陀如来来迎図 １面 室町時代 佐太神社
72 佐太大社本殿正面図・平面図 平成時代（平成２８年〈２０１６〉 （公財）文化財建造物保存技術協会制作
73 神魂神社本殿壁画（写真展示） （江戸時代前期） 神魂神社
74 出雲国美保神社真景 １枚 江戸時代（慶應２年〈１８６６〉） 美保神社
75 国幣中社美保神社之絵図 １枚 明治時代（明治１８年〈１８８５〉頃） 美保神社
76 美保関港詳細絵図 1巻 昭和時代（昭和１０年〈１９３５〉） 美保神社

77 美保神社本殿正面図・平面図（一／三○） ２葉 平成時代（平成７年〈１９９５〉）
奈良文化財研究所/
（公財）文化財建造物保存技術協会制作

78 清水寺境内図 １葉 明治時代（明治１９年〈１８８６〉以前） 安来市立図書館
79 県 金銅十一面観音像懸仏 １面 室町時代（応永２０年〈１４１３〉在銘） 清水寺

80 清水寺本堂正面図・平面図（一／五○） ４葉 平成時代（平成４年〈１９９２〉）
奈良文化財研究所/
（公財）文化財建造物保存技術協会制作

81 日御碕神社之絵図 １葉 大正時代（大正１２年〈１９２３〉） 当館

82
日御碕神社　神の宮　鬼板
　　　　　   　　楼門　　鬼板

２点
昭和時代（昭和４４年〈１９６９〉）
大正時代（大正１３年〈１９２４〉）

日御碕神社

83 日御碕神社　楼門　蟇股 １点 江戸時代（１７世紀） 日御碕神社

84
日御碕神社　神の宮　本殿・幣殿・拝殿・玉垣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　側面図・平面図（一／五○）

２葉 昭和時代（昭和４３年〈１９６８〉） 文化庁所管/奈良文化財研究所

46 出雲大社遷宮御神輿 １基 明治時代（明治１４年〈１８８１〉頃） 出雲大社
47 遷宮記念品・感謝状 １具・１枚 昭和時代（昭和２８年〈１９５３〉） 個人

第３部　受け継ぐこころ－増浦行仁「神の宮」－写真展

85 「神の宮」（出雲大社） ５９点 平成時代（２１世紀） 増浦行仁

86 「神の宮」（伊勢神宮） １０点 平成時代（２１世紀） 増浦行仁

二面ずつ展示

一隻ずつ展示

60 江戸時代(１７世紀) 出雲大社


