
滋賀県の指定文化財目録（書跡典籍古文書）

国宝（書跡典籍古文書） 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
M30.12.28 伝教大師将来目録　貞元二十一年五月十三日

　　　　　　　　　明州刺史鄭審則跋
１巻 延暦寺 大津市　坂本本町 平安　延暦24

M30.12.28 羯磨金剛目録 伝教大師筆
　　　　　　 弘仁二年七月十七日

１巻 延暦寺 大津市　坂本本町 平安　弘仁２

M33.4.7 天台法華宗年分縁起 伝教大師筆 １巻 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
M33.4.7 六祖恵能伝

 　貞元十九年二月十三日奥書
１巻 延暦寺 大津市　坂本本町 唐　貞元19

M33.4.7 伝教大師入唐牒
 　明州牒（貞元廿年九月十二日）
 　台州牒（貞元廿一年二月日）

１巻 延暦寺 大津市　坂本本町 唐　貞元20・21

S29.3.20 嵯峨天皇宸翰光定戒牒(弘仁十四年四月十四日) １巻 延暦寺 大津市　坂本本町 平安　弘仁14
智証大師関係文書典籍
一、俗姓并僧位関係　　　６種
　　円珍俗姓系図　円珍加筆 １巻
　　度縁　天長十年三月廿五日、同四月十五日 １巻
　　位記（４通） １巻
　　　　伝燈大法師位位記　嘉祥三年六月十六日
　　　　伝燈法師位位記　承和十三年十二月廿六日
　　　　伝燈満位位記　承和十年七月五日
　　　　伝燈住位位記　承和四年七月廿二日
　　伝燈大法師位位記（綾本）（中務位記） １巻
　　　　嘉祥三年六月廿二日
　　法眼和尚位位記并勅書案（元慶七年三月） １巻
　　真言学頭補任状　承和十三年七月廿七日 １巻
二、入唐関係文書　　　　５種
　　祈祷巻数写（仁寿元年、同二年） １巻
　　　　文永四年九月十五日書写奥書
　　祈祷転経牒状写（仁寿二年四月十三日） １巻
　　　　建久九年三月日書写奥書
　　請台州公験請状案（四通） １巻
　　　　大中十二年閏二月、三月、四月円珍加筆
　　 澄台州明州公験写（貞元廿一年二月、五月） １巻
　　円珍台州公験請状案　大中十二年閏二月十四日 １巻
　　　　　　　　　　　　円珍加筆
　　越州都督府過所　大中九年三月十九日 １巻
　　尚書省司門過所　大中九年十一月十五日 １巻
三、求法目録　　　　　　５種
　　開元寺求法目録　大中七年九月廿一日円珍加筆 １巻
　　福州温州台州求法目録　円珍筆 １巻
　　　　巻首　大中八年九月二日円珍朱筆
　　青竜寺求法目録　大中九年十一月十五日 １巻
　　　　巻末　法全加筆証明
　　国清寺求法目録　大中十一年十月日 １巻
　　　　　　　　　　円珍加筆
　　国清寺外諸寺求法惣目録
　　　　　　　　　　大中十二年五月十五日

１巻

四、伝法目録　　　　　　10種
　　円珍請伝法公験奏状案 ２巻
　　　　草本　貞観五年三月七日
　　　　　　　円珍加筆
　　　　自筆本　貞観五年十一月十三日
　　太政官給公験牒　貞観八年五月廿九日 ２巻
　　　　　　　　　　巻末円珍手記
　　　　先本
　　　　後本（時原春風筆）
　　官宣旨案（貞観十一年五月一日） １巻
　　　　巻末円珍手記
　　太政官牒案（貞観十三年九月九日） １巻
　　　　巻末円珍手記
　　授遍照阿闍梨位奏状案并官牒案（貞観十五年正
　　月、二月、四月）

