
海外古美術展「日本　仏教美術－琵琶湖周辺の仏教信仰」　出品作品
出品作品は展示替えがあります

番号 指定 区分 分類 名称 員数 年代 所蔵者

１ 絵 近江八景図　池田遙邨筆 六曲一双 昭和 個人

２ 絵 琵琶湖図　円山応震筆 一幅
江戸

　文政7年（1824）
琵琶湖文化館

３ 県指定 絵 叡山図　曾我蕭白筆 一幅 江戸 琵琶湖文化館

４ 国宝 考 崇福寺塔心礎納置品 一括 飛鳥～奈良 近江神宮

５ 彫 誕生釈迦仏像 一躯 奈良 大光寺

６ 県指定 絵 阿弥陀三尊像 一幅 南北朝 本覚寺

７ 重文 彫 本尊納入品　四軀の内 二軀 飛鳥～奈良 石山寺

８ 重文 彫 地蔵菩薩立像 一躯 平安 東南寺

９ 重文 彫 聖観音立像 一躯 平安 乗念寺

１０ 重文 彫
地蔵・聖観音・十一面観音・吉祥天　  ９躯のうち
聖観音立像

一躯 平安 櫟野寺

１１ 重文 彫 十一面観音立像 一躯 平安 長福寺

１２ 市指定 彫 二天立像（持国天・多聞天） 二躯 平安 光照寺

１３ 重文 絵 如意輪観音像 一幅 鎌倉 法蔵寺

１４ 重文 絵 千手観音二十八部衆像 一幅 鎌倉 大清寺

１５ 重文 彫 吉祥天立像 一躯 鎌倉 園城寺

１６ 重文 彫 訶梨帝母倚像 一躯 鎌倉 園城寺

１７ 重文 彫 阿弥陀如来坐像 一躯 平安 聖応寺

１８ 重文 絵 浄土曼荼羅図 一幅 鎌倉 成菩提院

１９ 国宝 絵
六道絵15幅のうち
人道生老病死四苦相図・阿修羅道図

二幅 鎌倉 聖衆来迎寺

２０ 絵 六道絵模本 一五幅 江戸 聖衆来迎寺

２１ 重文 工 刺繍三昧耶幡　１７旒のうち 二旒 鎌倉
奈良国立博物館
（兵主大社旧蔵）

２２ 国宝 工 透彫華籠　16枚のうち 二枚 平安～鎌倉 神照寺

２３ 重文 工 透彫華鬘　11枚のうち 一枚 鎌倉 神照寺

２４ 重文 工 透彫華鬘 一面
鎌倉

寛元元年（1243）
長命寺

２５ 重文 工 種子華鬘 一面 鎌倉
奈良国立博物館
（兵主大社旧蔵）

２６ 県指定 工 八角形釣燈籠 一基
室町

大永6年（1526）
地主神社

２７ 重文 彫 空也上人立像 一躯 鎌倉 荘厳寺

２８ 重文 工 孔雀文磬 一面 平安 園城寺

２９ 重文 工 孔雀文磬 一面
鎌倉

貞応元年（1222）
金剛輪寺

３０ 重文 工 雲形孔雀文磬 一面 鎌倉 成菩提院

３１ 市指定 工 雲版 一面 室町 聖衆来迎寺

３２ 県指定 工 鰐口 一口
鎌倉

永仁7年（1299）
蜊江神社

３３ 重文 工 錫杖 一柄 平安 常楽寺

３４ 絵 両界曼荼羅図 二幅 鎌倉 琵琶湖文化館

３５ 重文 絵
十二天像    12幅のうち
日天・月天・伊舎那天・毘沙門天

四幅 鎌倉 西明寺

３６ 工 金剛盤 一面
室町

永禄元年（1558）
園城寺

３７ 工 五鈷鈴 一口 室町 園城寺
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３８ 工 五鈷杵 一口 鎌倉 園城寺

３９ 工 仏供盤 二枚 鎌倉 園城寺

４０ 工 羯磨 一口 鎌倉 園城寺

４１ 重文 工 水瓶 一口
鎌倉

建治2年（1276）
聖衆来迎寺

４２ 工 輪宝 一口 鎌倉 弘法寺

４３ 工 独鈷杵 一口 平安 延暦寺

４４ 重文 彫 不動明王坐像 一躯 平安 伊崎寺

４５ 重文 絵 不動明王二童子像 一幅 鎌倉 成菩提院

４６ 県指定 絵 不動明王二童子像 一幅 鎌倉 柏木神社

４７ 市指定 絵 愛染明王像 一幅 室町 舎那院

４８ 重文 絵 愛染明王像 一幅 鎌倉 総持寺

４９ 重文 工 妙法蓮華経入黒漆蒔絵函 一合
室町

応永16年（1409）
百済寺

５０ 国宝 工 金銅宝相華唐草文経箱 一合
平安

長元4年（1031）
延暦寺

５１ 重文 書 紺紙金銀交書法華経　8巻のうち　巻第五 一巻 平安 延暦寺

５２ 重文 書 紺紙銀字法華経　8巻のうち　 巻第五 一巻 平安 延暦寺

５３ 県指定 書 倭点附刻法華経 八巻
室町

応永5年（1398）
長浜八幡宮

５４ 工 不動三尊懸仏 一面
室町

永正14年（1517）
田上不動寺

５５ 重文 絵 聖徳太子像 一幅 室町 成菩提院

５６ 重文 絵 山王権現像 一幅 鎌倉～南北朝 浄厳院

５７ 絵 聖徳太子勝鬘経講讃図 一幅 室町 少林寺

５８ 県指定 絵 薬師十二神将像 一幅 南北朝 新宮神社

５９ 重文 工 山王曼荼羅舎利厨子 一基 南北朝～室町 聖衆来迎寺


