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親鸞－蓮如 よせこせ年表

西 暦 和 暦 親鸞年齢 事 項

１０１５ 長和４ 前１５８ 『小右記』（小野宮右大臣 藤原実資の日記）の１０１５年の条に

「飢饉による行き倒れ人の掃清」を河原人に命じたことが書かれ

ている。

１０１６ 長和５ 前１５７ 『左経記』（ 源経頼の日記）の１０１６年の条に「牛黄と河原人

のこと」が書かれている。

１１２４ 保安５ 前４９ この頃、『今昔物語』が完成か？

１１３５ 長承３ 前３８ 京都に洪水、飢饉、疫病が蔓延。

１１５６ 保元１ 前１７ 保元の乱起こる。

１１５９ 平治１ 前１４ 平治の乱起こる。

１１６２ 応保２ 前１１ この頃より『陸奥話記』編纂されるか。

１１７３ 承安３ １ 親鸞誕生。

１１７５ 安元１ ３ 源空（法然）、専修念仏をとなえる。

１１７７ 安元３ ５ 『方丈記』にこの年の天災飢饉についての記事が書かれている。

４月２８日、京都に大風起こり大火となる。

１１８０ 治承４ ８ 平氏、東大寺・興福寺を焼く。

４月２９日、京都に大辻風起こり被害甚大。

５月２１日、親鸞の母吉光女死去とある。

（吉光女とも貴光女とも）

６月２日、福原に遷都。

治承・寿永の乱起こる。

この頃前後に後白河天皇により『梁塵秘抄』が集成された。

１１８１ 養和１ ９ 親鸞、慈円（天台宗の僧 『愚管抄』を著す）のもとで出家。

平清盛没。（６３歳）

京都大飢饉。餓死者甚大。（養和の飢饉）

１１８２ 寿永１ １０ 恵信尼誕生。（越後の三善氏の娘 親鸞の妻となる）

慈円、青蓮院を継ぐ。

京都の大飢饉続く。死者４２３００人。乞食、泥棒、放火が蔓延。

１１８５ 文治１ １３ 壇ノ浦にて平氏滅亡。

７月９日、京都に大地震起こる。

『方丈記』の天災飢饉についての記事が終わる。

１１８６ 文治２ １４ 大原談義。（法然が天台宗の顕真の招請をうけ，洛北大原の勝林

院において諸宗の碩学を相手に論議したこと）

１１８７ 文治３ １５ 栄西入宗。

（初め比叡山で天台宗を修めた僧 臨済宗を伝える）

１１８９ 文治５ １７ 源空が九条兼実に受戒する。

（九条兼実：平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての公卿。摂

政・関白・太政大臣。月輪殿、後法性寺殿とも呼ばれる。同母弟

に慈円がいる）

１１９１ 建久２ １９ 栄西帰国し、臨済宗を伝える。

（栄西：博多に聖福寺、鎌倉に寿福寺，京都に建仁寺を建立した）

１１９２ 建久３ ２０ 源頼朝、征夷大将軍となる。

慈円､天台座主となる。

１１９８ 建久９ ２６ 源空、『選択本願念仏集』撰述。

栄西、『興禅護国論』撰述。

『無名草子』編纂されるか。

１１９９ 正治１ ２７ 源頼朝没。（５２歳）
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１２００ 正治２ ２８ 幕府、念仏宗を禁止。

