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達磨図（博多女達磨）　（中村泰憲資料）

　近代の博多で達磨製作を行っていた中村家に残された達磨図集に収録の「博多女達磨」。張子で

作られた女達磨は姫達磨やオキャガリとも呼ばれ縁起物として正月に市中に出回った。この女達磨

に描かれた松竹梅の模様は、戦前期に流行したとされる図柄である。ただ同時期の丸目の顔をした

達磨と比べると、顔の表情が写実的である。同画集には他に「博多達磨」や、全国各地の約20の

達磨図があり、達磨製作参考資料として画家の描いた作品図集であろうか。なお中村家はかつて山

笠人形製作の手伝いをしたという伝承があり、近世から続く博多の伝統工芸の技を偲ばせる。（本

文81頁）





は じ め に

　福岡は大陸に近く、古より今に至るまでアジア各地との交流が盛んに行われてきました。

　福岡市博物館は平成2年10月、この地域の特徴をふまえ「対外交流史」を展示テーマとする

歴史民俗博物館として開館しました。

　昭和58年4月の博物館建設準備室発足以来、多くのみなさまのご協力により、当館では様々

な資料の収集をすすめてきました。その成果として『収蔵品目録』を毎年刊行し、平成29年度

までに161,301件を掲載しています。本目録では、平成30年度の寄贈・購入資料1,608件を収録

しました。これらの収集資料は今後、新収蔵品展で一部を公開するほか、様々な展示に活用し

てまいります。

　ここに、貴重な資料をご提供いただきましたみなさまをはじめ、資料収集に際して、ご教示・

ご協力を下さいました関係各位に深くお礼を申し上げますとともに、今後ともより一層のご支

援を賜りますようお願い申し上げます。

　令和３年３月

福岡市博物館総館長　有　馬　　学



＜凡　　　例＞

１． 本目録では、平成30年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入の順に並べ、家別資料として件数の多い順に配列した｡ ただ

し、購入資料のうち、一括資料については、時代の古い順に配列した｡

２．漢字は基本的に常用漢字を使用した｡

３．記載の文字が不明の場合は□とし、原本通りの時は（例）

＜凡 例＞

1. 本目録では､ 平成27年度の収蔵品を寄贈､ 寄託､ 購入の順に並べ､ 家別資料として件数の多い順に配列した｡

ただし､ 購入資料のうち､ 一括資料については､ 時代の古い順に配列した｡

2. 漢字は基本的に常用漢字を使用した｡

3. 記載の文字が不明の場合は□とし､ 原本通りの時は (例) �
ママ

とした｡

4. 法量の単位はセンチメートル､ 重さはグラムである｡

5. 最右項の番号 (例) 2015P1234と記したものは備品番号である｡Ｐは寄贈､ Ｄは寄託､ Ｂは購入の略である｡

6. 絵画は､ 名称､ 時代､ 作者､ 品質・形状､ 法量､ 員数､ 備考の項を設けた｡

7. 古文書 (文書) については､ 原則として名称､ 時代､ 差出・作者､ 宛所､ 品質・形状､ 法量､ 員数､ 備考の項を設け

たが､ 紙幅などの関係から､ 各文書について､ 適宜省略した項目もある｡

8. 書籍については､ 時代の項に記したものは基本的に発行年月日である｡ 写しや編集､ 序文などの区別はそのつど記

した｡

9. 民俗資料については､ 次の凡例を設けた｡

(1)生活､ 生産､ 交通・交易､ 社会生活､ 信仰・年中行事､ 芸能・娯楽､ 人の一生､ 民俗知識､ その他という分類項

目を用い､ 各資料に該当項目を記した｡

(2)カタカナ表記を用いた名称は､ 外来語・地方名等である｡ なお､ 通称・形態等の記載を特に必要とするものに関

しては､ ( ) で記した｡

(3)名称､ 時代､ 製作者(作者)・製作地・使用地・撮影地､ 品質・形状､ 法量､ 員数､ 備考の項を設けてそれぞれの

項目を各分類に応じて適宜記した｡

(4)備考には､ 用途等を記した｡

10. 各資料はおおむね書式は統一したが､ それぞれの資料により若干の異同があり､ 形態・法量・記録については省略

したものもある｡

ママ
とした｡

４．法量の単位はセンチメートル、重さはグラムである｡

５．最右項の番号（例）2018P1234と記したものは備品番号である｡ Ｐは寄贈、Ｄは寄託、Ｂは購入の略である｡

６．絵画は、名称、時代、作者、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けた｡

７． 古文書（文書）については、原則として名称、時代、差出・作者、宛所、品質・形状、法量、員数、備考の項を設

けたが、紙幅などの関係から、各文書について、適宜省略した項目もある｡

８． 書籍については、時代の項に記したものは基本的に発行年月日である｡ 写しや編集、序文などの区別はそのつど記

した｡

９．民俗資料については、次の凡例を設けた｡

　　⑴  生活、生産、交通・交易、社会生活、信仰・年中行事、芸能・娯楽、人の一生、民俗知識、その他という分類項

目を用い、各資料に該当項目を記した｡

　　⑵ カタカナ表記を用いた名称は、外来語・地方名等である｡ なお、通称・形態等の記載を特に必要とするものに関

しては、（　）で記した｡

　⑶ 名称、時代、製作者（作者）・製作地・使用地・撮影地、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けてそれぞれ

の項目を各分類に応じて適宜記した｡

　　⑷ 備考には、用途等を記した｡

10． 各資料はおおむね書式は統一したが、それぞれの資料により若干の異同があり、形態・法量・記録については省略

したものもある｡
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寄贈資料

―（1）―

〈寄贈資料〉

１．山﨑明資料

291　日本鳥瞰九州大図絵

1　鯱瓦

241　自然界　第10巻10周年並ビニ
皇紀2600年記念号

391　昭和二十年日記



寄贈資料

―（2）―

２．柴田豪次郎資料

３．武田虎雄資料

1　信國義昌像 109　刀押形集

11　道成寺文様長襦袢28　銀杏文様絞り染め反物

27　相伝書「寸法之巻」



寄贈資料

―（3）―

５．井上正幸資料

64　写真（有田高等小学校第9回卒業生）

45　御書附写定御雇

６．那珂八幡宮氏子総代資料

31　絵馬「素戔嗚尊大蛇退治図」

17　絵馬「源為朝図」

４．長野實資料

8　写真（長野誠翁）1　長野氏系図伝記



寄贈資料

―（4）―

９．中村泰憲資料

８．河野良春資料（追加分）

1　伊予河野氏系図

10　木製模擬鎖鎌

1　山笠番付 33　達磨図（博多達磨）

1　模型（零式水上偵察機） 7　模型（航空母艦　飛龍）

７．熊江隆資料



寄贈資料

―（5）―

10．田坂浩資料

38　桶側二枚胴

14・15　手提げ提灯

11．小山田榮資料

1　朱漆塗三日月前立六枚貼瓜形兜
紺糸威茶漆叩塗二枚胴具足　小具足付

11-3　達（御用に付礼装にて藩庁出頭のこと）

8-4　陽流抱筒尺寸法

8-1　陽流大筒角前直行副状



寄贈資料

―（6）―

12．小森孝子資料

2　福岡市と其の近郊

9　絵葉書（第８回九州連合畜産共進会）西公園・東公園・大濠公園

13．小川峯登資料（追加分）

1　写真（田植え） 6　写真（海兵隊・集合）



寄贈資料

―（7）―

14．藤井靖司資料（追加分）

5　灯火管制用電球

15．鎌田憲彦資料

1　小型和文タイプライター

16．浦田小五郎資料

7　書付（浦田利平76才で出精・身退に付、青銅700文与える褒状）

1　船鑑札

2　いくたりう歌琴集1　華道家元　華の美
生華栞の巻



寄贈資料

―（8）―

17．平田将成資料

写真右手前　  1　焼塩壺
　　左手前　  3　軒平瓦
　　奥　　　10　軒丸瓦

18．宮本満資料

1　永野円助肖像写真 3　懐中時計

19．石田敦子資料

7　駅鈴



寄贈資料

―（9）―

20．齊藤久子資料

写真手前　2　草履
写真奥 4　草履

21．池田シズエ資料

1～7　科白帳

22．宮川智行資料

3　オイ



寄贈資料

―（10）―

23．瓜生松次郎資料

1　御縁起

2　仏像心木

24．髙田進資料

1　上衣（麹屋町） 3　博多祇園山笠水法被（大黒流麹屋町）



寄贈資料

―（11）―

25．田畑純子資料

1　袋鎗　銘　信國

26．大野賢一郎資料

1　天神地下街天井図

27．牧千惠子資料

1　アルバム（氷菓）



寄贈資料

―（12）―

28．川久保惠啓資料

2　臍の緒　3　草鞋

29．寺田惠美子資料

1　箱

30．細江松治資料

4　タイヒレ



寄贈資料

―（13）―

31．浅井孝資料（追加分）

3　書簡（『精華』休刊について）

32．林信博資料（追加分）

1～3　書籍

33．宮川安隆資料

写真左上　1　イソガネ（ナカガネ）
　　左下　2　イソガネ（セバト）
　　右　　3　網修理の道具



寄贈資料

―（14）―

34．森幸次資料（追加分）

1　唐人町券帳付図

35．池田美千代資料

1　東芝ミキサー　MX-1460G

36．松田武治資料

写真右　1　タツノオトシゴ
写真左　2　ハコフグ



寄贈資料

―（15）―

37．𠮷原秀一資料（追加分）

2　袖なし半纏 1　着尺地

38．荒巻セツ子資料（追加分）

1　仕事着

39．安東康一資料

1　日の丸旗



寄贈資料

―（16）―

40．大山一之資料

1　新撰大日本永代節用無盡蔵

41．緒方利博資料

1　パンフレット（テレビはナショナル）

42．小田睦彦資料 43．樺島利貞資料

1　写真「小呂島万年願歌舞伎」 1　菩薩頭



寄贈資料

―（17）―

44．木山和子資料 45．島田澄夫資料

1　ガゼユリモン 1　延縄

46．髙橋郁資料

1　月下雪梅図

47．高森雅彦・花資料（追加分）

1　満洲国旗

48．仲田鞠子資料

1　グレートフクオカ　福岡会社商店案内



寄贈資料

―（18）―

49．中西金一郎資料

1　菊唐草文名古屋帯

50．松尾宏人資料

1　袖がらみ

51．松村直寿資料（追加分） 52．宮崎安尚資料（追加分）

1　亀井南冥一行書

1　鉄道旅行案内



寄贈資料

―（19）―

1　中国故事人物図巻

2　山水図

3　劉邦張良樊噲図

〈購入資料〉

１．絵画

購入資料



寄贈資料

―（20）―

２．古文書

1～3　杉山尚行日記

３．地図・絵図

1　福岡博多鳥瞰図

購入資料



＜資　料　解　題＞





資料解題

― 3 ―

〉 料資贈寄〈
1．山﨑明資料
　　（寄贈者）山﨑明
　寄贈者の父、山﨑又雄氏が主に収集した考古資料と近
世・近代書籍、近代地図、文書類からなる資料群。
　山﨑又雄氏は九州各地の中学校に勤務するかたわら福
岡県文化財調査員をつとめ、天然記念物の調査報告を
行った。採取した考古資料は鯱瓦、九州各地の縄文時代
石器、土器、古墳時代から古代の土器や瓦がある。鯱瓦

されたことがわかる。この他、水城から出土したと伝わ
る井戸茶碗もある。
　近現代資料は、明治39（1906）年から昭和40（1965）
年にわたる山﨑氏の日記、大正時代～昭和時代に採取旅
行などに携行した手帳の他、スケッチブック、地図、書
籍がある。地図の多くは明治時代末から昭和戦前期にか
けて陸軍陸地測量部が測図した地形図で、九州地方のも
のを主とする。

2．柴田豪次郎資料
　　（寄贈者）福地富久枝・橋本照子
　福岡藩の代表的な刀工の一派をなしていた信國家に伝
来した古文書類。信國家は吉貞が黒田如水・長政に仕え、

料の寄贈者は博多瓦町に居住した長男・吉政の系統に当
たる。

具方、御到来所）から依頼された仕事の注文状などを中
心とした古文書が多数残される。さらに作刀関係の参考
として収集したと思われる刀や鐔の押形・図案、刀剣鑑
定に関する写本・版本類も残される。

3．武田虎雄資料
　　（寄贈者）武田真理子
　寄贈者の祖父・武田虎雄（明治19年生まれ）が営んだ
博多絞りの製造販売「武田虎雄商店」および武田家に関
連する資料群。

現在の呉服町付近で蝋の問屋を営んできたという。近世
の当家は繁栄していたらしく、歴代当主の肖像を制作し
伝えているほか、家に起きた瑞祥の記録も残されている。

　明治になって12代伊三郎の早世により衰え、その子・
虎雄は絞り染め店で修業を積み、明治45年に独立して寿
通に店を構えた。虎雄氏は工芸展覧会等に積極的に出品
していたようで、その結果を標示した「入選入賞録」の
短冊や、皇族による買い上げ状況を記した「光栄録」か
ら経営の様子をうかがい知ることができる。

4．長野實資料
　　（寄贈者）長野芳久
　寄贈者宅に伝来した系図、写真、和歌などの近現代資料。
　寄贈者の家は福岡藩士長野家から大正時代に分家し
た。幕末の長野家当主誠は、福岡藩士月形質の三男で、
勤王派の月形洗蔵の弟にあたる。明治10年代から20年代
にかけて、福岡藩主黒田家の歴史編纂事業に従事した。
誠の跡は養子の嘉平が家督を継いだ。嘉平の次男英吉は

藩士末永家から妻を迎えた。
　本資料群の長野家の系図は、長野遐（嘉平長男）が作
成したもの。写真は長野誠、嘉平のものがある。和歌関
係は、明治時代に筥崎宮宮司をつとめた歌人末永茂世

（1837～1915）の歌集、玄洋社社員末永節（1869～1960）
による和歌の筆写などを含む。

5．井上正幸資料
　　（寄贈者）井上正幸
　寄贈者宅に伝来した近世・近代文書、写真などからな
る資料群。
　井上家は江戸時代末期福岡藩に仕えており、井上弥内

年に黒田長知の東京転居に伴い定御雇を免じられた。
　本資料群中の近代文書は福岡藩の下級武士の家禄に関
するものの他、明治15年から20年にかけての早良郡内の
土地に関する地券、売渡証を含む。写真は、博多電気軌
道株式会社に関するものや、有田高等小学校、川島裁縫
女学校の卒業アルバムなどがある。

6．那珂八幡宮氏子総代資料
　　（寄贈者）那珂八幡宮氏子総代
　本資料群は、江戸時代から平成時代にかけて那珂八幡
宮（博多区那珂）に奉納された絵馬および長寿番付等か
らなる。博多区南部に位置する那珂・東那珂（後に那珂



資料解題

― 4 ―

年～中学1年）による絵馬上げが行われていた。平成26
年度を最後に子供中による絵馬の奉納は中止され、以降
は氏子総代によって絵馬が奉納されるようになった。絵
馬のほとんどは、福岡市教育委員会の調査報告『福岡市
の絵馬』（平成10年）に掲載されている。

7．熊江隆資料
　（寄贈者）熊江隆

　寄贈者の父熊江巌氏（1924～2009）が製作した昭和戦
中期の軍用飛行機、巡洋艦、潜水艦などの模型および昭
和30年代後半に撮影した8mm フィルム。
　熊江巌氏は福岡市出身で、昭和戦前期に渡辺鉄工所航
空機部に入社した。渡辺鉄工所航空機部は雑餉隈（現 
博多区）と香椎（現 東区）に工場を置き航空機を製造し、
昭和18（1943）年に分社化して九州飛行機と改称した。
熊江氏は香椎工場に勤務し軍用飛行機の組立に従事した。
　本資料群中の模型は昭和時代戦後、熊江氏が定年退職
を機に製作を行ったものである。当初は戦中期に組立作
業に携わった飛行機の模型を製作し、後に艦艇類に及ん
だ。いずれも資料を基に図面を作成した上で、木材や金
属を自ら加工して組み立てたもの。

8．河野良春資料（追加分）
　　（寄贈者）河野司
　寄贈者の父親で、昭和戦前期を中心に九州の古武術、
古武道とその伝来などの研究を行っていた河野良春氏に
関連する資料。すでに平成6、９、27年度に河野司資料、
同良春資料として寄贈が行われている。今回の追加分は、
従来の寄贈資料と関連する武術研究関連資料として、木
製の模擬鎖鎌、片山流抜刀術を実地に研究していた際の
居合刀などがある。ほかに良春氏が戦後に河野家の先祖
のルーツについて調べた際に収集した、河野家の系図や
先祖の墓碑の拓本、伝来の蓮如「六字名号」を含む浄土
真宗資料、伝・仙厓筆の書跡、戦後30年代に収集した浮
世絵などがある。

9．中村泰憲資料
　（寄贈者）中村泰憲

　博多瓦町に居住していた中村家に伝来した江戸時代後
期の山笠番付と近代の達磨製作関連の出版物。山笠番付
は天明元（1781）年から文久3（1863）年の82年間にわ
たる博多祇園山笠の標題を集めたもので、所々の書き込
みから、当時の博多の社会情勢もうかがえるなど貴重な

もの。近代の資料としては、戦前の『主婦之友』の附録
などや、一時中村家で行なっていたダルマ製作にかかわ
る日本各地の彩色の達磨図、起上小法師の画集などがあ
る。

10．田坂浩資料
　（寄贈者）田坂加津子

　早良区野芥の田坂家が所蔵していた生活資料と甲冑か
らなる。伝承によると、田坂家の先祖は広島地方の出身
で、小早川家の歩兵として福岡の地を踏んだが、小早川
家の本陣が帰国する際には戻らず、筑前国にとどまった
とされている。記録等より江戸時代後期から大正時代に
かけて紺屋を営んでいたことが分かっている。また近代
には産業組合や村の役員等を務めていた。本資料群は江
戸時代から昭和時代の野芥の商家の歴史や生活の諸相を
伝えるものである。

11．小山田榮資料
　（寄贈者）衣斐英美

　寄贈者の先祖にあたる小山田家に伝来した幕末維新期
から近代、昭和戦前期にかけての歴史資料。小山田家は
江戸時代後期に槍術家であったという家伝をもち、明治
4（1871）年には4人扶持で福岡藩庁に仕えている。
　武家資料として伝来したものは、朱塗の鉄板6枚貼の
瓜形兜のほか、槍術関係では各種免状や管鎗、陽流砲術
の免許・目録が多数ある。さらに昭和前期の榮氏関係の
史料として、青年期に購入した国史や軍事関係の各種記
念刊行物、写真雑誌、勤務先だった貝島炭鉱関係の資料
などが含まれる。

12．小森孝子資料
　（寄贈者）小森孝子

　寄贈者宅に伝来した昭和戦前期のパンフレット、地図、
絵葉書など。小森家は大正時代終わりごろから福岡市内
人参町（現 博多区）で酒屋を営んでいた。家族でしば
しば神社など福岡市近郊を行楽したという。本資料群中
のパンフレットは、昭和10（1936）年に福岡市で開催さ
れた第８回九州連合畜産共進会に関するもの。同共進会
は福岡県の主催であったが、福岡市ではその振興を図る
目的で協賛会が組織され、各種印刷物を発行した。絵葉
書は香椎宮や太宰府神社（現 太宰府天満宮）に関する
ものが含まれる。
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13．小川峯登資料（追加分）
　（寄贈者）小川京子

　平成11年度（近世文書、写本、版本、近代書籍など）、
平成20年度（近代写真）寄贈資料の追加分。小川家は江
戸時代後期に福岡藩に仕え、右筆等をつとめたという。
　今年度分は昭和戦中期の写真。海軍陸戦隊における小
銃、突撃、渡河、行進などの各種訓練の様子を記録した
もの。伝来経緯は不明であるが、寄贈者の親族に海軍に
入隊した者がおり、写真の入手に関係していると思われ
る。

14．藤井靖司資料（追加分）
　（寄贈者）藤井靖司

　平成2～4、17、22～24、26年度にかけて寄贈を受けた
藤井靖司資料の追加分。藤井家は古くから博多の旧西門
町に居住し、昭和戦前期からは経師屋を営んでいた。こ
れまでの寄贈資料は、近代の古文書類、博多の町家の暮
らしにかかわる資料のほか、現在までの毎年の松ばやし
で実際に使われた書類や小道具類がある。今回の寄贈資
料は、明治期の華道や歌琴の教本類や、戦中期の灯火管
制用の電球など、町の暮らしにかかわる資料と、近年の
松ばやし関係の一束一本や豆半纏、道順表などの博多の
祭礼関係資料である。

15．鎌田憲彦資料
　（寄贈者）鎌田憲彦
　和文タイプライターと予備活字、活字表などの付属品。
昭和55（1980）年12月に開局した香椎オークタウン郵便
局で使用されたもの。
　タイプライターは、任意の活字を紙に印字する機械で
ある。和文タイプライターは使用する配列シートを用い
て文字を選択し、活字箱から金属活字を取り出して印字
する方式を採用する。1980年代以降はタイプライターに
替わりワードプロセッサが広く使用されるようになった。
　本資料群の和文タイプライターは、日本タイプライ
ター株式会社が昭和50年代に製造販売した一般向けのモ
デルである。

16．浦田小五郎資料
　（寄贈者）浦田小五郎

　西区玄界島の浦田家に伝来した漁業関係資料及び歴史
資料。福岡藩の時代から近代にかけての島しょ部の家の
歴史やくらしの様子を伝える書付をはじめ刀剣、掛軸な

どが含まれる。玄界島では、正保2（1645）年に遠見番
所が置かれ、定番と足軽が在島して監視に当たった。浦
田家は遠見足軽を勤めた3軒のうちの一つにあたる。
　本資料は、文化庁の「平成29年度地域の核となる美術
館・博物館支援事業」の採択事業の一環として開催した

「おでかけ博物館 in 玄界島『玄界島の記録と記憶』」（博
多湾岸《金印ロード》ツーリズム・プロジェクト）の実
施を機に寄贈の申し出があったもの。

17．平田将成資料
　　（寄贈者）平田将成
　寄贈者が福岡城内名島門近くで採集した資料。焼塩壺
や軒丸瓦、軒平瓦、陶器、土製品である。焼塩壺には

「御壺塩師堺湊伊織」、丸瓦には「今宿又一」の刻印があ
り、いずれも17～18世紀に該当する資料であると考えら
れる。隣接する三ノ丸御鷹屋敷から出土した資料との関
連がうかがわれる。

18．宮本満資料
　（寄贈者）宮本満

　幕末期に長崎へ留学し、時計技術を学んだことで知ら
れる永野円助関係の資料群。永野円助は、上野俊之丞（上
野彦馬の父）に師事して時計技術を学び、嘉永５～6（1852
～53）年頃には、福岡藩から蘭学伝習のため長崎へ派遣
された河野禎造や古川俊平らに同行。安政2（1855）年
には長崎海軍伝習所に派遣されて諸器械伝習を行い、明
治7（1874）年、中洲に時計店を開業した。
　本資料群は、永野円助肖像写真と慶応元（1865）年に
円助が福岡藩11代藩主黒田長溥から拝領した富士図、懐
中時計などからなる。肖像写真は、右手に扇子を持ち端
座する円助を撮影した湿板写真のガラス原板。円助が座
る台の布地の模様から上野彦馬の撮影場で撮影されたも
のと推測される。

19．石田敦子資料
　（寄贈者）石田敦子

　福岡藩黒田家に仕えていた石田家に伝わる資料。石田
家は福岡藩の財政に携わってきた。寄贈者の義祖父であ
る石田篤麿は、文久3（1863）年8月18日の政変後に三条
実美ら五卿が筑前国太宰府へ移された際、福岡藩から五
卿の世話を命じられた。そのお礼として三条実美から脇
差（銘天国）を拝領した。また、篤麿は国学を学んでお
り、国学研究関連資料も残している。
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20．齊藤久子資料
　（寄贈者）齊藤弘昭

　昭和時代の女性用下駄、草履および男児用の雪駄。佐
賀県唐津市相知町相知にあった料亭“サンゲン”の女将・
田原フユコが所有していたもの。うち1点はフユコ氏の
婚礼草履と伝わっている。その後、踊りをたしなむ娘の
齊藤久子（旧姓田原）が譲り受け、使用したとされている。

21．池田シズエ資料
　（寄贈者）池田シズエ

　西区小呂島の池田家に保管されていた小呂島万年願歌
舞伎の科白帳。資料は昭和30～40年代に上演された演目。
万年願歌舞伎は8月18日に行われる小呂島の年中行事の
ひとつで、青年たちを中心に行われてきた村歌舞伎。昭
和45年頃を最後に行われなくなった。関連する資料に小
呂島漁業協同組合資料（福岡市立歴史資料館資料）の万
年願歌舞伎衣装がある。

22．宮川智行資料
　　（寄贈者）宮川智行
　本資料群は、西区玄界島で使用された生活道具および
海難救助の感謝状などからなる。なかでもオイは復興後
の現在でも使用されている島の生活に欠かせない運搬具
である。玄界島は、平成17（2005）年の福岡西方沖地震
で被災し、それにより島の歴史や文化に関する多くの資
料が失われた。
　本資料は、文化庁の「平成29年度地域の核となる美術
館・博物館支援事業」の採択事業の一環として開催した

「おでかけ博物館 in 玄界島『玄界島の記録と記憶』」（博
多湾岸《金印ロード》ツーリズム・プロジェクト）の実
施を機に寄贈の申し出があったもの。

23．瓜生松次郎資料
　（寄贈者）瓜生忠信

　直方市感田の真言宗大聖院に伝来した縁起書・仏像な
ど。縁起によれば仏像は至徳2（1385）年に豊後杵築城
主源重幸が若宮八幡宮の神体として祀ったのが始まり
で、神仏分離により教順寺（大分県国東町）に安置され
た後、大正4（1915）年に寄贈者の曾祖父にあたる松次
郎氏が譲り受け祀ったという。仏像のうち3躯は奈良時
代に制作された木心塑像の心木と推定され、表面には鑿
痕とともに塑土の痕跡が残る。手控帳は松次郎氏自身の
ものとみられ、宗教者として祈祷をおこなう上での様々