１巻

　　別当和尚行状（残欠） １巻
　　　　貞観十六年十二月廿一日座主并三綱証判
　　延暦寺奏状案（貞観十六年十二月廿一日） １巻
　　延暦寺牒案（貞観十六年十二月廿五日） １巻
　　文書目録　円珍筆 １巻
　　円珍公験文書目録等 １巻
五、将来経典等　　　　　８種
　　梵夾　（１９葉） １夾
　　三弥勒経疏 ３巻
　　　　寛平二年閏九月十一日円珍追記
　　金光明経文句　中下 ２巻
　　　　大中十一年八月十三日円珍勘過奥書
　　縁生論 １帖
　　　　大中十二年正月六日円珍勘過奥書
　　大毘盧遮那成仏経　巻第四 １巻
　　　　九月廿九日円珍勘了奥書
　　華厳経随疏演義鈔　巻第二下 １巻
　　円珍疑問 ３巻
　　　自筆本　　　　　　　　　　　　　　　１
　　　写本（巻末円珍手記）　　　　　　　　２
　　唐人送別詩并尺牘（１８通） ２巻
六、自筆本　　　　　　　３種
　　制誡文　仁和四年十月十七日 １巻
　　議定文 １巻
　　病中言上書 １巻
七、付法印信仰関係其他　９種
　　大唐国日本国付法血脈図記　会昌四年二月九日 １巻
　　　　貞観十六年十一月四日円珍加筆奥書
　　三聚浄戒示（８通） １巻
　　徳円印信之類　円珍加筆 １巻
　　徳円付嘱円珍印信　承和九年五月十五日 １巻

S38.7.1 園城寺 大津市　園城寺町 平安・唐
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滋賀県の指定文化財目録（書跡典籍古文書）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
　　感夢記、上智慧輪三蔵書 １帖
　　伝教大師略伝（元慶八年五月十九日） １巻
　　弘仁九年比叡山寺僧院等之記 １巻
　　慶耀状 １巻
　　弥勒上生経宗要 １巻
　　　　元慶二年七月十日円敏交了奥書

M30.12.28 延暦交替式
　紙背　南天竺般若悉曇十八章

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安

M30.12.28 越中国官倉納穀交替記残巻
　紙背　伝三昧耶戒私記

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安

M33.4.7 玉篇巻第廿七
　紙背　如意輪陀羅尼経

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 唐

M33.4.7 周防国玖珂郡玖珂郷延喜八年戸籍残巻
　紙背　金剛界入曼陀羅受三昧耶戒行儀

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安　延喜７

M33.4.7 漢書　高帝紀下、列伝第四残巻
　紙背　金剛界念誦私記

２巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良

M33.4.7 史記巻第九十六、九十七残巻
　紙背　金剛界次第

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良

S28.11.14 春秋経伝集解巻第廿六残巻
　紙背　四分戒本

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安

S28.11.14 春秋経伝集解巻第廿九残巻
　紙背　真言儀軌

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安

S34.6.27 釈摩訶衍論 ５帖 石山寺 大津市　石山寺一丁目 唐
S36.4.27 淳祐内供筆聖教（薫聖教）

　附　聖教目録　　１巻
７３巻、１帖 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安

T12.3.28 法華経序品（竹生島経）
　寛永丁卯松花堂昭乗跋

１帖 宝厳寺 長浜市　早崎町 平安

S51.6.5
H30.10.31

　菅浦文書（千二百八十一通）
　菅浦与大浦下庄堺絵図

６５冊
１幅

須賀神社 長浜市　西浅井町菅浦 鎌倉～江戸

M37.6.21 大般若経
　（和銅五年十一月十五日長屋王願経）

１４２帖 太平寺 甲賀市　土山町鮎河 奈良

M37.6.21 大般若経
　（和銅五年十一月十五日長屋王願経）

２７帖 常明寺 甲賀市　土山町南土山 奈良

重要文化財（書跡典籍古文書）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H21.7.10 東寺文書（百七通） ７巻

３冊
９４通

滋賀県 大津市　京町四丁目 平安～江戸

H23.6.27 滋賀県西河原遺跡群出土木簡 ６４点 滋賀県 大津市　京町四丁目 飛鳥～奈良
H3.6.21 葛川明王院文書

　附　文保二年文書櫃　３合
４,３３６通 明王院 大津市　葛川坊村町 平安～江戸

H3.6.21 葛川与伊香立庄相論絵図 １巻、１幅 明王院 大津市　葛川坊村町 鎌倉
M33.4.7 紙本墨書道邃和尚伝道文 １巻 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
M33.4.7 紙本墨書華厳要義問答　行福筆 ２巻 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
M39.4.14 紙本墨書山門再興文書

　　　　　　　　　　天正十三年三月十一日綸旨
　　　　　　　　　　天正十二年五月朔日秀吉直判
　　　　　　　　　　九月廿三日宣旨外二通
　　　　　　　　　　九月十二日家康状外六通

１通
１通
１巻
１巻

延暦寺 大津市　坂本本町 桃山

S24.5.30 伝述一心戒文　上中下 ３帖 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
S24.5.30 悉曇蔵

