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【資料集】

排架場所 請求記号 資料コード

下巻

下巻

2 時宗中世文書史料集　（白金叢書） 高野修／編 白金叢書刊行会 1991.5

【単行本】

排架場所 請求記号 資料コード

(要：申請書等)

(要：紹介状等)

8
鎌倉国宝館図録Ⅱ（室町時代）
－鎌倉国宝館図録 第26集－

三浦勝男／編
鎌倉市教育委員会
鎌倉国宝館

1984.2 ライブラリ 708/ｶ/26 100065630

12
時宗文化財調査報告書　-第1集-
(平成10年度～平成14年度)

時宗文化財保存専門委員会
／編

時宗宗務所 2007.3

13 清浄光寺史 清浄光寺史編集委員会／編
藤沢山無量光院清浄光
寺（遊行寺）

2007.9 第２書庫 185.9/ｼ 100039106

14
時宗文化財調査報告書　-第2集-
(平成15年度～平成19年度)

時宗文化財保存専門委員会
／編

時宗宗務所 2009.7

15
時宗文化財調査報告書　-第3集-
(平成20年度～平成21年度)

時宗文化財保存専門委員会
／編

時宗宗務所 2011.3

16
時宗文化財調査報告書　-第4集-
(平成22年度～平成23年度)

時宗文化財保存専門委員会
／編

時宗宗務所 2013.1

17 一遍仏教と時宗教団 長澤昌幸／著 法蔵館 2017.1 中世資料室 188.69/ﾅ 100091354

藤沢市総合市民図書館 *

No. タイトル 編著者 出版者 出版年
所蔵している場所

2019年度 特別展　【真教と時衆】　関連文献リスト
2019年10月5日

No. タイトル 編著者 出版者 出版年
所蔵している場所

東京国立博物館資料館（1982年版）

神奈川県立図書館

立正佼成会付属佼成図書館

横浜市中央図書館 *

神奈川県立図書館

神奈川県立図書館

『長楽寺千年』を収載する『浄土信仰の展
開』（勉誠出版 2014年）の所蔵館：

神奈川県立図書館 *

横浜市中央図書館 *

鎌倉市図書館 ★

神奈川県立図書館

（詳細は電話でご確認ください。）

1 定本時宗宗典　上巻・下巻 時宗宗典編纂委員会／編 時宗宗務所 1979.1
神奈川県立図書館　　　　上巻

藤沢市総合市民図書館　上巻

国立国会図書館

神奈川県立図書館

1 時衆年表 望月華山／編 角川書店 1970.1

茅ヶ崎市立図書館（1978年版）

神奈川県立図書館

横浜市中央図書館

座間市立図書館

藤沢市図書館（総合市民・南市民） *

3 時宗二祖他阿上人法語
真教／著
大橋俊雄／編著

大蔵出版 1975.1
小田原市立図書館 *

神奈川県立図書館

藤沢市総合市民図書館

2 一遍上人絵伝 （『日本の美術』第56号） 宮次男／編 至文堂 1971.1
神奈川県立図書館

横浜市中央図書館 *

横浜市中央図書館 *

4 一遍と時宗教団 （教育社歴史新書） 大橋俊雄／著 教育社 1978.10

大和市立図書館 *

鎌倉市図書館 * ★

平塚市中央図書館 *

藤沢市図書館（４館すべて） *

川崎市立中原図書館 * ★

横浜市立図書館（中央・保土谷） *

神奈川県立図書館

6 時宗の寺々 禰冝田修然／著 禰冝田修然 1980.5
東京大学史料編纂所図書室

日本大学芸術学部図書館 (江古田)

