
２　絵　　画
件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　　　国　　宝 4件
 　紙本淡彩十便図　池大雅筆 ２帖  昭10・４・30  長谷一丁目12番５号 (財)川端康成記念会 

 　紙本淡彩十宜図　与謝蕪村筆  国宝  

 　　　宜風図に明和八年八月の年記がある  昭26・６・９

 絹本淡彩蘭渓道隆像 １幅  明38・４・４  山ノ内８番地  建長寺

 　　　文永八年の自賛がある  国宝

 昭27・３・29

 紙本著色当麻曼荼羅縁起 ２巻  明41・４・23  材木座六丁目17番19号  光明寺

 　附　寛政五年松平定信添書　　一巻  国宝

 昭30・６・22

 紙本墨画凍雲篩雪図　浦上玉堂筆 １幅  昭27・７・19  長谷一丁目12番５号 (財)川端康成記念会 

 　　　　　　　　　  国宝  

 昭40・５・29

　　　国 指 定 29件
 絹本著色仏涅槃図 １幅  明32・８・１  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色五百羅漢像 ３３幅  明32・８・１  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色虚空蔵菩薩像  １幀  明32・８・１  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色十六羅漢像 ８幅  明32・８・１  山ノ内８番地  建長寺

 絹本著色釈迦三尊像 １幅  明32・８・１  山ノ内８番地  建長寺

 紙本淡彩頬焼阿弥陀縁起 ２巻  明33・４・７  十二所793番地  光触寺

 絹本著色大覚禅師像 １幅  明38・４・４  山ノ内８番地  建長寺

 　　　　　　　　　霊石如芝ノ賛アリ

 絹本著色夢窓国師像 １幅  明39・４・14  山ノ内428番地  黄梅院

 　　　　　　　　　自賛アリ

 絹本著色当麻曼荼羅図 １幅  明41・４・23  材木座六丁目17番19号  光明寺

 紙本著色浄土五祖絵伝 １巻  明41・４・23  材木座六丁目17番19号  光明寺

 　　嘉元第三暦云々ノ奥書アリ

 絹本著色十八羅漢及僧像 １９幅  明41・４・23  材木座六丁目17番19号  光明寺

 絹本著色被帽地蔵菩薩像 １幅  明41・４・23  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本墨画観音像 ３２幅  明41・４・23  山ノ内８番地  建長寺

 紙本墨画喜江禅師像 １幅  明41・４・23  山ノ内８番地  建長寺

 　　　　　　　　　玉隠叟英璵ノ賛アリ
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 絹本著色仏光国師像 １幅  大２・４・14  山ノ内409番地  円覚寺

