
滋賀県の指定文化財目録（絵画）

国宝（絵画） 令和５年(2023年)3月17日現在

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S38.7.1 絹本著色六道絵

　附　旧軸木　１４本
　　　　正和二年、永享三年、文明九年、明応九
　　　　年、天文七年、永禄九年、寛永八年修理
　　　　銘写各一本
　　　　及び天和三年修理銘七本

１５幅 聖衆来迎寺
[琵琶湖文化館寄託
(１幅と旧軸木１４
本)]

大津市　比叡辻二丁目 鎌倉

S29.3.20 絹本著色不動明王像（黄不動尊） １幅 園城寺 大津市　園城寺町 平安
S28.3.31 紙本墨画五部心観（完本）

　円珍の大中九年の奥書がある
紙本墨画五部心観（巻初を欠く）

１巻

１巻

園城寺 大津市　園城寺町 唐（完本）

平安（前半欠失
本）

S30.2.2 紙本金地著色風俗図（彦根屏風） ６曲 彦根市 彦根市　元町 江戸

重要文化財（絵画）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S62.6.6 紙本著色近江名所図　六曲屏風 １双 滋賀県 大津市　京町四丁目 室町
T9.4.15 紙本著色光明真言功徳絵詞

　応永五年二月ノ奥書アリ
３巻 明王院 大津市　葛川坊村町 室町　応永５

H10.6.30 絹本著色不動明王二童子像 １幅 明王院 大津市　葛川坊村町 鎌倉
M30.12.28 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 １幅 新知恩院 大津市　伊香立下在地町 鎌倉
S39.5.26 絹本著色六道絵 ６幅 新知恩院 大津市　伊香立下在地町 南宋
M33.4.7 絹本著色天台大師像　有賛 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色天台大師像 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M41.4.23 絹本著色文殊菩薩像 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
S13.7.4 絹本著色山王霊験記 １巻 延暦寺 大津市　坂本本町 室町
S39.5.26 絹本著色相応和尚像 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
S46.6.22 絹本著色不動明王三大童子五部使者像 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色山王本地仏像 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 南北朝
M41.4.23 絹本著色不動二童子像 １幅 恵光院 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色毘沙門天像 １幅 実蔵坊 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 大林院 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色地蔵菩薩像 １幅 明徳院 大津市　坂本四丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色弥陀三尊二十五菩薩来迎図 １幅 安楽律院 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色千手観音像 １幅 安楽律院 大津市　坂本本町 鎌倉
R2.9.30 絹本著色天台三祖師像 １幅 金台院 大津市　坂本六丁目 鎌倉
M30.12.28 絹本著色当麻曼荼羅図 １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色阿弥陀如来像（迅雲弥陀如来） １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 南北朝
M33.4.7 絹本著色釈迦如来像（持鉢釈迦如来） １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色阿弥陀如来像 １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 南宋
M33.4.7 絹本著色天台大師像 １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 南宋
M33.4.7 絹本著色山王諸神像 １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M34.3.27 絹本著色扇面古写経 １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 平安
S17.6.26 絹本著色豊臣秀吉像

　慶長五年霊三及永哲ノ賛アリ
１幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 桃山　慶長５

M30.12.28 絹本著色十二天像 １２幀 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色釈迦三尊十六善神図 １幅 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 鎌倉
M33.4.7 絹本著色阿弥陀廿五菩薩来迎図 １幅 聖衆来迎寺

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　比叡辻二丁目 鎌倉

M33.4.7 絹本著色十六羅漢図 ２幅 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 室町
M41.4.23 絹本著色楊柳観音像 １幅 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 高麗
H4.6.22 紙本墨画淡彩楼閣山水図　曽我蕭白筆（六曲屏風） １双 近江神宮

