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NO タイトル 編著/発行 出版年 請求記号/資料ID

1
今に伝わる2万5千通
（東寺百合文書展:平成27年度）

京都府立総合資料館 編/発行 [2015]
||210.4||Ky6||
資料ID：110993877

2
今に伝わる2万5千通 : 文書の解説
（東寺百合文書展:平成27年度）

京都府立総合資料館 編/発行 [2015]
||210.4||Ky6||
資料ID：110993878

3
東寺百合文書からみた日本の中世
（東寺百合文書展:第17回）

京都府立総合資料館 編/発行 2001
||210.4||Ky6||17
資料ID：110914621

4 中世東寺の文書管理 (東寺百合文書展:第14回) 京都府立総合資料館 編/発行 1997
||210.4||Ky6||14
資料ID：110498443

5 図録東寺百合文書　[正], 続, 續々 京都府立総合資料館 編/発行
1970-
1981

||210.4||Ky6||1～3
資料ID：110561776
          110561777
          110561778

6 東寺百合文書を読む : よみがえる日本の中世
上島 有 [ほか]編
思文閣出版発行

1998
||210.4||To27||
資料ID：110520864

7 東寺百合文書にみる日本の中世
京都府立総合資料館編
京都新聞社発行

1998
||210.4||Ky6||
資料ID：110508447

8 百合文書と東寺の重宝
根津美術館編
根津美術館発行

1997
||210.4||H99||
資料ID：110498831

9
東寺両界曼荼羅 ; 法隆寺伽藍
（週刊ニッポンの国宝100 Vol.25）

小学館 発行 2018
||186.81||Sh95||
資料ID：118005687

10 日本国宝展
東京国立博物館 [ほか] 編
読売新聞社 [ほか] 発行

2014
||709.1||To46||
資料ID：110990610

11 東寺文書十万通の世界 : 時空を超えて
東寺宝物館編
東寺宝物館発行

1997
||210.4||To27||
資料ID：110498826
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12
中世東寺と東寺領荘園
(網野善彦著作集:第2巻)

網野善彦 著 2007
||210.08||A45||2
資料ID：110951819

13 東寺とその庄園 : 秋季特別公開図録 東寺宝物館 編/発行 1993
K152||210.4||To27||
資料ID：110568901

14
室町時代の武家文書
（日本古文書学論集:8, 中世:4）

吉川弘文館 発行 1987
||210.029||N71||8
資料ID：110904934

15 後醍醐天皇実録, 影印, 第1巻, 第2巻 ゆまに書房 2009
||288.4||Te37||73～74
資料ID：110974238
　　　　 110974239

16 日本中世初期の文書と訴訟
佐藤 雄基著
山川出版社

2012
||210.38||Sa85||
資料ID：110986947

17 東寺廿一口供僧方評定引付, 第1巻～第3巻, 思文閣出版
2002-
2003

||210.4||To27||1～3
資料ID：110910093
          110919853
　　　　 118006398

東寺百合文書は京都の東寺に伝えられた日本中世の古文書の一部で、現在は京都府立京都学・歴彩館が所蔵していま
す。その史料的価値の高さから、平成9年に国宝に指定され、平成27年にはユネスコの「世界の記憶」に登録されました。京都
資料総合閲覧室 では、東寺百合文書や今回の展示文書、関連講演の理解を深めるための資料を集めてご紹介しています。
「東寺百合文書展」のあとはこれらをゆっくり手にとっていただき、文書が今に伝える中世の日本に思いを馳せてみませんか。

今回複数展示されている御判御教書などの武家文書を解説しています。

Ⅱ 展示文書の背景を学ぶ

Ⅰ 東寺百合文書を楽しむ―図録・解説書―

東寺百合文書には訴訟に関する文書が多く含まれます。本書で中世の文書や訴訟を学びましょう。

ウラ面もご覧ください！

pp.16-17に東寺百合文書を紹介しており、当館の職員が登場します！

pp.133-137に東寺百合文書の図版、pp.246-247に解説が掲載されています。

後期展示に登場した「廿一口方供僧評定引付」全文の翻刻・注釈です。東寺の僧侶組織の会議録には何が書かれているでしょう？

前期に展示された後醍醐天皇綸旨はご覧になりましたか？本書で後醍醐天皇の足跡をたどりましょう。

東寺百合文書には荘園管理に関する文書が多く含まれます。本書で東寺の荘園を知りましょう。

前期展示に登場した「若狭国太良荘」（pp.385-442）など中世の東寺の荘園を解説します。

pp.71-106に百合文書が紹介されています。東寺に伝わる百合文書以外の古文書も知りましょう。

東寺百合文書関連資料リスト  

「平成３０年度東寺百合文書展」関連企画 

２階 京都資料総合閲覧室 資料紹介コーナー 
9/13～11/13 ※東寺百合文書展は9/15～10/9, 10/13～11/11 
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18
東寺における寺院統括組織に関する史料の収集
とその総合的研究

