
番号 指定　 名称　　　　　　　　 員数　　　　 時代 所蔵者　 所在地 展示期間

　　　【第Ⅰ部】 姿を現わした神々

  　　　〈その１〉ほとけの姿-仏像彫刻の伝来とその造形思想-

1 重文 阿弥陀如来立像　　 一躯　　　　　　　　　　　鎌倉時代　 観音寺 滋賀県草津市 全期間

2 弥勒菩薩半跏像　 一躯　　　　　　　　　　　飛鳥時代 東京国立博物館 東京都 全期間

3 十一面観音坐像　 一躯　　　　　　　　　　　平安～鎌倉時代 延寿寺 滋賀県彦根市 全期間

4 重文 不動明王及二童子立像　 三躯　　　　　　　　　　　鎌倉時代 宗泉寺 滋賀県野洲市 全期間

5 重文 毘沙門天立像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 宗泉寺 滋賀県野洲市 全期間

6 県文 大黒天立像　 一躯　　　　　　　　　　　南北朝時代 聖衆来迎寺 滋賀県大津市 全期間

7 吉祥天倚像 一躯　　　　　　　　　　　鎌倉時代 奈良国立博物館 奈良県奈良市 全期間

8 弁才天坐像　 一躯　　　　　　　　　　　桃山時代  千光院 滋賀県近江八幡市 全期間

  　　　〈その２〉カミの姿を造形する-神像彫刻の成立と展開-

9 県文 僧形神坐像　 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 本隆寺 滋賀県彦根市 全期間

10 重文 僧形神坐像　 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 地主神社 滋賀県大津市 全期間

11 重文 男神（国常立尊）坐像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 地主神社 滋賀県大津市 全期間

12 男神坐像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 天皇神社 滋賀県大津市 全期間

13 男神立像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 山門鳥居堂 滋賀県長浜市 全期間

14 府文 男神坐像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 観音寺 京都府和束町 全期間

15 男神（伊豆山権現）立像 一躯　　　　　　　　　　　平安～鎌倉時代 奈良国立博物館 奈良県奈良市 全期間

16 細江神社神像群 四躯　　　　　　　　　　　室町時代 細江神社 静岡県浜松市 全期間

17 府文 男神・女神坐像 二躯　　　　　　　　　　　平安時代 玉祖神社 大阪府八尾市 全期間

18 男神・女神坐像　 二躯　　　　　　　　　　　室町時代 個人 滋賀県 全期間

19 女神坐像　　 一躯　　　　　　　　　　　南北朝時代 大田神社 滋賀県高島市 全期間

20 女神坐像　　 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 市比賣神社 京都府京都市 全期間

21 府文 伝女神坐像 一躯　　　　　　　　　　　南北朝時代 壺井八幡宮 大阪府八尾市 全期間
附．像内納入品（千体地蔵菩薩像） 　　　

22 府文 童形神坐像　 二躯　　　　　　　　　　　南北朝時代 壺井八幡宮 大阪府八尾市 全期間

23 大将軍神坐像　 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 四天王寺 大阪府大阪市 全期間

　　　【第Ⅱ部】 本地垂迹説の成立と神・仏の一体化

  　　　〈その１〉神道曼荼羅に描かれた世界

24 山王垂迹神曼荼羅図　 一幅 南北朝時代 大津市歴史博物館 滋賀県大津市 後期

25 県文 山王垂迹神曼荼羅図 一幅 南北朝時代 正源寺 滋賀県長浜市 前期

26 重文 山王宮曼荼羅図　　 一幅 鎌倉時代 百済寺 滋賀県東近江市 後期

27 重文 山王宮曼荼羅図　　 一幅 南北朝時代 奈良国立博物館 奈良県奈良市 前期

28 県文 熊野本地仏曼荼羅図　 一幅 南北朝時代 西教寺 滋賀県大津市 後期

29 熊野垂迹神曼荼羅図 一幅 鎌倉時代 和歌山県立博物館 和歌山県和歌山市 前期

30 熊野垂迹神曼荼羅図　 一幅 室町時代 和歌山県立博物館 和歌山県和歌山市 後期

31 県文 熊野権現本地仏・垂迹神像 十躯 南北朝時代 安楽寺 和歌山県日高川町 全期間

32 府文 八幡垂迹神曼荼羅図 一幅 鎌倉時代 龍安寺 京都府京都市 前期

33 春日本迹曼荼羅図　 一幅 南北朝時代 個人 兵庫県 前期

34 県文 春日宮曼荼羅図 一幅 鎌倉時代 石山寺  滋賀県大津市 後期

35 高野垂迹神曼荼羅図　 一幅 室町時代 東京国立博物館　 東京都 前期

36 三十番神像 一幅 室町時代 談山神社 奈良県桜井市 後期

  　　　〈その２〉社殿に現われた仏-懸仏の登場と退場-
37 子守三所権現鏡像　 一面 平安時代 東京国立博物館　 東京都 全期間

38 山王九社本地仏像懸仏 一面 鎌倉時代 個人 大阪府 全期間

39 地蔵菩薩像懸仏 三面 平安～室町時代 日吉神社 滋賀県東近江市 全期間

40 阿弥陀如来像懸仏　 二面 南北朝・江戸時代 八幡神社 滋賀県東近江市 全期間

41 春日四所明神本地仏像懸仏　 一面 江戸時代 成合春日神社　 大阪府高槻市 全期間

42 荼吉尼天像及神使像方形懸仏　 一面 江戸時代 德川記念財団 東京都 全期間

（注）月曜日休館 （５月７・14・21・28日、６月４・11日） 前期 ４/２８（土）～５/２０（日）
後期 ５/２２（火）～６/１７（日）

平成３０年度春季特別展　「武将たちは何故、神になるのか-神像の成立から天下人の神格化まで-」展示替一覧表

（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。



　　　【第Ⅲ部】 神・仏と融合する人々

  　　　〈その１〉皇族・貴族の神格化

43 聖徳太子像　 一幅　　　　　　　　　　　室町時代　 聖衆来迎寺 滋賀県大津市 前期

44 聖徳太子先徳高僧連坐像 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 興敬寺 滋賀県日野町 後期