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　神宮町 江戸

M33.4.7 絹本著色黄金剛童子像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色尊星王像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色多聞天像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色不動明王八大童子像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色八大仏頂曼荼羅図 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色天台大師像 ２幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色閻魔天像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色水天像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色涅槃像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 室町
M33.4.7 絹本著色尊勝曼荼羅図 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色新羅明神像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色不動明王像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色両界曼荼羅図 ２幅 園城寺 大津市　園城寺町 南北朝
M41.4.23 絹本著色釈迦十六善神像 １幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
S4.4.6 金地著色　滝図　床間壁貼付　　　　　　　　　３

　　　　　梅、檜及花卉図　襖貼付　　　　　　４
　　　　　桜、杉及花卉図　襖貼付　　　　　　４
　　　　　檜及花卉図　戸襖貼付　　　　　　　４
　　　　　（客殿一之間）

１５面 園城寺 大津市　園城寺町 桃山

S4.4.6 紙本著色　松ニ山鳥、鴨、鴛鴦図及竹ニ雀図
                                襖貼付 　 １６
　　　　　竹ニ雀及芦ニ鷺図　　戸襖貼付　　　８
　　　　　（客殿二之間）

２４面 園城寺 大津市　園城寺町 桃山

S51.6.5 光浄院客殿障壁画
　　　紙本金地著色松ニ滝図　床貼付　 　 　 １
　　　紙本金地著色菊花図　　上段床貼付     １
　　　　　　　　　   　　 　同障子腰貼付　 ４
　　　紙本墨画列仙図   　　 襖貼付　 　　　４
　　　　　　　　　   　　 　帳台構貼付 　  ３
　　　　　　　　　   　　 　　　　　（広間）
　　　紙本著色花鳥図   　　 襖貼付 　 　 １２
　　　   　　　　   　　 　　　 　（次の間）
　　　　附　著色杉戸絵（唐獅子図２、松梅図２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　４面

２５面 園城寺 大津市　園城寺町 桃山

T12.3.28 絹本著色十六羅漢像 １２幅 大練寺 大津市　三井寺町 鎌倉
M30.12.28 絹本著色仏涅槃図 １幅 石山寺

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　石山寺一丁目 鎌倉
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滋賀県の指定文化財目録（絵画）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
M30.12.28 紙本著色石山寺縁起　巻第六・七絵谷文晁補写 ７巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 巻１～３　鎌倉

巻４・５　室町
巻６・７　江戸

M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉
M33.4.7 紙本著色源氏物語　末摘花巻（伝光起筆） １巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 江戸
H12.6.27 石山寺多宝塔柱絵 ４本 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉
M43.4.20 絹本著色三月経曼荼羅図 １幅 舎那院 長浜市　宮前町 鎌倉
T6.4.5 絹本著色愛染明王像 １幅 総持寺

[琵琶湖文化館寄託]
長浜市　宮司町 鎌倉

M33.4.7 絹本著色十六羅漢図 １６幅 宝厳寺 長浜市　早崎町 南北朝
M33.4.7 絹本著色釈迦三尊像 １幅 宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色如意輪観音像 １幅 宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色弥陀来迎図 １幅 宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉
H14.6.26 絹本著色北斗九星像 １幅 宝厳寺 長浜市　早崎町 南宋
M33.4.7 絹本著色地蔵菩薩像（岩坐地蔵菩薩） １幅 浄信寺 長浜市　木之本町木之本 鎌倉
M40.5.27 安南渡海船額 １面 日牟礼八幡宮 近江八幡市　宮内町 江戸 正保４
M33.4.7 絹本著色紅玻瑠阿弥陀像 １幅 長命寺 近江八幡市　長命寺町 南北朝
M33.4.7 絹本著色勢至菩薩像 １幅 長命寺

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市　長命寺町 南宋

M33.4.7 絹本著色釈迦三尊像 １幅 長命寺 近江八幡市　長命寺町 室町
M33.4.7 絹本著色涅槃像 １幅 長命寺 近江八幡市　長命寺町 南北朝
T14.4.24 絹本著色山王権現像 １幅 浄厳院