な手順や日記などが記される。

24．髙田進資料
　　（寄贈者）髙田進
　本資料群は、博多祇園山笠大黒流麹屋町の水法被、千
代流の当番法被と水法被のほか、麹屋町で製作された着
物からなる。なかでも“当番法被”と表現される上衣は、
木綿の染め抜きで、山笠の法被の図柄と異なる。一部の
関係者により直会や寄合い等で着用するためにつくられ
たものと推測されるが詳しくは不明である。千代流の法
被は、寄贈者の知人が亡くなった際に、知人の親族から
渡されたもの。本資料は、企画展示 №515「博多祇園山
笠展17―山笠と法被」の報道を機に寄贈の申し出があっ
たもの。

25．田畑純子資料
　　（寄贈者）田畑純子
　寄贈者の亡夫・田畑淳二氏が収集した刀剣類。淳二氏
は県立高校教員の傍ら、日本刀に興味を覚え、日本刀研
磨の技術を習得し、自宅に細工場を設け、研ぎを行った。
　袋鎗1筋、脇差3口、軍刀拵1口、計５点からなる。袋鎗
は、福岡藩初代藩主・黒田長政が、お抱え刀工として招
いた信国吉貞の作。脇差 銘 近江守法城寺橘正弘は、反
りの浅い、17世紀後半に流行した寛文新刀の典型的な姿
を示す。

26．大野賢一郎資料
　　（寄贈者）大野賢一郎
　寄贈者の祖父大野四郎氏に関する図面、新聞、写真な
どからなる資料群。大野氏は明治41（1908）年に福岡市
で生まれ、地元中洲の彫刻師のもとで彫刻を学んだ後に
独立して大野彫刻所を設立し、寺の装飾や商店の看板の
デザインを請け負った。平成19（2007）年に亡くなった。
　本資料群中の天神地下街天井図は、昭和50年ごろに大
野氏がデザインした天神地下街の天井装飾の図面であ
る。大野氏のデザインを採用し、昭和51年９月に地下街
は完成した。

27．牧千惠子資料
　（寄贈者）牧千惠子

　寄贈者の母にあてられた昭和戦中期の葉書を添付した
アルバムなどからなる資料群。
　葉書は、満州国に派遣されていた安西義忠氏が、昭和



資料解題

― 7 ―

16（1941）年8月から同18年6月に書いたもの。召集解除
後、本人によって整理され、スクラップブックに貼付さ
れた。葉書の内容は、映画、書籍の感想や日々の雑感な
どである。文章のみでなく、煙草の外箱や人物などの絵
も描かれた。

28．川久保惠啓資料
　（寄贈者）川久保惠啓

　佐賀県伊万里市山代町楠久地区における昭和20年代前
半の妊娠・出産・成長の祝いに関わる資料。寄贈者の母・
川久保テル子が使用した昭和22年交付の妊産婦手帳、
昭和23年生まれの寄贈者の臍の緒のほか、満1歳の誕生
日に行われる初誕生の餅踏みで使用された草履などがあ
る。草履は、父・川久保袈裟六の実家がある同地区在住
の松尾サダにより製作された。これらの資料は、寄贈者
の母が紙袋にまとめ保管していた。

29．寺田惠美子資料
　（寄贈者）寺田惠美子

　早良区小田部の寺田家に保管されていた生活道具。木
箱の使用者・寺田安太郎は、明治期に日本の農業進展に
寄与した林遠里（元福岡藩士）と親交があり、農事改良
に尽力した人物。その功績を称えられ明治40年に大日本
農会総裁より農事改良奨励の表彰を受けた。資料には、
有田・小田部周辺の生活の諸相を示す資料だけでなく、
旧博多との関連を示す磁器製の酒樽も残っており、周辺
地域との関わりを伝えるものとなっている。

30．細江松治資料
　　（寄贈者）細江松治
　西区玄界島で使用されたショウケ、チョウノウ、カナ
テコ、鯛鰭の熨斗からなる。なかでもカナテコは、平成
17（2005）年の福岡西方沖地震の発生以前の玄界島に特
徴的な雁木段と呼ばれる石垣を作ったり、補修するとき
に使用された道具。また鯛鰭は、博多湾岸にみられるさ
まざまな熨斗の形態を示す一例で、結婚式などの大きな
祝い事の際に用いられた。
　本資料は、文化庁の「平成29年度地域の核となる美術
館・博物館支援事業」の採択事業の一環として開催した

「おでかけ博物館 in 玄界島『玄界島の記録と記憶』」（博
多湾岸《金印ロード》ツーリズム・プロジェクト）の実
施を機に寄贈の申し出があったもの。

31．浅井孝資料（追加分）
　（寄贈者）浅井孝

　平成29年度寄贈資料（助産医学関係書籍）の追加分。
　本年度分は、寄贈者が収集した昭和10年代の書籍など
からなる。書籍は、昭和18（1943）年に刊行された華道
の教本。華道の一派である嵯峨御流の開祖と伝えられる
嵯峨天皇の1000年忌を記念して製作された教本で、嵯峨
御流と未生流の2冊が刊行された。この他、華道雑誌『精
華』の休刊を伝える昭和19年1月付けの書簡を含む。

32．林信博資料（追加分）
　　（寄贈者）林信博
　平成28、29年度寄贈資料の追加分。昭和36年に、西日
本の釣社（福岡市大字名島下新開〈現 東区名島〉、武本
龍夫社長）から刊行された釣りのガイドブックシリーズ。
　寄贈者は現在、北九州市八幡西区の黒崎駅前で時計店
を営む。同地で創業した先々代は、後に先代に店を譲る
と、新たに同区筒井町に釣具店を開いた。本資料群の釣
り関連資料は、釣具店を開いた先々代が収集し、手元に
置いていたものとみられる。

33．宮川安隆資料
　　（寄贈者）宮川安隆
　西区玄界島で使用されたイソガネ（ナガカネ・セバト
もしくはアワビオコシ）、網修理の道具からなる。イソ
ガネは寄贈者の義父で海士だった久島主税が使用したも
の。後に寄贈者も短期間海士としてこれらの漁具を使用
している。現在では、これらの漁具は使用されておらず、
島内にも現存が少ない。
　本資料は、文化庁の「平成29年度地域の核となる美術
館・博物館支援事業」の採択事業の一環として開催した

「おでかけ博物館 in 玄界島『玄界島の記録と記憶』」（博
多湾岸《金印ロード》ツーリズム・プロジェクト）の実
施を機に寄贈の申し出があったもの。

34．森幸次資料（追加分）
　（寄贈者）森幸次

　平成27年度寄贈の昭和戦後期の写真資料等の追加分。
内容は江戸時代の福岡・唐人町と、春吉の絵図で、寄贈
者が近年に収集したもの。
　唐人町の絵図は宝暦９（1759）年に町年寄の上原七郎
兵衛が、役負担の基本台帳となる券帳をもとに作成した
券帳付図で、屋敷の所有者と表口と入（いり）の間数が
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書かれる。寺院の山門は絵画的な表現で描かれ、下水道
の位置なども分かるようになっている。春吉図は文化14

（1817）年に藩の「御本丸詰所」で写した図の写しで、
居住者名も記される。

35．池田美千代資料
　（寄贈者）池田美千代

　寄贈者が昭和30年代から40年代にかけて使用した電気
ミキサーと電気アイロン。いずれも東京芝浦製作所（現　
株式会社東芝）製。
　電気ミキサーは昭和23（1948）年に発売されたのが始
まりで、持ち運びに便利な取っ手付ガラスボトルの採用
や、蓋部に窓をもうけるなどの改良がすすめられた。電
気アイロンは大正4（1915）年に東京芝浦製作所が国産
第1号を発売し、生活家電として普及した。戦後には、
スチームアイロンを発売した。

36．松田武治資料
　　（寄贈者）松田武治
　西区玄界島で使用された熨斗。ハコフグとタツノオト
シゴの剥製からなる。博多湾岸にみられるさまざまな熨
斗の形態を示す一例で、島内では結婚式をはじめ、贈答
の際に、これらの熨斗を贈答品の上に載せて贈る風習が
みられる。
　本資料は、文化庁の「平成29年度地域の核となる美術
館・博物館支援事業」の採択事業の一環として開催した

「おでかけ博物館 in 玄界島『玄界島の記録と記憶』」（博
多湾岸《金印ロード》ツーリズム・プロジェクト）の実
施を機に寄贈の申し出があったもの。

37．𠮷原秀一資料（追加分）
　　（寄贈者）𠮷原秀一
　平成19年度寄贈の追加分。寄贈者の祖父で博多織の職
人・山内諌（1895～1982）が製作した着尺地と袖なし半
纏。着尺地は、山内および寄贈者が着用していた褞袍を
解いたもの。袖なし半纏は、山内が使用していたもので、
昭和55（1980）年に第18回福岡県美術協会展に出品され
た「手織くちなし染」（現 福岡県立美術館蔵）と同じ着
尺で製作されている。山内は明治28（1895）年に筑紫野
市二日市に生まれた。幼少の頃より複数の織工場での修
行・勤務を経て、昭和25（1950）年頃から平尾に居を構
え、手織りによる博多織製作に専念した。昭和46年に小
川善三郎氏、山内重平氏とともに福岡県指定無形文化財

技術保持者に認定された。同家関連の資料として、山内
千枝資料（福岡市立歴史資料館資料）、𠮷原芳子資料（平
成15年度）のほか山内謙一資料（平成24年度）がある。

38．荒巻セツ子（追加分）
　　（寄贈者）荒巻セツ子
　平成18、21年度の追加分。平成18年度に寄贈されたハ
ギトージンと同様に寄贈者がかつて、中央区谷の骨董店

「ジパング」で購入したものとされている。作業着の前
は５種類、後ろは1種類の木綿生地が用いられており、袖
は筒袖となっている。破損・汚損がみられないことから、
ほとんど使用されていなかったと推測される。

39．安東康一資料
　（寄贈者）安東康一

　寄贈者の父である安東輝雄に贈られた寄せ書き入りの
日の丸旗。安東氏は、大正15（1926）年に生まれ、昭和
18（1943）年に県立中学修猷館を卒業し、私立西南学院
経済専門学校（現 西南学院大学）に進学した。同年10
月に勅令第755号が公布され、大学・高等専門学校の満
20歳に達した生徒は徴集されることとなった。安東氏は
昭和20年に徴集された。
　本資料は、安東氏の徴集に際し、有志が日の丸旗に寄
せ書きしたもの。寄せ書きは、修猷館の卒業生である陸
軍少将手塚省三のほか、西南学院経済専門学校の生徒の
ものが見られる。

40．大山一之資料
　（寄贈者）大山一之

　博多古小路町の商家・大山家に伝来した江戸時代の節
用集。
　節用集は室町時代中期に成立した用語集、辞書。江戸
時代、18世紀以降には辞書に加え歴史年表や日本地図な
どの付録が加えられ教養書的な側面が強くなり、19世
紀には辞書の語数も増加され大部なものとなった。本
資料群の節用集は『新撰大日本永代節用無盡蔵』（天保
2（1831）年原刻、嘉永2（1849）年再刻）で、本来は2
冊揃いであるが1冊のみで伝来している。

41．緒方利博資料
　（寄贈者）緒方利博

　寄贈者宅で保管されていたナショナル（松下電器産業
株式会社〔現 パナソニック株式会社〕）のテレビのパン
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フレット。内容は、工場設備の近代化と品質管理、最新
型真空管を開発した技術力を紹介し、自社テレビの性能
をアピールするもの。また、比較的小型で安価な14形を
中心とした商品をラインナップし、1時間あたりの電気
料金を表示するなど、主として一般家庭に向けた商品広
告づくりがなされている。

42．小田睦彦資料
　　（寄贈者）小田睦彦
　西区小呂島で8月18日に行われていた万年願歌舞伎の
写真。昭和30～40年代に撮影されたもの。同島で島の青
年たちを中心に伝えられていた村歌舞伎は、昭和45年頃
を最後に行われなくなった。同家の資料は小田モモ江資
料、小田美加代資料（いずれも福岡市立歴史資料館資料）
がある。また、万年願歌舞伎関連の資料に、小呂島漁業
協同組合資料（福岡市立歴史資料館資料）、池田シズエ
資料がある。

43．樺島利貞資料
　（寄贈者）樺島利貞

　石造観音菩薩像の頭部。灰色の石材を用いた丸彫り像
で、螺髻を結い唐草の宝冠を着ける形状や眼球の円みを
立体的にあらわす面長な顔立ちなどから中国の仏像で、
元～明時代の制作と考えられる。各所に緑・赤・金など
の色が残り、当初は鮮やかな彩色が施されていたとみら
れる。寄贈者によれば、本資料は終戦後に東京から福岡
市若久に移り住んだ某氏から譲渡されたもので、東京在
住時に米軍の大空襲で家ごと焼け、その際表面に損傷を
受けたという。

44．木山和子資料
　　（寄贈者）木山和子
　西区玄界島で使用されたガゼユリモン。ガゼとはウニ
のこと。ウニの中身を選別する道具で、ガゼエグリ（匙）
で掻き出し、ガゼユリモン（篩）に入れると食用となる
生殖巣（精巣と卵巣）が残る仕組み。資料のような竹製
ガゼユリモンは現在ほぼ使用されていない。
　本資料は、文化庁の「平成29年度地域の核となる美術
館・博物館支援事業」の採択事業の一環として開催した

「おでかけ博物館 in 玄界島『玄界島の記録と記憶』」（博
多湾岸《金印ロード》ツーリズム・プロジェクト）の実
施を機に寄贈の申し出があったもの。

45．島田澄夫資料
　（寄贈者）島田澄夫

　西区小呂島で昭和34～35年頃に使用された延縄（鯛
縄）。延縄1反（1把）に針を50ほど取り付けて使用した。
現在小呂島では、延縄は行われておらず旋網へと変化し
ており、この資料は小呂島の漁業の変遷を示す漁具とい
える。

46．髙橋郁資料
　（寄贈者）髙橋郁

　大分県別府市在住の寄贈者が収集した絵画資料1件か
らなる。
　寄贈資料は雪月花をあらわす絹本墨画淡彩の掛軸で、
作者は狩野昌運。江戸時代前期の狩野派宗家の重鎮であ
りながら、福岡藩4代藩主黒田綱政に招聘され、晩年は
福岡藩御用絵師を兼務して、江戸と福岡を行き来した。
制作年代不明の作品ながら、「法橋昌運筆」の署名とと
もに捺された落款印「狩野」（朱文方印）が、いくつか
の昌運作例と息子・和田一信の作に共通することから、
今後の研究に資するものと思われる。福岡ゆかりの絵師
の作品としても、活用が見込まれる。

47．高森雅彦・花資料（追加分）
　（寄贈者）高森敏博

　平成27年度寄贈資料（近代資料）の追加分。今年度寄
贈分は寄贈者の父高森雅彦氏が所持していた満洲国の国
旗。入手経緯は不明である。
　満洲国は、昭和7（1932）年に成立した中国東北部と
内モンゴルを領域とした国家。清朝最後の皇帝溥儀を執
政とし、首都を新京（長春）に置いた。翌年3月に帝政
となった。太平洋戦争期には日本の戦争継続に協力した
が、昭和20年8月にソ連の満洲侵攻を受け、同月17日に
解体を宣言した。国旗は大同元（1932）年3月に制定さ
れた。地は黄色、左上角は赤・藍・白・黒の4色を用い
て５色旗とし、4色の部分は全体の4分の1を占めることと
された。

48．仲田鞠子資料
　（寄贈者）仲田鞠子

　寄贈者宅に伝来した書籍『グレートフクオカ　福岡会
社商店案内』。
　本資料は、昭和11（1936）年に西日本飲食料新聞附録
として刊行された。編集者の濱崎義雄は大正11（1９22）
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年に福岡毎日新聞を創刊して新聞業界に1５年間身を置い
た。本資料は濱崎の新聞業界からの引退と機を一にして
刊行された。内容は、福岡市周辺の名勝・観光地と、会
社企業およびその経営者を紹介するものである。写真は
コロタイプ版印刷で、1頁に2点から6点が掲載される。
写真の一部には鉛筆やペン書でタイトルが付される。

49．中西金一郎資料
　（寄贈者）中西金一郎

　博多片土居町の博多織元であった中西家関連の資料。
大正５年の陸軍特別大演習の際に大正天皇の行在所（福
岡県庁）に据えるため福岡県が発注した芥屋大門図刺繍
衝立の背面布見本織を利用したもので、後に仕立てられ
た名古屋帯。
　当該衝立は、中西博多織工場・中西金次郎と、高嶋屋
呉服店・飯田新七の合作。表面の上部に芥屋大門の全景
を刺繍して下部に金の高蒔絵と青貝を散らし、中央に菊
花紋章を配したもので、背面は菊花唐草文様の意匠が施
された博多織。

50．松尾宏人資料
　（寄贈者）松尾宏人

　寄贈者の父親が所蔵していた袖がらみ。袖がらみは江
戸時代に治安維持のため、犯人等の捕縛などに使用され
た長柄の武器で、武家だけでなく村役人などの役所にも
保管されていた。松尾家は江戸時代には佐賀・小城周辺
に一族で住んでおり、父親が戦前に福岡へ勉学や就職で
移っているため、この袖がらみは実家から伝わったもの
とされる。

51．松村直寿資料（追加分）
　（寄贈者）松村直寿

　平成28、29年度寄贈資料の追加分。松村家の来歴につ
いては、『平成28（2016）年度収集　収蔵品目録34』（2019
年）の資料解題を参照いただきたい。
　今回の寄贈分は、福岡藩の儒学者で天明4（1784）年
に開学した西学問所（甘棠館）の祭酒（学長）となった
亀井南冥の書。南冥が70歳の時から使用したと言われる

「白髪書生」印が捺されていることから、南冥晩年の書
であると推測される。

52．宮崎安尚資料（追加分）
　（寄贈者）宮崎安尚

　平成8年度寄贈資料（近世・近代資料）の追加分。本
年度分は、鉄道省が大正13（1924）年に旅行者のために
発行した冊子『鉄道旅行案内』である。同書は、大正3
年から鉄道院（後の鉄道省）によって刊行が開始され、
6度にわたり新版が刊行された。当初は縦長の手帳型で
あったが、大正10年版からは横長の判型に改め、「沿線
鳥瞰図」と「名勝図絵」を収録し、同13年版ではさらに
名勝などを増補した。
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寄贈資料　1. 山﨑明資料

1. 山﨑明資料
〈資料内訳〉

1. 考古資料（瓦・陶磁器・土器・石器ほか） … 152件180点

2. 近現代資料（地図・書籍・日記ほか） ……… 460件495点
〈総計〉612件675点

1. 考古資料

番号 名称 時代 発見・出土地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 鯱瓦 近世（1753年） 福岡城 瓦 36.5×28×23.6 1点 伝・福岡城濠周辺採集
刻字 ｢寶暦三 / 戌ノ閏
二月」「ほ」

2018P1

2 軒丸瓦（藤巴文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 15.2×15.2×2.3 1点 博多瓦師作 2018P2

3 軒丸瓦（藤巴文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 14.4×14.4×2.4 1点 2018P3

4 軒丸瓦（藤巴文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 12.1×12.1×2.0 1点 2018P4

5 軒丸瓦（三巴文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 15.0×15.0×2.0 1点 2018P５

6 軒丸瓦（三巴文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 13.4×13.4×2.0 1点 漆喰が面的に付着 2018P6

7 軒丸瓦（三巴文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 15.0×15.0×2.2 1点 2018P7

8 軒丸瓦（黒餠文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 15.4×15.4×2.0 1点 2018P8

9 軒丸瓦（黒餠文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 15.4×15.4×2.7 1点 2018P９

10 軒丸瓦 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 13.8×13.8×2.4 1点 2018P10

11 軒丸瓦 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 14.8×14.8×2.3 1点 2018P11

12 軒丸瓦（三巴文） 近世～近代 瓦 9.0×9.0×2.3 1点 2018P12

13 軒丸瓦（黒餠文） 近世～近代 瓦 8.7×8.7×2.4 1点 2018P13

14 軒丸瓦（黒餠文） 近世～近代 瓦 8.3×8.3×1.8 1点 2018P14

15 軒丸瓦（黒餠文） 近世～近代 宇土市蕉夢庵跡ヵ 瓦 7.2×7.2×2.5 1点 朱筆 ｢蕉夢庵瓦」 2018P1５

16 軒丸瓦（黒餠文） 近世～近代 瓦 7.2×7.2×3.0 1点 2018P16

17 軒丸瓦（三巴文） 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 8.5×8.5×2.1 1点 破片 2018P17

18 軒平瓦 近世～近代 福岡城ヵ 瓦 18.0×9.0×2.0 1点 破片 2018P18

19 茶碗 近世 福岡県水城址 陶器 14.0×14.0×7.1 1点 萩焼き井戸茶碗ヵ 2018P1９

20 箱 現代 木 15.0×15.0×11.7 1点 19・21を収納
「福岡県筑紫郡水城築
堤出土品」

2018P20

21 ラベル、メモ 現代 紙 12.2×6.0
10.2×3.0
15.3×10.5

3点 19の由来
国道建設時の発掘、築
堤祭壇跡より出土三ヶの
一個

2018P21
～23

22 平瓶 飛鳥時代 長崎県壱岐 須恵器 10.3×9.0×8.5 1点 2018P24

23 高台付坏 飛鳥時代 長崎県壱岐 須恵器 9.3×9.3×4.3 1点 接合小片付属 2018P2５
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24 箱 現代 紙 20.5×9.5×12.5 1点 22・23を収納
「土器 達雄私物壱岐
産」

2018P26

25 小型丸底壺 古墳時代 福岡県那珂川市ヵ 土師器 9.0×9.0×8.5 1点 注記「S9.6.3. 那珂川 河
村昭｣

2018P27

26 小型丸底壺 古墳時代 福岡県那珂川市ヵ 土師器 9.0×9.0×9.5 1点 接合小片付属 2018P28

27 軒丸瓦（鴻臚館式） 奈良時代 瓦 17.0×13.0×3.2 1点 大宰府235型式 2018P2９

28 軒丸瓦（鴻臚館式） 奈良時代 瓦 15.5×12.3×5.0 1点 摩滅著しい 2018P30

29 軒丸瓦（蓮華文） 平安時代 瓦 13.5×13.0×4.3 1点 単弁9弁
非・大宰府

2018P31

30 軒丸瓦 平安時代 瓦 9.0×6.5×2.5 1点 大宰府085型式に近い 2018P32

31 軒丸瓦（橘文） 近世（17世紀） 瓦 10.2×7.3×2.8 1点 名島城・福岡城等出土 2018P33

32 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 13.5×10.5×1.8 1点 縄蓆文タタキ 2018P34

33 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 10.0×8.5×2.4 1点 縄蓆文タタキ 2018P3５

34 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 9.5×6.8×1.8 1点 縄蓆文タタキ 2018P36

35 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 9.0×8.2×1.7 1点 格子目タタキ 2018P37

36 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 11.0×6.4×2 1点 格子目タタキ 2018P38

37 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 11.2×9.4×1.7 1点 格子目タタキ 2018P3９

38 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 7.8×5.8×2.8 1点 格子目タタキ 2018P40

39 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 6.6×6.5×1.6 1点 格子目タタキ 2018P41

40 平瓦 奈良時代～
平安時代

瓦 7.5×7.0×1.5 1点 2018P42

41 杯 飛鳥時代 須恵器 7.0×4.0×1.4 1点 注記 ｢巤塚｣ 2018P43

42 蓋 飛鳥時代 須恵器 5.0×4.5×0.9 1点 2018P44

43 高台付坏 飛鳥時代 須恵器 12.0×5.0×4.6 1点 2018P4５

44 高台付坏 飛鳥時代 須恵器 12.4×10×8.4 1点 2018P46

45 坏 飛鳥時代 須恵器 10.0×6.4×3.4 1点 2018P47

46 高坏 古墳時代～
飛鳥時代

須恵器 10.5×8.0×6.7 1点 2018P48

47 高坏 古墳時代～
飛鳥時代

須恵器 9.7×9.7×3.6 1点 脚部 2018P4９

48 高坏 古墳時代～
飛鳥時代

須恵器 7.0×6.0 1点 脚部 2018P５0
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49 平瓶 古墳時代～
飛鳥時代

須恵器 7.0×5.0×6.0 1点 胴部 2018P５1

50 甕 古墳時代～
飛鳥時代

須恵器 8.0×5.0 1点 胴部 2018P５2

51 甕 古墳時代～
飛鳥時代

須恵器 8.8×8.5 1点 胴部 2018P５3

52 甕 古墳時代 須恵器 10.0×9.0 1点 胴部 2018P５4

53 深鉢 縄文時代早期 土器 4.5×4.0 1点 押型文 2018P５５

54 深鉢 縄文時代中期 熊本市阿高貝塚ヵ 土器 6.0×4.8 1点 刺突文、注記「阿高」 2018P５6

55 深鉢 縄文時代中期 土器 10.5×8.4 1点 阿高式、滑石混和 2018P５7

56 深鉢 縄文時代後期 土器 11.5×8.0 1点 鐘崎式 2018P５8

57 甕 弥生時代中期 土器 9.5×9.6×5.0 1点 底部 2018P５９

58 擂鉢 中世 土師質土器 6.0×4.0 1点 2018P60

59 磨製石斧 縄文時代 八代市 蛇紋岩 10.5×4.5×2.5 1点 注記「八代」 2018P61

60 磨製石斧 縄文時代 蛇紋岩 12.4×6.0×3.2 1点 2018P62

61 磨製石斧 縄文時代 石（重厚硬質）14.0×5.2×2.3 1点 2018P63

62 磨製石斧 縄文時代 八代市 石（重厚硬質）6.1×4.8×1.2 1点 注記「八代」朱書 2018P64

63 磨製石斧 縄文時代 石 8.2×4.7×1.2 1点 2018P6５

64 磨製石斧 縄文時代 石 9.2×3.7×1.5 1点 2018P66

65 磨製石斧 縄文時代 熊本市阿高貝塚ヵ 砂岩系 9.6×5.7×3.6 1点 注記「阿高」ヵ 2018P67

66 磨製石斧 弥生時代 玄武岩 7.3×7.4×5.0 1点 2018P68

67 磨製石斧 縄文時代 頁岩ヵ 3.0×5.7×0.8 1点 刃部の小破片 2018P6９

68 磨製石斧 縄文時代 熊本市阿高貝塚ヵ 石 7.3×6.0×0.9 1点 注記 ｢阿高｣ 2018P70

69 磨製石斧 縄文時代 石 10.7×6.2×2.3 1点 2018P71

70 磨製石斧 縄文時代 今山産玄武岩 11.2×4.9×2.0 1点 2018P72

71 磨製石斧 縄文時代 今山産玄武岩 15.7×7.0×2.4 1点 2018P73

72 磨製石斧 弥生時代 今山産玄武岩 11.7×6.8×3.1 1点 2018P74

73 磨製石斧 縄文時代 石 15.2×6.5×2.7 1点 2018P7５

74 打製石斧 縄文時代 石 13.4×10.6×1.4 1点 2018P76

75 打製石斧 縄文時代 熊本市阿高貝塚ヵ 石 12.4×6.9×0.8 1点 注記「肥後阿高｣ 2018P77

76 打製石斧 縄文時代 石 12.0×5.6×1.7 1点 2018P78

77 打製石斧 縄文時代 石 8.0×5.0×2.2 1点 注記判読不可能 2018P7９

78 打製石斧 縄文時代 石 9.0×5.5×0.9 1点 注記不明確（月、八日
などの文字がみえ日付
などを記す）

2018P80

79 磨石（石杵） 縄文時代 石 17.5×5.7×3.8 1点 注記「西野｣ 2018P81

寄贈資料　1. 山﨑明資料
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80 石斧未成品 弥生時代 今山産玄武岩 14.0×7.5×4.5 1点 2018P82