45 県文 如意輪観音像懸仏 一面　　　　　　　　　　　南北朝時代 鶴林寺 兵庫県加古川市 全期間

46 大日如来像懸仏 一面　　　　　　　　　　　鎌倉時代 大阪市立美術館 大阪府大阪市 全期間

47 藤原鎌足像 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 談山神社 奈良県桜井市 後期

48 藤原鎌足像（多武峰曼荼羅図） 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 談山神社 奈良県桜井市 前期

49 天神坐像 一躯　　　　　　　　　　　南北朝時代 菅山寺 滋賀県長浜市 全期間

50 束帯天神像　 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 京都大学総合博物館 京都府京都市 後期

51 束帯天神像　 一幅　　　　　　　　　　　室町時代 個人 滋賀県 前期

52 渡唐天神像 一躯　　　　　　　　　　　室町時代 愛東外区 滋賀県東近江市 前期

53 僧形天神坐像 一躯　　　　　　　　　　　室町時代 大田神社  滋賀県高島市 全期間
附．像内納入品

54 十一面観音三尊像懸仏 一面　　　　　　　　　　　南北朝時代 大田神社  滋賀県高島市 全期間

55 十一面観音像懸仏　 一面　　　　　　　　　　　江戸時代 上宮天満宮 大阪府高槻市 全期間

  　　　〈その２〉高僧像に見られる尊格表現

56 慈恩大師坐像 一躯　　　　　　　　　　　平安時代 東京国立博物館 東京都 全期間

57 稚児大師像 一幅 室町時代 彦根城博物館 滋賀県彦根市 前期

58 重文 慈恵大師像 一幅 鎌倉時代 鶴林寺 兵庫県加古川市 後期

59 善導・法然上人二祖対面図 一幅 室町時代 浄厳院 滋賀県近江八幡市 後期

60 法然上人像 一幀 南北朝時代 十輪寺 兵庫県高砂市 前期

61 法然上人像 一幅 室町時代 知恩院 京都府京都市 後期

62 法然上人像 一幅 室町時代 浄厳院 滋賀県近江八幡市 前期

63 太郎坊絵伝 一幅 江戸時代 長命寺 滋賀県近江八幡市 後期

　　　【第Ⅳ部】 天下人の神格化へ

  　　　〈その１〉織田信長の自己神格化

64 織田信長像 一幅 桃山時代 報恩寺 京都府京都市 後期

65 織田信長像（京都・報恩寺本模本） 一幅 明治時代 東京国立博物館 東京都 前期

66 織田信長像 一幅 江戸時代 摠見寺 滋賀県近江八幡市 前期

67 織田信長像 一幅 江戸時代 浄厳院 滋賀県近江八幡市 後期

68 織田信長坐像 一躯 明治時代 浄厳院 滋賀県近江八幡市 全期間

69 安土城跡出土遺物 一点 桃山時代 滋賀県教育委員会 滋賀県 全期間

70 安土城跡出土遺物 一点 桃山時代 東近江市教育委員会 滋賀県東近江市 全期間

71 近江国蒲生郡安土古城図 一幅 江戸時代 摠見寺 滋賀県近江八幡市 前期

  　　　〈その２〉豊臣秀吉の神格化と豊国大明神像

72 豊国大明神坐像　 一躯 桃山時代 大阪城天守閣 大阪府大阪市 全期間

73 豊国大明神坐像 一躯 桃山時代 理智院　 大阪府岬町 全期間

74 豊国大明神像 一幅 桃山時代 等持院 京都府京都市 後期

75 豊国大明神像 一幅 桃山時代 禅林寺 京都府京都市 後期

76 豊国大明神像 一幅 桃山時代 報恩寺 京都府京都市 前期

77 豊国大明神神号 一幅 桃山時代 知善院 滋賀県長浜市 ６／１（金）～６／17（日）

78 豊国大明神神号 一幅 桃山時代 石山寺  滋賀県大津市 ４／28（土）～５／13（日）

79 豊国大明神神号 一幅 桃山時代 長浜八幡宮 滋賀県長浜市 ５／15（火）～５／31（木）

80 豊臣秀長像 一幅 江戸時代 禅林寺 京都府京都市 前期

  　　　〈その２〉徳川家康の神格化と東照大権現像 

81 東照大権現坐像　 一躯 江戸時代 大樹寺 愛知県岡崎市 全期間

82 東照大権現像 一幅 江戸時代 毘沙門堂 京都府京都市 後期

83 東照大権現像 一幅 江戸時代 京都大学総合博物館 京都府京都市 後期

84 東照大権現像 一幅 江戸時代 四天王寺 大阪府大阪市 前期

85 東照大権現像 一幅 江戸時代 喜蔵院 奈良県吉野町　 前期

86 東照大権現霊夢像 一幅 江戸時代 德川記念財団 東京都 後期

87 東照大権現霊夢像（家康・家光対面像） 一幅 江戸時代 德川記念財団 東京都 前期

88 薬師三尊像懸仏 一面 江戸時代 金地院 京都府京都市 全期間