１２０１ 建仁１ ２９ 親鸞、これまで勤めた延暦寺を出て、六角堂に参籠。聖徳太子の

夢告により、源空の門に入る。

１２０４ 元久１ ３２ 源空、門弟を戒め、七箇条制誡をあらわす。親鸞はそれに「僧綽

空」と署名。

１２０５ 元久２ ３３ 親鸞、『選択本願念仏集』を書写し、源空の真影を図画。また夢

告により「綽空」の名を「善信」と改める。

『新古今和歌集』が編纂される。

１２０６ 建永１ ３４ 興福寺衆徒、念仏止停止を訴える。

１２０７ 承元１ ３５ 専修念仏停止の院宣くだる。源空とその門弟処罰される。

親鸞、越後へ遠流。

源空、土佐へ流罪。

西意・性願・重蓮・安楽は死罪。

１２１２ 建暦２ ４０ 源空没。（８０歳）

高弁、『催邪輪』を著し、『選択本願念仏集』を批判。

（高弁：華厳宗復興の僧 法号は明恵 高山寺を開創）

『方丈記』が成立。

１２１３ 建暦３ ４１ 高弁、『催邪輪荘厳記』を著す。

この頃より『宇治拾遺物語』が書かれはじめるか。

１２１４ 建保２ ４２ 親鸞、上野佐貫で三部経千部読誦を発願、やがて中止。

常陸へ行く。

１２１６ 建保４ ４４ 鴨長明没。（６１歳 『方丈記の著者』 賀茂神社の社家の出）

１２１７ 建保５ ４５ 善鸞誕生か。

１２１９ 建保７ ４７ 源実朝、暗殺される。

この頃より『保元物語』が書かれはじめるか。

１２２１ 承久３ ４９ 承久の乱。幕府、後鳥羽上皇を隠岐へ配流。

聖覚、『唯信鈔』を著す。

（聖覚：藤原通憲 の孫。 安居院法印。天台宗の僧であるが，の

ち法然の門に入る）

１２２２ 貞応１ ５０ 唯円生まれるか。

１２２４ 元仁１ ５２ 親鸞、当年を末法に入って６８３年と「教行信証」に記す。

延暦寺衆徒の奏請により専修念仏禁止される。

覚信尼誕生。（親鸞の末娘）

１２２７ 嘉禄３ ５５ 道元、『普勧坐禅儀』を著す。（曹洞宗の開祖）

延暦寺の訴えにより、専修念仏禁止される。

隆寛（法然の高弟の一人）ら流罪。

１２２８ 安貞２ ５６ 弁長、『末代念仏授手印』を著す。

（浄土宗第二祖 聖光房、鎮西上人、善導寺上人ともいう）

１２３０ 寛喜２ ５９ 親鸞発熱、病床で『大経』を読み、建保２年の「三部経読誦」の

反省を恵信尼に告げる。

１２３２ 寛喜４ ６１ 高弁（妙恵）没（５８歳）

この頃『建礼門院右京大夫集』編纂されるか。

１２３４ 天福２ ６２ 幕府、専修念仏禁止。

１２３５ 文暦２ ６３ 親鸞、『平仮名唯信鈔』を書写。

如信（親鸞の孫、善鸞の子）誕生。

嘉禎１ 鎌倉で『一切経』を校合。『唯信鈔』を書写。

聖覚没。（６９歳）

１２３６ 嘉禎２ ６４ 親鸞、この頃京都へ帰る。
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１２３８ 暦仁１ ６６ 孤雲懐奘の『正法眼蔵随聴記』成る。