81 石斧未成品 縄文時代 石 17.2×10.5×4.0 1点 2018P83

82 磨石 縄文時代 熊本市阿高貝塚ヵ 石 9.8×3.1×2.8 1点 注記「阿高」ヵ 2018P84

83 石錘 縄文時代 石 8.6×6.3×2.5 1点 礫を打ち欠き 2018P8５

84 石錘 縄文時代 石灰岩ヵ 12.0×8.0×6.2 1点 磨製有溝 2018P86

85 石錘 縄文時代 熊本市阿高貝塚ヵ 石 8.0×7.9×0.8 1点 礫を打ち欠き、注記
「肥後阿高」

2018P87

86 石錘 縄文時代 八代市 石 7.0×4.2×2.3 1点 礫を打ち欠き、注記
「八代｣ 朱書

2018P88

87 砥石 縄文時代 熊本市阿高貝塚ヵ 石 12.4×8.2×1.2 1点 注記「肥後阿高｣ 2018P8９

88 凹石 縄文時代 石 6.4×5.8×1.9 1点 2018P９0

89 凹石 縄文時代 石 7.8×7.5×4.3 1点 2018P９1

90 凹石 縄文時代 石 9.5×7.5×3.5 1点 2018P９2

91 磨石 縄文時代 石 9.5×7.2×5.5 1点 半分欠損 2018P９3

92 トロトロ石器 縄文時代 姫島産黒曜石 3.5×2.7 1点 2018P９4

93 石匙 縄文時代 長崎県島原ヵ 頁岩ヵ 7.5×3.6 1点 注記朱書「島原｣ ヵ 2018P９５

94 石匙 縄文時代 安山岩 5.8×5.0 1点 2018P９6

95 石匙 縄文時代 安山岩 4.6×4.5 1点 2018P９7

96 石錐 縄文時代 チャート 2.4×1.7 1点 2018P９8

97 打製石鏃（有茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 2.3×1.2 1点 2018P９９

98 打製石鏃（有茎） 縄文時代 黒曜石 2.4×1.0 1点 2018P100

99 打製石鏃（無茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 1.7×1.6 1点 深凹基式 2018P101

100 打製石鏃（無茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 1.9×1.9 1点 鍬形 2018P102

101 打製石鏃（無茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 1.8×1.1 1点 深凹基式 2018P103

102 打製石鏃（無茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 1.0×1.1 1点 深凹基式 2018P104

103 打製石鏃（無茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 1.9×0.6 1点 凹基式 2018P10５

104 打製石鏃（無茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 1.8×1.5 1点 直基式 2018P106

105 打製石鏃（無茎） 縄文時代 姫島産黒曜石 1.4×1.5 1点 鍬形 2018P107

106 打製石鏃（無茎） 縄文時代 姫島産黒曜石 1.6×1.2 1点 深凹基式 2018P108

107 打製石鏃（有茎） 縄文時代 チャート 2.3×1.7 1点 2018P10９

108 打製石鏃（無茎） 縄文時代 チャート 2.1×1.8 1点 鍬形 2018P110

109 打製石鏃（無茎） 縄文時代 頁岩 1.5×1.6 1点 凹基式 2018P111

110 打製石鏃（無茎） 縄文時代 頁岩 1.7×1.5 1点 八角形凹基式 2018P112

111 打製石鏃（無茎） 縄文時代 頁岩 2.0×1.5 1点 深凹基式 2018P113

112 打製石鏃（有茎） 縄文時代 チャート 2.1×1.8 1点 2018P114

寄贈資料　1. 山﨑明資料
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113 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 2.7×1.8 1点 深凹基式 2018P11５

114 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 2.8×1.7 1点 深凹基式 2018P116

115 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 2.1×1.2 1点 深凹基式 2018P117

116 打製石鏃（有茎） 縄文時代 安山岩 2.6×1.5 1点 五角形、茎は欠損 2018P118

117 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 1.6×1.5 1点 深凹基式 2018P11９

118 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 1.8×1.7 1点 深凹基式 2018P120

119 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 2.5×1.3 1点 凹基式 2018P121

120 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 1.7×1.7 1点 深凹基式 2018P122

121 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 1.5×1.8 1点 鍬形 2018P123

122 打製石鏃（無茎） 縄文時代 安山岩 2.1×1.5 1点 直基式 2018P124

123 打製石鏃（無茎） 縄文時代 黒曜石 2.1×1.5 1点 深凹基式 2018P12５

124 打製石鏃（無茎） 縄文時代 頁岩 1.9×1.8 1点 鍬形 2018P126

125 打製石鏃（無茎） 縄文時代 チャート 3.4×2.5 1点 直基式 2018P127

126 打製石鏃（無茎） 縄文時代 頁岩 3.4×2.2 1点 直基式 2018P128

127 打製石鏃（有茎） 縄文時代 腰岳産黒曜石 2.8×1.4 1点 2018P12９

128 石鏃未成品 縄文時代 安山岩 3.3×1.4×0.9 1点 2018P130

129 石鏃未成品 縄文時代 安山岩 2.8×2.3×1.2 1点 2018P131

130 石銛 縄文時代 安山岩 4.5×4.2 1点 先端欠損 2018P132

131 ナイフ形石器 旧石器時代 黒曜石 4.7×2.4 1点 2018P133

132 ナイフ形石器 旧石器時代 姫島産黒曜石 5.2×2.3 1点 2018P134

133 石刃 旧石器時代 腰岳産黒曜石 2.6×1.6 1点 2018P13５

134 剥片 縄文時代 安山岩 3.6×2.5、2.2×1.3 2点 2018P136
～137

135 剥片 縄文時代 姫島産黒曜石 9.5×6.3×2.1 1点 2018P138

136 剥片 縄文時代 黒曜石 ̶ 24点 2018P13９
～162

137 炭化米 飛鳥時代ヵ 福岡県四王寺山 植物遺存体
ガラス瓶、紙

瓶1.1×1.1×4.4 2点 紙封筒「炭化籾 四王
寺山｣
サンプル瓶中に炭化米
100粒

2018P163
～164

138 鉄滓 不明 金属不純物 7.4×6.1×2.0 1点 製錬滓ヵ 2018P16５

139 炉壁 不明 土 5.5×2.9×1.9 1点 2018P166

140 ビール瓶 昭和12年ヵ ガラス 7.5×5.5×1.9 1点 被熱、底に星印と
「12｣、大日本麦酒株式
会社製品ヵ

2018P167

141 石材・化石サンプル 不明 石 6.2×4.1×0.5 1点 2018P168

142 石材・化石サンプル 不明 石 7.0×6.6×2.0 1点 注記「五島 」 2018P16９

寄贈資料　1. 山﨑明資料



― 18 ―

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

153 皇太子殿下御渡欧記
念写真帖 第3巻

大正10年7月1日 大阪毎日新聞社 / 発行 印刷 書冊 21.2×30.2 1冊 2018P181

154 桜草花鑑 江戸時代後期 不明 木版 書冊 30.0×22.8 1冊 2018P182

155 瓶史国字解 二 江戸時代後期 雲斎桐谷鳥習 / 註解 木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P183

156 袁中郎挿花図会 三 江戸時代後期 （ 雲斎桐谷鳥習/註解）木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P184

157 瓶史国字解 続編一 江戸時代後期 雲斎桐谷鳥習 / 註解 木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P18５

158 袁中郎挿花図会 続
編二

文化5年 雲斎桐谷鳥習 / 撰
菊雲斎帛水／図画

木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P186

159 袁中郎挿花図会 続
編二

江戸時代後期 （ 雲斎桐谷鳥習 / 撰
菊雲斎帛水 / 図画）

木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P187

160 袁中郎挿花図会 四 文化6年 金令舎 / 写 嶺雲斎清
水渓巌 / 撰

木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P188

161 袁中郎挿花図会 続
編四

文化己已（6年）秋 潭雲斎登毛奴之 / 撰
菊雲斎帛水 / 図画

木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P18９

162 袁中郎挿花図会 五 文化5年 旭菴 / 誌 東雲斎黄雀 /
撰 菊雲斎帛水 / 図画

木版 書冊 26.0×18.8 1冊 2018P1９0

163 袁中郎挿花図会 五 文化6年 須原荘太郎 木版 書冊 28.8×21.0 1冊 2018P1９1

164 袁中郎挿花図会 六 （文化年間） 不明 木版 書冊 28.3×21.6 1冊 2018P1９2

165 皇漢医籍と本草書
附科学書

昭和12年11月25日 巌松堂書店古典部 印刷 書冊 25.0×18.0 1冊 2018P1９3

2. 近現代資料

番号 名称 時代 発見・出土地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

143 石材・化石サンプル 不明 石 8.4×7.0×2.3 1点 2018P170

144 石材・化石サンプル 不明 石 12.0×7.1×3.8 1点 注記「小渦巻石灰岩｣
ほか「三十｣ などの文
字が判読できる

2018P171

145 ゾウ臼歯 不明 動物化石 13.5×8.0×13.0 1点 表面にサンゴや貝の付
着有

2018P172

146 鹿角 不明 動物化石 最大16.7×7.8×2.5 2点 破片あり、表面にサンゴ
や貝の付着有

2018P173
～174

147 椎骨 不明 動物化石 18.5×11.0×7.0 1点 表面にサンゴの付着有 2018P17５

148 椎骨 不明 動物化石 最大13.2×9.4×4.6 1点 破片多数、表面にサン
ゴや貝の付着有

2018P176

149 椎骨 不明 動物化石 最大8.2×4.5×3.8 1点 4片に割れている、表面
にサンゴの付着有

2018P177

150 椎骨 不明 動物化石 10.6×7.0×4.2 1点 表面にサンゴの付着有 2018P178

151 海獣歯 不明 動物化石 5.5×3.5×1.2 1点 2018P17９

152 海獣歯 不明 動物化石 2.2×1.0×0.4 1点 2018P180

寄贈資料　1. 山﨑明資料
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

166 有毒植物 明治36年2月 山﨑 / 写生 墨書 冊子 26.0×18.5 1冊 2018P1９4

167 明治中興雲室図録 明治時代 不明 印刷 書冊 28.0×18.0 1冊 2018P1９５

168 水練火業採竹図解 不明 不明 木版 書冊 28.0×19.0 1冊 2018P1９6

169 水城の警訓 昭和5年1月1日 政教社 印刷 書冊 29.0×21.0 1冊 2018P1９7

170 瓶史 不明 不明 木版 書冊 28.0×21.0 1冊 2018P1９8

171 怡顔斎蘭品 明和9年壬辰6月 佐々木總四郎 木版 書冊 28.1×20.6 1冊 2018P1９９

172 花彙 後編 宝暦癸未春3月 不明 木版 書冊 28.0×20.8 1冊 2018P200

173 生花古流百瓶 大正6年 松公斎理伯 印刷 書冊 26.0×18.2 1冊 2018P201

174 瓶史国字解 一 文化5年 鵬斎陳人 / 題 木版 書冊 26.0×18.7 1冊 2018P202

175〔旅行日記〕 大正8～10年 山﨑又雄 墨書 冊子 10.0×16.0 1冊 2018P203

176 スケッチ（熊本県宇
土町）

大正11年 （山﨑又雄） 墨書 冊子 10.7×18.3 1冊 2018P204

177 僧仙厓和尚伝 明治45年 森活版所 / 発行 印刷 書冊 19.5×13.4 1冊 2018P20５

178 九州著名神社・仏閣・
名勝・温泉巡り

昭和29年 栄岡広介 / 著 九州観
光産業新聞社 / 発行

印刷 書冊 12.8×18.5 1冊 2018P206

179 スケッチ（熊本） 明治35～38年 （山﨑又雄） 彩色 冊子 20.5×15.8 1冊 2018P207

180 スケッチブック （大正時代） （山﨑又雄） 彩色 冊子 19.0×15.2 1冊 2018P208

181 スケッチブック （大正時代） （山﨑又雄） 彩色 冊子 19.3×15.5 1冊 2018P20９

182 スケッチブック （大正時代） （山﨑又雄） 彩色 冊子 19.8×15.6 1冊 2018P210

183 スケッチブック 1926年 山﨑又雄 彩色 冊子 22.0×18.0 1冊 2018P211

184 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 22.0×18.0 1冊 2018P212

185 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 22.0×18.0 1冊 2018P213

186 スケッチブック 1926年 山﨑又雄 彩色 冊子 22.0×18.0 1冊 2018P214

187 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 22.0×17.0 1冊 2018P21５

188 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 22.0×18.0 1冊 2018P216

189 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 22.0×18.0 1冊 2018P217

190 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 22.0×18.0 1冊 2018P218

191 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 21.8×17.4 1冊 2018P21９

192 スケッチブック 不明 （山﨑又雄） 彩色 冊子 21.4×17.0 1冊 2018P220

193 昭和松代地震 昭和時代 不明 印刷 書冊 28.0×21.0 1冊 2018P221

194 当用日記 昭和14年 博文館 / 発行 印刷 冊子 22.0×16.6 1冊 2018P222

195 大和本草 一 宝永戌子4月27日 貝原益軒 / 編 木版 書冊 24.8×18.0 1冊 2018P223

196 大和本草 二 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 25.0×18.5 1冊 2018P224

197 大和本草 三 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 24.8×18.0 1冊 2018P22５

198 大和本草 四 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 24.8×18.8 1冊 2018P226
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199 大和本草 五・六 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 25.0×18.4 1冊 2018P227

200 大和本草 七 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 25.0×18.4 1冊 2018P228

201 大和本草 八 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 25.0×18.4 1冊 2018P22９

202 大和本草 九 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 24.9×18.3 1冊 2018P230

203 大和本草 十・十一 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 25.0×18.4 1冊 2018P231

204 大和本草 十二・
十三

宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 24.4×18.0 1冊 2018P232

205 大和本草 十四 宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 25.0×18.0 1冊 2018P233

206 大和本草 十五・
十六

宝永7年 貝原益軒 / 編 木版 書冊 24.4×18.4 1冊 2018P234

207 瓶史 昭和6年10月1日 去風洞 印刷 書冊 28.0×20.4 1冊 2018P23５

208 アルバム 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 アル
バム装

22.0×16.2 1冊 2018P236

209 珍奇衆植物 昭和13年 衆芳園 印刷 書冊 28.4×21.0 1冊 2018P237

210 大日本維新史 明治32年12月5日 重野安繹 / 著 善隣訳
書館 / 発行

印刷 書冊 23.8×13.4 1冊 2018P238

211 画本野山草 3・4 不明 不明 印刷 書冊 23.0×16.0 1冊 2018P23９

212 別冊夕葉1 細川藩の
切支丹

昭和24年 上妻博之 / 著 印刷 書冊 21.0×15.0 1冊 2018P240

213 四国遍路 不明 不明 印刷 書冊 26.3×19.0 1冊 2018P241

214 旅の記念 明治10年 山﨑又雄 印刷 冊子 18.8×10.5 1冊 2018P242

215 新聞切抜（続さかな
異名抄）

不明 不明 印刷 7.1×10.8 1枚 2018P243

216 新聞切抜（続さかな
異名抄62）

不明 不明 印刷 7.1×10.8 1枚 2018P244

217 新聞切抜（郷土の味　
落花生豆腐）

不明 不明 印刷 7.8×12.5 1枚 2018P24５

218 新聞切抜（続さかな
異名抄63）

不明 不明 印刷 9.8×7.7 1枚 2018P246

219 新聞切抜（続さかな
異名抄61）

不明 不明 印刷 6.8×9.8 1枚 2018P247

220〔記〕 不明 不明 鉛筆書 一紙 14.0×13.0 1枚 2018P248

221 昭和6年3月教材園植
物一覧

昭和6年3月 筑紫郡那珂第二尋常高
等小学校

ガリ版刷 冊子 24.3×16.7 1冊 2018P24９

222 懸崖菊 第2巻第1号 昭和8年1月 筑紫中学校園芸部 ガリ版刷 冊子 24.5×16.7 1冊 2018P2５0

223 筑前の海藻 仮目録 昭和15年2月24日 私立筑紫高等女学校山
﨑又雄

ガリ版刷 冊子 24.0×17.0 1冊 2018P2５1

224 自然界 第4巻第1号 昭和9年2月1日 筑中博物研究会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 2018P2５2

225 自然界 第2巻第1号 昭和7年1月27日 筑中博物研究会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 2018P2５3
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226 福岡植物同好会会報
第５号

昭和10年11月 福岡植物同好会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 2018P2５4

227 福岡植物同好会会報
第1号

昭和7年10月 福岡植物同好会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 会規 修猷館内 2018P2５５

228 自然界 第3巻第2号 （昭和時代） 筑中博物研究会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 2018P2５6

229 自然界 第3巻第1号 （昭和時代） 筑中博物研究会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 2018P2５7

230 自然界 第2巻第8号 昭和7年12月2日 筑中博物研究会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 2018P2５8

231 自然界 第2巻第4号 昭和7年9月13日 筑中博物研究会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 表紙外れ 2018P2５９

232 自然界 第2巻第7号 （昭和7年） 筑中博物研究会 ガリ版刷 冊子 24.2×16.7 1冊 裏表紙外れ 2018P260

233 自然界 第2巻第4号 昭和7年6月 森秀雄 / 編輯 筑中博
物研究会 / 発行

ガリ版刷 冊子 24.5×16.5 1冊 2018P261

234 自然界 第2巻第9号 昭和7年9月13日 森秀雄 / 編輯 筑中博
物研究会 / 発行

ガリ版刷 冊子 24.5×16.5 1冊 2018P262

235 自然界 第2巻第2号 昭和7年2月29日 櫛橋善弘 / 編輯 筑中
博物研究会 / 発行

ガリ版刷 冊子 24.5×16.5 1冊 2018P263

236 自然界 第3巻第3号 （昭和時代） 筑中博物研究会 / 発行 ガリ版刷 冊子 24.5×16.5 2冊 2018P264
～26５

237 自然界 第3巻第4号 （昭和時代） 筑中博物研究会 / 発行 ガリ版刷 冊子 24.5×16.5 3冊 2018P266
～268

238 自然界 第5巻第3号 昭和11年3月2日 筑中博物研究会 / 発行
編輯

印刷 冊子 24.5×16.5 1冊 2018P26９

239 自然界 第9巻第1号 昭和15年2月26日 筑中博物研究会 / 発行
編輯

印刷 冊子 24.5×16.5 1冊 表紙に「謹呈 山﨑先生」
と有

2018P270

240 自然界 第4号第1号 昭和9年12月31日 筑中博物研究会 / 発行
編輯

印刷 冊子 22.0×15.2 1冊 2018P271

241 自然界 第10巻10周
年並ビニ皇紀2600年
記念号

昭和16年2月1日 筑中博物研究会 / 発行
編輯

印刷 冊子 22.5×15.0 3冊 表紙にペン書「山﨑先
生」と有

2018P272
～274

242 自然界 第8巻第1号 昭和14年3月15日 筑中博物研究会 / 発行
編輯

印刷 冊子 22.0×15.2 1冊 2018P27５

243 自然界 第7巻第1号
故森秀雄先生追悼号

昭和13年2月15日 筑中博物研究会 / 発行
編輯

印刷 冊子 22.0×15.2 1冊 2018P276

244 自然界 第6巻第1号 昭和11年7月10日 筑中博物研究会 / 発行
編輯

印刷 冊子 22.0×15.2 1冊 2018P277

245 加藤家伝清正公行状 明治13年1月 / 緒言 不明 木版 書冊 21.3×14.4 1冊 2018P278

246 加藤家伝 奇之巻 明治13年1月15日 /
出版

森本義治 / 校合 服部昇
/ 出版人

印刷 書冊 21.4×14.4 1冊 2018P27９

247 明治八年四月於熊本
開会 博物会品物録
上下

明治8年5月 / 発行 開化堂 / 版元 印刷 書冊 20.7×13.9 1揃
(2冊)

2018P280
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248 地形図「濱崎」 明治36年12月25日
/ 印刷 明治36年12
月28日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×57.8 1枚 1/50000 2018P281

249 地形図「宮ノ浦」 昭和4年7月25日 /
印刷 昭和4年7月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×57.0 1枚 1/25000 2018P282

250 地形図「今宿」 明治35年6月25日 /
印刷 明治35年6月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×57.5 1枚 1/20000 2018P283

251 地形図「後藤寺」 明治36年3月25日 /
印刷 明治36年3月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×57.3 1枚 1/50000 2018P284

252 地形図「太宰府」 大正15年8月25日 /
印刷 大正15年8月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×58.5 1枚 1/50000 2018P28５

253 地形図「太宰府」 明治45年4月25日 /
印刷 明治45年4月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 1/20000 2018P286

254 地形図「前原」 明治36年3月25日 /
印刷 明治36年3月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.5×57.6 1枚 1/50000 2018P287

255 地形図「津屋崎」 昭和5年4月25日 /
印刷 昭和5年4月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 82.0×58.0 1枚 1/50000 2018P288

256 地形図「小倉」 大正15年5月25日 /
印刷 大正15年5月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 色刷 45.6×57.5 1枚 1/200000 2018P28９

257 最新大久留米市街地
図

昭和13年4月1日 /
印刷 昭和13年4月5
日 / 発行

日下伊兵衛 印刷 79.3×54.5 1枚 1/50000 2018P2９0

258 地形図「小倉」 昭和4年7月25日 /
印刷 昭和4年7月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×58.0 1枚 1/200000 2018P2９1

259 地形図「福岡」 昭和5年4月25日 /
印刷 昭和5年4月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.1×36.0 1枚 半欠 2018P2９2

260 地図（福岡県） 昭和6年12月5日 /
印刷 昭和6年12月
10日 / 発行

福岡県土木課 印刷 76.3×66.6 1枚 1/200000 大正14年6月
調製 昭和6年9月訂正

2018P2９3

261 地形図「甘木」 大正2年6月25日 /
印刷 大正2年6月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×58.0 1枚 1/50000 2018P2９4

262 地形図「太宰府」 昭和7年8月25日 /
印刷 昭和7年8月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×53.0 1枚 1/50000 2018P2９５

263 地図（志賀島） 不明 不明 印刷 39.1×27.0 1枚 2018P2９6
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264 地形図「門司近傍」 昭和6年6月25日 /
印刷 昭和6年6月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 78.7×109.6 1枚 1/50000 2018P2９7

265 福岡市住居表示案内
図

昭和42年7月 / 調製 善隣出版社事業部 色刷 62.7×88.4 1枚 1/8700 2018P2９8

266 地形図「吉井」 大正元年12月25日
/ 印刷 大正元年12
月28日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.9×58.0 1枚 1/50000 2018P2９９

267 地形図「行橋」 昭和2年2月25日 /
印刷 昭和2年2月28
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.5 1枚 1/50000 2018P300

268 地形図「濱崎」 昭和9年5月25日 /
印刷 昭和9年5月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 1/50000 2018P301

269 地形図「吉井」 昭和9年5月25日 /
印刷 昭和9年5月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 1/50000 2018P302

270 東宮御成婚記念日本
交通分県地図「其
二十八」福岡県

大正15年9月5日 /
発行

大阪毎日新聞社 印刷 54.5×77.0 1枚 1/210000 2018P303

271 地形図「小倉」 大正15年5月25日 /
印刷 大正15年5月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 460.×58.0 1枚 1/200000 2018P304

272 地形図「久留米」 昭和6年8月25日 /
印刷 昭和6年8月30
日 / 印刷

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 1/50000 2018P30５

273 地形図「赤間」 昭和2年1月25日 /
印刷 昭和2年1月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.5 1枚 1/50000 2018P306

274 地図（宗像） 昭和10年5月 不明 印刷 39.0×31.1 1枚 2018P307

275 地形図「赤間」 昭和2年1月25日 /
印刷 昭和2年1月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 1/50000 2018P308

276 最新福岡市街全図 昭和32年4月10日 /
印刷 昭和32年4月
15日 / 発行

江藤義奉 色刷 54.2×76.2 1枚 1/20000 裏面：大福岡
市街全図要覧

2018P30９

277 地形図「宇美」 明治44年6月25日 /
印刷 明治44年6月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×58.0 1枚 1/20000 2018P310

278 地図（長州） 不明 不明 印刷 45.6×57.2 1枚 1/50000 一部欠 2018P311

279 地形図「雁巣」 明治44年6月25日 /
印刷 明治44年6月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×58.0 1枚 1/20000 2018P312

280 地形図「玄界」 明治34年12月25日
/ 印刷 明治34年12
月28日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×58.0 1枚 1/20000 2018P313
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281 地形図「背振山」 大正2年5月25日 /
印刷 大正2年5月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×58.0 1枚 1/50000 2018P314

282 地図「背振山 応急
修正版」

昭和30年6月25日 /
印刷 昭和30年6月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.4 1枚 1/50000 2018P31５

283 神都高千穂付近略図 不明 不明 印刷 27.0×38.8 1枚 2018P316

284 地形図「三田井」 昭和10年2月25日 /
印刷 昭和10年2月
28日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×57.6 1枚 1/50000 明治35年測図
昭和7年要部修正

2018P317

285 地形図「延岡」 大正8年10月25日 /
印刷 大正8年10月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×58.0 1枚 1/200000 2018P318

286 地形図「佐賀」 昭和6年8月25日 /
印刷 昭和6年8月30
日 / 印刷

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 1/50000 2018P31９

287 地形図「武雄」 昭和9年4月25日 /
印刷 昭和9年4月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 1/50000 2018P320

288 地形図「鹿島」 昭和9年5月25日 /
印刷 昭和9年5月30
日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×58.0 1枚 1/50000 2018P321