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市 安土町常楽寺 鎌倉

H9.6.30 絹本著色阿弥陀聖衆来迎図 １幅 浄厳院 近江八幡市 安土町常楽寺 平安
M43.4.20 紙本著色桑実寺縁起　絵光茂筆

　附　後奈良院宸翰題籤二枚及消息一巻
２巻 桑実寺 近江八幡市 安土町常楽寺 室町　天文元

M33.4.7 絹本著色黄不動尊像 １幅 観音寺 草津市　芦浦町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色薬師三尊像 １幀 観音寺 草津市　芦浦町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色十六羅漢図 ２幅 観音寺 草津市　芦浦町 室町
M33.4.7 絹本著色五大尊像（不動尊を欠く） ４幅 観音寺 草津市　芦浦町 鎌倉
M33.4.7 絹本著色聖徳太子像 １幅 観音寺 草津市　芦浦町 鎌倉
H3.6.21 絹本著色如意輪観音像 １幅 法蔵寺

[琵琶湖文化館寄託]
野洲市　六条 鎌倉

M30.12.28 絹本著色十六羅漢像 １６幀 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 鎌倉
T1.9.3 絹本著色仏涅槃図 １幅 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 鎌倉
T12.3.28 絹本著色仏涅槃図 １幅 正法寺

[琵琶湖文化館寄託]
高島市　安曇川町常磐木 鎌倉

S51.6.5 絹本著色千手観音二十八部衆像 １幅 大清寺
[琵琶湖文化館寄託]

高島市　武曽横山 鎌倉

S15.5.3 紙本墨画鷙鳥図　狩野山楽筆（六曲屏風） １双 個人 東近江市　市辺町 桃山
S15.5.3 絹本著色一字金輪像 １幀 個人 東近江市　市辺町 鎌倉
S38.2.14 絹本著色地蔵十王図　陸信忠筆 １１幅 永源寺 東近江市　永源寺高野町 元
S61.6.6 絹本著色約翁徳倹像

　　　　　　　　　文保三年の自賛がある
１幅 永源寺 東近江市　永源寺高野町 鎌倉

M33.4.7 絹本著色日吉山王神像 １幅 百済寺
[琵琶湖文化館寄託]

東近江市　百済寺町 鎌倉

M33.4.7 絹本著色浄土曼荼羅図 １幅 成菩提院
[琵琶湖文化館寄託]

米原市　柏原 鎌倉

M33.4.7 絹本著色聖徳太子像 １幅 成菩提院
[琵琶湖文化館寄託]

米原市　柏原 室町

M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 成菩提院
[琵琶湖文化館寄託]

米原市　柏原 鎌倉

S27.3.29 絹本著色佐々木高氏像
　貞治五年六月の自賛がある

１幅 勝楽寺 甲良町　正楽寺 南北朝　貞治５

M33.4.7 絹本著色十二天像 １２幅 西明寺
[琵琶湖文化館寄託
(６幅)]

甲良町　池寺 鎌倉

H14.6.26 三重塔初層荘厳画（板絵著色）
　金剛界三十二尊像（四天柱）　　　　　４本
　法華経曼荼羅図（脇間壁）　　　　　　８面

４本８面 西明寺 甲良町　池寺 鎌倉

S39.1.28 紙本金地著色調馬・厩馬図（六曲屏風） １双 多賀大社 多賀町　多賀 桃山

重要美術品（絵画） ＊重要美術品については、県文化財保護課が把握している分のみ掲載。

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S12.3.9 絹本著色普賢延命像 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
S17.5.30 絹本著色慈威和尚像　延文元年恵澄ノ賛アリ １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 南北朝
S17.5.30 絹本著色前田菊姫像　天正十二年真智ノ賛アリ １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 桃山
S9.7.31 絹本著色酔李白図　与謝蕪村筆

