
no. 資料名 点数 時代 所蔵者 展示期間

1 　八幡縁起絵　下巻 １巻 永享11年(1439) 大分県立歴史博物館 通期

2 ●八幡宇佐宮御託宣集　巻十四 １巻 室町時代(15世紀) 宇佐市・宇佐神宮 通期

3 ○木造若宮神像 ５躯 平安時代(12世紀) 宇佐市・宇佐神宮 通期

3-1　木造大鷦鷯命坐像

3-2　木造大葉枝皇子坐像

3-3　木造小葉枝皇子坐像

3-4　木造雌鳥皇女坐像

3-5　木造隼総別皇子坐像

4   木造獅子・狛犬像 ２躯 室町時代(15世紀) 宇佐市・宇佐神宮 通期

4-1　木造獅子像

4-2　木造狛犬像

5 ○宇佐八幡宮弥勒寺建立縁起 １巻 延徳３年(1491) 京都府・石清水八幡宮 通期

6 　弥勒寺跡出土遺物 ９点 奈良時代(8世紀) 大分県立歴史博物館 通期

6-1　鬼瓦

6-2　軒丸瓦

6-3　軒平瓦

6-4　奈良三彩破片

6-5　刻書土師器

7 　孔雀文磬(複製)［原品:国宝］ １点 承元３年(1209)
大分県立歴史博物館
(原品:個人)

通期

8 △木造不動明王坐像 １躯 室町時代(14世紀) 宇佐市・大善寺 通期

9 △木造愛染明王坐像 １躯 室町時代(14世紀) 宇佐市・大善寺 通期

10 ○豊前国宇佐宮絵図 １幅 応永25年(1418)頃 宇佐市・宇佐神宮 前半期

　豊前国宇佐宮絵図(複製)
　［原品:国指定重要文化財］

１幅 原品:応永25年(1418)頃 宇佐市・宇佐神宮 後半期

11 △神子禅師栄尊の頂相頭部残欠 １躯 建武4年(1337) 宇佐市・円通寺 通期

令和4年度特別展「宇佐神宮」展示資料一覧

■会期中、一部の作品の展示替えをおこないます。
　展示期間：前半期［10/14-11/ 6］ 後半期［11/ 8-11/27］

○国指定重要文化財、国指定重要有形民俗文化財／●県指定文化財／△市指定文化財

　第1章　宇佐宮の神々

　第2章　弥勒寺



no. 資料名 点数 時代 所蔵者 展示期間

12 　宇佐宮御造営并御神事法会再興日記 １巻
戦国～江戸時代
(16～17世紀)

大分県立歴史博物館 通期

13 ●宇佐宮境内図 １幅
宝暦～安永年間
(1751～1781)頃

宇佐市・宇佐神宮 通期

14 ●宇佐宮絵図 １幅
嘉永～安政年間
(1848～1860)頃

宇佐市・宇佐神宮 通期

15 ●八幡大神宮境内図 １幅 明治６年(1873) 宇佐市・宇佐神宮 通期

16
　木造僧形八幡神坐像・女神坐像(複製)
  ［原品:国指定重要文化財］

３躯
原品:平安時代後期
     (12世紀)

大分県立歴史博物館
(原品:杵築市・八幡奈多宮)

通期

16-1　男神坐像(伝応神天皇)

16-2　女神坐像①(伝比売大神)

16-3　女神坐像②(伝神功皇后)

17 ○銅板法華経
筥板４枚
経板２枚

保延７年(1141) 豊後高田市・長安寺 通期

17-1　経筥

17-2　経板

18   銅板法華経(複製)［原品:国宝］
経筥１合
経板２枚

原品:康治元年(1142)
九州国立博物館
(原品:福岡県・国玉神社)

通期

18-1　経筥

18-2　経板①

18-3　経板②

19 ●頼厳上人坐像 １躯
平安～鎌倉時代
(12～13世紀)