289 地形図「三角」 明治37年3月25日 /
印刷 明治37年3月
30日 / 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.3×57.7 1枚 1/50000 2018P322

290 五万分一地形図 熊
本八号

大正2年4月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 色刷 45.8×57.8 1枚 2018P323

291 日本鳥瞰九州大図絵 大正16年1月1日 /
発行

吉田初三郎 / 画 大阪
毎日新聞社 / 発行

色刷 27.5×106.0 1枚 大阪毎日新聞第15668
号附録

2018P324

292 五万分一地形図 延
岡十三号

明治37年12月28日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.7×57.7 1枚 2018P32５

293〔長崎地図〕 不明 村上向陽館 / 印刷 色刷 78.0×54.7 1枚 2018P326

294〔長崎県地図〕 昭和12年1月15日 /
発行

日下伊兵衛 / 著作印刷 
和楽路屋 / 発行

色刷 54.0×76.7 1枚 1/250000 2018P327

295 二十万分ノ一 城北
略地図

不明 不明 印刷 31.8×25.8 1枚 2018P328

296 延岡図幅 大正7年1月30日 /
発行

農商務省 / 著作 合資
会社東陽堂 / 印刷

印刷 40.5×55.0 1枚 朱印「山﨑」地質調査
野田勢次郎・納富重雄
製図牛澤次郎

2018P32９

297 五万分一地形図 熊
本八号

大正2年4月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×57.5 1枚 明治34年測図 明治35
年製版 明治44年部分
修正 大正2年改版

2018P330

298 五万分一地形図 熊
本八号

大正2年4月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×56.7 1枚 明治34年測図 明治44
年部分修正

2018P331
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299 五万分一地形図 熊
本七号

大正2年4月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×57.7 1枚 高瀬 明治33年測図 明
治44年修正測図

2018P332

300 二万分一地形図 熊
本近傍十三号

明治35年9月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.2×57.5 1枚 裏面に墨書「高瀬二万
分ノ一」と有

2018P333

301 二万分一地形図 熊
本近傍十四号

明治36年9月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.2×57.5 1枚 裏面に墨書「小天二万
分ノ一」と有

2018P334

302 集成五万分一地形図　
長崎第二号

昭和20年 / 製版 参謀本部 印刷 76.2×108.0 2枚 2018P33５
～336

303 東宮御成婚記念日本
交通分県地図「其
三十三」熊本県

昭和3年3月10日 /
発行

大阪毎日新聞社 色刷 54.0×79.2 1枚 大阪毎日新聞第16093
号附録　裏面にペン書

「熊本県」と有

2018P337

304 五万分一地形図 熊
本四号

明治35年9月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.2 1枚 裏面に墨書「御船」と
有

2018P338

305 二万分一地形図 熊
本近傍十二号

明治36年9月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.2×57.8 1枚 裏面に墨書「宇土二万
分ノ一」と有

2018P33９

306 人吉図幅 明治41年3月15日 /
発行

農商務省 / 著作 合資
会社東陽堂 / 印刷

印刷 40.2×58.2 1枚 地質調査金原信泰 製
図寺本種義

2018P340

307 SAGA （1900年） 大日本帝国陸地測量部 色刷 40.2×55.0 1枚 2018P341

308 五万分一地形図 八
代七号

大正元年11月30日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.8×57.7 1枚 佐敷 明治34年測図 明
治37年製版 明治43年
鉄道省補描 大正元年
10月改版

2018P342

309 五万分一地形図 八
代六号

明治36年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 日奈久 明治34年測図
明治36年製版

2018P343

310 五万分一地形図 八
代五号

大正元年12月28日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.2×57.5 1枚 八代 明治34年測図 明
治43年部分修正

2018P344

311 五万分一地形図 熊
本二号

大正2年6月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 460.×57.5 1枚 八方嶽 明治33年測図
明治35年製版 明治44
年部分修正 大正2年5
月改版

2018P34５

312 五万分一地形図 大
分十四号

昭和4年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×57.7 1枚 宮原 2018P346

313 五万分一地形図 大
分十三号

昭和4年8月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.9×57.7 1枚 森 2018P347

314 五万分一地形図 大
分五号

大正元年9月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×57.5 1枚 大分 2018P348

315 二十万分一帝国図　
第二十六行第二十八
段

大正9年2月28日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 色刷 46.3×57.5 1枚 2018P34９

316 東宮御成婚記念日本
交通分県地図「其
二十」大分県

大正14年7月10日 /
発行

大阪毎日新聞社 色刷 54.0×75.5 1枚 大阪毎日新聞第15132
号附録

2018P3５0
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317 東宮御成婚記念日本
交通分県地図「其
二十九」佐賀県

大正15年10月5日 /
発行

大阪毎日新聞社 印刷 53.2×78.0 1枚 大阪毎日新聞第15580
号附録 佐世保要塞司
令部認可

2018P3５1

318 大日本管轄分地図熊
本県管内全図

明治37年 鍾美堂本店・支店 / 発
売

印刷 39.0×54.0 1枚 2018P3５2

319 西部毎日創刊記念九
州交通地図（南半部）

大正12年2月11日 /
発行

大阪毎日新聞社 色刷 105.5×76.7 1枚 裏面に墨書「九州」と
有

2018P3５3

320 福岡県管内全図 （明治32年） 不明 色刷 54.2×38.5 1枚 2018P3５4

321 五万分一地形図 鹿
児島七号

大正元年8月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×57.7 1枚 2018P3５５

322 五万分一地形図 鹿
児島七号

昭和11年8月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×58.0 1枚 鹿児島　桜島 2018P3５6

323 五万分一地形図 大
分十五号

明治38年12月28日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×57.7 1枚 宮地 2018P3５7

324 最新交通九州全図 昭和10年11月1日 /
発行

福岡日日新聞社 色刷 79.0×54.0 1枚 裏面：南九州詳密地図 2018P3５8

325 西部毎日創刊帰県九
州交通地図（北半部）

大正11年11月10日
/ 発行

大阪毎日新聞社 色刷 77.5×104.5 1枚 大阪毎日新聞第14160
号附録

2018P3５９

326 五万分一地形図 大
分十一号

明治38年12月28日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 45.7×57.5 1枚 竹田 2018P360

327 五万分一地形図 中
津十六号

明治38年12月28日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×57.5 1枚 耶馬溪 2018P361

328 五万分一地形図 延
岡十五号

明治37年6月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 村所 2018P362

329 五万分一地形図 鹿
児島一号

大正10年6月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 小林 2018P363

330 五万分一地形図 野
母崎三号

明治36年6月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 魚貫崎 2018P364

331 五万分一地形図 八
代十号

明治37年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 教良木 2018P36５

332 五万分一地形図 大
分十六号

明治39年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 高森 2018P366

333 五万分一地形図 八
代十四号

明治37年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 本渡 2018P367

334 五万分一地形図 八
代十五号

明治37年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 牛深 2018P368

335 二万分一地形図 熊
本近傍十一号

大正2年2月28日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 川尻 2018P36９

336 五万分一地形図 八
代五号

明治35年9月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 八代 2018P370

337 二十万分一帝国図　
第二十七行第二十九
段

大正9年9月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 色刷 46.8×58.0 1枚 2018P371
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338 熊本図幅 明治40年6月25日 /
発行

農商務省地質調査所 色刷 40.2×55.0 1枚 2018P372

339 二十万分一帝国図　
第二十七行第二十八
段

大正10年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 色刷 46.0×58.0 1枚 2018P373

340 五万分一地形図 熊
本三号

大正3年4月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 隈府 2018P374

341 五万分一地形図 八
代二号

明治37年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 頭地 2018P37５

342 五万分一地形図 八
代三号

大正元年11月30日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 人吉 2018P376

343 沿線御案内 昭和5年9月 京阪電車 色刷 17.5×77.5 1枚 2018P377

344 五万分一地形図 八
代九号

明治37年3月30日 /
発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 三角 一部欠 2018P378

345〔五万分一地形図〕 明治36年12月28日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 口ノ津 一部欠 2018P37９

346 東宮御成婚記念日本
交通分県地図「其
十四」宮崎県

大正13年11月15日
/ 発行

大阪毎日新聞社 印刷 77.5×53.5 1枚 大阪毎日新聞第14896
号付録

2018P380

347 五万分一地形図 開
聞嶽五号

昭和11年12月28日
/ 発行

大日本帝国陸地測量部 印刷 46.0×58.0 1枚 2018P381

348〔日記〕 明治39年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
朱筆 書冊

13.1×7.9 1冊 野崎沢太郎編懐中日記 2018P382

349〔日記〕 明治40年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
筆 書冊

19.4×13.3 1冊 博文館当用日記 2018P383

350〔日記〕 明治41年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
朱筆 書冊

13.5×8.0 1冊 積善館本店懐中日記 2018P384

351〔日記〕 明治42年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
墨書 朱筆
書冊

12.8×8.8 1冊 博文館懐中日記 2018P38５

352〔日記〕 明治43年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
墨書 朱筆
書冊

13.3×9.0 1冊 博文館懐中日記 2018P386

353〔日記〕 明治44年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

13.5×8.2 1冊 金港堂書籍懐中日記 2018P387

354〔日記〕 明治45年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
墨書 書冊

13.9×8.4 1冊 実業之日本社懐中ノー
ト

2018P388

355 鉄道荷札 （明治45年） 山﨑ミネ殿宛 ペン書 専用紙 12.7×6.0 1点 354に挟み込み 2018P38９

356〔日記〕 大正2年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

13.9×8.3 1冊 実業之日本社懐中ノー
ト

2018P3９0

357〔日記〕 大正6年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

14.3×8.1 1冊 実業之日本社懐中ノー
ト

2018P3９1
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358〔日記〕 大正7年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

14.0×9.0 1冊 2018P3９2

359〔日記〕 大正8年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

13.0×8.2 1冊 2018P3９3

360〔日記〕 大正9年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

13.0×9.1 1冊 2018P3９4

361〔日記〕 大正10年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

13.1×7.9 1冊 2018P3９５

362〔日記〕 大正11年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

10.9×7.6 1冊 2018P3９6

363〔日記〕 大正12年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

10.9×7.3 1冊 2018P3９7

364〔日記〕 大正13年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

12.5×7.0 1冊 2018P3９8

365〔日記〕 大正14年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

12.7×8.3 1冊 2018P3９９

366〔日記〕 大正15年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

12.8×7.1 1冊 2018P400

367〔日記〕 昭和2年 山﨑又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

14.0×8.0 1冊 2018P401

368〔日記〕 昭和3年 山崎又雄 ペン書 鉛筆書
書冊

14.3×8.0 1冊 丸善日記帳に記入
巻末にメモ多数あり

2018P402

369〔日記〕 昭和4年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

15.0×8.8 1冊 島津製作所日記帳に記
入 巻末にメモ多数あり

2018P403

370〔日記〕 昭和5年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

12.9×8.0 1冊 冨山房教育日記に記入
巻頭・巻末にスケッチ・
メモ多数あり

2018P404

371〔日記〕 昭和6年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

13.3×7.8 1冊 三省堂ポケット日記に記
入 4月以降記述なし メ
モ・スケッチあり

2018P40５

372〔日記〕 昭和6年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

14.3×8.0 1冊 丸善日記帳に記入
3月以前記述少なし

2018P406

373〔日記〕 昭和7年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

14.2×7.9 1冊 丸善日記帳に記入
カバー劣化

2018P407

374〔日記〕 昭和8年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

14.3×8.0 1冊 丸善日記帳に記入 2018P408

375〔日記〕 昭和9年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

14.3×7.9 1冊 丸善日記帳に記入 2018P40９

376〔日記〕 昭和10年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

14.3×7.9 1冊 丸善日記帳に記入 2018P410

377〔日記〕 昭和11年 山崎又雄 ペン書 書冊 13.1×6.7 1冊 博文館懐中日記に記入 2018P411

378〔日記〕 昭和12年 （山崎又雄） ペン書 書冊 14.6×8.3 1冊 博文館懐中日記に記入 2018P412

379〔日記〕 昭和13年 （山崎又雄） ペン書 書冊 12.6×7.6 1冊 冨山房日記帳に記入 2018P413
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380〔日記〕 昭和14年 （山崎又雄） ペン書 書冊 13.1×10.2 1冊 博文館懐中日記に記入 2018P414

381 新聞切抜「見事に見
えたゆうべの月蝕 
晩春の夜の空の異
変」

（昭和14年） 不明 ペン書 印刷 19.8×10.3 1枚 380に挿入 書き込みあり 2018P41５

382 新聞切抜「支那事変
作戦経過　並に敵の
現況要図」

（昭和14年） 不明 印刷 11.8×10.6 1枚 380に挿入 2018P416

383〔日記〕 昭和15年 （山崎又雄） ペン書 朱筆
書冊

13.1×9.3 1冊 博文館懐中日記に記入
「昭和十五年国勢調査
記念印」が捺された切
手付一紙貼付あり

2018P417

384 新聞切抜「筑豊中心
の炭業史４ そろそ
ろ排水の苦労へ」

昭和15年10月 三井田川鉱業所 浅井
淳

印刷 19.5×7.5 1枚 383に挿入 2018P418

385〔日記〕 昭和16年 （山崎又雄） ペン書 書冊 13.0×9.3 1冊 博文館懐中日記に記入 2018P41９

386〔日記〕 昭和17年 （山崎又雄） ペン書 書冊 13.0×9.2 1冊 博文館懐中日記に記入 2018P420

387「興味溢る竹の話　
きのふ竹内博士講
演」

昭和17年11月6日 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
聞切抜

10.5×13.5 1枚 386に挿入 書き込みあり 2018P421

388〔日記〕 昭和18年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

13.1×9.5 1冊 博文館懐中日記に記入
一部製本破損

2018P422

389〔日記〕 昭和19年 （山崎又雄） ペン書 朱筆
書冊

14.9×8.6 1冊 児訓社出版部皇軍手帖
に記入 新聞切抜貼付
あり

2018P423

390〔名刺〕 （昭和19年） 自然科学振興会社会奉
仕部 横田福治

活版 鉛筆書
名刺

9.0×5.4 1枚 389に挿入 裏面に別の
住所を記入

2018P424

391 昭和二十年日記 昭和20年 （山崎又雄） ペン書 冊子 16.6×12.4 1冊 ノートに記入 紙片1枚挿
入あり

2018P42５

392〔書簡〕 皇紀2605年正月
（消印）20.7.12

陸軍燃料本部東京出張
所長 遠山一彦より山
崎又雄先生あて

墨書 活版
葉書

13.8×9.0 1通 391に挿入 燃料整備の
重任を拝命

2018P426

393〔書簡〕 昭和20年7月19日
（消印）20.7.20

加藤三郎より山崎又雄
様あて

墨書 印刷
葉書

13.9×8.7 1通 391に挿入 寄付感謝、
大決戦迫る、絵葉書（震
災遭難児童弔魂像）

2018P427

394〔書簡〕 7月12日（消印）
20.7.12

渚忠男より山崎又雄殿
あて

墨書 ペン書
葉書

13.8×8.9 1通 391に挿入 爆撃見舞、
次男入営

2018P428

395〔振替貯金払込用紙〕（昭和20年） 逓信省製 印刷 一紙 4.9×36.0 2枚 391に挿入 未使用 2018P42９
～430

396〔書簡〕 （昭和20年）11月13
日

森通保より山崎又雄先
生あて

ペン書 葉書 13.2×9.0 1通 391に挿入 爆撃で学
校・家・研究用具等焼
かれ香川へ、敗戦の現
実は情けない

2018P431

397 新聞切抜（都井・足
摺岬からの B29飛行
時間図）

（昭和20年） 不明 印刷 22.8×11.7 1枚 391に挿入 2018P432
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398 学徒ノ思想指導上ノ
留意事項

（昭和20年） 不明 謄写 一紙 26.0×36.0 1枚 391に挿入 2018P433

399 新聞切抜（『村中一
家』を建設　粉食で
浮世主要食糧）

昭和20年9月1日 不明 印刷 27.9×15.4 1枚 391に挿入 2018P434

400 新聞切抜（三百四十
石増 酒造米の割当）

（昭和20年） 不明 印刷 3.7×5.6 1枚 391に挿入 2018P43５

401 新聞切抜（廿年度
産米買上価格一石
九十二円五十銭　奉
奨制全廃、販価措置）

昭和20年4月20日 不明 印刷 ペン書 
朱筆

19.7×16.9 1枚 391に挿入 2018P436

402 新聞切抜（そろそろ
出廻る味噌・醤油 
むつかしい配給量の
維持）

昭和20年4月10日 不明 印刷 ペン書 
朱筆

6.9×7.9 1枚 391に挿入 2018P437

403 新聞切抜（米配給量
改訂六月一日実施 
十六歳から廿一歳の
加配廃止）

（昭和20年） 不明 印刷 朱筆 10.2×10.9 1枚 391に挿入 2018P438

404 新聞切抜（栄養も満
点『蛇肉』　必勝九
州・献立はこれでゆ
け）

（昭和20年）7月6日 西日本新聞 印刷 ペン書 
朱筆

22.3×7.3 1枚 391に挿入 2018P43９

405 新聞切抜（粉食で勝
つのだ）

（昭和20年）7月12日 不明 印刷 朱筆 19.5×9.5 1枚 391に挿入 2018P440

406 新聞切抜（減るお米
の配給量　訂正は
十五日までに町内会
長へ）

昭和20年8月 不明 ペン書 朱筆 10.5×10.8 1枚 391に挿入 書き込みあり 2018P441

407 昭和二十一年日記 昭和21年 （山崎又雄） ペン書 冊子 16.0×10.6 1冊 ノートに記入 紙片挿入
あり

2018P442

408〔書簡〕（記念植物採
集会案内）

昭和21年11月11日
（消印）21.11.14

熊本市大江町九州中学
校 上妻博之より山崎
又雄殿あて

ペン書 謄写
葉書

13.9×9.0 1枚 407に挿入 場所 ･ 期
日 ･ 予定等あり

2018P443

409〔書簡〕 10月22日 ( 消印）
21.10.23

山崎貞士より山崎又雄
幹子様あて

ペン書 葉書 13.9×8.9 1通 407に挿入 御祝儀決定
お祝い

2018P444

410〔一円札〕 （昭和21年） 日本銀行 印刷 紙幣 7.0×12.3 1枚 407に挿入「45」とあ
り

2018P44５

411〔図〕 （昭和21年） 不明 印刷 鉛筆書
切紙

6.2×3.6 1枚 407に挿入 カニの腕の
図 外骨格の働きを示
す

2018P446

412 昭和二十二年日記 昭和22年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
冊子

15.7×10.8 1冊 ノートに記入 やや製本
破損 書簡の切手部分
を切り取ったもの・新聞
切抜の挿入・綴じ込み
あり

2018P447
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413 新聞切抜（鳩笛） （昭和22年） 不明 印刷 3.5×6.7 1枚 412に挿入 新聞コラ
ム、105歳の高齢者に
ついて

2018P448

414〔記〕 （昭和22年） 不明 鉛筆書 一紙 16.4×12.3 1枚 412に挿入 配給の量な
どの計算書き

2018P44９

415 新聞切抜（アトム）（昭和22年） 不明 印刷 3.0×10.2 1枚 412に挿入 新聞コラム、
100歳の高齢者について

2018P4５0

416〔名刺〕 （昭和22年） 山崎又雄 活版 9.0×5.3 4枚 412に挿入 2018P4５1
～4５4

417〔切手類〕 （昭和22年） 不明 印刷 切手
硬貨 切紙

8.1×5.1 12枚 412に挿入　封筒（切
断）に一括　書簡の切
手部分のみを切断したも
の 10銭硬貨・電車回
数券など

2018P4５５
～466

418 昭和二十三年日記 昭和23年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
墨書 冊子

15.4×9.2 1冊 ノートに記入 挿入紙あり 
新聞切抜・貼付多数あ
り「幸福の葉書」貼付
あり

2018P467

419 新聞切抜（アメ・豆
イタのつくり方）

（昭和23年） 不明 印刷 12.3×7.0 1枚 418に挿入 2018P468

420〔名刺〕 （昭和23年） 日東物産株式会社取締
役総務部長 清水満

印刷 8.6×5.3 1枚 418に挿入 2018P46９

421 新聞切抜（天声人語）昭和23年8月4日 （朝日新聞社） 印刷 朱筆 3.8×22.2 1枚 418に挿入 長寿の有名
人について

2018P470

422 新聞切抜（余録） （昭和23年） 不明 印刷 鉛筆書 3.6×6.5 1枚 418に挿入「秋ナスビ嫁
にくわすな」という句の
意味について

2018P471

423 新聞切抜（砂糖が満
配の守り役 感謝しよう
と農林省が通達）

（昭和23年） 不明 印刷 6.2×12.1 1枚 418に挿入 2018P472

424 新聞切抜（押麦キロ
33円90銭 米升51円
40銭 消費者価格値
上 きのう実施）

昭和23年11月11日 不明 印刷 朱筆 12.5×12.9 1枚 418に挿入 書き込みあり 2018P473

425 新聞切抜（1948年度
『話題の人』番付）

（昭和23年） 不明 印刷 12.4×8.8 1枚 418に挿入 2018P474

426 昭和二十四年日記 昭和24年 山崎又雄 ペン書 墨書
冊子

14.8×10.6 1冊 ノートに記入 新聞切抜
貼付あり

2018P47５

427 新聞切抜（荒廃する
史跡・国宝 保存愛
護の運動が急務 鄕
土の文化遺跡①遠賀
川式土器）

昭和24年7月3日 不明 印刷 朱筆 21.7×16.7 1枚 426に挿入 2018P476

428 新聞切抜（きょう
『成人の日』 平和
国民の中堅へ元服）

（昭和24年） （西日本新聞社） 印刷 朱筆 13.9×5.1 1枚 426に挿入 2018P477
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429〔書簡〕 9月28日（消印）
24.9.29

渚忠男より山崎又雄殿
あて

ペン書 葉書 13.8×8.9 1通 426に挿入 様子お尋
ね、東京植物同好会に
ても入会してみようかと
思う

2018P478

430 新聞切抜（大予言者）昭和24年11月27日 不明 印刷 6.2×5.3 1枚 426に挿入 自称115歳
の予言について

2018P47９

431 新聞切抜（天なるや・
くしふる峰 日向高
千穂峡に白秋歌碑）

昭和24年1月9日 不明 印刷 7.2×10.8 1枚 426に挿入 2018P480

432〔書簡〕 12日（消印）
24.11.12

安部耕麓より山崎又雄
様あて

ペン書 墨書
葉書

13.9×8.9 1通 426に挿入「例の会」
開催通知

2018P481

433 新聞切抜（名誉会長
に柴田氏ら 国際植物
会議）

昭和24年 不明 印刷 3.5×14.8 1枚 426に挿入 柴田桂太訃
報記事を貼付

2018P482

434〔通知〕 7月26日 博多税務署より山崎又
雄殿あて

ペン書 謄写
葉書

13.6×8.9 1枚 426に挿入 思給外の所
得至急提出されたし、

「28日ハガキにて報告」
とあり

2018P483

435〔記〕 （昭和24年） 不明 ペン書 活版
一紙

8.9×25.4 1枚 426に挿入 ガス代等支
出の書上

2018P484

436 昭和二十五年日記 昭和25年 （山崎又雄） ペン書 墨書
冊子

13.4×9.8 1冊 用箋を綴じたノートに記
入 新聞記事貼付あり

2018P48５

437 小為替金受領証書 （消印）25.4.26 不明 スタンプ 専用紙 12.7×6.1 1枚 436に挿入 金50円、記
号番号てとく参弐壱七
番

2018P486

438 新聞切抜（天声人語）昭和25年11月24日 （朝日新聞社） 印刷 朱筆 3.2×22.4 1枚 436に挿入 92歳で亡く
なったスウェーデン国王
グスタフ5世について

2018P487

439 特殊郵便物受領証 昭和25年10月14日
31受

山崎又雄より加藤三郎
あて

カーボン複写
専用紙

10.1×8.3 1枚 436に挿入 2018P488

440 昭和二十六年日記 昭和26年 [山崎又雄] ペン書 墨書
冊子

13.7×9.8 1冊 用箋の裏を用いた自作
ノートに記入

2018P48９

441〔書簡〕 （消印）26.12.25 山崎達雄より山崎又雄
様あて

ペン書 葉書 13.9×8.9 1通 440に挿入 内蔵下垂に
対する治療について

2018P4９0

442 新聞切抜（キョウ竹
桃から『超強心剤』
九大貫助教授苦心の
分離検出）

（昭和26年） 不明 印刷 10.8×10.5 1枚 440に挿入 2018P4９1

443 新聞切抜（珍しい一
貫目の大ガニ）

昭和26年4月26日 不明 印刷 朱筆 7.2×7.6 1枚 440に挿入 2018P4９2

444 新聞切抜（きょうか
ら値上げ特級酒で30
円、ビールは8円）

昭和26年3月23日 不明 印刷 朱筆 7.5×6.8 1枚 440に挿入 2018P4９3

445 新聞切抜（物価今昔
物語 昔は好かった
…安かった）

昭和26年4月19日 不明 印刷 25.7×15.1 1枚 440に挿入 2018P4９4
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446 新聞切抜（陽の目み
るか ? 八十七字 よく
使われる人名漢字を
審議）

