
リニューアルオープン記念コレクション展「ひらけ！温故知新―重要⽂化財・桑実寺縁起絵巻を⼿がかりに―」出品リスト
2021年6⽉27⽇（⽇）―8⽉22⽇（⽇） 滋賀県⽴美術館 展⽰室1

No. 指定 作品名 作者名 材質技法 員数 ⼨法 制作年 出品歴 所蔵
6/27
‐7/11

7/13
‐7/25

7/27
‐8/9

8/11
‐8/22

1 ◎ 桑実寺縁起絵巻
詞 後奈良天皇・⻘蓮院尊鎮・三条⻄実隆
絵 ⼟佐光茂 紙本著⾊ 2巻

巻上：35.2×1367.3cm
巻下：35.1×938.0cm 天⽂元年（1532） ー

近江⼋幡市・桑實寺
（京都国⽴博物館寄託）

上巻 巻替 下巻 巻替

2 ⾜利義晴像 ⼟佐派絵画資料のうち ⼟佐光茂 紙本著⾊ 1枚 24.3×41.3cm 天⽂19年（1550） ー 京都市⽴芸術⼤学芸術資料館
3 ⾜利義晴像 ⼟佐派絵画資料のうち ⼟佐光茂 紙本著⾊ 1枚 33.9×38.0cm 室町時代（16世紀） ー 京都市⽴芸術⼤学芸術資料館

4 鳰之浦絵巻 横⼭⼤観 紙本墨画 1巻 32.8×1030.0cm ⼤正7年（1918） ー
5-1 図案帖 岸派下絵・写⽣等資料のうち 岸 ⽵堂 紙本墨画淡彩 1冊 15.0×12.1cm 不詳 ー 個⼈蔵（当館寄託）
5-2 ⾵景写⽣帖 岸派下絵・写⽣等資料のうち 岸 ⽵堂 紙本墨画淡彩 1冊 16.4×10.5cm 明治11−21年（1878−88） ー 個⼈蔵（当館寄託）
5-3 ⼤津唐崎図下絵 岸派下絵・写⽣等資料のうち 岸 ⽵堂 紙本墨画 1枚 35.8×84.8cm 明治8年（1875） ー 個⼈蔵（当館寄託）
6 琵琶湖眺望図 島﨑⽟淵 紙本著⾊ 1⾯ 42.6×93.7cm ⽂政13年（1830） ー
7 ◎ 近江名所図 狩野派 紙本著⾊ 六曲⼀双 （各）137.0×361.0cm 室町時代（16世紀後半） ー
8 湖畔残春 池⽥遙邨 絹本著⾊ 六曲⼀双 （各）167.0×375.0cm ⼤正9年（1920） 第2回帝展
9 ⽇枝⼭より琵琶湖を望む ⼭元桜⽉ 紙本著⾊ 1⾯ 48.0×114.5cm 昭和45年（1970）頃 ー

10 ⽵取物語 難破 ⼩林古径 紙本著⾊ 1⾯ 45.5×153.0cm ⼤正6年（1917） ー
11 ⽥鶴来 三橋節⼦ 紙本著⾊ 1⾯ 162.1×130.3cm 昭和48年（1973） 第37回新制作展
12 近江昔話 雷獣 三橋節⼦ 紙本著⾊ 1⾯ 130.3×162.1cm 昭和49年（1974） 第1回創画展
13 源⽒物語図 ー 紙本墨書・紙本著⾊ 1帖 （各）33.0×27.0cm 江⼾時代 ー 滋賀県⽴琵琶湖⽂化館
14 須磨 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 171.2×68.0cm 平成15年（2003） ー
15 明⽯ 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 170.0×66.8cm 平成12年（2000） ー
16 明⽯の姫君 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 81.2×45.0cm 平成15年（2003） ー
17 松⾵ 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 169.2×69.0cm 平成15年（2003） ー
18 ⼣顔 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 171.1×69.5cm 平成15年（2003） ー
19 花散⾥ 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 169.0×69.5cm 平成14年（2002） ー
20 朝顔 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 167.5×68.4cm 平成13年（2001） ー
21 篝⽕ 『源⽒物語』より 志村ふくみ 紬織着物 1領 169.5×66.8cm 平成11年（1999） ー
22 武陵桃源図 ⼭元春挙 絹本著⾊ 1幅 156.5×70.6cm ⼤正15年（1926） 第3回淡交会展
23 ⻄廂待⽉ 安⽥靫彦 絹本著⾊ 1幅 48.1×71.2cm ⼤正15年（1926） 第5回⾰丙会