　応徳二年六月書写
８帖 延暦寺 大津市　坂本本町 平安

S30.6.22 紺紙金銀交書法華経 ８巻 延暦寺
[琵琶湖文化館寄託
(２巻)]

大津市　坂本本町 平安

S30.6.22 紺紙銀字法華経 ８巻 延暦寺
[琵琶湖文化館寄託
(２巻)]

大津市　坂本本町 平安

S54.6.6 延暦寺楞厳三昧院解　天禄三年正月十五日
 　応座主良源並三綱證判

１幅 延暦寺 大津市　坂本本町 平安　天禄３

S39.5.26 法華経（装飾経）
　天正十八年五月天台座主尊朝親王跋

８巻 弘法寺 大津市　坂本五丁目 平安

M33.4.7 後土御門天皇宸翰真盛上人号
　明応元年十二月廿七日後柏原天皇宸翰御讃

１幅 西教寺 大津市　坂本五丁目 室町　明応元

S12.5.25 紙本墨書無量義経疏　上中下
　各巻ニ寛平七年憐昭ノ奥書アリ

３巻 西教寺 大津市　坂本五丁目 平安　寛平７

S19.9.5 注大般涅槃経巻第八 １巻 西教寺 大津市　坂本五丁目 奈良
S52.6.11 法華経（色紙金銀箔散） ８帖 西教寺 大津市　坂本五丁目 平安
S39.5.26 法華経 ８巻 聖衆来迎寺

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　比叡辻二丁目 平安

S40.5.29 霊山院釈迦堂毎日作法　寛弘四年七月三日 １巻 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 平安　寛弘４
S4.4.6 紙本著色園城寺境内古図 ５幅 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
S9.1.30 紙本墨書大蔵経

　文和三年正月廿三日足利尊氏願経
５９２帖 園城寺 大津市　園城寺町 南北朝

M33.4.7 仏説浄業障経
　天平神護二年十月八日吉備由利願経

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良

M33.4.7 紙本墨書説一切有部倶舎論　仙釈筆 １巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良　天平勝宝４
M36.4.15 紙本墨書行歴抄　円珍記 １巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉
M38.4.4 紙本墨書建久年中検田帳 ２巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉
S28.3.31 叡山大師伝 １巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉
S28.3.31 法花玄賛義決

　弘仁十年六月書写奥書
１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安　弘仁10

S28.3.31 不空三蔵表制集巻第三 １巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
S28.3.31 大般若経音義中巻 １巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
S28.11.14 十誦律巻第五十二

（神護景雲二年五月十三日孝謙天皇勅願経）
１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良

S28.11.14 本朝文粋零本 １巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉
S28.11.14 法華義疏（内四巻点本） ７巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
S28.11.14 倶舎論記

倶舎論疏
倶舎論頌疏
　（以上三本東大寺覚樹点本）

２２巻
３０巻
５巻

石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
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指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S28.11.14 石山寺一切経