昭和26年4月24日 不明 印刷 朱筆 9.0×7.8 1枚 440に挿入 2018P4９５

447 小為替金受領証書 （消印）26.1.17 不明 鉛筆書 スタン
プ 専用紙

12.7×6.2 1枚 440に挿入「戸籍謄本」
とあり

2018P4９6

448 新聞切抜（物価の動
き）

（昭和26年）６月１
日現在

不明 印刷 朱筆 7.0×8.9 1枚 440に挿入 2018P4９7

449〔書簡〕 26日（消印）
26.8.24

豊永正義より山崎又雄
様あて

ペン書 活版
葉書

13.9×9.0 1通 440に挿入 来月15日に
クラス会を企画中、博多
祇園山笠茶菓券を貼付

2018P4９8

450 山笠観覧招待券 昭和26年盛夏 櫛田神社々務所（朱印）活版 12.6×9.0 1枚 440に挿入 2018P4９９

451 新聞切抜（ぞくぞく
値上げ）

（昭和26年） 不明 印刷 3.8×11.5 1枚 440に挿入 2018P５00

452 記念植物採集会御通
知（第二六八回）

10月12日（消印）
26.10.16

上妻博之より山崎又雄
殿あて

ペン書 謄写
葉書

13.9×8.9 1枚 440に挿入 場所・日時・
予定などあり

2018P５01

453〔書簡〕 26.10.14（消印） 平野秀敏より石澤英美
様あて

ペン書 葉書 13.9×9.0 1通 440に挿入 転居通知 2018P５02

454 新聞切抜（青鉛筆）（昭和26年） 不明 印刷 7.1×12.3 1枚 440に挿入 九大農学部
永松教授による被爆イ
ネの研究について

2018P５03

455 昭和二十七年日記 昭和27年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
墨書 冊子

15.6×10.2 1冊 自作ノートに記入 切
紙挿入あり 巻末ポ
ケットに切手切抜あり

2018P５04

456 新聞切抜（天声人語）（昭和27年） （朝日新聞社） 印刷 3.9×24.3 1枚 455に挿入 除夜の鐘に
ついて

2018P５0５

457〔名刺〕 （昭和27年） 山崎又雄 活版 9.1×5.4 1枚 455に挿入 肩書は福岡
県史蹟名勝天然紀念物
調査委員

2018P５06

458 昭和二十八年日記 昭和28年 山崎溪枝（又雄） ペン書 墨書
冊子

15.3×10.8 1冊 自作ノートに記入 新聞
切抜 ･ 切手切抜貼付あ
り

2018P５07

459 新聞切抜（こよみ15
日 老人の日）

（昭和28年） 不明 印刷 10.4×8.3 1枚 458に挿入 老人の日と
老人のエチケットにつ
いて

2018P５08

460 新聞切抜（老人と
は？ 65歳から仲間
入り 循環器の変化
が尺度）

（昭和28年） 不明 印刷 21.1×8.1 1枚 458に挿入 2018P５0９

461 昭和二十九年日記 昭和29年 山崎溪枝（又雄） ペン書 墨書
冊子

18.3×13.7 1冊 自作ノートに記入 新
聞切抜・切手切抜貼付
あり 封筒挿入あり

2018P５10

462〔書簡〕 昭和33年8月6日 上妻博之より山崎又雄
殿あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1通 461に挿入　多良岳登
山の感想、尾方氏逝去
について

2018P５11
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463 新聞切抜（天声人語）（昭和29年） （朝日新聞社） 印刷 朱筆 5.1×26.4 1枚 461に挿入 鳥の鳴声に
ついて

2018P５12

464〔年賀状〕 （昭和29年）1月元旦
（消印）29.1.1

久住医院 久住雅治よ
り山崎又雄様あて

墨書 スタンプ
彩色 葉書

14.1×9.0 1枚 461に挿入 恭賀新年、
馬の絵あり

2018P５13

465〔名刺〕 （昭和28年） 堀川安市 活版 9.1×5.5 1枚 461に挿入 雪浦村農業
協同組合長

2018P５14

466〔名刺〕 （昭和28年） 塚本赳夫 活版 9.0×5.5 1枚 461に挿入 九州大学教
授 薬学博士

2018P５1５

467〔切紙〕 （昭和28年） 恵比須寿司 印刷 14.8×6.3 1枚 461に挿入 包装紙を切
り取ったもの

2018P５16

468 新聞切抜（台風進路
図）

（昭和29年） 不明 印刷 8.6×8.0 1枚 461に挿入 台風5号、
ルース台風、阿久根台
風、枕崎台風の進路比
較図

2018P５17

469 新聞切抜（台風5号
進路図）

（昭和29年） 不明 印刷 14.4×8.6 1枚 461に挿入 2018P５18

470 新聞切抜（筆の塵“老
人の日”を迎う）

昭和29年9月14日 不明 印刷 朱筆 18.5×10.4 1枚 461に挿入 2018P５1９

471 新聞切抜（百歳以
上は全国で三百人 
きょう年寄りの日）

（昭和29年） 不明 印刷 ペン書 
朱筆

4.1×10.2 1枚 461に挿入 ペンで書き
込みあり

2018P５20

472 新聞切抜（台風15号
進路図）

（昭和29年） 不明 印刷 8.8×5.6 1枚 461に挿入 2018P５21

473 新聞切抜（台風15号
進路図）

昭和29年9月25日 不明 印刷 7.6×11.0 1枚 461に挿入 2018P５22

474〔観覧券〕 12月14日～17日 主催 朝日新聞社 印刷 6.6×12.3 1枚 461に挿入 ルーヴル・
国立美術館所蔵フラン
ス美術展、福岡市東公
園産業貿易館にて

2018P５23

475〔年賀状〕 昭和29年元旦
（消印）29.1.1

南海産業株式会社代表
取締役 下野益広ほか1
名より山崎又雄先生あて

ペン書 活版
葉書

14.1×9.6 1枚 461に挿入 新年の御祝
詞申上

2018P５24

476〔年賀状〕 （消印）29.1.3 吉岡敬次より山崎又雄様
あて

墨書 葉書 14.1×9.0 1枚 461に挿入 謹賀新年、
お互いに喜寿、和歌二
首あり

2018P５2５

477〔切手〕 （昭和29年） 不明 切手 10.0×5.6 1部 461に挿入 封筒 ･ 葉書
の切手部分を切り抜い
たもの 封筒に一括

2018P５26

478 昭和三十年日記 昭和30年 山崎又雄 ペン書 墨書
冊子

18.3×13.2 1冊 自作ノートに記入 切紙
挿入・切手貼付あり

2018P５27

479 読者応答室から 配
給米価格の変遷

昭和30年12月27日 不明 印刷 ペン書 
朱筆

7.5×8.0 1枚 478に挿入 2018P５28
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480 カンドウ神父の思い
出「光の園」修道尼
さんに聞く 金貨で
占う神意、台風恐れ
ず講演の旅

昭和30年9月29日 不明 印刷 朱筆 21.4×9.6 1枚 478に挿入 2018P５2９

481 新聞切抜（台風22号
進路図）

（昭和30年） 不明 印刷 8.8×6.2 1枚 478に挿入 2018P５30

482 新聞切抜（台風22号
の予想進路）

（昭和30年） 不明 印刷 10.1×8.3 1枚 478に挿入 2018P５31

483 新聞切抜（台風22号
進路図）

（昭和30年）９月2９日 不明 印刷 14.3×5.7 1枚 478に挿入 2018P５32

484 新聞切抜（台風22号
進路図）

昭和30年9月29日 不明 印刷 11.2×7.0 1枚 478に挿入 2018P５33

485 新聞切抜（台風22号
進路図）

（昭和30年） 不明 印刷 7.2×5.6 1枚 478に挿入 2018P５34

486 豪雨、全域に大打撃 
死傷、行方不明122
名出す

（昭和30年） 不明 印刷 27.8×14.7 1枚 478に挿入 2018P５3５

487 [書簡] （消印）30.10.21 岡本要八郎拝より山崎
又雄殿あて

ペン書 葉書 14.1×9.1 1通 478に挿入 御来訪とそ
の際の贈物のお礼

2018P５36

488 [暑中見舞] （消印）30.8.2 石森正孝より山崎又雄
様あて

ペン書 葉書 14.1×9.1 1枚 478に挿入 貝類交換願
う

2018P５37

489 [年賀状] 昭和三十年新春
（消印）30.1.3

松源寺 佐々木滋寛（印）
より山崎又雄先生あて

ペン書 葉書 14.2×9.1 1枚 478に挿入 御慶、鶴の
羽（博多の民話）

2018P５38

490 [書簡] （消印）30.12.18 石森正孝より山崎又雄
様あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1通 478に挿入 資料の分譲
感謝

2018P５3９

491 [切手切抜等] （昭和30年） 不明 切紙 9.6×3.2 1５枚 478に挿入 冊子のポ
ケットに一括

2018P５40
～５５4

492 別府名所 地獄遊覧
記念

（昭和30年） 大分県 色刷 綴 6.3×10.9 1冊 478に挿入 491と同一の
ポケットにあり 地獄入場
券の綴りか 使用済 表
紙に「55728」とあり

2018P５５５

493 昭和三十一年日記 昭和31年 山崎又雄 ペン書 墨書
冊子

18.9×13.5 1冊 切手切抜・新聞切抜貼
付あり

2018P５５6

494 切手で見る日本文化
につくした人々

（昭和31年） 住友銀行 色刷 一紙 18.5×25.7 1枚 493に挿入 裏面は住友
銀行広告

2018P５５7

495〔記〕 （昭和31年） 不明 ペン書 鉛筆書
墨書 葉書

13.9×9.0 1枚 493に挿入「阿蘇思出」
を送った人のリスト　
裏面は別刷小包送付の
お礼書き損じ

2018P５５8

496 新聞切抜（天声人語）昭和31年8月15日 （朝日新聞社） 印刷 朱筆 4.3×27.0 1枚 493に挿入「戦後」に
ついて

2018P５５９

497 新聞切抜（台風12号
の中心進路）

昭和31年9月8日 朝日新聞社 印刷 12.5×10.5 1枚 493に挿入 2018P５60
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498 新聞切抜（家屋の被
害一万戸 西日本全
域死者29、負傷89出
す）

（昭和31年） 不明 印刷 27.8×23.5 1枚 493に挿入 台風12号被
害について

2018P５61

499 朝日新聞　号外 昭和31年10月19日
発行

朝日新聞福岡総局 活版 一紙 28.6×9.5 1部 493に挿入「日ソ復交
遂に成る」

2018P５62

500 新聞切抜（台風15号
の予想進路）

（昭和31年） 朝日新聞社 印刷 8.7×7.7 1枚 493に挿入 2018P５63

501〔熨斗袋〕 （昭和31年） 野村月洲 墨書 印刷
一紙

22.7×26.6 1枚 493に挿入「菲品」と
あり

2018P５64

502〔書簡〕 昭和31年12月10日 熊本営林局監物台樹木
園 島田弥市より山崎
又雄様あて

ペン書 朱筆
便箋

23.0×17.9
（封筒）
20.7×8.4

2枚
1通

493に挿入 熊本におけ
るサザンカ新品種育成
の祖として山崎貞嗣

（父）に関する事の問
い合わせ 封筒あり

2018P５6５

503〔書簡〕 12月20日（消印）
31.12.21

監物台樹木園 島田弥
市より山崎又雄様あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1通 493に挿入 サザンカ品
種の件につきお知らせ
感謝、耆好者に観覧し
てもらいたい

2018P５66

504 昭和三十二年日記 昭和32年 山崎又雄 ペン書 鉛筆書
墨書 冊子

15.9×11.8 1冊 自作のノートに記入
一部製本外れ 切手・
新聞切抜など貼付あり

2018P５67

505〔記〕 （昭和32年） 不明 鉛筆書 便箋 22.9×17.9 1枚 504に挿入 小出宅の地
図、メモ、裏に書簡草
稿あり

2018P５68

506 昭和三十三年昭和
三十四年日記

昭和33年
昭和34年

（山崎又雄） ペン書 鉛筆書
朱筆 書冊

12.7×8.8 1冊 昭和十九年職員手帖に
記入 「祝 御成婚」
というシールが貼られた
切紙挿入あり

2018P５6９

507 天声人語 （昭和33年） （朝日新聞） 朱筆 新聞切抜 4.0×27.1 1枚 506に挿入 8月15日・
敗戦について

2018P５70

508〔日記〕 昭和35年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

15.5×11.1 1冊 博文館当用日記に記入
切手・カレンダー貼付あ
り

2018P５71

509〔新聞広告〕 昭和36年6月30日 不明 朱筆 印刷 12.9×5.3 1枚 508に挿入 原田敏明
『神社』の広告

2018P５72

510〔書簡〕 3月7日（消印）
39.3.7

稲垣正弘より山崎又雄
様あて

ペン書 活版
葉書

14.0×9.0 1通 508に挿入 奈良へ転居
通知

2018P５73

511 新聞切抜（釣り場案
内 能古・長垂でメ
バルねらう）

18日 不明 印刷 15.7×7.9 1枚 508に挿入 2018P５74

512〔名刺〕 （昭和36年） 鳥居知 名刺 9.1×5.5 1枚 508に挿入 福岡相互銀
行柳橋支店支店長代理

2018P５7５

513〔暑中見舞〕 （消印）36.7.22 諸岡一同より山崎又雄
様あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1枚 508に挿入 暑中見舞か
たがた転居通知

2018P５76

寄贈資料　1. 山﨑明資料
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514〔書簡〕 霜月四日（消印）
37.11.5

安井〔始亨ヵ〕より山
崎又雄様あて

墨書 葉書 13.9×8.9 1通 508に挿入 2018P５77

515〔日記〕 昭和36年 （山崎又雄） ペン書 朱筆
書冊

11.2×15.4 1冊 博文館当用日記に記入
挿入史料あり

2018P５78

516 お年玉郵便切手 昭和36年 不明 印刷 切手 6.1×4.9 1枚 515に挿入 2018P５7９

517 きょうの知識 土用 昭和36年7月20日 不明 印刷 11.4×5.3 1枚 515に挿入 2018P５80

518 熊本地方に地震 （昭和36年） 不明 印刷 朱筆 6.1×5.2 1枚 515に挿入 2018P５81

519 卍山道白禅師 （昭和36年） 不明 印刷 9.6×3.8 1枚 515に挿入 2018P５82

520 [暑中見舞] 7月22日（消印）
36.7.22

豊永正義より山崎又雄
様あて

ペン書 葉書 13.8×8.9 1枚 515に挿入 2018P５83

521 [暑中見舞] 昭和36年盛夏 福岡市長 阿部源蔵よ
り山崎又男（ママ）様
あて

ペン書 活版
葉書

14.0×9.0 1枚 515に挿入 2018P５84

522〔日記〕 昭和37年 （山崎又雄） ペン書 朱筆
書冊

15.1×11.7 1冊 博文館当用日記に記入
切手貼付・挿入史料あ
り

2018P５8５

523〔名刺〕 （昭和37年） 東洋体質医学研究所
山崎達雄

ペン書 切紙 7.0×2.6 1枚 522に挿入 2018P５86

524〔日記〕 昭和38年 （山崎又雄） ペン書 書冊 15.2×11.1 1冊 博文館当用日記に記入
切手貼付・挿入史料あ
り

2018P５87

525〔書簡〕 （消印）37.11.10 森通保より山崎又雄先
生あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1通 524に挿入 2018P５88

526〔書簡〕 四月八日（消印）
38.4.9

森下薫より山崎又雄様
あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1通 524に挿入 御会いでき
た御礼と森下家族のこと

2018P５8９

527 新聞切抜（幼帝の像
に百万円）

昭和38年4月24日 不明 印刷 朱筆 8.6×7.4 1枚 524に挿入 2018P５９0

528 新聞切抜（黙とうさ
さげよう　きょう午
後戦没者追悼式）

昭和38年8月15日 不明 印刷 朱筆 15.9×5.9 1枚 524に挿入 2018P５９1

529〔投書〕（平和の誓い　
平和願う野草の食
卓）

（昭和38年8月15日） 福岡北九州男、吹田岩
尾和子

印刷 朱筆 30.5×3.9 1枚 524に挿入 2018P５９2

530 新聞切抜（天声人語）（昭和38年8月15日）（朝日新聞社） 印刷 朱筆 25.6×4.2 1枚 524に挿入 2018P５９3

531 新聞切抜（天声人語）昭和38年8月27日 （朝日新聞社） 印刷 朱筆 25.3×4.0 1枚 524に挿入 2018P５９4

532〔御菓子〕 （昭和38年） なぎさや製菓 印刷 一紙 5.6×9.5 1枚 524に挿入 2018P５９５

533 新聞切抜（甘木の川
タケを調査　消滅す
る文化財を保護）

昭和38年8月15日 朝日新聞社 印刷 朱筆 22.2×9.7 1枚 524に挿入 2018P５９6

534〔書簡〕 昭和38年12月
（消印）38.12.2

堀川安一より山崎又雄
殿あて

ペン書 活版
葉書

13.9×9.0 1通 524に挿入 喪中 2018P５９7

535〔日記〕 昭和39年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
朱筆 書冊

15.4×11.5 1冊 金園社自由日記に記入 2018P５９8
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536〔書簡〕 39年12月19日
（消印）39.12.20

加藤一郎より山崎又雄
様あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1通 535に挿入 浄風教会へ
のクリスマス献金受領証
と御礼状

2018P５９９

537〔書簡〕 3月1日（消印）
40.2.23

山崎貞士 志津子より
山崎又雄 幹子様あて

ペン書 葉書 14.0×9.0 1通 535に挿入 法事御案内 2018P600

538 新聞切抜（ゲストす
でに百三十人「茶の
間の科学・わたしと
健康」NHK）

（昭和39年） 不明 印刷 朱筆 22.6×12.9 1枚 535に挿入 2018P601

539 新聞切抜（季節風 
老人六歌仙）

（昭和39年） 不明 印刷 朱筆 16.2×7.2 1枚 535に挿入 2018P602

540 新聞切抜（県下に
百歳以上が七人 15
日から「老人福祉週
間」）

39.9 不明 印刷 朱筆 10.9×6.0 1枚 535に挿入 2018P603

541 新聞切抜（あすは「老
人の日」　日本一は
112歳の中村さん（岩
手））

昭和39年9月14日 朝日新聞社 印刷 朱筆 8.7×23.2 1枚 535に挿入 2018P604

542 新聞切抜（社説 八
月十五日の思い）

昭和39年8月15日 不明 印刷 26.6×15.7 1枚 535に挿入 2018P60５

543 新聞切抜（天声人語）（昭和39年）8月15日（朝日新聞社） 印刷 朱筆 3.9×25.4 1枚 535に挿入 2018P606

544〔日記〕 昭和40年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

15.4×11.4 1冊 博文館小型当用日記に
記入 紅葉の葉一枚挿
入あり

2018P607

545 新聞切抜（阿蘇で“噴
火”観測）

昭和40年2月10日 不明 印刷 朱筆 7.5×12.1 1枚 544に挿入 2018P608

546 新聞切抜（天声人語）昭和40年2月16日 不明 印刷 朱筆 4.0×27.4 1枚 544に挿入 春一番につ
いて

2018P60９

547 新聞切抜（天声人語）昭和40年2月21日 不明 印刷 朱筆 4.4×27.5 1枚 544に挿入 黒潮につい
て

2018P610

548 新聞切抜（ツルよ、
またおいで）

昭和40年3月8日 不明 印刷 朱筆 7.9×12.2 1枚 544に挿入 出水のツル
を送る夕べについて

2018P611

549 新聞切抜（天声人語）昭和40年3月8日 （朝日新聞社） 印刷 朱筆 4.3×27.3 1枚 544に挿入 沈丁花につ
いて

2018P612

550 新聞切抜（天声人語）昭和40年3月10日 （朝日新聞社） 印刷 朱筆 4.0×27.7 1枚 544に挿入 昭和20年3
月10日の東京大空襲に
ついて

2018P613

551 阿蘇の霧氷 （昭和40年） 菊池製菓 切紙 9.8×5.9 1枚 544に挿入 菓子の包装
紙切抜

2018P614

552 新聞切抜（台風15号 
九州西岸上陸の公算 
今夜から明朝にかけ
てスピード上げて北
上）

昭和40年8月5日 不明 印刷 21.5×15.9 1枚 544に挿入 2018P61５

寄贈資料　1. 山﨑明資料
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

553 新聞切抜（台風15号 
九州を斜断か 勢力
まし有明海へ 南部
では強風、大雨）

昭和40年8月6日 朝日新聞社 印刷 21.5×18.7 1枚 544に挿入 2018P616

554 新聞切抜（台風15号 
周防灘から日本海へ 
北陸、東北に再上陸
か 死者23人、重軽
傷54人）

昭和40年8月6日 不明 印刷 33.7×16.5 1枚 544に挿入 2018P617

555 新聞切抜（サハリ
ンへ向かう？ 台風
15号、温帯低気圧に 
各地にフェーン現
象）

（昭和40年） 不明 印刷 14.3×14.1 1枚 544に挿入 2018P618

556 新聞切抜（鹿児島・
北海道が全国最高 
百歳越す長寿者）

昭和40年9月5日 不明 印刷 朱筆 4.5×17.2 1枚 544に挿入 2018P61９

557〔日記〕 昭和41年 （山崎又雄） ペン書 書冊 15.5×11.6 1冊 金園社横線当用日記に
記入 切手・新聞記事
貼付あり

2018P620

558 新聞切抜（最高は
103歳の海谷サトさ
ん（三池郡）　県内
の高齢者 敬老の日、
88歳以上に記念品）

昭和41年9月12日 不明 印刷 朱筆 17.5×10.6 1枚 557に挿入 2018P621

559 新聞切抜（長寿、九
州などに多い 15ン
地位の敬老の日 252
人に首相から銀杯）

昭和41年9月13日 不明 印刷 朱筆 10.8×11.8 1枚 557に挿入 2018P622

560〔日記〕 昭和42年 （山崎又雄） ペン書 書冊 15.7×11.2 1冊 金園社横線自由日記に
記入 切手切抜・針金
など挿入あり 半分ほ
ど未使用

2018P623

561 新聞切抜（西日本の
名陶 伊万里系・染
付地図絵大皿）

（昭和42年） 不明 印刷 6.9×11.9 1枚 560に挿入 2018P624

562 書留郵便物受領証 （消印）34.12.15 山崎又雄より荒木茂七
郎あて

カーボン複写
専用紙

9.1×11.7 1枚 560に挿入 2018P62５

563 新聞切抜（落雷で最
大の死者）

昭和41年8月1日 不明 印刷 ペン書 7.5×6.2 1枚 560に挿入 2018P626

564 新聞切抜（北アで登
山高校生に落雷 8人
即死、3人不明 11人
重軽傷 集団で下山
中）

昭和42年8月2日 不明 印刷 ペン書 19.4×10.4 1枚 560に挿入 2018P627

565〔広告〕 （昭和42年） 金園社 印刷 鉛筆書
一紙

12.5×9.1 1枚 560に挿入 辞典の広
告、裏に計算書きあり

2018P628
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

566〔記〕 （昭和42年） 不明 ペン書 一紙 12.0×17.4 1枚 560に挿入 三月十八日
午后一時、『満ち幸』
の場所

2018P62９

567 新聞切抜（神功皇后
の碑を再建　旧女子
師範の同窓生　危険
な状態を見かねて）

昭和42年11月6日 （西日本新聞社） 印刷 12.5×16.1 1枚 560に挿入 2018P630

568〔絵葉書〕 （昭和42年） 不明 印刷 葉書 14.0×9.0 1枚 560に挿入 8月の花・
風らん、「住友生命」と
あり 未使用

2018P631

569〔絵葉書〕 （昭和42年） 不明 印刷 葉書 14.0×9.0 1枚 560に挿入 10月の花・
レナンセラ・ブルーキー・
チャンドラー、「住友生命」
とあり 未使用

2018P632

570〔絵葉書〕 （昭和42年） 不明 印刷 葉書 14.0×9.0 1枚 560に挿入 11月の花・
寒蘭銀鈴、「住友生命」
とあり 未使用

2018P633

571〔現金書留引受書〕 （消印）42.9.26 不明 ペン書 専用紙 3.6×8.2 1枚 560のポケットに挿入
引受番号69キ749 申出
損害要償額2000円

2018P634

572〔名刺〕 （昭和42年） 華頂短期大学教授 甲
南女子大学講師 田代
晃二

印刷 名刺 5.4×9.0 1枚 560のポケットに挿入 2018P63５

573〔現金書留引受書〕 （消印）42.9.21 不明 ペン書 専用紙 3.7×8.2 1枚 560のポケットに挿入
引受番号69キ632 申出
損害要償額2000円

2018P636

574 ポケット動物記 シ
ロヘビ

昭和42年11月16日 不明 朱筆 新聞切抜 7.6×9.5 1枚 560のポケットに挿入
岩国市のシロヘビについ
て

2018P637

575 1967金園社販 自由
日記 別冊付録

昭和42年 金園社 印刷 書冊 12.7×9.3 1冊 560のポケットに挿入
世界の国々、当用漢字
一覧表など

2018P638

576〔現金書留引受書〕 （消印）42.9.22 不明 ペン書 専用紙 3.7×8.2 1枚 560のポケットに挿入
引受番号69キ660 申出
損害要償額1000円

2018P63９

577〔手帳〕 （明治41年） （山崎又雄） 鉛筆書 書冊 10.9×7.6 1冊 採集旅行日記、メモ、
スケッチなど

2018P640

578〔手帳〕 （明治43年） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
朱筆 書冊

14.0×6.8 1冊 採集旅行日記、メモ、
スケッチなど

2018P641

579〔手帳〕 （大正2～3年） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
墨書 書冊

14.3×8.0 1冊 メモ、スケッチなど 2018P642

580〔手帳〕 （大正5～6年） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

12.4×8.3 1冊 旅行日記、メモ、スケッ
チなど 表紙に「下関」
とあり

2018P643

581〔名刺〕 （大正5～6年） 山口県立豊浦中学校教
諭 野原休一

印刷 名刺 9.7×6.1 1枚 580のポケットに挿入 2018P644

寄贈資料　1. 山﨑明資料
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582〔名刺〕 （大正5～6年） 私立下関梅光女学院教
師 山崎又雄

ペン書 スタンプ 
名刺

9.0×4.6 1枚 580のポケットに挿入 2018P64５

583〔手帳〕 （昭和8年ごろ） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

14.7×9.2 1冊 メモ､ スケッチなど
駅スタンプ4点捺印あり 
切紙挿入あり

2018P646

584〔手帳〕 昭和10年8月 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

15.0×8.8 1冊 島津製作所手帳に記入
樺太旅行中のメモ、ス
ケッチなど

2018P647

585〔手帳〕 昭和11年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

15.1×10.0 1冊 島津製作所手帳に記入
多良岳・久住山・立ヶ
庄旅行中の日記、メモ、
スケッチなど　

2018P648

586〔記〕 昭和11年10月17日 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

15.1×10.0 1枚 585のポケットに挿入
31名宿泊代として40円
30銭領収 収入印紙2枚
貼付あり

2018P64９

587〔手帳〕 （昭和11～20年） （山崎又雄） 鉛筆書 書冊 13.0×8.2 1冊 三省堂ポケット日記に
記入 メモ、スケッチ
など

2018P6５0

588〔手帳〕 （昭和14年3月） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

10.2×15.9 1冊 開聞岳・桜島登山の際
の日記、メモなど

2018P6５1

589〔手帳〕 （昭和2～36年） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

9.4×14.4 1冊 メモ、スケッチなど
魚類に関するもの多し

2018P6５2

590 新聞切抜（春をつげ
る“カナギ”）

昭和38年2月12日 不明 印刷 朱筆 17.0×19.3 1枚 589に挿入 2018P6５3

591〔日記帳〕 昭和32年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

13.1×8.3 1冊 三省堂日記帳 記事な
し ほぼ未使用

2018P6５4

592〔手帳〕 昭和33年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
墨書 書冊

8.4×13.2 1冊 昭和三十三年神社庁暦
と白紙を組み合わせた
自作手帳に記入 一紙
挿入 切手貼付あり

2018P6５５

593〔書簡〕 （昭和33年）12月9日 渚忠男より山崎又雄様
あて

ペン書 スタンプ 
葉書

13.9×9.0 1通 592に挿入 寒中見舞、
写真送付

2018P6５6

594 住吉宮夏越みそぎは
らい大祭

（昭和33年） 不明 印刷 一紙 17.7×24.9 1枚 592に挿入 大祭の縁
起、住吉宮の歴史等

2018P6５7

595〔手帳〕 昭和34年 （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
墨書 書冊

18.3×13.3 1冊 昭和三十四年神社庁暦
と白紙を組み合わせた
自作手帳に記入 切手
貼付あり

2018P6５8

596〔書簡〕 （消印）35.2.6 吉岡敬次より山崎又雄
あて

ペン書 葉書 13.9×8.9 1通 595に挿入 寒中見舞、
胃を悪くしたが全快

2018P6５９

597 御招待券 （昭和34年） 大博劇場 印刷 切紙 5.2×9.5 1枚 595に挿入 使用済半券 
非売品 表裏にスタン
プ（割印）あり

2018P660

598〔領収書〕 （昭和34年5月9日） 岩田屋 印刷 切紙 7.5×5.2 1枚 595に挿入 2018P661
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599 剣聖 宮本武蔵展 入
場整理券