福岡県・国玉神社
(求菩提資料館寄託)

通期

20 ●彦山流記 １巻 鎌倉時代(13～14世紀) 福岡県添田町 通期

21 ●金銅装神輿(二之御殿) １基 応永27年(1420) 宇佐市・宇佐神宮 通期

22
○綾本著色法華経絵(旧宇佐神宮神輿
  障子絵)徳治本 四曲一双

１隻 鎌倉時代(14世紀) 大分県立歴史博物館 前半期

23
○綾本著色法華経絵(旧宇佐神宮神輿
  障子絵)応永本 二曲一隻

１隻 室町時代(15世紀) 大分県立歴史博物館 後半期

24   僧形八幡神像 １幅
南北朝～室町時代
(14～15世紀)

宇佐市・宇佐神宮 後半期

25 ●八幡宇佐宮御託宣集 霊巻五 １巻 文明２年(1470) 大分市・柞原八幡宮 通期

26   豊日別宮社記 １巻 大永５年(1525)
福岡県・行橋市草場区
(行橋市教育委員会寄託)

前半期

27 ○木造女神騎牛像 １躯 鎌倉時代末(14世紀) 福岡県・八幡古表神社 通期

28 △木造虚空津姫命立像 １躯 鎌倉時代(14世紀) 福岡県・八幡古表神社 通期

29 ○御舞人形 ４躯 年代不詳 福岡県・八幡古表神社 後半期

29-1　天御中主大神

29-2　伊邪那岐大神

　第4章　放生会と行幸会

　第3章　神仏習合



no. 資料名 点数 時代 所蔵者 展示期間

29-3　大国魂大神

29-4　伊邪那美大神

30 ○相撲人形 ４躯 年代不詳 福岡県・八幡古表神社 前半期

30-1　八意思兼大神（行事神）

30-2　誉田大神

30-3　祇園大神

30-4　住吉大神

31 ●和間浜放生会法用場荘厳幷仮屋形絵図 １巻 応永20年（1413）
個人
(大分県立歴史博物館寄託)

後半期

32 ●薦社絵縁起　第一幅 １幅 江戸時代（17世紀）
中津市・薦神社所蔵
(中津市教育委員会寄託)

通期

33 　宇佐宮八箇瀬社八幡宮略絵図 １舗 江戸時代（17～19世紀）
個人所蔵
（大分県立歴史博物館寄託）

通期

34 　八幡宇佐宮八箇泉社略絵図 １舗
江戸～明治時代
（19世紀）

個人所蔵
（大分県立歴史博物館寄託）

通期

35 　嘉元々年癸卯行幸会旧図之写 １舗 原本:嘉元元年（1303）
個人所蔵
（大分県立歴史博物館寄託）

通期

36 　乙咩社々頭当時現在之絵図 １舗 慶応4年（1868）
個人所蔵
（大分県立歴史博物館寄託）

通期

37
　宇佐宮神領大鏡(複製)
  ［原品:国指定重要文化財］

１巻
原品:鎌倉時代
　　（13世紀）

大分県立歴史博物館所蔵
（原品：個人所蔵）

通期

38 △辛嶋郷司漆嶋並貫妻藤原氏女解 １点 嘉暦2年(1327)
個人所蔵
（宇佐市教育委員会寄託）

通期

39 ●経筒 ３点 平安時代(12世紀)
豊後大野市・大行事八幡社
(豊後大野市教育委員会寄託)

通期

39-1  銅製経筒① 大治元年(1126)

39-2  銅製積上式経筒②

39-3  銅製経筒③(傘蓋のみ)

40
　豊前国宇佐郡中津御領矢頭組略絵図
　(パネル展示)