　附　雑宝経巻第四（光明皇后五月一日願経）
　　　以下百九十九巻

４,６４４帖 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良・平安・鎌
倉・南北朝・室町

S40.5.29 智証大師伝
　嘉承三年四月廿一日願澄書写奥書

１巻 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安　嘉承３

H5.6.10 石山寺校倉聖教
　附　聖教箱　　　　　　　　　　　　　　　３０合

１,９２５点 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安～桃山

H8.6.27 彦根藩井伊家文書 ２７,８００通 彦根市 彦根市　元町 桃山～明治
M33.4.7 空海請来目録

　附　観応元年卯月十日宗光寄進状　　　　　　１巻
１巻 宝厳寺 長浜市　早崎町 平安

T12.3.28 紙本墨書法華経分別功徳品
　建長五年ノ奥書アリ

１帖 宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉

竹生島文書（三百十二通） ５巻、１３幅、４
９冊、２帖、２４
３通

宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉～安土桃山

H2.6.29 安土山下町中掟書　天正五年六月日
　附 八幡山下町中掟書 天正十四年六月日　　　 1巻

１巻 近江八幡市 近江八幡市　桜宮町 桃山

S62.6.6 大島、奥津島神社文書（二百二十二通） １巻、３２冊、３
枚

大嶋神社・奥津嶋神
社

近江八幡市　北津田町 鎌倉～江戸

H30.10.31 長命寺文書（四千五百六十七通）
　
　

　附　長命寺参詣曼荼羅
　　　観心十界曼荼羅

４０巻、９８２
冊、３,０８５
通、４７鋪、６４
綴、１４３枚
１幅、３鋪
２鋪

長命寺 近江八幡市　長命寺町 平安～明治

M43.4.20 大般若経
和銅五年十一月十五日長屋王願経

４３帖 見性庵 甲賀市　土山町鮎河 奈良

H23.6.27 滋賀県西河原遺跡群出土木簡 ３１点 野洲市 野洲市　小篠原 飛鳥～平安
T1.9.3 紙本墨書常楽寺勧進状　延慶元年六月　　　　１

　　　　　　　　　　　延文五年七月　　　　１
　　　　　　　　　　　応永五年二月　　　　１
　附　銅仏餉器　元応二年常楽院ノ銘アリ　　１箇

３巻 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 鎌倉・南北朝・室
町

T12.3.28 紙本墨書法華経　開結共
　各巻ニ正中二年三月奉施入ノ奥書アリ

１０巻 天神社 高島市　マキノ町海津 平安

S62.6.6 今堀日吉神社文書（９４７通） ６６冊 日吉神社 東近江市　今堀町 鎌倉～江戸
H2.6.29 寂室元光墨蹟 越谿字号并説（蠟牋）

　　　　　　 貞治五年仲秋月
２幅 退蔵寺

[琵琶湖文化館寄託]
東近江市　山上町 南北朝

M39.4.14 紙本墨書寂室和尚遺誡 １幅 永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝
S11.5.6 紙本墨書寂室元光消息　二月九日

　　　　　　　　　　　華蔵寺宛
１幅 永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝

S11.5.6 紙本墨書寂室元光墨蹟（風攪飛泉詩） １幅 永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝
S11.5.6 紙本墨書　永源寺開山祭文（貞治六年九月二日）

　　　　　永源寺開山初七日香語
　　　　　　　　　（貞治六年九月八日）
　　　　　永源寺開山十三回忌法語
　　　　　　　　　（康暦元年九月一日）
　　　　　永源寺開山三十三回忌陞座語竝ﾆ香語
　　　　　　　　　（応永六年九月一日）
　　　　　永源寺開山西来庵入祖堂法語
　　　　　　　　　（永和三年季春）

１幅
１幅

２幅

３幅

１幅

永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝・室町

S33.2.8 紙本墨書寂室元光墨蹟　遺偈
　　　　　　　　　　　貞治六年九月一日

１幅 永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝　貞治6

H14.6.26 永源寺文書（八千七百四十七通） ６１巻、１４帖、
１,６０４冊、８
８幅、６,７４８
通、１３鋪、３枚

永源寺 東近江市　永源寺高野町 鎌倉～大正

T6.4.5 紙本墨書陸波羅南北過去帳 １巻 蓮華寺 米原市　番場 南北朝

重要美術品（書跡典籍古文書） ＊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
S15.9.27 紙本墨書中御門天皇宸翰御願文