 　　　　　　　　　弘安七年九月ノ自賛アリ

 紙本淡彩跋陀婆羅像　宗淵筆 １幅  大２・４・14  山ノ内409番地  円覚寺

 紙本淡彩鐘馗図　山田道安筆 １幅  大14・４・24  山ノ内409番地  円覚寺

 紙本著色玉隠和尚像 １幅  大14・４・24  山ノ内189番地  明月院

 　　　　　　　　　自賛アリ

 絹本著色之庵和尚像 １幅  昭11・５・６  山ノ内416番地  帰源院

 　　　　　　　　　元弘三年自賛

 紙本淡彩送海東上人帰国図 １幅  昭15・５・３  笹目町４番３号  (財)常盤山文庫

 　　鐘唐傑並ニ竇從周ノ賛アリ

 紙本淡彩帰郷省親図 １幅  昭16・７・３  笹目町４番３号  (財)常盤山文庫

 　　恵奯等十三僧ノ賛アリ

 絹本著色茉莉花図 １幅  昭32・２・19  笹目町４番３号  (財)常盤山文庫

 絹本著色柿本人麿像　詫磨栄賀筆 １幅  昭32・２・19  笹目町４番３号  (財)常盤山文庫

 　　性海霊見八十一歳の賛がある

 絹本著色大覚禅師像 １幅  昭48・６・６  山ノ内８番地  建長寺

 　　　　　　　　　（経行像）

 紙本著色浄土五祖絵 １巻  昭50・６・12  材木座六丁目17番19号  光明寺

　　　　　　　　　（善導巻）

 紙本墨画拾得図 １幅  昭51・６・５  笹目町４番３号  (財)常盤山文庫

 　　虎岩浄伏の賛がある

 紙本墨画叭々鳥図　雪村筆 １幅  昭52・６・11  笹目町４番３号  (財)常盤山文庫

 　　天文二十四年九月四印道人の賛がある

 絹本著色八字文殊曼荼羅図 １幅  平７・６・15  個人

 紙本著色 紫式部日記繒詞残闕 １幅  昭27・７・19  個人
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　　　神 奈 川 県 指 定 9件
 絹本著色　五百羅漢図 １６幅  昭28・12・22  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色　十六羅漢図 １６幅  昭28・12・22  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色　花鳥図 ２幅  昭28・12・22  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 絹本著色　仏鑑禅師像　　東陵永璵の賛あり １幅  昭29・７・27  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色　羅漢図 １幅  昭29・７・27  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 絹本著色　仏涅槃図 １幅  昭33・１・14  小町三丁目５番22号  宝戒寺

 絹本墨画　在中広衍像 １幅  昭40・５・14  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 絹本著色　十六羅漢図 １６幅  昭57・２・９  山ノ内８番地  建長寺

 紙本著色　長谷寺縁起絵巻 ２巻  昭59・11・22  長谷二丁目11番２号  長谷寺
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　　　鎌 倉 市 指 定 53件
 絹本著色　僧形八幡神像・弘法大師像  対幅  昭42・11・21  扇ガ谷二丁目12番１号  浄光明寺

 絹本著色　聖衆来迎図 １幅  昭44・10・18  材木座六丁目17番19号  光明寺

 絹本著色　釈迦三尊十六善神像 １幅  昭44・10・18  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 絹本著色　阿弥陀三尊像 １幅  昭44・10・18  十二所793番地  光触寺

 紙本著色　暘谷乾幢像 １幅  昭44・10・18  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 絹本著色　久理加羅龍 １幅  昭45・11・11  岩瀬1464番地  大長寺

 絹本著色　地蔵十王図 １１幅  昭46・９・11  山ノ内８番地  建長寺

 絹本著色　両界曼荼羅図 ２幅  昭46・９・11  手広769番地  青蓮寺

 絹本著色　文殊大士像 １幅  昭46・９・11  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 紙本淡彩　地蔵菩薩像 １幅  昭47・12・12  浄明寺三丁目８番31号  浄妙寺

 紙本墨画　竹斎読書図 １面  昭47・12・12  二階堂710番地  瑞泉寺

 紙本淡彩　西湖図六曲屏風 １双  昭48・４・11  二階堂710番地  瑞泉寺

 絹本裏箔金地墨画　竜虎図六曲屏風 １双  昭48・10・12  扇ガ谷一丁目16番３号  英勝寺

 紙本著色　束帯天神像 ４幅  昭49・10・11  二階堂74番地  荏柄天神社

 　附　紙本墨書　天神名号 １幅

 紙本墨画　十六羅漢図 １幅  昭50・４・10  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 紙本墨画　白衣観音図 １幅  昭50・10・14  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 絹本墨画　地蔵菩薩像 １幅  昭50・10・14  長谷四丁目２番28号  高徳院