１２３９ 延応１ ６７ 『選択集』刊行。

これ以降からの年代で『今物語』が藤原信実二より編纂されたか。

１２４１ 仁治１ ６９ 親鸞、『唯信鈔』を書写。

１２４５ 寛元３ ７３ 『安楽集』刊行。

１２４６ 寛元４ ７４ 親鸞、『唯信鈔』『自力他力事』を書写。

１２４７ 寛元５ ７５ 尊蓮、『教行信証』を書写。

１２４８ 宝治２ ７６ 親鸞、『浄土和讃』『高僧和讃』を作る。

１２５０ 建長２ ７８ 親鸞、『唯信鈔文意』を著す。

１２５１ 建長３ ７９ 親鸞、書状により常陸の「有念無念」の論争を制止。

１２５２ 建長４ ８０ 親鸞、書状により関東の「造悪無碍」の風儀を制止。

親鸞、『浄土文類聚鈔』を撰述す。

『十訓抄』が書かれる。

１２５３ 建長５ ８１ 日蓮、法華宗をとなえる。

善鸞、この頃に東国へ行く。

１２５４ 建長６ ８２ 親鸞、『唯信鈔』を書写。

親鸞、『後世物語聞書』を書写。

１２５５ 建長７ ８３ 親鸞、『一念多念分別事』・『自力他力事』を書写。

親鸞、『尊号真像銘文』（略本）を著す。

専信、『教行信証』を書写。（専修寺本）

親鸞、『浄土三経往生文類』（略本）を撰述す。

親鸞、『愚禿鈔』を書く。

親鸞、笠間の念仏者の疑問に答え、自力他力について教示。

親鸞、『皇太子聖徳奉讃』を作る。

法眼朝円、親鸞の絵像（安城御影）を著す。

１２５６ 建長８ ８４ 親鸞、『入出二門偈』を著す。

親鸞、『唯信鈔文意』を転写。

親鸞、『四十八誓願』を著す。『念仏者疑問』を転写。

親鸞、善鸞を義絶する。

親鸞、『浄土論註』に加点。

康元１ 親鸞、『西方指南書』を書写。

親鸞、六字・八字・十字名号を書く。

親鸞、『往相回向還相回向文類』を著す。

１２５７ 康元２ ８５ 親鸞、『西方指南書』を書写・校合。

親鸞、『唯信鈔文意』を転写して顕智・信証に与える。

親鸞、夢に「弥陀の本願信ずべし」の文を感得。

覚信、『西方指南書』を書写。

親鸞、『一念多念文意』を著す。

親鸞、『大日本国粟散王聖徳太子奉讃』を作る。

親鸞、『浄土三経往生文頬』（広本）を転写。

正嘉１ 親鸞、『如来二種回向文』を転写。

親鸞、『上宮太子御記』を著す。

親鸞、『浄土文類聚鈔』を転写。

親鸞、『一念多念文意』を転写。

親鸞、性信・真仏に「信心の行者は諸仏と等し」と教示。

１２５８ 正嘉２ ８６ 親鸞、『尊号真像銘文』（広本）を著す。

親鸞、『三部経大意』を書写。

親鸞、『正像末和讃』を補訂。
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１２５９ 正元１ ８７ 親鸞、『選択本願念仏集』（延書）を書写。