 　享保十八年十二月十三日
１巻 延暦寺 大津市　坂本本町 江戸

S15.9.27 紙本墨書後水尾天皇宸翰御懐紙
 　（比叡山中堂に）

１幅 延暦寺 大津市　坂本本町 江戸

S17.5.30 後陽成天皇宸翰心経
　延宝辛酉林鐘廿六日後西天皇ノ御跋アリ

１巻 金台院 大津市　坂本六丁目 桃山

S9.12.20 十五日（花押）御消息（神輿三基云々） １幅 個人 大津市　坂本本町
S17.12.16 紙本墨書後陽成天皇宸翰消息　八月八日

　　　　　　　　　　　　　　民部卿宛
１幅 平野神社 大津市　松本一丁目 桃山

S17.12.16 紙本墨書霊元天皇宸翰御誓状
　（寛文十年三月廿七日御花押難波三位、三室戸權
　左宛）

１幅 平野神社 大津市　松本一丁目 江戸

S17.12.16 紙本墨書霊元天皇宸翰御消息（四月二日御花押） １幅 平野神社 大津市　松本一丁目 江戸
S11.9.12 紙本墨書徳川家康自筆日課念仏

　中ニ慶長十七年子八月四日トアリ
１幅 個人 長浜市　元浜町 桃山

S11.9.12 紙本墨書徳川家康自筆日課念仏
　中ニ慶長十七年子九月十五日トアリ

１幅 個人 長浜市　元浜町 桃山

S11.9.12 紙本墨書筆者未詳詠草断簡（雲浮野水） １幅 個人 長浜市　元浜町 室町
S12.12.24 紙本墨書後土御門天皇宸翰御懐紙

　（関路霞、梅薫風、名所河）
１幅 個人 長浜市　元浜町 室町

S12.12.24 紙本墨書後柏原天皇宸翰御懐紙
　（月多遠情、海辺擣衣、松葉不失）

１幅 個人 長浜市　元浜町 室町

S12.12.24 紙本墨書著到懐紙（五月雨晴）
　中ニ後柏原天皇、後奈良天皇ノ宸翰アリ

１幅 個人 長浜市　元浜町 室町

S12.12.24 紙本墨書後奈良天皇宸翰詠草（初鴬二首） １幅 個人 長浜市　元浜町 室町
S12.12.24 紙本墨書女房奉書三通

　中ニ正親町天皇宸翰アリ
１巻 個人 長浜市　元浜町 桃山

S12.12.24 紙本墨書後西天皇宸翰御懐紙（さほ姫の） １幅 個人 長浜市　元浜町 江戸

S13.9.5 紙本墨書大般若経巻一百五十七（薬師寺経） １巻
公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代

S16.9.24 紺紙金字根本薩婆多部律摂巻第十三（神護寺経） １巻
公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代
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滋賀県の指定文化財目録（書跡典籍古文書）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S15.9.27 紙本墨書後深草天皇宸翰御消息（みくらの事） １幅 個人

[琵琶湖文化館寄託]
高島市　野田 鎌倉

S15.9.27 紙本墨書崇光院宸翰秘曲御伝授記
　　　　　　　　（応安三年八月廿九日御花押）

１幅 個人
[琵琶湖文化館寄託]

高島市　野田 南北朝

S9.4.10 紙本墨書安南国書（永祚陸年陸月初五月） １幅 正眼寺 東近江市　小幡
S16.4.9 紙本墨書後陽成天皇宸翰

　天照皇大神神号
１幅 坂田神明宮 米原市　宇賀野 桃山

県指定有形文化財（書跡典籍古文書）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H19.6.1 東寺文書（滋賀県所有本） ７２点 滋賀県 大津市　京町四丁目 江戸
S42.4.24 近江国絵図 １,１１５枚 滋賀県 大津市　京町四丁目 江戸～明治
H17.4.20 鴨田遺跡出土巡礼札 ５４点 滋賀県 大津市　京町四丁目 室町
H17.4.20 東光寺遺跡出土呪符木簡 ２点 滋賀県 大津市　京町四丁目 平安
H18.3.17 近江輿地志略（寒川辰清自筆本）

　　附　付図
　　　　序跋抜丁包紙添

９４冊
５鋪
１５枚

滋賀県
[琵琶湖文化館]

大津市　京町四丁目 江戸

H12.3.10 比良庄絵図 １鋪 北比良区
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　北比良 室町

H12.3.10 大般若波羅蜜多経（崇永版）
　附　経箱　　　　　　　　　　　　６合
　　　経帙　　　　　　　　　　　６０帙
　　　絹本著色釈迦十六善神像　　　１幅

６００帖 樹下神社 大津市　北小松 南北朝

H9.3.31 往生要集
　版本　　　　　　　　　　　　　　４冊
　　　下末に建長五年の刊記がある
　写本　　　　　　　　　　　　　　２冊

６冊 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉～南北朝

R4.3.11 四分律刪繁補闕行事鈔断簡
　「古写経片紙集帖」に貼付される

４枚 西教寺 大津市　坂本五丁目 奈良

S62.3.30 不空羂索神変真言経巻第三
　天平十五年五月十一日光明皇后願経

１巻 聖衆来迎寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　比叡辻二丁目 奈良

S62.3.30 注大般涅槃経巻第十 １巻 聖衆来迎寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　比叡辻二丁目 奈良

S62.3.30 妙法蓮華経普門品第二十五 １巻 聖衆来迎寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　比叡辻二丁目 奈良