5 新修日本絵巻物全集　第23巻　遊行上人縁起絵 宮次男・角川源義／編 角川書店 1979.9 藤沢市図書館（辻堂市民 * ・湘南大庭 * ・総合市民）

大和市立図書館 *

横浜市立図書館（中央・瀬谷） *

7 長楽寺千年 長楽寺／編 長楽寺

1982.3
初版

1997.7
改訂版

9
遊行・藤沢歴代上人史―時宗七百年史―　（白金
叢書）

祢冝田修然・高野修／著 松秀寺 1989.10 寒川総合図書館

藤沢市総合市民図書館

11 時宗教団史―時衆の歴史と文化― 高野修／著 岩田書院 2003.3

小田原市立図書館 *

厚木市立中央図書館 *

大磯町立図書館 *

10 時宗寺院名所記 禰冝田修然・高野修／編著 梅花書店 1994.3

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000566011&MENUNO=4
http://urx.red/SFbw
http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/tosho/etsuran.html#gakugai
http://www.art.nihon-u.ac.jp/facility/library/use/#ptab_box6
http://urx.red/ipwK
http://webopac.tnm.jp/detail?bbid=1000086638
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000588014&MENUNO=4
https://www.kosei-kai.or.jp/030katsudo/0308/030807/
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203023535&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004652394&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004652395&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004837001&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500203408&MENUNO=4
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCH2.CSP?
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001909991&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000566013&MENUNO=4
http://urx.red/auWq
http://id.ndl.go.jp/bib/024848628
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004652397&MENUNO=4
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1272792
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000555122&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190143418&MENUNO=4
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?DB=LIB&FROMFLG=1&BID=B10095445
http://urx.red/RWHo
https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/disp/id/281753
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000536519&MENUNO=4
http://urx.red/XTVp
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=ZASSHI&SSNO=1-0000132823&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=ZASSHI&SSNO=1-0000030260&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190144496&MENUNO=4
https://library.city.yamato.kanagawa.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1005010009387
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCH2.CSP?DB=LIB&MODE=1
http://urx.red/Hzw1
http://urx.red/iVIq
http://www.library.city.kawasaki.jp/search.html
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190021246&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000536511&MENUNO=4
https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=2000806749&opkey=B156920747224119&start=1&totalnum=10&listnum=4&place=&list_disp=20&list_sort=6&fc_val=dptidpl%23%40%231F0&cmode=0&chk_st=0&check=0000000000
https://artlib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=1000308967&opkey=B156921191816808&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00
http://urx.red/nvtf
https://library.city.yamato.kanagawa.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1006010020223
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190034545&MENUNO=4
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000140458&MENUNO=4
http://urx.red/RbAp
https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/disp/id/180163
https://www.lib.mytownclub.com/opac/disp/id/840097
http://oiso-lib.scn-net.ne.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=3355