　甲寅秋ノ年記アリ、皆川淇園ノ賛アリ
１幅 個人 大津市　中央二丁目 江戸

S14.9.6 紙本墨画山水図　祁豸佳筆
　　　　　　　　永暦五年

１幅 個人 長浜市　室町

S9.7.31 絹本著色稚児大師像 １幅 公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代

S15.9.27 絹本著色釈迦如来及四天王像 １幅 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 鎌倉
S14.9.6 紙本著色赤壁舟遊図　池大雅筆（六曲屏風） １隻 個人 東近江市　市辺町 江戸
S14.9.6 紙本著色仙洞焼丹図　田能村竹田筆

　　　　　　　　　　天保二年ノ記アリ
１幅 個人 東近江市　市辺町 江戸

県指定有形文化財（絵画）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H23.3.24 紙本墨画叡山図　曾我蕭白筆 １幅 滋賀県

[琵琶湖文化館]
大津市　京町四丁目 江戸

R5.3.17 紙本金地著色檜図　海北友松筆（六曲屏風） １隻 滋賀県
[琵琶湖文化館]

大津市　京町四丁目 桃山

H29.3.23 紙本墨画楼閣山水図　高田敬輔筆　　　　　　四
　　　　　　　　　　八十一歳の款記がある
　　　　　　　　　　襖貼付
襖貼付紙本墨画琴棋書画図　高田敬輔筆　　　四
　　　　　　　　　　襖貼付

８面 滋賀県 大津市　京町四丁目 江戸

H27.12.18 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 １幅 光明寺 大津市　伊香立南庄町 鎌倉
S56.4.24 絹本著色山王本地仏曼荼羅図 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
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滋賀県の指定文化財目録（絵画）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H25.3.19 絹本著色慈恵大師像

　附　旧軸木　１本
　　　旧裏書　２枚

１幅 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉

R4.3.11 絹本著色阿弥陀八大菩薩像 １幅 延暦寺 大津市　坂本本町 高麗
H5.3.31 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 １幅 弘法寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉
H30.10.17 絹本著色円観像

　延文元年恵澄の賛がある
１幅 西教寺 大津市　坂本五丁目

S47.4.1 絹本著色熊野曼荼羅 １幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 南北朝
H2.3.31 絹本著色真盛上人像

　文亀二年の裏書がある
１幅 西教寺

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　坂本五丁目 室町

S32.8.26 絹本著色恵心僧都像 １幅 聖衆来迎寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　比叡辻二丁目 鎌倉

H2.3.31 絹本著色智証大師像 １幅 園城寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　園城寺町 室町

H27.3.24 絹本著色春日宮曼荼羅図 １幅 石山寺 大津市　石山寺一丁目 南北朝
H29.11.24 絹本著色弘法大師像 １幅 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉
H10.6.19 絹本著色他阿真教像 １幅 高宮寺 彦根市　高宮町 室町
S57.3.31 絹本著色不動明王像 １幅 舎那院 長浜市　宮前町 室町
S49.3.11 絹本著色弁才天像 １幅 宝厳寺 長浜市　早崎町 南北朝
S47.4.1 絹本著色浅井長政像

　画面上部に「天正二年」の賛がある
１幅 小谷城址保勝会

[琵琶湖文化館寄託]
長浜市　湖北町速水 室町

S48.3.31 紙本著色東王父西王母図（六曲屏風） １双 浄信寺
[琵琶湖文化館寄託]

長浜市　木之本町木之本 桃山

S49.3.11 絹本著色日吉山王曼荼羅 １幅 正源寺
[琵琶湖文化館寄託]

長浜市　余呉町川並 南北朝

S57.3.31 絹本著色釈迦三尊十六羅漢像 １幅 瑞龍寺 近江八幡市　宮内町 南北朝
H16.4.16 絹本著色薬師十二神将像 １幅 新宮神社

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市　安土町下豊
浦

南北朝

H20.7.23 板絵著色二十五菩薩来迎図 １面 常善寺 草津市　草津三丁目 南北朝
S53.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 観音寺