R3.2.16 四分律刪繁補闕行事鈔断簡 １巻 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 奈良
H18.3.17 近江輿地志略（寒川辰清自筆本） ６冊 浄光寺 大津市　石山外畑町 江戸
R5.3.17 木俣清左衛門家文書（付属品共） ６０５点 彦根市 彦根市　元町 江戸～現代
H7.3.31 井戸村家文書 ６５点 長浜市 長浜市　八幡東町 南北朝～江戸
S48.3.31 永享七年勧進猿楽奉加帳ならびに永享十一年塔供養奉

加帳
２帖 長浜八幡宮 長浜市　宮前町 室町

S56.4.24 版本倭点附刻妙法蓮華経 ８巻 長浜八幡宮
[琵琶湖文化館寄託]

長浜市　宮前町 室町　応永５

H11.3.31 称讃浄土仏摂受経 １巻 真宗大谷派本願寺別
院大通寺

長浜市　元浜町 奈良

H2.3.31 大般若波羅蜜多経
　文永二年の識語がある

５５０帖 宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉～室町

H4.3.31 竹生島宝厳寺文書 ４８通 宝厳寺 長浜市　早崎町 江戸
H9.3.31 日吉神社文書 ４６６点 日吉神社 長浜市　高月町井口 室町～明治
S62.3.30 仏本行集経巻第四十一

　天平十二年五月一日光明皇后願経
１巻 (財)布施美術館 長浜市　高月町唐川 奈良

S62.3.30 大般涅槃経集解巻第卅二 １巻 (財)布施美術館 長浜市　高月町唐川 奈良
S62.3.30 大般若波羅蜜多経巻第百九十一

　「薬師寺印」の朱印ならびに「薬師寺金堂」の黒
　印がある

１巻 (財)布施美術館 長浜市　高月町唐川 奈良

S63.3.31 大智度論巻第六十一
　　　　　　　針間国知識経

１帖 (財)布施美術館 長浜市　高月町唐川 奈良

S63.3.31 十誦律巻第五十一
　　神護景雲二年五月十三日
　　称徳天皇勅願経

１巻 (財)布施美術館 長浜市　高月町唐川 奈良

H9.3.31 六角氏式目 １冊 (財)布施美術館 長浜市　高月町唐川 江戸
S58.3.28 己高山縁起 ２巻 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 室町　応永14
H3.3.30 大般若波羅蜜多経

（伊香大社奉納経）
５９５巻 八幡神社 長浜市　西浅井町大浦 平安～江戸

H20.7.23 長命寺文書 長命寺 近江八幡市　長命寺町 平安～明治
H5.3.31 織田信長朱印状

　十月十日
　長谷川秀一・野々村正成充

１幅 浄厳院 近江八幡市 安土町慈恩寺 桃山

H11.3.31 称讃浄土仏摂受経 １巻 浄厳院 近江八幡市 安土町慈恩寺 奈良
H12.3.10 大般若波羅蜜多経（崇永版） ６０５帖 正禅寺 近江八幡市 安土町下豊浦 南北朝・江戸
S32.8.26 豊臣秀吉自筆北野湯茶道具目録 １幅 観音寺

[琵琶湖文化館寄託]
草津市　芦浦町 桃山

S57.3.31 芦浦観音寺文書 ２３３点 観音寺
[琵琶湖文化館寄託]

草津市　芦浦町 室町～江戸

H19.6.1 教行信証 ７帖 西蓮寺 草津市　上寺町 南北朝～室町
H10.6.19 織田信長朱印状

　元亀三年九月日　金森充
１巻 善立寺 守山市　金森町 桃山

H11.3.31 称讃浄土仏摂受経 １巻 蓮生寺 守山市　三宅町 奈良
R5.3.17 木内石亭墓碑 １基 本像寺 守山市　今宿 江戸
H6.3.31 紺紙金字金光明経巻第一 １巻 金勝寺

[琵琶湖文化館寄託]
栗東市　荒張 平安

H24.3.19 水口藩加藤家文書 １３,９８３点 甲賀市 甲賀市　水口町水口 桃山～近代
H2.3.31 大般若波羅蜜多経 ５６２帖 地福寺

[琵琶湖文化館寄託
(１０帖)]

甲賀市　土山町山女原 平安～室町

S57.3.31 版本妙法蓮華経（百済寺版） ８巻 櫟野寺
[琵琶湖文化館寄託]

