
1 紺紙金泥仏説阿弥陀経 1巻 平安時代後期 梅林天満宮（熊本県玉名市）

2 称讃仏土摂受経 1巻 鎌倉～南北朝時代 大覚寺（熊本県玉名市）

3 法華経提婆達多品（写真展示） 1巻 鎌倉時代 満願寺（熊本県南小国町）

4 浄土曼荼羅図 1幅 中国・元時代 大慈禅寺（熊本市）

◎ 5 智光曼荼羅図 1幅 室町時代 元興寺（奈良市）

6 清海曼荼羅図 1幅 室町時代 聖光寺（奈良国立博物館寄託）

7 当麻曼荼羅図 1幅 江戸時代 荘厳寺（熊本県八代市）

8 当麻曼荼羅図 1幅 江戸時代 大本山善導寺(福岡県久留米市)

○ 9 阿弥陀三尊図 1幅 鎌倉時代 往生院（熊本市）

◎ 10 木造阿弥陀三尊像（後期展示） 3躯 鎌倉時代 城泉寺（熊本県湯前町）

◎ 11 木造菩薩形坐像（後期展示） 2躯 平安時代 即成院（京都市）

12 地獄図 2幅 江戸時代後期～近代 大覚寺（熊本県玉名市）

◎ 13 二河白道図（前期展示） 1幅 鎌倉時代 香雪美術館（兵庫県神戸市）

14 二河白道図 1幅 江戸時代 大本山善導寺(福岡県久留米市)

15 木造閻魔王坐像 1躯 江戸時代 来迎院(熊本市）

16 木造地蔵菩薩半跏像 1躯 鎌倉時代 延命地蔵堂（熊本県八代市）

17 木造地蔵菩薩坐像 1躯 南北朝時代 玉泉寺（熊本県八代市）

○ 18 山越阿弥陀図 1幅 室町時代 西教寺（大津市歴史博物館寄託）

19 阿弥陀二十五菩薩来迎図 1幅 室町時代 大本山善導寺(福岡県久留米市)

20 阿弥陀二十五菩薩来迎図 1幅 江戸時代 荘厳寺（熊本県八代市）

○ 21 阿弥陀三尊来迎図 １幅 鎌倉時代 往生院（熊本市）

○ 22 阿弥陀三尊来迎図(写真展示） 1幅 南北朝時代 西巌殿寺(熊本県阿蘇町）

23 阿弥陀三尊来迎図 1幅 室町時代 大覚寺（熊本県玉名市）

◎ 24 木造阿弥陀三尊像（写真展示） 3躯 鎌倉時代（1295） 青蓮寺(熊本県多良木町）

○ 25 木造阿弥陀三尊像 1躯 鎌倉時代 光明寺跡阿弥陀堂(熊本県八代市）

○ 26 木造阿弥陀如来坐像 1躯 平安時代後期 老松観音堂（宮崎県総合博物館寄託）

27 木造阿弥陀如来坐像 1躯 平安時代後期 誓願寺跡阿弥陀堂（熊本県上村）

28 木造阿弥陀如来立像（写真展示） 1躯 平安時代後期 法性寺(熊本市）
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29 木造阿弥陀如来立像 1躯 平安時代後期 鬼木阿弥陀堂（熊本県人吉市）

◎ 30 木造阿弥陀如来坐像（写真展示） 1躯 平安時代末～鎌倉時代 願成寺(熊本県人吉市）

○ 31 木造阿弥陀如来坐像 1躯 平安時代末～鎌倉時代 盛光寺(熊本県八代市）

◎ 32 木造釈迦如来立像 1躯 鎌倉時代 福城寺（熊本県砥用町）

33 木造阿弥陀如来立像（写真展示） 1躯 鎌倉時代 来光寺（熊本県玉名市）

34 木造阿弥陀如来立像（後期展示） 1躯 鎌倉時代 来迎院(熊本市）

35 木造阿弥陀如来立像（写真展示） 1躯 鎌倉時代 源空寺(熊本市）

36 木造阿弥陀如来坐像 1躯 鎌倉時代後期 蓮華寺（鹿児島県阿久根市）

37 木造如来形仏頭 1頭 鎌倉時代 万年寺跡阿弥陀堂（熊本県八代市）

38 木造阿弥陀如来坐像(写真展示） 1躯 南北朝時代 霜野阿弥陀堂（熊本県鹿央町）

39 木造阿弥陀如来坐像及び納入品 1躯 江戸時代/鎌倉時代（納入品） 極楽寺跡阿弥陀堂（熊本県宇土市）

○ 40 木造阿弥陀・善導・法然像 3躯 鎌倉時代 光岩寺（福島県三春町）

41 法然上人図 1幅 江戸時代 大覚寺（熊本県玉名市）

42 法然上人絵伝 4幅 江戸時代 荘厳寺(熊本県八代市）

◎ 43 木造鎮西上人坐像 1躯 鎌倉時代 大本山善導寺（福岡県久留米市）

○ 44 末代念仏授手印 1巻 鎌倉時代（1228） 大本山善導寺（福岡県久留米市）

○ 45 末代念仏授手印 1巻 鎌倉時代（1228） 往生院(熊本市）

46 木造阿弥陀如来立像 1躯 江戸時代（1611） 正教寺（熊本県八代市）

47 七高祖図 1幅 江戸時代(1628) 安養寺（熊本県八代市）

48 聖徳太子図 1幅 江戸時代（1628） 安養寺(熊本県八代市）

49 親鸞聖人御影 1幅 江戸時代（1703） 光円寺（熊本県八代市）

50 蓮如上人御影 1幅 江戸時代（1865） 光円寺（熊本県八代市）

51 木造親鸞聖人坐像 1躯 桃山時代 正教寺（熊本県八代市）

52 親鸞聖人絵伝 4幅 江戸時代（1720） 照光寺（熊本県八代市）

○ 53 木造阿弥陀如来坐像（三世仏） 1躯 鎌倉時代（1260） 如来寺（熊本県宇土市）

54 石造阿弥陀三尊像（善光寺式・写真展示） 1基 鎌倉時代 鶴阿弥陀堂（熊本市）

55 円台寺磨崖仏群（善光寺式・写真展示） 1基 鎌倉時代 円台寺（熊本県植木町）

56 銅造阿弥陀三尊像（善光寺式） 3躯 江戸時代 凡導寺(熊本県山鹿市）

57 阿弥陀三尊図（善光寺式） 1幅 江戸時代 荘厳寺(熊本県八代市）

58 木造阿弥陀如来立像（清涼寺式・写真展示） 1躯 鎌倉時代 専行寺(熊本県荒尾市）

59 木造阿弥陀如来倚像（黄檗様式） 1躯 江戸時代 光輪寺（熊本市）

○ 60 木造阿弥陀･薬師･観音懸仏（神仏習合） 3面 平安後期（1184） 熊野座神社(熊本県植木町）

○ 61 木造山王神坐像（神仏習合） 3躯 鎌倉時代 釈迦院(熊本県泉村）

○ 62 木造阿弥陀如来坐像（神仏習合・写真展示） 1躯 桃山～江戸初 階下釈迦堂(熊本県八代市）

２　 浄土宗と鎮西（弁阿）上人の足跡

３　近世浄土真宗寺院の堂内

４　浄土教美術の諸相


