
 

 

番号 名称 員数 遺跡名 時代 所蔵

1 素弁蓮華文軒丸瓦（花組） 1 飛鳥寺 飛鳥時代 明日香村教育委員会

2 素弁蓮華文軒丸瓦（花組） 1 飛鳥寺 飛鳥時代 帝塚山大学附属博物館

3 素弁蓮華文軒丸瓦（星組） 1 飛鳥寺 飛鳥時代 明日香村教育委員会

4 素弁蓮華文軒丸瓦（星組） 1 飛鳥寺 飛鳥時代 帝塚山大学附属博物館

5 無文塼 1 飛鳥寺 飛鳥時代 明日香村教育委員会

6 斜格子文塼 1 飛鳥寺 飛鳥時代 明日香村教育委員会

7 単弁蓮華文軒丸瓦 1 海会寺跡 飛鳥時代 帝塚山大学附属博物館

8 単弁蓮華文軒丸瓦 1 山田寺跡 飛鳥時代 帝塚山大学附属博物館

9 塼仏 1 山田寺跡 飛鳥時代 帝塚山大学附属博物館

10 複弁蓮華文軒丸瓦 1 川原寺 白鳳時代 帝塚山大学附属博物館

11 塼仏 1 川原寺裏山遺跡 白鳳時代 明日香村教育委員会

12 緑釉水波塼 1 川原寺裏山遺跡 白鳳時代 明日香村教育委員会

13 塑像片 2 川原寺裏山遺跡 白鳳時代 明日香村教育委員会

14 単弁蓮華文軒丸瓦 2 南滋賀廃寺 白鳳時代 滋賀県立安土城考古博物館

15 単弁蓮華文軒丸瓦 1 南滋賀廃寺 白鳳時代 近江神宮

16 単弁蓮華文軒丸瓦 1 南滋賀廃寺 白鳳時代 滋賀県立琵琶湖文化館

17 複弁蓮華文軒丸瓦 1 南滋賀廃寺 白鳳時代 近江神宮

18 複弁蓮華文軒丸瓦 1 南滋賀廃寺 白鳳時代 近江神宮

19 複弁蓮華文軒丸瓦 2 榿木原遺跡 白鳳時代 滋賀県立安土城考古博物館

20 蓮華文方形軒瓦 1 榿木原遺跡 白鳳時代 滋賀県立安土城考古博物館

21 蓮華文鬼瓦 1 南滋賀廃寺 奈良時代 近江神宮

22 方形丸瓦 1 南滋賀廃寺 白鳳時代 近江神宮

23 風鐸 1 穴太廃寺 奈良時代 滋賀県立安土城考古博物館

24 塼仏 1 穴太廃寺 白鳳時代 滋賀県立安土城考古博物館

25 銀製押出仏 1 穴太廃寺 白鳳時代 滋賀県立安土城考古博物館

26 塑像螺髪 6 穴太廃寺 白鳳時代 滋賀県立安土城考古博物館

27 泥塔 4 穴太廃寺 白鳳時代 滋賀県立安土城考古博物館

28 複弁蓮華文軒丸瓦 2 崇福寺跡 白鳳時代 滋賀県立琵琶湖文化館

29 塼仏 1 崇福寺跡 白鳳時代 滋賀県立琵琶湖文化館

30 緑釉陶器 1 崇福寺跡 平安時代 滋賀県立琵琶湖文化館

31 硯 1 崇福寺跡 奈良時代 滋賀県立琵琶湖文化館

32 皇朝十二銭 一括 崇福寺跡 奈良～平安時代 近江神宮

33 舎利容器（複製） 1式 崇福寺跡 ― 大津市歴史博物館

34 鋸歯文軒平瓦 1 不明 白鳳時代 当館

35 単弁蓮華文軒丸瓦 2 畑田廃寺 白鳳時代 当館

36 唐草文軒平瓦 2 畑田廃寺 平安時代 当館

37 木簡（複製） 1 畑田廃寺 ― 当館

38 墨書土器[僧寺」 1 畑田廃寺 平安時代 当館

39 墨書土器「寺」 1 畑田廃寺 平安時代 当館

40 墨書土器「欅」 1 畑田廃寺 平安時代 当館

41 墨書土器「大」 1 畑田廃寺 平安時代 当館

42 墨書土器「三河」 1 畑田廃寺 平安時代 当館

43 墨書土器「祢」 1 畑田廃寺 平安時代 当館

44 鞴の羽口 1 畑田廃寺 白鳳時代 当館

45 灰釉陶器 1 畑田廃寺 平安時代 当館

46 白磁碗 1 畑田廃寺 平安時代 当館

47 単弁蓮華文軒丸瓦 1 目加田廃寺 白鳳時代 当館

48 重弧文軒平瓦 1 目加田廃寺 白鳳時代 当館

49 斜格子重弧文軒平瓦 1 目加田廃寺 白鳳時代 当館

50 丸瓦 1 目加田廃寺 白鳳時代 当館