高橋 敏子編/発行 2005
K152||188.55||Ta31||
資料ID：110944511

19
中世荘園の環境・構造と地域社会 :
備中国新見荘をひらく

海老澤 衷編 ; 高橋 敏子編
勉誠出版 発行

2014
||210.4||E15||
資料ID：110988514

20 東寺文書と中世の諸相
東寺文書研究会編
思文閣出版 発行

2011
||210.4||To27||
資料ID：110975069

21 東寺文書にみる中世社会
東寺文書研究会編
東京堂出版発行

1999
||210.4||To27||
資料ID：110903691

22 文化財と古文書学 : 筆跡論
湯山賢一編
勉誠出版発行

2009
||210.029||Y99||
資料ID：110965019

23 鎌倉期社会と史料論 東京堂出版発行 2002
||210.42||Ka31||3
資料ID：110910322

24 モンゴルの襲来
近藤 成一編
吉川弘文館発行

2003
||210.1||N71||9
資料ID：110911897
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25 東寺 : 空海が立体曼荼羅に込めた秘密. 改訂版 朝日新聞出版 発行 2016
||188.55||A82||
資料ID：110996230

26 東寺行こう : 秘密の扉を開けてみよう。
竹内 のぶ緒著 ; さげさか のりこ絵
雄飛企画 発行

2011
K152||188.55||Ta67||
資料ID：110975929

27 もっと知りたい東寺の仏たち
根立研介, 新見康子著
東京美術 発行

2011
K152||718.3||N61||
資料ID：110991698

28 東寺 : 教王護国寺 河原書店 発行 2009
K1S||709.162||Ka96||11
資料ID：110959746

29 東寺の謎 : 巨大伽藍に秘められた空海の意図
三浦 俊良著
祥伝社 発行

2001
K152S||188.55||Mi67||
資料ID：110933849

30
東寺観智院の歴史と美術 :
名宝の美 聖教の精華.

東寺(教王護国寺)宝物館編集
東寺(教王護国寺)宝物館

2003
K152||702.17||To27||
資料ID：110917181

31 国宝東寺 : 講堂諸尊修理完成記念
東寺(教王護国寺), 朝日新聞社編/
発行

2000
K152||702.17||To27||
資料ID：118001056

URL: http://hyakugo.kyoto.jp/

①

②

③

京都府立京都学・歴彩館　〒606-0823京都市左京区下鴨半木町1-29　℡:075-723-4833　WEB:http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

『東寺百合文書WEB』にアクセスしよう！

『東寺百合文書WEB』ではすべての文書の画像をインターネット公開しており、自由に閲覧していただけます。文書の書かれた背景な
どをコラム形式で解説した読み物「百合百話」や小学校高学年以上向けの解説ページ「Kid’s ひゃくごう」もあります！

pp.367-406「中世書流の成立 / 宮崎肇著」を収録しています。

pp.191-233「東寺観智院・藤井永観文庫所蔵「東寺長者補任」について / 宮崎 肇著」を収録しています。

pp.43-88「年行事と案文 / 宮崎 肇著」、pp.543-599「「東寺長者補任」の類型とその性格 / 高橋 敏子著」を収録しています。

pp.499-532「東寺寺僧と公文所との相論にみる三好政権 / 高橋 敏子著」を収録しています。

Ⅲ 関連講演講師（高橋敏子氏・宮崎肇氏）の著作

pp.225-258「中世の荘園と村落 / 高橋敏子著」を収録しています。

百合文書では、1403年に東寺南大門の前である物を売る商人の存在が文献上で初めて確認できます。それは何でしょう？
ヒント：これは難問！当時庶民に普及し始め、現代でも欠かせない飲み物です。

Ⅳ 東寺（教王護国寺）を知る―百合文書を今に伝えた最古の密教寺院―

百合文書と東寺に関するクイズ　⇒答えは２階京都資料総合閲覧室の資料紹介コーナーで！

百合文書はなぜ「百合」と呼ばれているでしょう？　以下の3つから選んでください。
A.計100個の箱に納められているから　 B.紙の材料に百合の花が使われているから　C.百合という名の僧侶が整理したから

平安時代初期に東寺を授けられ、真言宗の開祖として有名な空海が死後に贈られた名前は？
ヒント：○○大師。東寺で毎月21日に開かれる市（縁日）の名前としても親しまれています。