（昭和34年） 博多大丸 印刷 切紙 5.2×8.8 1枚 595に挿入 使用済半券 
24日まで、６階催場に
て

2018P662

600 新聞切抜（福博70年
の素顔2　苦労した
資材運搬　明治22年
の博多駅工事）

昭和34年5月16日 夕刊フクニチ 印刷 朱筆 16.2×13.0 1枚 595に挿入 渡辺鉄工所
社長渡辺福雄へのイン
タビュー

2018P663

601〔手帳〕 （大正時代～昭和時
代）

（山崎又雄） 鉛筆書 書冊 10.1×16.4 1冊 メモ、スケッチなど
神社関連のもの多し

2018P664

602〔手帳〕 （昭和31年前後ヵ） （山崎又雄） 鉛筆書 書冊 13.8×7.6 1冊 懐中日記に記入 旅行
中の日記、 和歌など

2018P66５

603〔手帳〕 （大正時代～昭和時
代）

（山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

12.1×6.3 1冊 採集中のメモ、スケッ
チなど

2018P666

604〔手帳〕 （明治42～44年） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

15.7×10.0 1冊 メモ、スケッチなど
雲仙岳に関するものあ
り 製本やや破損

2018P667

605〔手帳〕 （大正7年） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

12.8×8.0 1冊 理科・教務に関するメ
モ、スケッチなど 4年2
組生徒一覧貼付あり

2018P668

606〔手帳〕 （昭和15年） （山崎又雄） 鉛筆書 書冊 11.5×7.4 1冊 阿蘇・雲仙・長崎旅行
中の日記、メモなど

2018P66９

607〔手帳〕 （昭和12年） （山崎又雄） 鉛筆書 書冊 13.3×7.7 1冊 霧島・市房山・鶴見岳
登山時の日記、メモな
ど

2018P670

608〔手帳〕 （明治41年） （山崎又雄） 鉛筆書 書冊 7.5×11.2 1冊 メモ、スケッチなど 2018P671

609〔手帳〕 （大正4年） （山崎又雄） ペン書 鉛筆書
書冊

12.6×6.5 1冊 採集に関するメモ、ス
ケッチなど 青海島へ
の採集旅行記事あり

2018P672

610〔地図〕 （大正時代～昭和時
代）

不明 鉛筆書 一紙 13.8×19.6 1枚 別府周辺の地質・地形
などの地図

2018P673

611 福岡県遠賀郡岡垣村
高倉地方略図

（昭和17年9月19日）不明 ペン書 鉛筆書
一紙

22.2×33.2 1枚 高倉神社を中心とする
地域の手書き地図 下
関要塞司令部検閲済

2018P674

612 雑談 昭和時代 火野葦平 ペン書 原稿用
紙

26.7×36.4 1枚 額付 2018P67５
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番号 名称 時代 作者
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 信國義昌像 嘉永7年冬 戸田貞勇画賛

3 「信國御扶持方被為仰
付候由緒書之覚」

宝暦12年5月25日
成立 日写

4 覚書（信國磯平子孫と
葵之葉絵形について）

（江戸時代）
８月中旬

不詳

刀の押形挿入

6 起請文（相州大進坊流
伝授に付）

寛保4年3月朔日 日向国佐土原嶋津但馬守内
稲葉次助（黒印・花押）→
信國俊寿殿

7 起請文（備前一字流伝
授に付）

寛延2年4月21日 鍛冶善作（花押・拇印）・
同 幸助（花押）・同 久七（花
押・拇印）→信國常四郎殿

墨書 竪紙
（熊野誓紙）

8 起請文（細工の事、家
伝薬方の事）

安永3年6月吉日 下村信八（黒印）→信國光
昌殿

墨書 竪紙
（熊野誓紙）

9 起請文（鎌倉正宗流・
備前一文字流ほか伝授
に付）

寛政2年2月 肥後国吉見七兵衛昌寿（花
押）・同人弟子竹下武平（花
押）・同断巳八（花押）、同　
大楠良助（花押）・肥前島
原赤星政右衛門正隆（花押）
→信國又左衛門殿

墨書 継紙
（熊野誓紙）

10 起請文（信國流ほか伝
授に付）

文化6年2月 請人喜助（黒印）・肥後産
鶴田和助（黒印）→信國義
直殿

11 起請文（鍛錬之術伝授
に付）

文化6年11月16日 鍛冶中村次吉（花押）→信
國平助殿・信國又四郎殿

墨書 継紙
（熊野誓紙）

12 起請文 文政9年 徳田文右衛門（花押）→信
國又左衛門殿

墨書 継紙
（熊野誓紙）

13 起請文 天保8年4月25日 有田勝之進（花押）→信國
又左衛門殿

14 起請文 天保14年5月朔日 三阪惣四郎（花押）→信國
又左衛門殿

15 起請文（信國流鍛工・
家伝薬焼伝授に付）

弘化5年3月 作州津山藩中多田四郎左衛
門正利（花押）→信國又左
衛門殿

16 起請文（家伝の法伝授
に付）

嘉永3年4月 竹若番鍛冶孫七→信國又左
衛門殿・信國平太郎殿
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番号 名称 時代 作者
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

17 起請文（信國流鍛工、
家伝薬焼伝授に付）

安政5年12月、
安政6年10月

帆足吉次（花押）・長州竹
原野良策氏久（花押）→信
國又左衛門殿

18 起請文（信國流鍛工・
家伝薬焼伝授に付）

元治元年8月 寺島喜三太→信國又左衛門
殿

19 起請文（家伝の秘事伝
授に付）

明治5年正月 上座郡池田村梶原與三郎
（黒印）・同郡林田村井手喜
三郎（黒印）→信國又左衛
門殿

20 書付（門弟いたが起請
文差し出さなかった）

（江戸時代）
10月

信國又左衛門

21 起請文包紙 （江戸時代） 遠賀郡弥三郎

22 誓詞 （江戸時代）
３月

信國義直→原君

23 「家宝伝記」 （江戸時代） 不詳

24 相伝書「善顕家法秘伝
免巻」

元和8年3月
（抹消）

吉野佐衛門（朱印・花押）
→恒川又左衛門殿（抹消）

25 相伝書「相伝免」 （江戸時代） 不詳

26 相伝書「銘尽秘伝之巻」（江戸時代） 不詳

27 相伝書「寸法之巻」 （江戸時代） 不詳

28 相伝書「味之巻」 （江戸時代） 不詳

29 相伝書「直刃之巻」 （江戸時代） 不詳

30 相伝書「古新本目」 （江戸時代） 不詳

31 相伝書「明心巻」 （江戸時代） 不詳

32 相伝書「逆乱逆足巻」（江戸時代） 不詳

33 相伝書「雲山相体之巻」（江戸時代） 不詳

34 相伝書「一心相体之見
様」

（江戸時代） 不詳

35 相伝書「下段物之打加
減」

（江戸時代） 不詳

36 相伝書「焼直し」 （江戸時代） 不詳

37 覚書（鍛刀の奥義） （江戸時代） 不詳

38 断簡（目利の次第） （江戸時代） 不詳 墨書 折紙（4枚8
丁分、元横半帳）

39 断簡（色付の次第） （江戸時代） 信國延四郎 墨書 折紙（2枚2
丁分、元横帳）

41 仕様書（脇差2本） （江戸時代） 信國又左衛門→長田・九八
郎・孫市
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番号 名称 時代 作者
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

図入）
（江戸時代） （福岡藩→信國ヵ） 墨書 竪紙

（裏打紙）

43 仕様書（少将様より公
儀医師へ贈る外科道具　
図入）

嘉永6年7月 筑前国住義政、筑州住信國
平太郎義直写

44 外療道具目録（京都御
幸町御池下ル 謄龍軒
源安秀）

（江戸時代） 不詳

45 「黒田殿方御刀鍛立候
次第」（鍛刀道具の一
覧）

46 仕様書（黒田玉松殿御
元服鋏 図入）

47 題箋「西三条右大臣実
美公御注文御直書」

（江戸時代後期） 彫同作義直作之

48 領収書（牛皮） （江戸時代）
3月27日

浜役所（黒印）

49 書付「筑州官工信國源
美直」

享和2年2月 信國美直

50 「心得書」 （江戸時代）
4月

（福岡藩→）武職取締受持
頭取中

52 書付「信國又左衛門」（江戸時代） 信國又左衛門

53 書付「弐拾本」「拾本」
（仕様書の一部ヵ）

（江戸時代） 不詳

54 書付「日本鍛惣匠伊賀
金道男三品城之助」

（江戸時代） 不詳

55 書付（米の収穫高の書
上）

（江戸時代） 不詳

56 書付「守利實安信童下」（江戸時代） 不詳

57 注文書（小柄穂8本） （江戸時代）
11月15日

59 覚書（薬の使用法） （江戸時代） 不詳 墨書 竪紙（1枚1
丁分、元竪帳）

有

61 書状（被下御用の鎗の
穂打立積書の催促）

（江戸時代）
正月11日

御到来所→瓦町信國又左衛
門殿

62 書状（鎗の穂・小刀の
納品について）

（江戸時代）
正月17日

御到来所→瓦町信國又左衛
門殿
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番号 名称 時代 作者
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

63 書状（御内献上御小刀
納品の催促）

（江戸時代）
正月17日

御到来所→博多瓦町信國又
左衛門殿

64 書状（御上京御供につ
いて）

（江戸時代）
正月19日

65 書状（雁股の鏑矢19本
納品の催促）

（江戸時代）
正月26日

御到来所→博多瓦町信國又
左衛門殿

66 書状（御内献上御小刀
納品の催促）

（江戸時代）
正月26日

御到来所→瓦町信國又左衛
門

（江戸時代）
2月朔日 無し

68 書状（先日御取下げの
荒身の代わりについ
て）

（江戸時代）
3月10日

69 書状（十人扶持・苗字
帯刀御免の礼状）

（江戸時代）
5月5日

延寿萬太夫→信國又左衛門
様

70 書状（献上御短刀納方
について）

（江戸時代）
5月15日

71 書状（先日注文の刀急
に入用に付納品の催
促）

（江戸時代）
6月19日

72 書状（脇差身の納品の
催促）

（江戸時代）
8月16日

73 書状（申付置候脇差鍛
冶の催促）

（江戸時代）
9月朔日

御武具方→瓦町信國又左衛
門殿

74 書状（納品できなけれ
ば別の者に頼む）

（江戸時代）
10月27日

75 書状（永田分大小鐔の
納品の催促）

76 呼出状（明13日） （江戸時代）
正月12日

面会有）

（江戸時代）
正月12日

御守方小頭中→信國又左衛
門殿・田中源工殿・田中源
之丞殿

78 呼出状（明11日、急用
有り）

（江戸時代）
2月10日

79 呼出状（明後17日） （江戸時代）
2月15日

80 呼出状（只今早々に出
方有るべし、火急）

（江戸時代）
2月20日

81 呼出状（只今早々に出
方有るべし、長髪でも
よし、極々急）

（江戸時代）
3月20日
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番号 名称 時代 作者
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

82 呼出状（明21日御櫓役

付）

（江戸時代）
3月20日

御武具櫓役所→瓦町信國又
左衛門殿

83 呼出状（明後8日） （江戸時代）
4月6日

84 呼出状（明後10日） （江戸時代）
4月8日

85 呼出状（明後19日四時、
御館拙者詰所へ）

（江戸時代）
4月17日

岩永源八・明石佐左衛門→
信國又左衛門殿

86 呼出状（明朔日御役所
へ）

（江戸時代）
4月30日

御到来所→瓦町信國又左衛
門

5月20日
御到来所→瓦町信國又左衛
門

88 呼出状（明13日四時、
袴着用の上御館へ、御
月番数馬殿より）

（江戸時代）
9月12日

郡九郎衛門→信國又左衛門
殿

89 呼出状（明後26日四時
御館へ、御吸物・御酒
頂戴に付）

（江戸時代）
9月24日

山崎彦兵衛・沢木七郎大夫
→博多瓦町信國又左衛門殿

90 呼出状（明20日） （江戸時代）
11月19日

不詳

91 呼出状（明29日） （江戸時代）
11月28日

92 呼出状（明後29日、「苦
労」相渡候に付）

（江戸時代）
12月27日

御武具方→信國又左衛門殿

93 書状（御家督に付鍛刀
鍛立依頼）

（明治時代）
4月20日

武庫主事事務所→信國又左
衛門

94 書状（上納金について）（明治時代）
11月9日

兵器方→博多瓦町信國又左
衛門

95 書状（別紙切紙卒長よ
り申し来る）

（明治時代）
11月24日

悴信太郎礼服着用召連
（明治時代）
11月24日

御本丸へ）
（明治時代）
12月16日

99 「銘尽秘伝抄」（写本） 寛永2年冬初旬成
立

不詳

100「古今銘尽」 慶長16年3月成立、
万治4年3月刊

室町鯉山町小嶋市郎衛門板
行

101「古今銘尽大全」五・
六巻（合冊）、附録
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102「続新刀銘尽」巻之七 （享保20年刊） （北尾八兵衛板行） 木版墨摺
竪紙（33枚33丁
分、元竪帳）

ずれのため、
ホルダーケー
ス保存

103〔刀工系譜〕 （江戸時代） 不詳

104〔刀工一覧断簡〕 （江戸時代） 不詳

105〔銘尽断簡］ （江戸時代） 不詳 木版墨摺 竪紙（3
枚3丁分、元竪帳） 簡

106「東福寺［　　］幷名
所巡覧略記」

（江戸時代） 不詳

107〔表紙残欠〕 （江戸時代） 信國義直

108〔刀工一覧〕 （宝永年間） 不詳
大

109 刀押形集

110 刀押形（小林伊勢守国
輝、水田国重、助宗ほ
か）

（江戸時代） 信國義直

111 刀押形（三条住人吉久、
筑州信國源安俊ほか）

112 刀押形

113 刀押形

114 短刀押形（万葉集「飛
騨人の打墨縄」の彫物
有）

117 茎押形（肥前国住武蔵
大掾藤原□□、寛永二
年［　　］）

119 刀剣彫物図案（倶利伽
羅龍）

（江戸時代） 信國

120 刀剣彫物図案（梵字、
宝剣）

122 刀剣彫物図案（不動明
王）

123 刀剣彫物図案（不動明
王）

124 刀剣彫物図案（倶利伽
羅龍）
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126 草木図

128 小柄図案

129 鷹図

130 書体集「信國義昌」 （江戸時代） 信國義昌

131 鎗銘下書「信國又左衛
門源義昌」「黒田正固
於庭上令鍛之」

文政7年2月 信國義昌

132 刀銘下書「信國源義昌」文政2年8月 信國義昌

7点）

134 鐔押形集 （江戸時代） 信國義昌

136 鐔押形 （江戸時代） 明長

137 鐔押形集

139 鏃図集

140 書跡断簡「百」 （江戸時代） 不詳

141 拓本「志」 （江戸時代～近代）不詳

142 六根清浄「めにもろも
ろのふじやうをみて
…」

（江戸時代） 不詳

143 包紙「筑藩士多田四郎
左衛門」

（江戸時代） 不詳

144 包紙「起請文壱通　梶
原与三郎・井手喜三郎」

（江戸時代） 御秤屋神善四郎
1.5

1点 箱大破、棒欠
失

146 稲荷図 （江戸時代） 不詳
双折

147 掛軸残欠 不詳 不詳
先欠

148 掛軸残欠（経文ヵ） 不詳 不詳 紙本墨摺 掛幅装 横36.0 1幅 下部のみ残る、
軸先欠

149 箱 不詳 不詳
20.2
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3. 武田虎雄資料
〈資料内訳〉

1. 生活の用具 ………………………………………… 26件26点

2. 生産の用具 …………………………………………42件131点

3. 交通・交易の用具 ………………………………… 11件11点

4. 社会生活の用具 …………………………………… 26件26点

5. 芸能・娯楽用具 …………………………………… 11件11点

6. 民俗知識関連の用具 ……………………………… 27件28点

7. 信仰・年中行事の用具 ……………………………… 1件1点
〈総計〉144件234点

1. 生活の用具

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 羽織 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 絹 絞り染め 袷 丈78.5 裄62.5 1枚 紫色 楓 2018P826

2 羽織 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 絹 絞り染め 袷 丈76.0 裄62.5 1枚 黒色 赤花 2018P827

3 羽織 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 絹 絞り染め 袷 丈63.5 裄62.0 1枚 赤色 鹿の子絞り 2018P828

4 羽織 近代 不詳 絹 袷 丈76.5 裄63.0 1枚 茶色 裏地に絞り
染め

2018P82９

5 黒紋付羽織 近代 不詳 絹 袷 丈76.0 裄63.0 1枚 三つ紋 2018P830

6 折り入り菱文様長着 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 木綿 単 絞り染め 丈142.0 裄63.0 1枚 紺色 浴衣 2018P831

7 白地に絞り縞文様長着 昭和時代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 単 丈145.5 裄63.0 1枚 白色 浴衣 2018P832

8 麻の葉に牡丹文様長着 昭和16年頃 武田虎雄商店 絹 絞り染め 袷 丈126.0 裄64.5 1枚 赤色 2018P833

9 草花文様長着 近代 不詳 絹 刺繍 袷 丈148.0 裄63.0 1枚 肌色 2018P834

10 麻の葉に草花文様長着 昭和時代 不詳 ポリエステル 袷 丈157.0 裄66.0 1枚 紫色 2018P83５

11 道成寺文様長襦袢 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 絹 絞り染め 袷 丈128.0 裄64.5 1枚 茶色 般若 2018P836

12 斜めよろけ縞文様長襦袢 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 絹、麻 絞り染め
袷 衣紋抜き紐付

丈123.0 裄63.0 1枚 赤 / 青色 2018P837

13 麻の葉文様長襦袢 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 絹 絞り染め 単 丈125.6 裄62.0 1枚 赤色 2018P838

14 斜め縞麻の葉文様長襦袢 昭和時代 武田虎雄商店 絹 絞り染め 単 丈118.5 裄61.0 1枚 桃 / 青色 2018P83９

15 鹿の子文様長襦袢 昭和時代 武田虎雄商店 絹 絞り染め 綿入
れ

丈112.0 裄60.0 1枚 青紫色 2018P840

16 掛け布団 近代 不詳 絹、木綿 藍・芥
子 麻の葉

長180.0 幅138.0 1枚 2018P841

17 掛け布団 近代 不詳 絹、木綿 赤 鹿子
叢雲

長175.0 幅145.0 1枚 2018P842

18 掛け布団 近代 不詳 木綿 紫 当布 長177.0 幅145.0 1枚 2018P843
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2. 生産の用具

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

27 雲に綾杉文様絞り染め反物 大正時代 武田虎雄商店 木綿 幅29.0 1反 2018P8５2

28 銀杏文様絞り染め反物 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 木綿 幅29.0 1反「武田特製」 2018P8５3

29 横段に花文様絞り染め反物 大正時代～昭和
時代

武田虎雄商店 木綿 幅29.0 1反 2018P8５4

30 竜田川文様絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 幅26.0 1反 2018P8５５

31 草花文様絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 幅32.0 1反 2018P8５6

32 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅20.0 1反 2018P8５7

33 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅19.0 1反 2018P8５8

34 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 幅33.0 1反 四色絞り（赤青
黄白）

2018P8５９

35 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅31.0 1本 桃色 残部 2018P860

36 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅31.0 1本 黒色 残部 2018P861

37 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅35.0 1本 茶色 残部 2018P862

38 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅41.0 1本 紫色 残部 2018P863

39 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅41.0 1本 紫色 残部 2018P864

40 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅41.0 1本 緑色 残部 2018P86５

41 絞り染め反物 昭和時代 不詳 木綿 鹿の子絞り 幅41.0 1本 緑色 残部 2018P866

42 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 44.0×31.0 1綴 16枚綴 2018P867

43 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 40.0×36.0 1綴 18枚綴 覆布付 2018P868

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 絞り染め地接ぎ合わせ布団 昭和時代 不詳 木綿 絞り12種接ぎ
合わせ

長161.0 幅127.0 1枚 2018P844

20 掛け布団 近代 不詳 麻、木綿 青 竹 長151.0 幅95.0 1枚 子供用 2018P84５

21 掛け布団 近代 不詳 麻、木綿 青 流れ
に木の葉

長150.0 幅105.0 1枚 子供用 2018P846

22 掛け布団 近代 不詳 麻、木綿 青 波に
千鳥

長155.0 幅107.0 1枚 子供用 2018P847

23 布団皮 近代 不詳 絹、錦糸 長100.0 幅62.0 1枚 新生児用 家紋入 2018P848

24 戸棚 近代 不詳 木 幅86.2 奥30.3
高26.8

1台 2018P84９

25 戸棚 近代 不詳 木 幅91.2 奥36.0
高69.8

1台 2018P8５0

26 乱れ籠 近代 不詳 竹 長辺63.8
短辺40.0 高9.2

1個 2018P8５1
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

44 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 49.0×32.0 1綴 16枚綴 2018P86９

45 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 39.0×24.0 1綴 8枚綴 2018P870

46 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 38.0×28.0 1綴 20枚綴 2018P871

47 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 45.0×28.0 1綴 22枚綴 2018P872

48 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 紙幅30.0 27枚 2018P873
～8９９

49 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 最大43.0×35.0 27枚 渋紙札 2018P９00
～９26

50 絞り染め布見本 昭和時代 不詳 木綿 最大44.0×22.0 21枚 厚紙札 2018P９27
～９47

51 絞り染め半製品（風呂敷） 近代 不詳 木綿 54.5×54.5 9枚 括り解き前 藍 2018P９48
～９５6

52 絞り染め半製品（風呂敷） 近代 不詳 木綿 28.0×47.0 2枚 括り解き前 茶 2018P９５7
～９５8

53 波に鷹文様風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 117.0×115.0 1枚 藍色ほか 家紋 2018P９５９

54 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 90.0×88.0 7枚 藍色 2018P９60
～９66

55 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 88.0×83.0 1枚 藍色 松 2018P９67

56 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 70.0×69.0 2枚 藍色 竹 2018P９68
～９6９

57 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 70.0×69.0 1枚 藍色 麻の葉 2018P９70

58 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 70.0×67.0 2枚 藍色 扇 2018P９71
～９72

59 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 71.5×68.5 1枚 藍色 梅に初音 2018P９73

60 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 89.0×88.0 1枚 藍色 にわか面 2018P９74

61 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 71.5×70.0 1枚 茶色 紫陽花 2018P９7５

62 風呂敷 近代 武田虎雄商店 木綿 絞り染め 119.0×62.0 1枚 青色 梅に松葉 2018P９76

63 博多節歌詞文様風呂敷 近代 武田虎雄商店 絹 絞り染め 74.5×72.5 1枚 茶色 博多節 2018P９77

64 博多節歌詞文様風呂敷 近代 武田虎雄商店 絹 絞り染め 74.0×70.0 1枚 灰色 博多節 2018P９78

65 風呂敷 近代 不詳 絹 絞り染め 74.0×72.0 1枚 橙 / 紫色 鶴 2018P９7９

66 風呂敷 近代 不詳 絹（縮緬）絞り染め 73.5×71.0 1枚 橙色 楓 タグ「ふ
じみやび」

2018P９80

67 風呂敷 近代 不詳 絹（縮緬）絞り染め 45.0×44.0 1枚 青緑色「武田」
タグ「ふじみや
び」

2018P９81

68 風呂敷 近代 不詳 絹 絞り染め 68.5×65.5 1枚 赤紫色 手毬 2018P９82
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3. 交通・交易の用具

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

69 風呂敷 近代 不詳 絹 絞り染め 70.0×68.0 1枚 茶色 2018P９83

70 風呂敷 近代 不詳 絹 絞り染め 122.0×113.0 1枚 藍色 タグ「H 武
田様」

2018P９84

71 風呂敷 近代 不詳 絹 片面染め 75.5×75.5 1枚 紫色 家紋「頂華」2018P９8５

72 風呂敷 近代 不詳 絹 片面染め 69.0×69.0 1枚 橙色「動」 2018P９86

73 風呂敷 近代 不詳 絹 片面染め 46.0×41.0 1枚 赤色「寿」 2018P９87

74 風呂敷 近代 不詳 レーヨン 片面染め 68.0×64.5 1枚 橙色 青海波
タグ「丹後ちり
めん」

2018P９88

75 竹籠 近代 不詳 竹、紙 柿渋塗 長辺80.0 短辺
70.0 高43.5

1点 2018P９8９

76 竹籠 近代 不詳 竹、紙 柿渋塗 長辺74.0 短辺
68.0 高43.0

1点 2018P９９0

77 竹籠 近代 不詳 竹、紙 柿渋塗 長辺75.0 短辺
66.0 高43.0

1点 2018P９９1

78 〔注文控〕 昭和32年～33年 武田虎雄 ノート 縦27.0 横20.5 1冊 2018P９９2

79 〔注文控〕 昭和34年～39年 武田虎雄 ノート 縦30.0 横22.0 1冊 2018P９９3

4. 社会生活の用具

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

80 島台 近代 不詳 木、南瓜 漆塗り
螺鈿

幅35.2 奥28.2
高13.0

1台 2018P９９4

81 光栄録 大正15年以降 武田虎雄商店 紙 墨書 縦24.0 横87.0 1枚 要補修 2018P９９５

82 短冊「光栄録」 昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P９９6

83 短冊「大正天皇 大正五年十一
月十七日 大演習行幸ノ砌大本
営ニ於テ御買上ノ光栄を賜フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P９９7