１２６０ 文応１ ８８ 親鸞、『浄土三経往生文頬』（広本）を転写。

『弥陀如来名号徳』成る。

日蓮、『立正安国論』を著す。

１２６２ 弘長２ ９０ 親鸞、押小路南，万里小路東の住居で病臥、入滅。

１２６３ 弘長３ 後２ 恵信尼、覚信尼宛消息を書く。

１２６８ 文永５ 後７ 恵信尼この頃没。（８７歳か）

１２７０ 文永７ 後９ 覚如（宗昭）誕生。

１２７２ 文永９ 後１１ 大谷の親鸞の墓を吉水の北に移し、堂を建て親鸞の影像を安置。

日蓮、『開目鈔』を著す。

１２７４ 文永 11 後１３ 『塵袋』が書かれ始めたとされる。

１２７５ 文永 12 後１４ 『教行信証』書写される。（西本願寺本）

『和語燈録』成る。

１２７７ 建治３ 後１６ 覚信尼、親鸞門弟に廟堂敷地譲状を書く。

１２８１ 弘安４ 後２０ 『塵袋』が完成されるたされる。

１２８２ 弘安５ 後２１ 覚如、延暦寺宗澄の門に入る。

１２８３ 弘安６ 後２２ 覚信尼、東国門徒に書状を書き、廟堂留守職を覚恵に譲る事を告

げ、後事を依頼する。

『沙石集』が編纂される。

１２８６ 弘安９ 後２５ 覚如、一乗院で出家受戒。行覚に学ぶ。

善鸞没。（６０歳）

この頃『歎異抄』成立か。

１２８７ 弘安 10 後２６ 覚如、上洛の如信に法義を学ぶ。

１２８８ 正応１ 後２７ 河和田の唯円（小野宮禅念の子）上洛。覚如、法義を学ぶ。

１２８９ 正応２ 後２８ 覚如、『愚禿鈔』を書写。

１２９０ 正応３ 後２９ 覚恵・覚如、東国に下向。親鸞の遺跡を巡拝し如信にあう。

存覚（光玄）誕生。

顕智（真宗高田派専修寺の３世）、『浄土和讃』・正像末和讃』を

書写。

１２９１ 正応４ 後３０ 性海、教行信証』開板。

１２９３ 永仁１ 後３２ 顕智、『愚禿鈔』を書写。

１２９４ 永仁２ 後３３ 覚如、『報恩講私記』を著す。

１２９５ 永仁３ 後３４ 覚加、『親鸞伝絵』（初稿）を著す。同本を転写。

１２９６ 永仁４ 後３５ 『天狗草紙』が著される。

１２９９ 正安１ 後３８ 聖戒（時宗開祖一遍の弟子）、『一遍上人絵詞』を著す。

１３００ 正安２ 後３９ 如信、常陸金沢で没。（６６歳）

１３０１ 正安３ 後４０ 覚如、『拾遺古徳伝』を著す。

１３０２ 正安４ 後４１ 覚恵、廟堂留守職を覚如に譲ることを東国門門徒に告げ、後事を

依頼する。

１３０３ 嘉元１ 後４２ 存覚、東大寺で出家受戒。

１３０６ 嘉元４ 後４５ 唯善（覚信尼の子）、覚恵に大谷廟堂の鍵の譲与を強要。

覚恵、大谷を退去。

この頃『とはずがたり』が書かれるか。

１３０７ 徳治２ 後４６ 覚恵没。（６８歳）

１３０９ 延慶２ 後４８ 『浄土文類聚鈔』（光延寺本）書写される。

唯善、大谷の管領をめぐる訴に敗れ親鸞の影像・遺骨をもって、

鎌倉常葉に退去。

青蓮院、親鸞門徒に大谷影堂復旧を指令。
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覚如、留守職就任の前提として、門徒に懇望状十二箇条を書く。

１３１０ 延慶３ 後４９ 覚如、留守職相承券文・懇望状を門徒に提示し、留守職に就任。

１３１１ 応長１ 後５０ 凝然（東大寺の学僧）、『浄土法門源流章』を著す。

１３１４ 正和３ 後５３ 覚如、存覚に大谷の管領を譲る。

１３１７ 文保１ 後５６ 存覚、『観無量寿経集註』・『阿弥陀経集註』を書写。

（親鸞が『観無量寿経集註』を著した年代は諸説あり特定でき

ていない）

１３２０ 元応２ 後５９ 存覚、覚如の指示により、了源を指導、聖教数十帖を与える。

１３２２ 元亨２ 後６１ 存覚、覚如の勘気をうけ、大谷を退去。

１３２４ 元亨４ 後６３ 存覚、『浄土真要鈔』・『諸神本懐集』・『持名鈔』を著わし、了源

に付与。

存覚、『教行信証』を書写。

延暦寺妙香院、覚如の廟堂留守職継承を認め、存覚の就任を斥け

る。

存覚、『破邪顕正鈔』を著す。

存覚、『女人往生聞書』を著す。

１３２６ 嘉暦１ 後６５ 覚如、『執持鈔』を著す。

１３２８ 嘉暦３ 後６７ 『教行信証大意』成る。

１３３０ 元徳２ 後６９ 了源（佛光寺・興正寺７世）、山科興正寺を渋谷に移建し、仏光

寺と改称する。

この頃『徒然草』が書かれたか。

１３３１ 元弘１ 後７０ 覚如、「口伝鈔』を著す。

１３３３ 正慶２ 後７２ 従覚、『末燈鈔』編。

鎌倉幕府滅亡。

１３３４ 建武１ 後７３ 青蓮院、留守職を安堵。存覚の留守職就任を斥ける。

１３３６ 建武３ 後７５ 南北朝対立。

１３３７ 建武４ 後７６ 覚如、『本願鈔』を著す。

存覚、備後において『顕名鈔』を著す。

覚如、『改邪鈔』を著す。

１３３８ 建武５ 後７７ 『浄土真要鈔』（浅野氏旧蔵、谷大本）書写される。

存覚、法華宗と対論。『決智鈔』・『法華問答』・『報恩記』・『至道

鈔』・『選択註解鈔』を著す。

足利尊氏、征夷大将軍となる。

暦応１ 覚如、存覚の義絶をとく。

乗専、『安心決定鈔』を書写。

（乗専：覚如に帰依し、後に浄土真宗出雲路派本山毫摂寺をひ

らく）

１３４０ 暦応３ 後７９ 覚如、『願々鈔』を著す。

存覚、『愚禿鈔』を書写。

１３４１ 暦応４ 後８０ 覚如、『愚禿鈔』を書写。

乗専、『選択集』を親鸞加点本により延書する。

覚如、『教行信証』を書写。

１３４２ 康永１ 後８１ 存覚、『愚禿鈔』を手写。

覚如、存覚を再び義絶。

幕府、「五山十刹の制」を定める。

１３４３ 康永２ 後８２ 覚如、『最要鈔』を著す。

存覚、『教行信証』を延書する。

『親鸞伝絵』（康永本）成る。
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１３４４ 康永３ 後８３ 覚如、『口伝鈔』を転写。