甲賀市　甲賀町櫟野 南北朝　明徳2

S63.3.31 大般若波羅蜜多経（矢放神社保管）
　附　識語等断簡

５２４帖 兵主神社 野洲市　五条 平安・鎌倉

H13.3.19 御上神社文書 ２６５点 御上神社 野洲市　三上 室町～明治
H9.3.31 六角氏式目 １冊 個人 野洲市　三上 江戸
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滋賀県の指定文化財目録（書跡典籍古文書）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S47.4.1 大般若経（宋版） ６００帖 野蔵神社 野洲市　南桜 宋
H27.3.24 大溝藩分部家文書

　附　典籍類　　　　　　　　　　　　　　５点
　　　器物類（土器・檜扇・朱印状箱）　　６点

３８４点 高島市 高島市　新旭町北畑 桃山～江戸

S58.3.28 大般若経 ６００帖 若宮神社
[琵琶湖文化館寄託]

高島市　安曇川町北船木 平安

H4.3.31 大般若波羅蜜多経 ５８４巻 長寿寺 高島市　朽木地子原 平安～室町
H4.3.31 大般若波羅蜜多経 ４７９巻 大宮神社

[琵琶湖文化館寄託]
高島市　朽木中牧 奈良～鎌倉

H29.3.23 法華経　開結共（厳暹筆こけら経）
　附　こけら経断片　　　一括
　　　竹製箍輪　　　　　２本

４,９７５枚 松尾神社 東近江市　八日市松尾町 南北朝

H11.3.31 永源寺文書 ２６９点 永源寺 東近江市　永源寺高野町 江戸～明治
H13.3.19 寂室元光墨蹟

　出山釈迦図賛
１幅 永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝

H13.3.19 三千仏名経　寂室元光筆 ３巻 永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝
H11.3.31 弥天永釈墨蹟

　永安禅寺置文　　　　　１幅
　龍井庵常住注文　　　　１幅
　永源寺文書目録　　　　１幅

３幅 永安寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝～室町

H11.3.31 見性悟心禅師号　足利義持筆 １幅 永安寺 東近江市　永源寺高野町 室町
H11.3.31 見性悟心禅師諡号勅書 １幅 永安寺 東近江市　永源寺高野町 室町
S63.3.31 紺紙金字妙法蓮華経

　　　　　　　　　開結経共
１０巻 百済寺

[琵琶湖文化館寄託]
東近江市　百済寺町 平安

H12.3.10 霊仲禅英墨蹟
　弥天永釈寿位安奉語　　１幅
　曹源庵門中置文　　　　１幅
　萬法皈一之法語　　　　１幅
　霊仲禅英書状   　   　１幅
　円応禅師号　　　　　　１幅

５幅 曹源寺 東近江市　愛東外町 室町

S49.11.13 大般若経 ６００帖 成菩提院
[琵琶湖文化館寄託]

米原市　柏原 平安

S53.3.17 大原観音寺文書 ６２５点 観音寺 米原市　朝日 鎌倉～江戸
S49.3.11 伊吹社及び三宮修造勧進状・奉加帳 ９巻 個人

[琵琶湖文化館寄託]
米原市　伊吹 室町

H17.4.20 鉄眼版一切経（初刷禁裏献上本） ２,１５７冊 正明寺 日野町　松尾 江戸
H10.6.19 興敬寺文書 １２６点 興敬寺 日野町　西大路 室町～明治
H3.3.30 大般若波羅蜜多経

　僧十地、宋人普勲などの書写銘がある
６０１帖 西明寺 日野町　西明寺 鎌倉～江戸

H11.3.31 左右神社文書 ３７８点 左右神社 竜王町　橋本 鎌倉～江戸
H18.3.17 大般若波羅蜜多経（源敦経発願経） １２９巻、９帖 金剛輪寺

[琵琶湖文化館寄託]
愛荘町　松尾寺 平安

H20.7.23 観音玄義科 １巻 金剛輪寺
[琵琶湖文化館寄託]

愛荘町　松尾寺 鎌倉　嘉禎３

H26.1.17 金剛輪寺下倉米銭下用帳 １０３枚 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 室町
H10.6.19 紺紙金地蘇悉地羯羅供養法巻上 １巻 西明寺

[琵琶湖文化館寄託]
甲良町　池寺 高麗

S61.3.28 多賀大社文書
　附　紙本著色多賀大社境内古図　　１幅

１３６通 多賀大社 多賀町　多賀 鎌倉～江戸
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