84 短冊「皇太子殿下 大正九年四
月五日 福岡市行啓ノ砌御泊所
ニ於テ御買上ノ光栄ヲ賜フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P９９8

85 短冊「皇后陛下 大正十一年三
月二十日 香椎宮御参拝ノ砌御
泊所黒田別邸ニ於テ御買上ノ
光栄ヲ賜フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P９９９

86 短冊「皇太后陛下 大正十二年
十月十五日 農商務省主催第
十一回工芸品展覧会行啓ノ砌
会場ニ於テ御買上ノ栄を賜フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P1000

87 短冊「良子女王殿下 大正十五
年五月十五日 福岡市御成ノ砌
御泊所ニ於テ御買上ノ栄ヲ賜
フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P1001
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

88 短冊「秩父宮殿下 昭和五年八
月十日 大刀洗飛行隊御入隊ノ
砌久留米御泊所ニ於テ御買上
ノ栄ヲ賜フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P1002

89 短冊「東伏見宮大妃殿下 昭和
七年四月十八日 愛国婦人会大
会台臨ノ砌福岡御泊所ニ於テ
御買上ノ栄ヲ賜フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦32.0 横9.0 1枚 2018P1003

90 短冊「商工省主催工芸品展覧
会」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1004

91 短冊「入選入賞録」 昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P100５

92 短冊「第六回 入選 春霞 大正
七年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1006

93 短冊「第七回 入選 薔薇 大正
八年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1007

94 短冊「第八回 入選 浜千鳥 大
正九年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1008

95 短冊「第十回 入選 立田ノ錦・
漣 大正十一年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P100９

96 短冊「第十一回 褒状入賞 雲
ニ綾杉 大正十二年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1010

97 短冊「皇太后陛下 会場御台臨
ノ際御買上品七点ノ内トシテ
雲ニ綾杉御買上ノ栄ヲ賜フ」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1011

98 短冊「第十二回 三等入賞 葦
ノ葉 大正十四年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1012

99 短冊「第十三回 三等入賞 雲
井鶴 大正十五年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1013

100 短冊「第十四回 入選 松竹梅・
水辺ノ柳。花鳥 昭和二年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1014

101 短冊「第十五回 入選 園ノ菊・
波ノかもめ 昭和三年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P101５

102 短冊「第十六回 入選 秋ノ訪・
初夏 昭和四年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1016

103 短冊「第十七回 入選 市松・
観世クズシ 昭和五年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1017

104 短冊「第十八回 入選 葉かげ
もる陽・水の面・偶感 昭和六
年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P1018

105 短冊「第十九回 入選 若葉 昭
和七年」

昭和時代 武田虎雄商店 紙 墨書 縦31.8 横5.5 1枚 2018P101９
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117 写真（武田虎雄肖像） 明治時代 博多三光軒 白黒写真 紙焼き
台紙貼

縦11.5 横7.7 1枚 2018P1031

118 写真（武田虎雄肖像） 明治時代 古田写真館 白黒写真 紙焼き
台紙貼

縦13.0 横8.8 1枚 2018P1032

119 写真（武田虎雄肖像） 明治時代 不詳 白黒写真 紙焼き 縦6.9 横4.8 1枚 切り抜き 2018P1033

120 写真（武田虎雄肖像） 大正時代 安本写真館 白黒写真 紙焼き
台紙貼

縦12.5 横11.8 1枚 2018P1034

121 写真（武田虎雄肖像） 昭和時代 安本写真館 白黒写真 紙焼き
台紙貼

縦10.8 横7.6 1枚 2018P103５

122 写真（武田虎雄肖像） 昭和30年4月
下旬

不詳 白黒写真 紙焼き 縦11.1 横7.8 1枚 2018P1036

123 写真（家族写真） 不詳 安本写真館 白黒写真 紙焼き 縦10.6 横15.0 1枚 2018P1037

124 写真（絞り製作視察風景） 大正時代～昭
和時代

不詳 白黒写真 紙焼き 縦13.2 横19.1 1枚 2018P1038

125 写真（即売会風景） 大正時代～昭
和時代

安本写真館 白黒写真 紙焼き 縦15.5 横21.1 1枚 2018P103９

126 写真（出張販売風景） 大正時代～昭
和時代

不詳 白黒写真 紙焼き 縦10.3 横13.6 1枚 2018P1040

127 写真（博多二○加ペン梅組
東京行 寄贈衣裳陳列）

大正時代～昭
和時代

不詳 白黒写真 紙焼き 縦13.1 横9.2 1枚 2018P1041

128 写真（主基祭田御用品謹製
拝□）

大正時代～昭
和時代

不詳 白黒写真 紙焼き 縦13.2 横9.4 2枚 2018P1042
～1043

129 写真（店頭の人形） 大正時代～昭
和時代

不詳 白黒写真 紙焼き 縦12.0 横16.3 1枚 2018P1044

6. 民俗知識関連の用具

5. 芸能・娯楽用具

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

106 人形 近代 不詳 絹、木綿ほか 高65.0 台径18.0 1体 2018P1020

107 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径21.5 1個 2018P1021

108 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径16.2 1個 2018P1022

109 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径16.0 1個 2018P1023

110 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径11.3 1個 2018P1024

111 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径11.0 1個 2018P102５

112 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径9.7 1個 2018P1026

113 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径9.2 1個 2018P1027

114 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径8.0 1個 2018P1028

115 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径8.0 1個 2018P102９

116 手毬 近代 不詳 絹、木綿ほか 直径6.4 1個 2018P1030
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7. 信仰・年中行事の用具

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

144 博多祇園山笠当番法被 昭和時代 不詳 木綿 絞り染め 単 丈98.0 裄63.0 1枚 片土居町 2018P10５９

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

130 写真（博多祇園山笠片土居
町）

大正11年 不詳 白黒写真 紙焼き 縦26.8 横20.5 1枚 見送 表題「蒙
古全滅之誉」

2018P104５

131 似顔絵色紙（武田虎雄） 昭和2年5月23
日
写す

眞路写 色紙 墨、水彩 縦27.3 横24.2 1枚 2018P1046

132 屋上小龍図 江戸時代中期 蘭山正隆賛 紙本墨書 掛幅装 縦90.8 横35.7 1幅 2018P1047

133 武田家肖像 江戸時代 武田伊右衛門賛 紙本着色 掛幅装 縦52.0 横72.3 1幅 初代～七代 2018P1048

134 妙祐善女像 江戸時代 紙本着色 掛幅装 縦109.5 横50.9 1幅 七代伊右衛門の
妻

2018P104９

135 基雪居士像 江戸時代 筑木画 紙本着色 掛幅装 縦90.5 横36.3 1幅 九代伊右衛門 2018P10５0

136 武田ナカ像 近代 秀峰画 紙本着色 掛幅装 縦95.2 横41.2 1幅 虎雄の母 十代
伊三郎妻

2018P10５1

137 昇龍図 近代 秋錦画 紙本墨書 掛幅装 縦123.0 横41.4 1幅 2018P10５2

138 武田家肖像 引き写し 昭和4年初夏 江村謹模 絹本着色 メクリ 縦52.0 横72.3 1幅 2018P10５3

139 基雪居士像 引き写し 昭和4年初夏 江村謹模 絹本着色 メクリ 縦90.5 横36.3 1幅 2018P10５4

140 妙祐善女像 引き写し 昭和4年初夏 江村謹模 絹本着色 メクリ 縦109.5 横50.9 1幅 2018P10５５

141 武田伊蔵宗嘉像 引き写し 昭和4年初夏
（原本明治3
年）

武田伊八郎義安賛 絹本着色 メクリ 縦52.0 横72.3 1幅 八代伊蔵 2018P10５6

142 竹図 近代 田夫画 頭山満賛 紙本墨書 掛幅装 縦146.0 横39.8 1幅 2018P10５7

143 頭山満一行書「忠者国之大
本也」

近代 頭山満 紙本墨書 掛幅装 縦143.0 横37.5 1幅 2018P10５8
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 長野氏系図伝記 （大正11年） 長野遐 墨書 書冊 23.1×16.6 1冊 2018P1060

2 月形家一門 昭和12年 長野遐 印刷 書冊 21.6×15.0 2冊 2018P1061
～1062

3 月形家一門 昭和時代 （長野遐） 印刷 書冊 21.0×14.7 4冊 2の復刻版 2018P1063
～1066

4 〔記〕（長野英吉系図） 昭和時代 （長野英吉） ペン書 原稿用
紙

25.0×35.6 1枚 2018P1067

5 芳斎長野誠略伝 （大正時代～昭和
時代）

（長野遐） 電子式複写 21.5×14.7 1部 筑前郷土誌解題附
録のコピー

2018P1068

6 〔抜刷〕（中村圓太『自笑録』
の紹介）

昭和47年1月 / 発
行

井上忠 印刷 抜刷 21.0×14.8 1部 福岡大学人文論叢
第3巻第3号別冊

2018P106９

7 〔抜刷〕（月形洗蔵関係書
翰）

昭和47年6月 / 発
行

井上忠 印刷 抜刷 21.0×14.8 1部 福岡大学人文論叢
第4巻第1号別冊

2018P1070

8 写真（長野誠翁） 明治時代 古川製 白黒写真 台紙 10.4×6.3 1枚 裏に墨書「長野誠
翁」と有

2018P1071

9 写真（長野嘉平） 明治時代 撮影者不明 白黒写真 台紙 10.5×6.3 1枚 裏に朱書「長野嘉
平 明治二十九年
十一月十三日卒去」
と有

2018P1072

10 卒業証書（陸軍士官学校
教則課程）

明治32年11月21日 陸軍士官学校長陸軍少
将正五位勲四等功四級
高木作蔵（朱印）より
歩兵第十四連隊士官候
補生長野英吉あて

墨書 朱印
専用紙

37.0×47.0 1枚 2018P1073

11 木箱 （大正時代～昭和
時代）

不明 木製 鉄 10.8×9.0
高7.8

1式 印鑑を一括 2018P1074

12 両面印（長野 / 長野英吉）（昭和時代） 長野英吉 木製 底径3.5
全長5.9

1点 2018P107５

13 朱文方印（長野） （昭和時代） 長野英吉 石製 底面1.5×1.5
全長6.1

1点 2018P1076

14 白文方印（長の） （昭和時代） 長野英吉 石製 底面1.5×1.5
全長5.0

1点 2018P1077

15 朱文方印 （昭和時代） 長野英吉 石製 底面1.2×1.2
全長5.1

1点 2018P1078

16 白文方印 （昭和時代） 長野英吉 石製 底面0.9×0.9
全長5.0

1点 2018P107９

17 和歌の書振り 昭和時代 末永節 墨書 朱印
竪帳

36.3×25.5 1冊 朱印「末永節印」
虫損 破れ

2018P1080
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18 和歌ふるの山ふみ 文政十丁亥年初夏
/ 刻成 文久元辛
酉年初夏 / 再刻

曙廼屋主人（城戸千
楯）　

版本 書冊 17.8×12.3 1冊 朱印「末永」有 2018P1081

19 倭主礼草 上下 稜威集 明治41年5月10日
/ 発行

湯浅俊太郎 / 編纂兼
発行

印刷 書冊 22.5×15.5 1冊 末永茂世の歌集 2018P1082

20 短冊挟 昭和時代 不明 木製 紐 墨書
朱印

37.1×7.4 1点 墨書「笛廼屋蔵」
と有 朱印「笛廼家」
21～90を一括

2018P1083

21 和歌（初日の出） （昭和時代） 九十二翁忍廻舎（花
押）

墨書 一紙 24.4×25.1 1点 2018P1084

22 和歌（草香江の） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.1×6.0 1点 2018P108５

23 和歌（荒津山によりて） （昭和時代） 光子 墨書 短冊 36.0×6.0 1点 2018P1086

24 短冊（水墨画） （昭和時代） 雀望 墨書 短冊 35.9×5.9 1点 2018P1087

25 和歌（春遍路） （昭和時代） 野村宗秀 墨書 短冊 36.3×6.1 1点 2018P1088

26 和歌（萩） （昭和時代） □本 墨書 短冊 36.5×6.0 1点 2018P108９

27 和歌（信義か新婚を祝ひ
て）

（昭和時代） （長野）英吉 墨書 短冊 28.0×6.5 1点 2018P10９0

28 和歌（新年祝） （昭和時代） 豊信 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P10９1

29 和歌（西川の刀自をしの
ひて）

（昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×6.1 1点 2018P10９2

30 和歌（寿） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.0×6.1 1点 2018P10９3

31 和歌（光雲の神の御前に）（昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P10９4

32 和歌（寿） （昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.1×5.8 1点 2018P10９５

33 和歌（金婚式を迎えて） 昭和41年4月2日 季雄 墨書 短冊 36.3×5.9 1点 2018P10９6

34 和歌（春川や） （昭和時代） 潤 墨書 短冊 36.0×6.0 1点 2018P10９7

35 和歌（若竹） （昭和36年） 長野くま子 墨書 短冊 36.2×5.9 1点 2018P10９8

36 和歌（御祝） （昭和36年） 長野くま子 墨書 短冊 36.3×6.1 1点 2018P10９９

37 和歌（鳥居） （昭和時代） 長野くま子 墨書 短冊 36.0×6.0 1点 2018P1100

38 和歌（秋芳洞にて） （昭和時代） 麟（岡部麟太郎） 墨書 短冊 35.9×6.0 1点 2018P1101

39 和歌（秋山） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P1102

40 和歌 （昭和時代） 節 墨書 短冊 36.1×6.1 1点 2018P1103

41 和歌（喜寿を祝ひて） （昭和時代） 不明 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P1104

42 和歌（人丸神社にささげ
まつりて）

（昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×5.8 1点 2018P110５

43 和歌（読書） （昭和時代） 麟（岡部麟太郎） 墨書 短冊 36.2×6.2 1点 2018P1106

44 和歌（東より西より） （明治時代） 茂世 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P1107

45 和歌（石文の） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P1108
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46 和歌（祝長寿） （昭和時代） 満子 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P110９

47 和歌（喜寿を祝きまつり
て）

（昭和時代） 野村宗秀 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P1110

48 和歌（清沢徳子刀自み霊
のみ前にて）

（昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.0×6.1 1点 2018P1111

49 和歌（歌） （昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P1112

50 和歌（寿） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.1×6.1 1点 2018P1113

51 和歌（水溜りこへて） （昭和時代） 麟（岡部麟太郎） 墨書 短冊 36.5×6.1 1点 2018P1114

52 和歌（歳暮鐘） （昭和時代） 龍岡清子 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 2018P111５

53 和歌（祝長寿） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.0×6.0 1点 2018P1116

54 和歌（懐旧） （昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.2×6.1 1点 2018P1117

55 和歌（秋山） （昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 35.9×6.0 1点 2018P1118

56 和歌（清沢徳子刀自御霊
のみ前にて）

（昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 2018P111９

57 和歌 （昭和時代） 豊信 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 2018P1120

58 和歌（雉） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P1121

59 和歌（喜寿） （昭和時代） 小山登代子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P1122

60 和歌（石文の） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P1123

61 和歌（七夕の） （昭和時代） 幸 墨書 短冊 35.5×5.6 1点 2018P1124

62 和歌（寿） （昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P112５

63 和歌（行水） （昭和時代） 清 墨書 短冊 36.1×6.0 1点 2018P1126

64 和歌（柿） （昭和時代） 清 墨書 短冊 36.1×6.0 1点 2018P1127

65 和歌（百合） （昭和時代） 清 墨書 短冊 36.1×6.0 1点 2018P1128

66 和歌（存命の） （昭和時代） 潤 墨書 短冊 36.0×5.9 1点 2018P112９

67 和歌（松黒き夕） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.0×6.1 1点 2018P1130

68 和歌（長野さんに） （昭和時代） あくり 墨書 短冊 36.2×5.9 1点 2018P1131

69 和歌（七夕） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×5.9 1点 2018P1132

70 和歌（余寒） （昭和時代） 清 墨書 短冊 36.1×5.9 1点 2018P1133

71 和歌（雉） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P1134

72 和歌（今朝も又） （昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.0×6.1 1点 2018P113５

73 和歌（言の葉の） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.5 1点 2018P1136

74 和歌（百道海水浴） （昭和時代） 敬行 墨書 短冊 36.3×6.5 1点 2018P1137

75 和歌（秋空） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×5.8 1点 2018P1138

76 和歌（松風） （昭和時代） 宣義 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P113９

77 和歌（荒津山によりて） （昭和時代） 光子 墨書 短冊 36.0×6.0 1点 2018P1140
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78 菊図 （昭和時代） 竹本 淡彩 短冊 36.2×6.1 1点 2018P1141

79 和歌（昭和卅七年一月元
旦）

昭和47年1日元旦 くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.1×6.5 1点 2018P1142

80 和歌（新年） （昭和47年） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.1×6.5 1点 2018P1143

81 和歌（国つふり） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P1144

82 和歌（園蝶） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P114５

83 和歌（弔） （昭和時代） その 墨書 短冊 36.0×6.0 1点 2018P1146

84 和歌（松原） （昭和時代） 麟（岡部麟太郎） 墨書 短冊 36.2×5.8 1点 2018P1147

85 和歌（秋空） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×5.8 1点 2018P1148

86 和歌（祝古稀） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×5.8 1点 2018P114９

87 和歌（信義が新婚を祝し
てよめる）

（昭和時代） （長野）英吉 墨書 短冊 28.2×6.7 1点 2018P11５0

88 和歌（敬老の祝賜にこた
えて）

（昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P11５1

89 和歌（昭和四十二年十月
十四日老人ホームにて）

昭和42年10月14日（長野）くま子 墨書 短冊 36.1×6.2 1点 2018P11５2

90 和歌（光雲神社秋のみま
つりに）

（昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.0×6.1 1点 2018P11５3

91 〔包紙〕（長知公短冊） （昭和時代） 末永賢次より長野クマ
あて

墨書 一紙 38.0×26.0 1枚 92～106を一括 2018P11５4

92 和歌（折にふれて） （昭和時代） 光子 墨書 短冊 35.7×5.8 1点 2018P11５５

93 和歌（希望） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×5.9 1点 2018P11５6

94 和歌（合渡柳） （昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P11５7

95 和歌（行幸記念殿移築成
れるを祝いまつりて）

（昭和時代） □我 墨書 短冊 35.7×6.3 1点 2018P11５8

96 和歌（二十年の） （明治時代） 長知 墨書 短冊 36.3×5.8 1点 2018P11５９

97 和歌（合渡柳） （昭和時代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.1 1点 2018P1160

98 和歌（禁中月） （昭和時代） （長知公奥方） 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P1161

99 和歌（祝） （昭和時代） その 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 2018P1162

100 和歌（喜寿の御賀に） （昭和時代） 麟（岡部麟太郎） 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P1163

101 和歌（秋夕） （昭和時代） 長知 墨書 短冊 36.8×6.0 1点 2018P1164

102 和歌 （昭和時代） 多満子 墨書 短冊 36.1×6.0 1点 2018P116５

103 和歌（国のため） （昭和時代） 長知 墨書 短冊 36.7×5.9 1点 2018P1166

104 和歌（御結婚をことほき
て）

（昭和時代） くま（長野くま子） 墨書 短冊 36.8×6.6 1点 2018P1167

105 短冊 （昭和時代） 不明 短冊 36.4×7.5 2点 未使用 2018P1168
～116９
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106 和歌（親にそひ） （昭和時代） 七十叟誠 墨書 短冊 36.0×6.0 1点 2018P1170

107 和歌（赤き羽根） （昭和時代） 不明 墨書 一紙 24.2×4.5 1枚 2018P1171

108 和歌（総選挙） （昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 2018P1172

109 和歌（戌年） （昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.5×5.9 1点 2018P1173

110 和歌（絵馬） （昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.5×6.0 1点「鎮守宮…」 2018P1174

111 和歌（絵馬） （昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.5×6.0 1点「鎮守の宮…」 2018P117５

112 和歌（寒月） （昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.5×5.9 1点 2018P1176

113 和歌（光雲の神社のみ祭
りに）

（昭和40年代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×6.1 1点 2018P1177

114 和歌（昭和四七年四月廿
一日）

昭和47年4月21日 （長野）くま子 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 2018P1178

115 和歌（山） （昭和40年代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 2018P117９

116 和歌（大盃の） （昭和40年代） （長野くま子） 墨書 短冊 36.5×5.9 1点 2018P1180

117 和歌（商店街） （昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.5×5.9 1点 2018P1181

118 和歌（拝殿の） （昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.5×5.9 1点 2018P1182

119 和歌（孫芳久誕生日を祝
いて）

（昭和45年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.5×6.0 1点 2018P1183

120 和歌（秋日和） （昭和40年代） くま（長野くま子） 墨書 一紙 24.2×4.5 1点 2018P1184

121 和歌（勅題　家） （昭和46年） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×6.0 1点 2018P118５

122 和歌（若き日の） （昭和40年代） （長野くま子） 墨書 短冊 36.2×6.1 1点 2018P1186

123 和歌（護国神社秋のみま
つりに）

（昭和40年代） （長野）くま子 墨書 短冊 36.2×6.1 1点 2018P1187

124 二行書 （昭和時代） 藍田書 墨書 一紙
掛幅装

134.0×32.0 1幅「百歳光陰一場夢
三春消息歳番花」

2018P1188

125 書「愚公独心」 （昭和時代） 草溙書（朱印） 墨書 短冊 36.2×6.1 1点 額付 2018P118９

126 額 （昭和時代） 末永節 / 刻 木製 35.7×156.0 1点 2018P11９0
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 古実祓要式 八 天文元年丙辰 水嶋卜也・伊藤甚右衛
門より井上弥内殿あて

墨書 竪帳 17.3×12.2 1冊 2018P11９1

2 書札礼 六 天文元年丙辰 水嶋卜也・伊藤甚右衛
門より井上弥内殿あて

墨書 竪帳 17.3×12.2 1冊 2018P11９2

3 積方之次第 五 天文元年丙辰 水嶋卜也・伊藤甚右衛
門より井上弥内殿あて

墨書 竪帳 17.3×12.2 1冊 2018P11９3

4 喰物之次第 明和五戌子晩 上原八左衛門・水島卜
也・伊藤郷右衛門より
古守伊和太殿あて

墨書 竪帳 28.0×20.5 1冊 虫損 2018P11９4

5 諸用呪秘事文庫 （江戸時代後期） 不明 墨書 竪帳 28.3×20.5 1冊 写 2018P11９５

6 筑前国中古城跡 （江戸時代後期） 不明 墨書 書冊 25.7×19.0 1冊 2018P11９6

7 景譜 天保4年己正月 井上（弥内）良信写 墨書 書冊 23.3×17.5 1冊 2018P11９7

8 書札法式 七ノ三 享保12丁未 小笠原大膳太夫・右近
太夫より矢野十次郎殿
あて

墨書 書冊 28.4×20.5 1冊 虫損・破れ 2018P11９8

9 白川教言 中 （江戸時代後期） 井上 墨書 書冊 24.0×16.8 1冊 写 虫損 2018P11９９

10 万請取渡之次第 享保12丁未 小笠原大膳太夫・右近
太夫より矢野十次郎殿
あて

墨書 朱筆
書冊

28.0×20.3 1冊 写 虫損 2018P1200

11 御家人先祖由来記 上 天保4癸巳ノ3月上
旬

井上姓 / 写 墨書 書冊 28.3×19.3 1冊 2018P1201

12 嫁取婿入之次第 享保12丁未 小笠原大膳太夫・右近
太夫より矢野十次郎あ
て

墨書 書冊 28.0×20.3 1冊 写 虫損 2018P1202

13 酌之次第 享保12丁未 小笠原大膳太夫・右近
太夫より矢野十次郎殿
あて

墨書 書冊 28.0×20.5 1冊 写 虫損 2018P1203

14 〔証〕（金子百疋） （文政9年） 不明 墨書 一紙 16.2×26.2 1枚 松平豊後守参勤領
内通行の節山本八
右衛門ほか3名に
金子頂戴

2018P1204

15 （米金貸附控） （明治20年代） 不明 墨書 一紙 綴 17.0×12.7 1綴 2018P120５

16 米金貸附控 明治26年 不明 墨書 一紙 綴 16.5×12.5 1綴 2018P1206

17 〔記〕（益金35円28銭1厘）明治32年 不明 墨書 一紙 14.5×29.5 1枚 16と紙縒で一括
安太郎方

2018P1207

18 〔記〕（金銭貸付） 明治29～31年 不明 墨書 鉛筆書
朱印 一紙

11.6×32.5 1枚 2018P1208

19 〔記〕（金銭貸付） 明治31～33年 不明 墨書 一紙 11.6×32.5 1枚 2018P120９

寄贈資料　5. 井上正幸資料
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20 〔記〕（金銭貸付） 明治25～26年 不明 墨書 一紙 11.6×32.5 1枚 破れ大 2018P1210

21 〔記〕（金銭貸付） 明治30～39年 不明 墨書 一紙 11.5×14.5 1枚 破れ 2018P1211

22 〔記〕（金銭貸付） 明治32～34年 不明 墨書 一紙 11.6×32.5 1枚 破れ 2018P1212

23 〔記〕（金銭貸付） 明治25～26年 不明 墨書 一紙 12.0×32.6 1枚 破れ 2018P1213

24 〔記〕（4円） （明治30年代） 不明 墨書 一紙 9.5×7.1 1枚 受領した金銭の書
上

2018P1214

25 地券（田1反7畝歩 地
価79円22銭2厘）

明治16年5月4日 福岡県（朱印） 墨書 印刷
朱印 専用紙

23.5×32.6 1枚 持主左野養貞 2018P121５

26 地券（田1反1畝9歩 地
価45円84銭3厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷
朱印 専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1216

27 地券（田2反9畝歩 地
価135円12銭8厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷
朱印 専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 上部
破れ

2018P1217

28 地券（田1反4畝6歩 地
価57円62銭6厘）

明治19年7月31日 福岡県（朱印） 墨書 印刷
朱印 専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1218

29 地券（田1反7畝9歩 地
価70円19銭6厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷
朱印 専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 折れ
有