24 天下和順図 狩野永章 紙本著⾊ 8⾯
167.2−168.7×
    90.4−94.8cm ⽂政10年（1827） ー 眞念寺（当館寄託）

25 観⾳図 下村観⼭ 絹本著⾊ 1幅 138.5×56.4cm 明治44年（1911）頃 ー
26 観世⾳菩薩像 安⽥靫彦 絹本著⾊ 1幅 45.5×57.5cm 昭和20年代 ー 個⼈蔵（当館寄託）
27 欣求⻄⽅浄⼟ 杉本哲郎 絹本著⾊ 1⾯ 106.2×83.2cm 昭和60年（1985） ー

2021年6⽉25⽇現在

前後期場⾯替

前後期場⾯替

 0．桑実寺縁起絵巻をひらく

 1．パノラマの視点

 2．ストーリーを描く

 3．祈りの情景

前後期場⾯替
前後期巻替

・滋賀県近江八幡市所在の寺院・桑實寺の名称については、作品所蔵者表記のみ旧字体の「實」を用いました。
・図版番号は会場の作品番号と一致していますが、展示の順序とは必ずしも一致していません。
・会期中に展示替えを行うため、出品リストに掲載の作品でも陳列されていない場合があります。リストのグレーの部分が展示期間です。
・記号◎は重要文化財を示します。
・所蔵先の記載のない作品は、滋賀県立美術館の所蔵作品です。
・展示室内の温度・湿度・照度は作品保護に適した環境に調整しているため、展示室の環境がお客様にとって快適でないこともございますが、ご理解くださいますようお願いします。
・作品の状態、その他やむをえない事情により、展示作品や展示期間を予定外に変更する場合があります。 
・会場内での飲食・喫煙・携帯電話のご使用はご遠慮ください。
・会場内での撮影・録画・模写等は原則お断りします。
・会場内でのえんぴつ以外の筆記用具の使用はお断りします。
・展示作品および展示ケースには触れないでください。
・館内では係員の指示に従ってください。



No. 指定 作品名 作者名 材質技法 員数 ⼨法 制作年 出品歴 所蔵
6/27
‐7/11

7/13
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‐8/9
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‐8/22

28 磨針峠 ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ ⼆曲⼀双 （各）168.0×176.0cm 昭和22年（1947） 再興第32回院展

29 少将滋幹の⺟ 挿画 ⼩倉遊⻲ 紙本墨画 89⾯
17.8−22.5×
    19.8−35.5cm 昭和24−25年（1949−50） ー

30 細雪 挿絵 ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 9⾯ （各）30.5×21.0cm 昭和45年（1970）頃 ー

31 観世⾳菩薩 ⼩倉遊⻲ 絹本著⾊ 1⾯ 170.5×133.5cm 昭和16年（1941） 再興第28回院展
32 観世⾳菩薩 ⼤下絵 ⼩倉遊⻲ 紙本墨画 1⾯ 170.6×133.4cm 昭和16年（1941） ー

33 厨のもの （⼀）（⼆）（三） ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 1⾯
（⼀）49.0×59.7cm
（⼆）40.8×50.0cm
（三）37.0×45.0cm

昭和55年（1980） 再興第65回院展

34 観⾃在 ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 1⾯ 196.0×123.0cm 昭和43年（1968） 再興第53回院展
35 或る御神像 ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 1⾯ 109.5×84.0cm 昭和53年（1978） 再興第63回院展
36 菩薩 ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 1⾯ 148.0×65.0cm 昭和54年（1979） 再興第64回院展
37 紅⽩紫⻩ ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 1⾯ 46.0×55.0cm 平成元年（1989） 再興第74回院展

38 花三題 ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 3⾯
中：65.0×53.0cm
脇：（各）45.6×
54.6cm

昭和60年（1985） 再興第70回院展

39 花と果物 ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 3⾯
中：54.1×45.6cm
脇：（各）45.6×
54.6cm

昭和61年（1986） 再興第71回院展

40 古陶磁と⻘柿・⽩桃・マンゴーなど ⼩倉遊⻲ 紙本著⾊ 3⾯ （各）50.5×41.5cm 昭和63年（1988） 再興第73回院展

 ⼩倉遊⻲コーナー
 2．ストーリーを描く―⼩倉遊⻲のアプローチ―

 3．祈りの情景―⼩倉遊⻲の願い―
前後期場⾯替

89⾯のうち
19⾯

89⾯のうち
25⾯

会場内で上映している展覧会関連映像「桑実寺縁起絵巻の世界」は、会期中（2021年8月22日まで）に限り、当館HPの「ひらけ！温故知新」展ページ内にてご覧いただくことができます。
https://www.shigamuseum.jp/exhibitions/1186/