１点 原品:文久元年(1861) 原品:宇佐市教育委員会 通期

41 　広瀬井路絵図 １舗 江戸時代(19世紀)
日田市・公益財団法人廣瀬資
料館

通期

42 　世界かんがい施設遺産登録証 ２点 令和3年 宇佐市 通期

43 　世界かんがい施設遺産登録楯 １点 令和3年 宇佐市 通期

44 　東大寺八幡縁起絵巻 下巻 １巻 天文４年(1535)
奈良県・東大寺
(奈良国立博物館寄託)

通期

45 　東大寺八幡宮祭礼転害会図絵 巻二 １巻
寛政年間
(1789～1801)頃

奈良県・手向山八幡宮 前半期

　東大寺八幡宮祭礼転害会図絵 巻三 １巻
寛政年間
(1789～1801)頃

奈良県・手向山八幡宮 後半期

46 　八幡宮神輿図絵 １巻 寛政6年(1794) 奈良県・手向山八幡宮 通期

47 　浮絵 源頼朝公鎌倉鶴ヶ岡ニテ鶴ヲ放ツ図 １面 江戸時代(19世紀) 神奈川県藤沢市教育委員会 前半期

　第5章　十郷三箇荘

　第6章　八幡勧請



no. 資料名 点数 時代 所蔵者 展示期間

48 　名所八景鎌倉晩鐘 １面 江戸時代(19世紀) 神奈川県藤沢市教育委員会 後半期

49 ●絹本著色石清水八幡宮図 １幅
鎌倉～南北朝時代
(14世紀)

神奈川県立歴史博物館 通期

50 ●箱崎八幡宮縁起絵巻 下巻 １巻 寛文12年(1672) 福岡県・筥崎宮 通期

51 ●由原八幡宮縁起絵巻 下巻 １巻 室町時代(16世紀) 大分市・柞原八幡宮 通期

52 ●木造僧形八幡神坐像・女神坐像 ３躯 平安時代(12世紀) 国東市・櫻八幡神社 通期

52-1　木造僧形八幡神坐像（伝応神天皇）

52-2　木造女神坐像（伝比売大神）

52-3　木造女神坐像（伝神功皇后）

53 　続日本紀 巻廿九・卅 １冊 明暦３年(1657)
北九州市立図書館
（中央図書館）

通期

54 ●宇佐奉幣使参向順路図 １幅 文久４年(1864) 宇佐市・宇佐神宮 通期

55 　蓑虫山人絵日記 下 １帖 元治元年(1864) 個人 通期

56 　臨時奉幣祭関係写真 ４点
大正14年(1925)､昭和10年
(1935)､昭和40年(1965)

宇佐市教育委員会 通期

56-1　大正14年　四日市高等女学校全校
　　　職員生徒参列風景

56-2　昭和10年　呉橋前参道風景

56-3　昭和10年　勅使参向風景

56-4　昭和40年　勅使参向風景

57 　豊国紀行 １冊 享保11年(1726)
北九州市立図書館
(中央図書館)

通期

58 　筑紫紀行 巻四 １冊 文化３年(1806)
中津市教育委員会
(耶馬渓文庫)

通期

59 ●官幣大社宇佐神宮全景銅版 １点 明治25年(1892) 宇佐市・宇佐神宮 通期

60 　官幣大社宇佐神宮写真帖 １冊 大正10年(1921)4月10日 大分県立歴史博物館 通期

61 　蓑虫山人絵日記 上 １帖 元治元年(1864) 個人 通期

62 　官幣大社　宇佐神宮参詣のしをり １点
大正5年(1916)～
昭和40年(1965)

個人 通期

63 　宇佐神宮勅使奉幣祭記念入場券 １点 昭和60年(1985) 個人 通期

64 　宇佐参宮鉄道写真 ４点 昭和時代 宇佐市教育委員会 通期

64-1　宇佐八幡駅看板

64-2　宇佐八幡駅駅舎

64-3　客車「みやばと」

64-4　宇佐八幡駅ホームの賑わい

　第7章　宇佐使

　第8章　宇佐詣