１３４５ 貞和１ 後８４ 従覚、『改邪鈔』を書写。

１３４６ 貞和２ 後８５ 源覚、『教行信証』（延書）を書写。

『親鸞伝絵』（弘願本）成る。

１３４７ 貞和３ 後８６ 存覚、『観無量寿経』を書写。

『安心決定鈔』書写される。

１３４８ 貞和４ 後８７ 存覚、『大無量寿経』を書写。

１３４９ 貞和５ 後８８ 定専、『後世物語聞書』を書写。

１３５０ 観応１ 後８９ 覚如、存覚の義絶をとく。

１３５１ 観応２ 後９０ 覚如没。（８２歳）

従覚、『慕帰絵詞』編。

存覚、『大経』・『観経』・『小経』を書写・加点。

１３５２ 文和１ 後９１ 乗専、『最須敬重絵詞』編。

１３５６ 延文１ 後９５ 存覚、『浄土見聞集』を著す。

１３５８ 延文３ 後９７ 存覚、『末法燈明記』を書写・加点。

１３５９ 延文４ 後９８ 存覚、『嘆徳文』を著す。

１３６０ 延文５ 後９９ 存覚、『教行信証六要鈔』を著す。

１３６２ 康安２ 後１０１ 存覚、『浄典目録』編。

１３６４ 貞治３ 後１０３ 『三河念仏相承日記』成る。

１３６６ 貞治５ 後１０５ 存覚、『嘆徳文』を補訂。

１３６８ 貞治７ 後１０７ この頃『太平記』書かれるか。

１３７３ 応安６ 後１１２ 存覚没。（８４歳）

１３８９ 康応１ 後１２８ 善如（俊玄 浄土真宗第４世）没。（５６歳）

１３９３ 明徳４ 後１３２ 綽如（時芸 浄土真宗第５世）没。（４３歳）

１４１５ 応永 22 後１５４ 蓮如（兼寿 浄土真宗第８世）誕生。

１４２４ 応永 31 後１６３ 存如（浄土真宗第７世）、『安心決定鈔』を書写。

１４３０ 永享２ 後１６９ 本願寺、信濃浄寺周観に『執持鈔』を下附。

１４３１ 永享３ 後１７０ 蓮如、青蓮院で剃髪。（１７歳）

１４３８ 永享 10 後１７７ 蓮如、『浄土真要鈔』を書写。（２４歳）

存如、識語を記す。

１４３９ 永享 11 後１７８ 蓮如、『後世物語聞書」を書写。（２５歳）

１４４０ 永享 12 後１７９ 巧如（玄康 浄土真宗第６世）没。（６４歳）

１４４１ 嘉吉１ 後１８０ 蓮如、『浄土真要鈔』（略本）を書写。（２７歳）

１４４２ 嘉吉２ 後１８１ 順如生まれる。（蓮如 28歳 河内出口光善寺開基 -1483）
１４４６ 文安３ 後１８５ 蓮如、『愚禿鈔』を書写。（３２歳）

如慶生まれる。（京都常楽寺蓮覚光信室 -1471）
蓮乗生まれる。（越中井波瑞泉寺・加賀若松本泉寺 -1504）

１４４８ 文安５ 後１８７ 見玉生まれる。（蓮如３４歳 京都摂受庵見秀尼弟子 -1472）
１４５０ 宝徳２ 後１８９ 蓮綱生まれる。（蓮如３６歳 加賀波佐谷松岡寺開基、鮎蔵坊開

基 -1531）
１４５３ 享徳２ 後１９２ 寿尊生まれる。（蓮如３９歳 京都摂受庵見秀尼弟子、後に摂津

富田教行寺 -1516）
１４５５ 康正１ 後１９４ 蓮誓生まれる。（蓮如４１歳 加賀滝野坊、九谷坊、山田光教寺、

越中中田坊開基 -1521）
１４５７ 康正７ 後１９６ 存如（円兼）没。（６１歳）

１４５８ 長禄２ 後１９７ 実如生まれる。（蓮如４４歳 本願寺第９世 -1525）
１４５９ 長禄３ 後１９８ 妙宗生まれる。（蓮如４５歳 知恩院椿性禅尼弟子、左京義政妾

-1537）
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１４６０ 長禄４ 後１９９ 蓮如、『正信偈大意』を著す。（４６歳）

妙意生まれる。（蓮如４６歳 早逝 -1471）
１４６１ 寛正２ 後２００ 蓮如、はじめて『御文』を書いて門徒を教化。（４７歳）

１４６２ 寛正３ 後２０１ 如空生まれる。（蓮如４８歳 越前大谷興行寺蓮助兼孝室 -1492）
１４６３ 寛正４ 後２０２ 祐心生まれる。（蓮如４９歳 白川資氏王室 -1490）
１４６４ 寛正５ 後２０３ 蓮淳生まれる。（蓮如５０歳 近江大津顕証寺、河内久宝寺顕証