 絹本著色　奇文和尚像 １幅  昭53・11・11  山ノ内453番地  松嶺院

 絹本淡彩墨画　曇芳和尚像 １幅  昭54・５・11  山ノ内434番地  仏日庵

 絹本著色　仏涅槃図（描表装） １幅  昭61・10・11  二階堂710番地  瑞泉寺

 紙本著色　朱衣達磨図 １幅  昭61・10・11  二階堂710番地  瑞泉寺

 紙本墨画　芦雁図二曲屏風 １隻  昭61・10・11  小袋谷二丁目13番33号  成福寺

 絹本墨画　猿猴図 双幅  昭62・10・14  山ノ内８番地  建長寺

 絹本著色　錦江和尚像 １幅  昭62・10・14  山ノ内８番地  建長寺

 絹本著色　霊照女図 １幅  昭62・10・14  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 紙本著色　頬焼阿弥陀縁起絵巻模本 ２巻  昭63・10・12  十二所793番地  光触寺

 紙本著色　日蓮上人松葉谷行状図 １幅  昭63・10・12  大町四丁目４番18号  安国論寺

 紙本墨画　白衣観音図 １幅  昭63・10・12  山ノ内453番地  松嶺院

 紙本著色　洋乎和尚像 １幅  平元・10・12  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 紙本墨画　白描菩薩図像 １幅  平元・10・12  山ノ内1402番地  浄智寺

 絹本著色　約翁和尚像 １幅  平６・10・11  山ノ内８番地  建長寺

 絹本著色　中峰和尚像 １幅  平６・10・11  山ノ内189番地  明月院

 紙本著色　指月和尚像 １幅  平６・10・11  山ノ内189番地  明月院

- 11 -



件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 板絵著色金彩　本堂障壁画 １具  平６・10・11  大町四丁目７番４号  妙法寺

 　花卉折枝図天井（格天井）　　　　　　　　　　　一〇〇面

 　巻雲波涛図天井（格天井）　　　　　　　　　　　　八〇面

 　郭巨図板戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四面

 　孟宗図板戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四面

 　鳳凰図板戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八面

 　松梅瑞亀図板戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　八面

 　梅ﾆ 尾長鳥図板戸　　　　　　　　　　　　　　　　　八面

 　松図天袋引戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二面

 　獅子図腰板戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四面

 　絵小壁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四五面

 　　附　絹本著色　細川耇姫像　　　　　　　　　　　　一幅

 絹本著色　夢窓和尚像 １幅  平７・10・13  二階堂710番地  瑞泉寺

 紙本著色　持念珠天神立像 １幅  平８・10・18  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 紙本墨画淡彩　渡唐天神像 １幅  平８・10・18  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 絹本墨画　水月観音図 １幅  平９・10・13  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色　白衣観音像 １幅  平13・12・25  山ノ内８番地  建長寺

 絹本著色　蓮池図 ２幅  平15・11・19  山ノ内８番地  建長寺

 絹本著色　地蔵菩薩図 １幅  平16・11・17  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 絹本著色　羅漢図 １幅  平16・11・17  雪ノ下二丁目１番１号  報国寺

 絹本著色　釈迦三尊図 １幅  平18・11・２  雪ノ下二丁目１番１号  建長寺

 絹本著色　若宮八幡神図 １幅  平19・11・22  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 紙本著色　達磨図 １幅  平19・11・22  雪ノ下二丁目１番１号  建長寺

 絹本著色　釈迦如来図 １幅  平20・11・27  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 絹本著色　観音菩薩図 １幅  平22・１・26  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 絹本著色　羅漢図 ２幅  平24・２・17  山ノ内409番地  円覚寺

 絹本著色　南都八景図 １帖  平25・３・12  雪ノ下二丁目１番１号  英勝寺

 絹本著色　富士山図 １幅  平27・２・13  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市  鎌倉国宝館

 紙本著色　日蓮聖人註画讃 １巻  平28・２・17  雪ノ下二丁目１番１号  安国論寺

 絹本著色　五百羅漢図 １幅  平31・２・20  雪ノ下二丁目１番１号  円覚寺

 紙本著色　善光寺縁起絵巻 ５巻  令２・２・18  雪ノ下二丁目１番１号  英勝寺
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