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1 絵　画 近江　鈴木靖将 筆 １面 琵琶湖文化館 現　代

2 絵　画 源平合戦図　狩野氏信 筆 ６曲１双 琵琶湖文化館 江戸時代

3 典　籍 竹生島詣勧進弁　鳩居堂蓮心 作 １冊 琵琶湖文化館 江戸時代

4 絵　画 山法師強訴図 ６曲１隻 琵琶湖文化館 江戸時代

5 工　芸 琵琶 １面 琵琶湖文化館 室町時代

6 絵　画 源氏物語図 １帖 琵琶湖文化館 江戸時代
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7 絵　画 鳥禽図　伊藤若冲 筆 １幅 琵琶湖文化館 江戸時代

8 絵　画 湖魚図　吉田虎之助 筆 １幅 琵琶湖文化館 江戸時代

9 絵　画 鴨図　谷文晁 筆 １幅 琵琶湖文化館 江戸時代

10 絵　画 蟇図　清水節堂 筆 １幅 琵琶湖文化館 近　代

11 工　芸 鯉置物　銘「雄三作」 ２点 琵琶湖文化館 現　代

12 工　芸 金銀象嵌蔬彩透彫蟷螂手箱　谷口幸珉 作 １合 琵琶湖文化館 現　代

13 工　芸 姥餅󠄀焼水鳥香合 １合 琵琶湖文化館 江戸時代

14 典　籍 近江物産誌　上・下 ２冊 琵琶湖文化館 江戸時代
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15 書　跡 木内石亭書跡「石」 １幅 個人 江戸時代

16 典　籍 雲根志　木内石亭 著 １５冊 琵琶湖文化館 江戸時代

17 典　籍 近江輿地志略（寒川辰清自筆本）　県指定文化財 ９４冊 琵琶湖文化館 江戸時代

18 歴史資料 超明寺碑拓本 １幅 琵琶湖文化館 現　代

19 歴史資料 益須寺瓦拓本 １幅 琵琶湖文化館 現　代

20 考　古 骨製銛（坂田郡米原町磯出土　米原市入江内湖遺跡） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

21 考　古 玦状耳飾（安土遺跡出土　近江八幡市） ２点 琵琶湖文化館 縄文時代

22 考　古 石鏃（大津市滋賀里遺跡出土） ６点 琵琶湖文化館 縄文時代

23 考　古 両頭石斧（長浜市山階出土　長浜市山階遺跡） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

24 考　古 石棒（東浅井郡田根村瓜生出土　長浜市瓜生遺跡） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

25 考　古 石棒（東浅井郡浅井町木尾出土　長浜市木尾遺跡） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

26 考　古 石槍（蒲生郡西大路出土　日野町） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

27 考　古 石斧（東浅井郡田根村高畑出土　長浜市高畑遺跡） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

28 考　古 石斧（坂田郡伊吹村伊吹出土　米原市伊吹遺跡） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

29 考　古 石斧（堅田町仰木出土　大津市） １点 琵琶湖文化館 縄文時代

30 考　古 石斧（大津市滋賀里遺跡出土） １点 琵琶湖文化館 縄文～弥生時代

31 考　古 石斧（大津市滋賀里遺跡出土） １点 琵琶湖文化館 縄文～弥生時代

32 考　古 石斧（大津市滋賀里遺跡出土） １点 琵琶湖文化館 縄文～弥生時代

33 考　古 環状石斧（瀬田川底出土　大津市） １点 琵琶湖文化館 縄文～弥生時代

34 考　古 片刃石斧（大津市滋賀里遺跡出土） １点 琵琶湖文化館 弥生時代

35 考　古 石槍（大津市滋賀里遺跡出土） 1点 琵琶湖文化館 弥生時代

36 考　古 石槍（大津市滋賀里遺跡出土） 1点 琵琶湖文化館 弥生時代

滋賀県立琵琶湖文化館・滋賀県立安土城考古博物館地域連携企画展

滋賀県立琵琶湖文化館開館60周年記念　滋賀県立安土城考古博物館第63回企画展

琵琶湖文化館の『博物誌』―浮城万華鏡の世界へ、ようこそ！―

会場：滋賀県立安土城考古博物館

会期：令和3年（2021）2月6日（土）～3月21日（日）

物語と伝説の世界へ　―ファンタジックな近江―

琵琶湖と自然といきものと　―文化館の博物学―

近江考古学ことはじめ　―文化館の考古資料から―
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37 絵　画 老松図　貫名菘翁 筆 １幅 琵琶湖文化館 江戸時代

38 書　跡 山元春挙書跡「撥雲」 １幅 琵琶湖文化館 近　代

39 書　跡 板倉槐堂書跡　蓮図画賛 １幅 琵琶湖文化館 近　代

40 書　跡 西村捨三書画 １幅 琵琶湖文化館 近　代

41 工　芸 膳所茶碗「黒鼠」　山元春挙 画 １口 琵琶湖文化館 近　代

42 工　芸 膳所茶碗「白鼠」　山元春挙 画 １口 琵琶湖文化館 近　代

43 書　跡 渋沢栄一書跡 １幅 琵琶湖文化館 近　代
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44 絵　画 法隆寺金堂壁画模写 １幅 琵琶湖文化館 現　代

45 工　芸 菊花文建築装飾彫刻 １点 琵琶湖文化館 桃山時代

46 典　籍 泉福寺焼経 １幅 琵琶湖文化館 平安時代

47 典　籍 不倶□三尊之事　高山寺旧蔵 １巻 琵琶湖文化館 南北朝時代

48 典　籍 儀軌観音 １幅 琵琶湖文化館 鎌倉時代

49 典　籍 妙法蓮華経巻第三 １幅 琵琶湖文化館 室町時代

50 歴史資料 阿育王石柱拓本 １幅 琵琶湖文化館 現　代

51 彫　刻 若返り地蔵　森大造 作 １躯 琵琶湖文化館 現　代
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52 歴史資料 瀬田橋柱古材置物「蠡山」　頼山陽 銘 １箇 琵琶湖文化館 江戸時代

53 工　芸 霊元天皇御眼鏡 １点 琵琶湖文化館 江戸時代

54 工　芸 菊紋桐蒔絵塵取 １口 観音寺(草津市) 桃山時代

55 工　芸 黒漆塗塵取 １口 観音寺(草津市) 江戸時代

56 歴史資料 蓮光寺出土金貨 一括 蓮光寺(近江八幡市) 江戸時代

57 絵　画 琵琶湖文化館竣開ポスター原画 １枚 琵琶湖文化館 現　代

58 絵　画 観光の近江へポスター １面 琵琶湖文化館 現　代

59 絵　画 汽船湖水丸図 １面 琵琶湖文化館 近　代

60 歴史資料 活版印刷資料 一括 琵琶湖文化館 現　代

61 工　芸 天平筆（雀頭筆）　藤野雲平 作 ３本 琵琶湖文化館 現　代

62 民　俗 フゴ １点 琵琶湖文化館 現　代

63 民　俗 むつき干し １点 琵琶湖文化館 現　代

書家の絵、画家の書、政治家の書　―分野違いの「アールブリュット」たち―

隠れた「仏教美術」たち　―琵琶湖文化館の蔵出し秘蔵品―

なんだこれは？の博物誌　―これぞ文化館奥の院！―