[琵琶湖文化館寄託]
草津市　芦浦町 南北朝

R3.2.16 紙本金地著色王会図（六曲屏風） １双 観音寺
[琵琶湖文化館寄託]

草津市　芦浦町 桃山

S62.3.30 絹本著色仏涅槃図 １幅 少林寺
[琵琶湖文化館寄託]

守山市　矢島町 鎌倉

H26.1.17 絹本著色一休宗純像（朱太刀像）
　享徳元年厳寒日の自賛がある
　附　一休宗純像版木　１枚

１幅 少林寺
[附は琵琶湖文化館寄
託]

守山市　矢島町 室町　享徳元

H26.1.17 絹本著色一休宗純像
　享徳元年臈月日の自賛がある

１幅 少林寺
[琵琶湖文化館寄託]

守山市　矢島町 室町　享徳元

S57.3.31 絹本著色不動明王二童子像 １幅 柏木神社
[琵琶湖文化館寄託]

甲賀市　水口町北脇 鎌倉

S47.4.1 紙本淡彩 棋書仙人図　襖貼付　　４
　　　　 山水図　　　襖貼付　１２
　十六面のうち四面に金谷の落款印章等がある

１６面 矢川神社 甲賀市　甲南町森尻 江戸

S53.3.17 絹本著色阿弥陀如来三尊像（善光寺式） １幅 本覚寺
[琵琶湖文化館寄託]

甲賀市　信楽町宮尻 南北朝

H21.11.25 絹本著色熊野曼荼羅図 １幅 錦織寺 野洲市　木部 鎌倉
H4.3.31 絹本著色両界曼荼羅図 ２幅 御上神社 野洲市　三上 南北朝
R23.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 鎌倉
R23.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 室町
H9.3.31 絹本著色聖観音曼荼羅図 １幅 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 鎌倉
S36.7.19 板絵著色三十六歌仙扁額

　額裏に永享八年丙辰十一月朔日の墨書がある
８面 白山神社 湖南市　東寺五丁目 室町

S32.8.26 板絵著色絵馬　狩野山楽筆 ２面 天神社 高島市　マキノ町海津 江戸
S49.3.11 絹本著色被帽地蔵菩薩像 １幅 法蓮寺

[琵琶湖文化館寄託]
東近江市　五個荘木流町 鎌倉

S48.3.31 紙本著色絵系図
　附、一流相承系図　　１巻

１幅 妙楽寺 東近江市　伊庭町 南北朝～室町

S49.11.13 絹本著色普賢十羅刹女像 １幅 成菩提院
[琵琶湖文化館寄託]

米原市　柏原 南北朝

H18.3.17 絹本著色兜率天曼荼羅図 １幅 成菩提院
[琵琶湖文化館寄託]

米原市　柏原 南北朝

R1.12.24 絹本著色釈迦諸尊集会図 １幅 成菩提院
[琵琶湖文化館寄託]

米原市　柏原 南宋

S48.3.31 絹本著色一向上人像 １幅 蓮華寺 米原市　番場 鎌倉
S53.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 松尾寺 米原市　上丹生 南北朝
S49.3.11 絹本著色仏涅槃図 １幅 信楽院 日野町　村井 南北朝
H21.11.25 紙本著色八相涅槃図　高田敬輔筆 １幅 浄光寺 日野町　河原 江戸
S60.3.29 絹本著色寂室元光像

　横川景三の賛がある
１幅 清源寺

[琵琶湖文化館寄託]
日野町　西大路 室町　文明２

S49.3.11 絹本著色文殊菩薩像 １幅 西明寺
[琵琶湖文化館寄託]

甲良町　池寺 鎌倉

S47.4.1 紙本著色三十六歌仙絵（六曲屏風）
　中務の画面に「奉掛之遠藤喜右衛門尉直経敬白、
　永禄十二年十一月吉日」の墨書がある

１双 多賀大社 多賀町　多賀 室町
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