
　　　　　　　第５２回企画展　　　　　　　　　　　　「大湖北展　湖北三郡の風土と遺宝」　　展示替一覧表

番号 指定　 名称　　　　　　　　 員数　　　　 時代 所蔵者　 括弧内は旧市町名 展示期間

　　　【Ⅰ部】湖北の神々　神仏習合美術の世界

1 市文 男神立像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 山門鳥居堂 長浜市（西浅井町） 全期間
2 県文 女神坐像・男神立像 四躯　　　　　　　　　　　平安時代 春日神社 長浜市（高月町） 全期間
3 塩津港遺跡出土神像群 五躯　　　　　　　　　　　平安時代 滋賀県教育委員会 全期間
4 市文 山王二十一社本地仏・垂迹神像 七躯　　　　　　　　　　　鎌倉～室町時代 日吉神社 長浜市（高月町） 全期間
5 重文 狛犬 一対　　　　　　　　　　　鎌倉時代 白髭神社 長浜市（湖北町） 全期間
6 狛犬（附．洲浜座） 一対　　　　　　　　　　　室町時代 比伎多理神社 長浜市（湖北町） 全期間
7 市文 狛犬 一対　　　　　　　　　　　室町時代 大安養神社 長浜市（びわ町） 全期間
8 狛犬 一対　　　　　　　　　　　室町時代 琴岡神社 米原市（伊吹町） 全期間
9 神猿 一躯 桃山時代 須賀神社 長浜市（西浅井町） 全期間
10 横山神社懸仏群 一三面 南北朝～室町時代　　横山神社 長浜市（木之本町） 全期間
11 柳野中区懸仏 一面 室町時代 柳野中区 長浜市（高月町） 全期間

　　　【Ⅱ部】伊吹山と竹生島

12 大日如来坐像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代　　 庵寺観音講 米原市（伊吹町） 全期間
13 金剛薩埵像 一幅　　　　　　　　　　　南北朝時代 観音寺 米原市（山東町） 後期
14 焰魔天曼荼羅図 一幅　　　　　　　　　　　南北朝時代 観音寺 米原市（山東町） 前期
15 摩利支天像 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 観音寺 米原市（山東町） 前期
16 重文 伝聖徳太子像 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 成菩提院 米原市（山東町） 後期
17 文殊菩薩坐像 一躯　　　　　　　　　　　桃山時代 成菩提院 米原市（山東町） 全期間
18 県文 獅子頭 一箇　　　　　　　　　　　桃山時代 伊夫岐神社 米原市（伊吹町） 全期間
19 市文 不動明王立像 一躯　　　　　　　　　　　江戸時代 光明院 米原市（山東町） 全期間
20 聖観音立像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 宝厳寺 長浜市（びわ町） 全期間
21 県文 弁才天像 一幅　　　　　　　　　　　南北朝時代 宝厳寺 長浜市（びわ町） 前期
22 弁才天像 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 宝厳寺 長浜市（びわ町） 後期
23 弁才天坐像 一躯　　　　　　　　　　　室町時代 宝厳寺 長浜市（びわ町） 全期間
24 弁才天坐像 一躯　　　　　　　　　　　室町時代 千光院 近江八幡市（安土町） 全期間
25 重文 北斗九星像 一幅 南宋時代　 宝厳寺 長浜市（びわ町） 後期
26 阿字観本尊図 一幅 室町時代　 宝厳寺 長浜市（びわ町） 前期

　　　【Ⅲ部】観音像と仏教文化の展開

27 聖観音立像 一躯 奈良～平安時代　 阿弥陀寺 長浜市（西浅井町） 全期間
28 市文 聖観音立像 一躯 平安時代　 長浜市長浜城歴史博物館 全期間
29 重文 十一面観音立像 一躯 平安時代 善隆寺 長浜市（西浅井町） 全期間
30 市文 十一面観音立像 一躯 鎌倉時代 青岸寺 米原市（米原町） 全期間
31 市文 十一面観音三尊像懸仏 一面 南北朝時代 長浜市長浜城歴史博物館 全期間
32 千手観音像 一幅 鎌倉時代 浄信寺 長浜市（木之本町） 前期
33 千手千足観音立像 一躯 江戸時代 正妙寺 長浜市（高月町） 全期間
34 市文 馬頭観音立像 一躯 平安時代 横山神社 長浜市（高月町） 全期間
35 観音像懸仏 二面 江戸時代 丁野観音堂 長浜市（湖北町） 全期間
36 県文 鴨田遺跡出土巡礼札 二〇枚 室町時代　 本館 全期間（一〇枚ずつ）
37 重文 三月経曼荼羅図 一幅 鎌倉時代 舎那院 長浜市（長浜市） 前期
38 普賢菩薩像 一幅 鎌倉時代 浄信寺 長浜市（木之本町） 後期
39 重文 地蔵菩薩像 一幅 鎌倉時代 浄信寺 長浜市（木之本町） 後期
40 市文 四天王像 四幅 鎌倉時代 浄信寺 長浜市（木之本町） 全期間（二幅ずつ）
41 十三仏図 一幅 室町時代 知善院 長浜市（長浜市） 前期

　　　【Ⅳ部】戦国の湖北

42 市文 上平寺城絵図 一枚 江戸時代 米原市教育委員会 全期間
43 京極氏城館跡出土遺物 一括 米原市教育委員会 全期間
44 上平寺城遺跡出土遺物 一括 米原市教育委員会 全期間
45 弥高寺遺跡出土遺物 一括 米原市教育委員会 全期間
46 小谷城絵図 一枚 江戸時代 長浜市長浜城歴史博物館 後期
47 小谷城跡出土資料 一括 長浜市教育委員会 全期間
48 鰐口 二面 室町時代 和泉神社 長浜市（湖北町） 全期間
49 狛犬 一対 室町時代 小谷神社 長浜市（湖北町） 全期間
50 県文 浅井長政像 一幅 桃山時代 小谷城址保勝会 長浜市（湖北町） 前期
51 浅井長政・同夫人像 二幅 江戸時代 本館 後期
52 織田信長像 一幅 江戸時代 摠見寺 近江八幡市（安土町） 前期
53 豊臣秀吉像 一幅 桃山時代　　 大阪市立美術館 後期
54 阿弥陀三尊像懸仏 一面 桃山時代　　 舎那院 長浜市（長浜市） 全期間
55 豊国大明神神号 一幅 桃山時代　　 知善院 長浜市（長浜市） 前期
56 豊国大明神神号 一幅 桃山時代　　 長浜八幡宮 長浜市（長浜市） 後期

（注） 月曜日は休館　　但し１月１１日（月）は開館　翌１２日（火）は休館 前期 １/９（土）～１/２４（日）
後期 １/２６（火）～２/１４（日）

（おことわり）　本一覧表の内容は予告なく変更することがございます。



１/２６（火）～２/１４（日）