51 塼 5 目加田廃寺 白鳳時代 当館

52 単弁蓮華文軒丸瓦 6 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

53 複弁蓮華文軒丸瓦 1 軽野塔ノ塚廃寺 奈良時代 当館
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※備考 

 列品番号 15、17、18、21、22、32は大津市指定文化財。 

   列品番号 63、80、81は 4月 10日～4月 29日まで展示。 

   列品番号 62、75、76、77、78、79は 5月 1日～5月 23日まで展示。 

番号 名称 員数 遺跡名 時代 所蔵

54 指圧文帯重弧文軒平瓦 4 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

55 簾状重弧文軒平瓦 1 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

56 斜格子重弧文軒平瓦 1 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

57 重弧文軒平瓦 1 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

58 鋸歯文軒平瓦 2 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

59 唐草文軒平瓦 1 軽野塔ノ塚廃寺 奈良時代 当館

60 塼 1 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

61 鴟尾 1 軽野塔ノ塚廃寺 白鳳時代 当館

62 須恵器 1 軽野遺跡 白鳳時代 当館

63 墨書土器 1 軽野塔ノ塚廃寺 平安時代 当館

64 単弁蓮華文軒丸瓦 2 野々目廃寺 白鳳時代 当館

65 単弁蓮華文軒丸瓦 2 野々目廃寺 白鳳時代 当館

66 重弧文軒平瓦 2 野々目廃寺 白鳳時代 当館

67 指圧文帯重弧文軒平瓦 3 野々目廃寺 白鳳時代 当館

68 鴟尾 2 野々目廃寺 白鳳時代 当館

69 丸瓦 1 野々目廃寺 白鳳時代 当館

70 重弧文軒平瓦 1 妙園寺廃寺 白鳳時代 福命寺

71 単弁蓮華文軒丸瓦 1 小八木廃寺 白鳳時代 東近江市埋蔵文化財センター

72 指圧文帯軒平瓦 2 小八木廃寺 白鳳時代 東近江市埋蔵文化財センター

73 平瓦 1 小八木廃寺 白鳳時代 東近江市埋蔵文化財センター

74 獣面文鬼板 1 小八木廃寺 白鳳時代 東近江市埋蔵文化財センター

75 単弁蓮華文軒丸瓦 1 屋中寺跡・下岡部廃寺 白鳳時代 彦根市立稲枝北小学校

76 単弁蓮華文軒丸瓦 1 屋中寺跡・下岡部廃寺 白鳳時代 彦根市立稲枝北小学校

77 複弁蓮華文軒丸瓦 2 屋中寺跡・下岡部廃寺 白鳳時代 彦根市立稲枝北小学校

78 複弁蓮華文軒丸瓦 1 屋中寺跡・下岡部廃寺 白鳳時代 彦根市立稲枝北小学校

79 複弁蓮華文軒丸瓦 1 屋中寺跡・下岡部廃寺 白鳳時代 彦根市立稲枝北小学校

80 単弁蓮華文軒丸瓦 1 屋中寺跡 白鳳時代 福命寺

81 複弁蓮華文軒丸瓦 1 屋中寺跡 白鳳時代 福命寺

82 重弧文軒平瓦 1 屋中寺跡 白鳳時代 福命寺

83 波文軒平瓦 1 屋中寺跡 白鳳時代 福命寺

84 複弁蓮華文軒丸瓦 3 普光寺跡 白鳳時代 彦根市立稲枝西小学校

85 重弧文軒平瓦 1 普光寺跡 白鳳時代 彦根市立稲枝西小学校