18 国宝一遍聖絵の全貌 五味文彦／編 高志書院 2019.4 中世資料室 721.2/ｺﾞ 100092469

【論文】
論文掲載誌

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

1 長楽寺の時宗肖像彫刻 毛利久／執筆
『佛教藝術』第96号
毎日新聞社

1974.5 第２書庫 雑/705/ﾌﾞ －

2 時宗の肖像彫刻 山田泰弘／執筆
『佛教藝術』第96号
毎日新聞社

1974.5 第２書庫 雑/705/ﾌﾞ －

3 時宗の肖像彫刻について 薄井和男／執筆
『古美術』第77号
三彩社

1986.1 第２書庫 雑/705/ｺ －

5 長楽寺の時宗祖師像 松島健／執筆
『佛教藝術』第185号
毎日新聞社

1989.7 第２書庫 雑/705/ﾌﾞ －

6 時衆の本尊考序説 山田泰弘／執筆
『佛教藝術』第185号
毎日新聞社

1989.7 第２書庫 雑/705/ﾌﾞ －

8 中世浄土系肖像彫刻の基礎的研究 薄井和男／執筆
『鹿島美術研究』
年報第14号別冊
鹿島美術財団

1997.1 第２書庫 博物館刊行物 －

9
時宗肖像彫刻の像主について―遊行六代一鎮上
人像をめぐって―

薄井和男／執筆
『美術史論叢―造形と文
化―』清水眞澄／編
雄山閣

2000.8 第１書庫 704/ｼ 100005743

10
七条仏所による時宗祖師像製作の初期の様相に
ついて―迎称寺・伝一鎮上人坐像と長楽寺・真教
上人倚像をめぐって―

淺湫毅／執筆
『学叢』第23号
京都国立博物館

2001.3 第２書庫 博物館刊行物 －

11
小田原市蓮台寺の時宗二祖他阿真教寿像につい
て

薄井和男／執筆
『佛教藝術』第280号
毎日新聞社

2005.5 第２書庫 雑/705/ﾌﾞ －

12 時宗成立期の本尊―阿弥陀像に関する研究― 薄井和男／執筆
『鹿島美術研究』
年報第23号別冊
鹿島美術財団

2006.1 第２書庫 博物館刊行物 －

13
「遊行上人縁起絵」における時宗二祖・他阿真教
像の成立をめぐる一考察

中村ひの／執筆
『美術史』
第60巻第2号通巻170号
美術史學會

2011.3 第２書庫 雑/705/ﾋﾞ －

14 法台寺蔵木造他阿真教上人坐像 津田徹英／執筆
『國華』第1401号
國華社

2012.7 第２書庫 雑/705/ｺ －

15
詞書の筆跡からみた金蓮寺本『遊行上人縁起絵』
の位相

津田徹英／執筆
『美術研究』第423号
東京文化財研究所

2018.1 第２書庫 雑/705/ﾋﾞ －

17
〈研究ノート〉神奈川県立歴史博物館蔵　一遍上
人像の画讃をめぐって

津田徹英／執筆
『パラゴーネ』第6号
青山学院大学比較芸術学会

2019.3 第１書庫 705/ﾊﾟ/6 100092006

【展覧会図録等】

排架場所 請求記号 資料コード

1 特別展　遊行の美術 神奈川県立博物館／編 神奈川県立博物館 1985.10 図録書庫 図録/ｶ/1985 200151983

2 特別展　一遍―神と仏との出会い― 佐野美術館／編 佐野美術館 1992.10 図録書庫 図録/54-ｻ/1992 200167468

3 時衆の美術と文芸―遊行聖の世界―
時衆の美術と文芸展実行委
員会／編

時衆の美術と文芸展実行
委員会

1995.1 ライブラリ 188.69/ｼﾞ 200069177

4
特別展　時衆の美術と文芸―中世の遊行聖と藤
沢―

藤沢市教育委員会博物館建
設準備担当／編

[藤沢市教育委員会] 1996.2 図録書庫 図録/37-ﾌ/1996 200157246

5 特別展　遊行寺蔵一遍上人絵巻の世界 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 1997.9 ライブラリ 99/1997/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 600068779

6
特別陳列　旧七条道場金光寺開創七〇〇年記念
長楽寺の名宝

京都国立博物館／編 京都国立博物館 2000.10

7 特別展　国宝一遍聖絵　別冊金沢文庫篇 神奈川県立金沢文庫／編 神奈川県立金沢文庫 2015.1 図録書庫 図録/37-ｶ/2015 600051122

8 特別展　国宝一遍聖絵 神奈川県立歴史博物館／編 遊行寺宝物館 2015.10 ライブラリ 204/2015/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 600071229

9
特別展　時宗二祖上人七百年御遠忌記念　国宝
一遍聖絵と時宗の名宝

京都国立博物館、朝日新聞
社／編

京都国立博物館 2019.4 ライブラリ 図録/62-ｷ/2019a 600070882

国立新美術館アートライブラリー

神奈川県立金沢文庫図書閲覧室 ★

寒川総合図書館

※千葉大学学術成果リポジトリ（図版非公開）

No. タイトル 編著者 出版者 出版年
所蔵している場所

No. 論文タイトル 論文執筆者 出版年

4 真教上人の木像について 山田泰弘／執筆
『時宗史研究』第2号
時宗史研究会

1987.5 国立国会図書館

国立劇場伝統芸能情報館図書閲覧室 ★

所蔵している場所

16
称念寺蔵「他阿真教像」について―寿像「筒の御
影」序論―

中村ひの／執筆

『未完成―企図／作品／
芸術家―』（千葉大学大学
院人文公共学府研究プロ
ジェクト報告書 第333集）
池田忍/編　千葉大学大
学院人文公共学府

2018.2

冊子の所蔵館：国立国会図書館

7 越後の時宗寺院と称念寺一鎮像 川村知行／執筆
『上越市史研究』第2号
上越市史編さん委員会

1997.3
横浜市立大学 学術情報センター

http://opac.nact.jp/mylimedio/search/av1.do?bibid=174833
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kanazawa_opac/index.jsp
https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000141853&MENUNO=4
http://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/104895/
http://id.ndl.go.jp/bib/000000044365
http://www3.ntj.jac.go.jp/intrasite/CARINWEBOPAC.HTM
http://id.ndl.go.jp/bib/029069361
http://urx.red/UTCo