寺・伊勢長島願証寺開基 -1550）
１４６５ 寛正６ 後２０４ 延暦寺衆徒、大谷本願寺を襲う。

蓮如、近江堅田に移る。（５１歳）

１４６６ 寛正７ 後２０５ 了忍生まれる。（蓮如５２歳 早逝 -1472）
１４６７ 文正２ 後２０６ 本願寺の親鸞影像を、近江栗本郡安養寺から堅田本福寺へ移す。

了如生まれる。（蓮如５３歳 越中井波瑞泉寺蓮欽妾 -1541）
応仁１ 延暦寺本院、本願寺を赦免し末寺とする。

応仁の乱おこる。

１４６８ 応仁２ 後２０７ 堅田本福寺の親鸞影像を、大津の新殿に移す。

延暦寺衆徒、近江堅田を攻める。

蓮如、『報恩講私記』を書写。（５４歳）

蓮如、北国・東国の親鸞遺跡を訪ねる。

蓮悟生まれる。（加賀崎田坊、中頭坊、清沢坊、若松本泉寺創建

-1543）
１４６９ 応仁３ 後２０８ 祐心生まれる。（蓮如５５歳 山宣親室、第１１世顕如の曽祖母

-1540）
１４７１ 文明３ 後２１０ 蓮如、越前吉崎に坊舎を建てる。（５７歳）

１４７３ 文明５ 後２１２ 蓮如、『正信偈』・『三帖和讃」開板。（５９歳）

吉崎坊舎への諸人の出入を禁止。

蓮如、十一カ条を示して門徒を制戒。

蓮如、身辺に不幸多く、無常感深まる。

１４７４ 文明６ 後２１３ 吉崎坊舎焼失。

加賀本願寺門徒、富樫政親と組み、専修寺門徒および富樫幸千代

の軍と戦う。

１４７５ 文明７ 後２１４ 加賀の本願寺門徒、富樫政親と争う

蓮如、門徒に十カ条の制戒。（６１歳）

蓮如、吉崎を去り、河内出口に着く。

１４７７ 文明９ 後２１６ この年、応仁以来の兵乱一応終わる。

妙勝生まれる。（蓮如６３歳 山城勝林坊勝林坊勝恵妾 -1500）
１４７８ 文明 10 後２１７ 蓮如、河内出口を出て、山科に移る。（６４歳）

１４８０ 文明 12 後２１９ 山科本願寺御影堂上棟。

１４８２ 文明 14 後２２１ 蓮周生まれる。（蓮如６８歳 越前超勝寺蓮超室 -1503）
１４８４ 文明 16 後２２３ 蓮芸生まれる。（蓮如７０歳 摂津富田教行寺・摂津名塩教行寺

-1523）
１４８７ 長享１ 後２２６ 加賀一向一揆激化。

妙祐生まれる。（蓮如７３歳 山城勝林坊勝恵室 -1512）
１４８８ 長享２ 後２２７ 加賀本願寺門徒、富樫政親を亡ぼす。

蓮如、加賀門徒の一揆を戒める。（７４歳）

蓮如、幕府より加賀門徒の破門を迫られる。

１４８９ 延徳１ 後２２８ 蓮如隠居。（７５歳）

１４９０ 延徳２ 後２２９ 能登で、本願寺門徒、守護攻略を計る。

実賢生まれる。（蓮如７６歳 近江堅田称徳寺 -1523）
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１４９２ 明応１ 後２３１ 実悟生まれる。（蓮如７８歳 河内古橋願得寺 -1583）
１４９４ 明応３ 後２３３ 実順生まれる。（蓮如８０歳 河内久宝寺西証寺 -1518）
１４９５ 明応４ 後２３４ 実孝生まれる。（蓮如８１歳 大和飯貝本善寺 -1553）
１４９７ 明応６ 後２３６ 大坂石山坊舎完成。

妙宗生まれる。（蓮如８３歳 京都常楽寺実乗光恵室 -1518）
１４９８ 明応７ 後２３７ 実従生まれる。（蓮如８４歳 河内枚方順興寺 -1564）
１４９９ 明応８ 後２３８ 蓮如没。（８５歳）