2018P121９

30 地券（田1反6畝3歩 地
価121円61銭7厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷
朱印 専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 破れ 2018P1220

31 地券（畑7畝3歩 地価
18円81銭2厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1221

32 地券（畑6畝21歩 地価
17円74銭4厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1222

33 地券（郡村宅地2反24
歩 地価66円56銭）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1223

34 地券（田2反6畝23歩 地
価191円90銭4厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1224

35 地券（田8畝21歩 地価
62円38銭）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P122５

36 地券（田4畝12歩 地価
12円60銭7厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1226

37 地券（田1反6畝15歩 地
価94円65銭8厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1227

38 地券（畑7畝22歩 地価
16円96銭8厘）

明治20年2月7日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P1228

39 地券（郡村宅地4歩 地
価42銭7厘）

明治18年10月6日 福岡県（朱印） 墨書 印刷 朱印
専用紙

23.5×32.6 1枚 持主井上競 2018P122９

40 書簡写 （明治）12年11月1
日

役場より井上増弥ほか
3名あて

墨書 一紙 15.2×27.0 1通 決議により定約書
調印、御連中で蔵
置のこと

2018P1230

41 〔覚〕 不明 不明 墨書 継紙 15.6×90.0 1枚 2018P1231

42 〔覚〕（田中八重） 不明 不明 墨書 継紙 17.7×72.0 1枚 2018P1232
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43 地所永代売渡証（筑前
国早良郡庄村）

明治18年7月 長谷利平太より井上競
あて

墨書 朱筆 朱印
罫紙 綴

24.0×13.5 1部 戸長羽衣藤二郎の
朱筆有

2018P1233

44 地所永代売渡証（筑前
国早良郡庄村）

明治18年4月 小石原惣作より井上競
あて

墨書 朱筆 朱印
罫紙 証券印紙
綴

24.1×15.2 1部 戸長羽衣藤二郎の
朱筆有

2018P1234

45 御書附写定御雇 辛未8月 井上増弥 墨書 一紙 16.5×31.8 1通 2018P123５

46 紋形（藤巴） （辛未8月） 不明 墨書 一紙 包紙 10.0×8.5 1枚 包紙に墨書「辛未
八月下賜候事 井
上増弥」と有

2018P1236

47 地所永代売渡証（筑前
国早良郡庄村）

明治19年12月9日 左座養貞より井上競殿
あて

墨書 朱筆 朱印
罫紙 証券印紙
綴

23.5×14.5 1部 2018P1237

48 地所永代売渡証（筑前
国早良郡庄村）

明治19年5月4日 伊藤吉円より井上競殿
あて

墨書 朱筆 朱印
罫紙 証券印紙
綴

24.5×15.3 1点 戸長羽衣藤二郎の
朱筆有

2018P1238

49 定約書（切石運用につ
いて）

明治14歳第2月吉
日

早良郡庄村外2ヶ村戸
長羽衣藤二郎（朱印）
ほか10名より桑原茂（印）
ほか2名あて

墨書 朱印 印
罫紙 綴

24.0×15.5 1点 字浜口の石橋1ヶ
所につき切石の設
置除去を行う旨村
民大集会の議決を
以て実施挙行する
こと「京屋利三治」
用箋使用

2018P123９

50 先懺悔文十三仏真言 明治30年8月22日 井上たけ 墨書 竪帳 23.7×16.2 1点 2018P1240

51 告知第5079号（金45円
48銭給与）

大正4年12月21日 大蔵大臣武富時敏（朱
印）より井上保あて

墨書 朱筆 朱印
罫紙

26.8×19.5 1通 明治30年法律第50
号家禄賞典禄処分
法による給与額「大
蔵省」用箋使用

2018P1241

52 家相図（井上氏宅相） 明治38年2月 宮崎萱溟堂 墨書 鉛筆書
継紙

51.2×74.5 1枚 2018P1242

53 家相図 不明 不明 墨書 朱筆 一紙 35.0×25.0 1枚 左部欠 貼紙有 2018P1243

54 実測図 昭和24年 緒方建築事務所（西新
町二丁目旧通）

墨書 ペン書
朱印 トレース紙

27.4×39.0 1枚 縮尺200分の1 測
量年月日昭和24年
5月25日

2018P1244

55 敷地実測平面図 昭和30年1月23日 安川重美（朱印） ペン書 朱印
トレース紙

25.0×26.0 1枚 縮尺200分の1 2018P124５

56 時事写真帖 大正3年 毎日通信社 / 発行 印刷 書冊 22.5×30.5 1冊 表紙付 第3号（2
月1日発行）・第4
号（2月15日発行）・
第5号（3月1日発
行）・第6号（3月
15日発行）・第7号

（4月1日発行）・第
8号（4月15日発
行）・第9号（5月1
日発行）・第10号（5
月15日）を一括し
たもの 墨書で伝来
の経緯記す

2018P1246
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57 卒業記念 第4回本科生 昭和2年3月 川島裁縫女学校 印刷 白黒写真
書冊

18.5×28.5 1冊 14頁裏面に女性写
真11枚貼付

2018P1247

58 THE CATALOGUE 
OF NEWEST STYLE 
HATS

不明 TOKYOHAT 
CO.LTD

印刷 書冊 19.7×23.8 1冊 2018P1248

59 写真帖（大阪織物株式
会社）

（大正4年） 大阪織物株式会社 印刷 書冊 15.2×23.2 1冊 矢野写真館 / 撮影
矢野収吉 / 印刷

2018P124９

60 生駒名勝カード 昭和戦後期 不明 印刷 折本 9.7×6.7 1組 カード15枚収納 2018P12５0

61 アルバム（皇后来福） 大正時代 不明 白黒写真 アルバ
ム

18.0×26.0 1冊 2018P12５1

62 アルバム 昭和30～40年代 不明 白黒写真 カラー
写真 絵葉書 ア
ルバム

29.5×22.5 1冊 日光・東京・伊勢
などの旅行写真

2018P12５2

63 写真（婚礼・集合） 昭和時代 高椋 / 撮影 白黒写真 台紙付 23.1×29.0 1枚 2018P12５3

64 写真（有田高等小学校
第9回卒業生）

（明治41年3月28
日）

松が枝写真館 / 撮影 白黒写真 墨書
台紙付

24.3×30.0 1枚 2018P12５4

65 写真（女学生・集合） （明治時代～大正
時代）

吉武 / 撮影 白黒写真 台紙付 24.0×31.0 1枚 2018P12５５

66 写真（有田高等小学校
第5回卒業生）

（明治37年3月27
日）

古川震次郎 / 撮影 白黒写真 鉛筆書
ペン書 台紙付

24.6×30.8 1枚 2018P12５6

67 写真（女子生徒・集合）（明治時代～大正
時代）

樋口写真館 / 撮影 白黒写真 台紙付 24.0×31.8 1枚 2018P12５7

68 写真（原村軍人諸君） （大正10年3月18
日）

阿部写真館 / 撮影 白黒写真 墨書
台紙付

24.0×31.0 1枚 福岡24連隊軍隊見
学時の写真

2018P12５8

69 写真（大阪関西商工学
校卒業記念）

（大正10年3月） 寺島 / 撮影 白黒写真 墨書
台紙付

24.0×31.0 1枚 2018P12５９

70 写真（生徒・集合） （明治時代～大正
時代）

樋口写真館 / 撮影 白黒写真 台紙付 24.2×31.0 1枚 2018P1260

71 写真（集合） （明治時代～大正
時代）

不明 白黒写真 墨書
台紙付

21.1×27.2 1枚 博多電気軌道株式
会社前原機関庫

2018P1261

72 写真（同盟罷工記念） （明治44年6月13
日）

不明 白黒写真 墨書
台紙付

21.0×27.1 1枚 2018P1262

73 写真（井上家・集合） （大正14年1月2日） 喜久屋写真部 / 撮影 白黒写真 墨書
ペン書 台紙付

27.7×18.0 1枚 井上惟ほか 2018P1263

74 写真（婚礼） （大正時代～昭和
時代）

FUJISAWA/ 撮影 白黒写真 台紙付 23.7×14.5 2枚 台紙なし（91）も
あり

2018P1264
～126５

75 写真（母子） （大正時代～昭和
時代）

時枝写真館 / 撮影 白黒写真 台紙付 21.1×13.6 1枚 2018P1266

76 写真（男児２名） （大正時代～昭和
時代）

松平写真館 / 撮影 白黒写真 台紙付 18.8×14.2 1枚 2018P1267

77 写真（武者装束） （大正時代～昭和
時代）

不明 白黒写真 台紙付 23.2×15.0 1枚 2018P1268
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― 66 ―

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

78 写真（杉村俊吉） （大正時代～昭和
時代 )

不明 白黒写真 印刷
台紙付

14.6×9.6 1枚 喜寿 2018P126９

79 写真（井上惟一家） （大正15年1月5日） 時枝写真館 / 撮影 白黒写真 墨書
台紙付

22.3×13.5 1枚 2018P1270

80 写真（女性・集合） （大正時代～昭和
時代）

朝日軒 / 撮影 白黒写真 台紙付 16.8×12.0 1枚 2018P1271

81 写真（男性） （大正時代～昭和
時代）

F.Skillman/ 撮影 白黒写真 台紙付 16.0×11.7 1枚 2018P1272

82 写真（男性・集合） （大正時代～昭和
時代）

朝日軒 / 撮影 白黒写真 台紙付 21.5×13.7 1枚 2018P1273

83 写真（女性1人） （大正時代～昭和
時代）

谷本 / 撮影 白黒写真 台紙付 21.8×14.4 1枚 2018P1274

84 写真 ( 母子 ) （大正時代～昭和
時代）

瀧栄 / 撮影 白黒写真 台紙付 19.3×12.8 1枚 2018P127５

85 写真（男性1人・女性1
人）

（明治時代～大正
時代）

若林独立軒 / 撮影 白黒写真 台紙付 22.0×14.0 1枚 2018P1276

86 写真（母子） （大正15年10月3日）時枝写真館 / 撮影 白黒写真 墨書
台紙付

17.2×10.5 1枚 井上智夫生後103
日

2018P1277

87 写真（子供3人） （昭和7年1月3日） 時枝写真館 / 撮影 白黒写真 ペン書
台紙付

16.2×10.0 1枚 井上多津子・鉄也・
智夫

2018P1278

88 写真（女性1人） （大正時代～昭和
時代）

S.Hanabishi/ 撮影 白黒写真 台紙付 15.4×9.7 1枚 井上タケ 2018P127９

89 写真（女性1人） （大正時代～昭和
時代）

M.Takamiya/ 撮影 白黒写真 台紙付 15.6×9.7 1枚 2018P1280

90 写真（男性1人・女性3
人）

（大正時代～昭和
時代）

古川 / 撮影 白黒写真 台紙付 16.5×10.6 1枚 2018P1281

91 写真（婚礼） （大正時代～昭和
時代）

（FUJISAWA/ 撮影） 白黒写真 13.5×9.2 1枚 74と同人物 2018P1282

92 写真（男性1人・女性3
人）

（大正時代～昭和
時代）

不明 白黒写真 台紙付 14.2×9.2 1枚 2018P1283

93 封筒（小幡写真館） 昭和時代 小幡写真館 印刷 19.2×13.0 1枚 福岡市西新町電停
前 94～96を一括

2018P1284

94 写真（子供） （昭和12年4月20日）不明 白黒写真 ペン書 10.4×7.8 1枚 裏にペン書「堀武
昭和十二年四月
二十日頃柳河ニ於
テ撮影」と有 94
～96は93に一括

2018P128５

95 写真（集合） 昭和時代 不明 白黒写真 11.3×15.5 1枚 堀聞・堀欽一家
94～96は93に一括

2018P1286

96 写真（集合） 昭和時代 不明 白黒写真 9.7×13.8 1枚 堀聞・堀欽一家
94～96は93に一括

2018P1287

97 写真台紙 （大正時代～昭和
時代）

谷本 印刷 17.2×10.7 1枚 台紙のみ 2018P1288
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

98 絵葉書「大嘗祭主基祭
田 田植」

昭和3年 脇山村奉賛会 / 発行 葉書 印刷 スタン
プ

14.0×9.0 1枚 主基祭田拝観記念
印有

2018P128９

99 絵葉書「天守閣正面入
口（大阪城公園）」

不明 大阪市 / 発行 葉書 印刷 スタン
プ

13.8×9.0 1枚 大阪城参観紀念印
有

2018P12９0

100 絵葉書「天守閣最上層
ノ鯱（大阪城公園）」

不明 大阪市 / 発行 葉書 印刷 スタン
プ

13.8×9.0 1枚 大阪城参観紀念印
有

2018P12９1

101 絵葉書 不明 不明 葉書 印刷 14.0×9.0 1枚 下部欠 菊池理事・
瀧村理事・鈴木理
事・岡崎理事

2018P12９2

102 御大礼式場拝観記念写
真帖（菊之巻）

（昭和3年） 御大礼謹写記念会 / 発
行

印刷 折本 19.4×13.0 1冊 後半部破れ 2018P12９3
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6. 那珂八幡宮氏子総代資料
〈資料内訳〉

信仰・年中行事の用具 ……………………………… 49件49点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 絵馬「金毛九尾狐
退治図」

安政7年1月18日 不詳 板絵着色 絵馬装 66.2×95.0 1点 那珂八幡1（『福岡市の絵馬』）、
木枠・板絵破損、図中に文字「奉
納」、「安政七年庚申正月十八
日」、「子供中」

2018P12９4

2 絵馬「城下港図」 文久3年2月 不詳 板絵着色 絵馬装 87.7×101.6 1点 那珂八幡2（『福岡市の絵馬』）、
破損あり、木枠に文字「奉納」、

「文久三年」、「二月吉祥日」、「源
治 ⁄ 佐市 ⁄ 幸七 ⁄ 源助母 ⁄ 佐吉内」

2018P12９５

3 絵馬「加藤清正朝
鮮出兵図」

明治22年旧1月 不詳 板絵着色 絵馬装 86.7×139.8 1点 那珂八幡4（『福岡市の絵馬』）、
木枠左破損、板絵破損、木枠に
文字「奉」、明治弐十弐年旧正
月吉日」、「廣田善太郎 ⁄（他20
余名）」

2018P12９6

4 絵馬「合戦図」 明治23年旧1月 不詳 板絵着色 絵馬装 89.6×135.5 1点 那珂八幡5（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「奉納」、「明治弐拾
三年旧正月吉祥日」、「山浦與
吉 ⁄（他20余名ヵ）」、下枠判読
不能

2018P12９7

5 絵馬「参詣社頭図」明治26年8月 不詳 板絵着色 絵馬装 72.1×89.9 1点 那珂八幡6（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「奉献」、「明治廿六
年」、「巳八月吉日」、「広田伊
七 ⁄（他4名）」

2018P12９8

6 絵馬「小牧長久手
の戦い（加藤清正）
図」

明治32年吉日 不詳 板絵着色 絵馬装 108.5×157.3 1点 那珂八幡7（『福岡市の絵馬』）、
木枠・板絵破損、木枠に文字「奉
納、「明治卅弐年正月吉日」、「當
村子供中」

2018P12９９

7 絵馬「社殿図」 明治39年8月 不詳 板絵着色 絵馬装 60.8×76.3 1点 那珂八幡8（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 明 治
三十九年八月吉日」、「四國同
行」、「吉村孝七 ⁄（他9名）」

2018P1300

8 絵馬「楠正成図」 明治40年代
（1907年以後）

不詳 板絵着色 絵馬装 103.1×133.1 1点 那珂八幡9（『福岡市の絵馬』）、
木枠破損、木枠に墨書「奉」、「明
治四拾□年■」、「當村子供中」、

「廣田□□（他）」

2018P1301

9 絵馬「浜辺合戦図」大正2年1月 吉村百耕 板絵着色 絵馬装 109.3×155.0 1点 那珂八幡10（『福岡市の絵馬』）、
破損あり、木枠に文字「奉納」、
「大正二年正月吉祥日」、「當
村子供中」

2018P1302

10 絵馬「大正天皇即
位式図」

大正5年1月 吉村百耕 板絵着色 絵馬装 106.1×140.7 1点 那珂八幡11（『福岡市の絵馬』）、
板絵破損、木枠に文字「奉納」、

「大正五年正月吉日」、「當村子
供中」、「廣田□□ ⁄（他30余名）」、
図中に文字「御大禮記念 ⁄ 百耕
拜寫」

2018P1303
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

11 絵馬「源義経と弁
慶図」

大正6年1月 不詳 板絵着色 絵馬装 108.3×143.4 1点 那珂八幡12（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「奉」、「大正六年正
月吉日」、「子供中」、図中に文
字「安宅の松 ⁄ 源義経公奥 ⁄ 州
下向北陸 ⁄ 道越後の国 ⁄ 安宅の
関浦 ⁄ 道ヲ尋ける圖」、「百耕」

2018P1304

12 絵馬「楠公父子図」大正11年1月 不詳 板絵着色 絵馬装 109.5×146.3 1点 那珂八幡13（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「大正拾壹年正月吉
祥日」

2018P130５

13 絵馬「素戔嗚尊大
蛇退治図」

不詳 宮本清秀 板絵着色 絵馬装 102.2×132.3 1点 那珂八幡14（『福岡市の絵馬』）、
木枠右・下欠損、木枠に文字「奉
納」、「當村子供中」、図中に文
字「宮本清秀」

2018P1306

14 絵馬「合戦図」 嘉永2年1月 不詳 板絵着色 絵馬装 72.8×102.3 1点 那珂八幡15（『福岡市の絵馬』）、
枠・板絵破損、木枠に文字「當
村子供中」、図中に文字「嘉永
二酉正月吉辰」

2018P1307

15 絵馬「〔勧進帳〕図」不詳 不詳 板絵着色 絵馬装 65.0×97.2 1点 那珂八幡16（『福岡市の絵馬』）、
木枠・板絵破損、図中に文字「奉
御」、「當村 ⁄ 子供中」

2018P1308

16 絵馬「合戦図｣ 不詳 不詳 板絵着色 絵馬装 61.6×94.2 1点 那珂八幡17（『福岡市の絵馬』）、
板絵のみ、図中に文字「奉掛御
寶前」、「子供中」

2018P130９

17 絵馬「源為朝図」 明治35年1月1日 不詳 板絵着色 絵馬装 118.7×146.5 1点 那珂八幡18（『福岡市の絵馬』）、
木枠天地逆、木枠に文字「奉納」、

「明治三十五年元旦」、「當村子
供中」、「（人名多数）」

2018P1310

18 絵馬「新田義貞（稲
村ヶ崎）図」

近代ヵ 不詳 板絵着色 絵馬装 95.6×134.5 1点 那珂八幡19（『福岡市の絵馬』）、
天地逆

2018P1311

19 絵馬「三番叟図」 文化11年 不詳 板絵着色 絵馬装 99.5×84.2 1点 那珂八幡20（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「文化十一甲戌歳」、

「願主 天□氏」

2018P1312

20 絵馬「〔明治の式典〕
図」

近代 不詳 板絵着色 絵馬装 77.7×107.3 1点 那珂八幡21（『福岡市の絵馬』）、
左木枠破損

2018P1313

21 絵馬「加藤清正の
虎退治図」

近代ヵ 不詳 板絵着色 絵馬装 61.2×87.0 1点 那珂八幡22（『福岡市の絵馬』）、
板絵破損

2018P1314

22 絵馬「不明」 近代ヵ 不詳 板絵着色 絵馬装 107.4×142.5 1点 那珂八幡23（『福岡市の絵馬』） 2018P131５

23 絵馬「〔新田義貞
の最期〕図」

昭和8年1月1日 清水惣十郎 板絵着色 絵馬装 135.0×195.3 1点 那珂八幡25（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「奉納」、「昭和八
年」、「當區子供中」、「頭 吉住
幸一郎」、図中に文字「癸酉元
旦 ⁄ 清水惣十郎画」

2018P1316

24 絵馬「不明」 昭和29年1月1日 不詳 板絵着色 絵馬装 135.0×195.0 1点 那珂八幡26（『福岡市の絵馬』）、
木枠のみ、木枠に文字「奉納」、

「昭和二十九年元旦」、「那珂子
供中」、「頭 吉住□夫 ⁄ 広政□
信 ⁄ 吉住□實 ⁄ 浦川大八 ⁄ 佐田□
夫 ⁄（他14名）」

2018P1317
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

25 絵馬「忠臣蔵図」 昭和32年1月1日 不詳 板絵着色 絵馬装 81.2×110.7 1点 那珂八幡27（『福岡市の絵馬』）、
木枠のみ、木枠に文字「奉納」、

「昭和三十二年元旦」、「那珂子
供中」、「頭 吉住勝昭 ⁄ 廣田勝
利⁄釜瀬勝則⁄廣政忠義⁄四名⁄（他
10名）」

2018P1318

26 絵馬「桶狭間の戦
い図」

昭和37年1月1日 白水耕雲 板絵着色 絵馬装 81.9×112.0 1点 那珂八幡28（『福岡市の絵馬』）、
表裏面破損あり、木枠に文字「奉
納」、「昭和三十七年元旦」、「那
珂子供中」、「広田康信 ⁄ 種浦勲
⁄ 広田隆 ⁄ 代田昭 ⁄ 鶴田拓志 ⁄ 北
川博幸 ⁄（他12名）」、図中に文
字「今川義元 ⁄ 桶狭間大 ⁄ 合戦
之圖」、「昭和三十六年 ⁄ 耕雲画」

2018P131９

27 絵馬「源義平・平
重盛花の一騎討ち
図」

昭和46年1月1日 白水耕雲 板絵着色 絵馬装 81.1×111.3 1点 那珂八幡29（『福岡市の絵馬』）、
破損あり、木枠に文字「奉納」、

「昭和四十六年一月一日」、「那
珂子供中」、「頭 住吉和博 ⁄ 山
浦幾三□ ⁄（他11名）、図中に文
字「小松内大臣重盛 ⁄ 悪源太義
平紫宸殿戦の図」、「耕雲画」

2018P1320

28 絵馬「明智光秀最
期の図」

昭和48年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 80.9×112.1 1点 那珂八幡31（『福岡市の絵馬』）、
板絵表裏面破損、木枠に文字「奉
納」、「昭和四十八年元旦」、「那
珂子供中」、「広田勝宏 ⁄ 広田康
次 ⁄ 広田好和 ⁄ 広田輝久 ⁄（他7
名）、図中に文字「明智光秀小
栗栖之図」、「吉村巌童画」

2018P1321

29 絵馬「川中島合戦
図」

昭和49年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 82.0×113.8 1点 那珂八幡32（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
四十九年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 吉住高久 ⁄ 光武正利 ⁄（他5
名）、図中に文字「龍虎相摶つ
川中島」、「巌童画」、板絵裏に
墨書「筑前太宰府町 吉村巌製
作」

2018P1322

30 絵馬「明智佐馬之
介湖水渡りの図」

昭和50年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 82.2×114.2 1点 那珂八幡33（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「奉納」、「昭和五十
年元旦」、「那珂子供中」、「吉
住高久 ⁄（他5名）、図中に文字「明
智佐馬之介湖水渡」、「巌童画」

2018P1323

31 絵馬「素戔嗚尊大
蛇退治図」

昭和51年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 82.3×114.2 1点 那珂八幡34（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十一年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 広田真二 ⁄（他7名）、図中
に文字「素戔嗚尊出雲簸川上 ⁄
八頭蛇を退治したもう図」、「巌童
画」

2018P1324
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32 絵馬「源義経八雙
（艘）飛び図」

昭和52年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 84.0×114.6 1点 那珂八幡35（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十二年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 広田国彦 ⁄ 藤木正吾 ⁄（他9
名）、図中に文字「壇ノ浦合戦
義経八雙飛」、「巌童画」

2018P132５

33 絵馬「神武東征図」昭和53年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 84.0×114.6 1点 那珂八幡36（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十三年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 廣田徳史 ⁄ 大部寛治 ⁄（他9
名）、図中に文字「神武天皇東
征之図」、「巌童画」

2018P1326

34 絵馬「鵯越えの逆
落とし図」

昭和54年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 82.5×113.9 1点 那珂八幡37（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十四年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 砥綿秀隆 ⁄ 川﨑達也 ⁄（他8
名）、図中に文字「一ノ谷大合
戦 ⁄ 鷲尾三郎案内して ⁄ 鵯越の裏
手を越る図」、「巌童画」

2018P1327

35 絵馬「富士川の高
名図」

昭和55年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 82.0×113.6 1点 那珂八幡38（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十五年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 広田繁孝 ⁄（他8名）、図中
に文字「富士川の高名」、「巌童
画」、「伊藤日向守」、「木下藤
吉郎」

2018P1328

36 絵馬「牛若丸図」 昭和56年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 82.5×113.8 1点 那珂八幡39（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十六年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 吉村敬洋 ⁄（他9名）、図中
に文字「五條橋義経と弁慶の
図」、「巌童画」

2018P132９

37 絵馬「源頼朝初陣
の図」

昭和57年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 83.8×114.6 1点 那珂八幡40（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十七年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 内野浩隆 ⁄ 梶田哲也 ⁄ 廣田
直元 ⁄（他7名）、図中に文字「源
頼朝初陣之図」、「巌童画」

2018P1330

38 絵馬「富士の巻狩
り図」

昭和58年1月1日 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 83.9×114.6 1点 那珂八幡41（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
五十八年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 岩永篤司 ⁄ 上野耕司 ⁄（他7
名）、図中に文字「仁田四郎忠
常の高名」、「巌童画」

2018P1331

39 絵馬「朝比奈三郎
門破り図」

昭和60年元旦 吉村巌童 板絵着色 絵馬装 83.4×113.8 1点 那珂八幡43（『福岡市の絵馬』）、
板絵破損、木枠に文字「奉納」、

「昭和六十年元旦」、「那珂子供
中」、「頭 広田康一 ⁄ 馬場照明 ⁄

（他11名）、図中に文字「朝比奈
の怪力和田の城門を破る」、「巌
童画」

2018P1332

寄贈資料　6. 那珂八幡宮氏子総代資料
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

40 絵馬「鵯越えの逆
落とし図」

昭和61年1月1日 須谷凰童 板絵着色 絵馬装 87.5×112.9 1点 那珂八幡44（『福岡市の絵馬』）、
破損あり、木枠に文字「奉納」、

「昭和六十一年元旦」、「那珂子
供中」、「頭 久保田健太郎 ⁄（他
10名）、図中に文字「凰童画」、

「一の谷の逆落し」

2018P1333

41 絵馬「源義平・平
重盛花の一騎討ち
図」

昭和62年1月1日 須谷凰童 板絵着色 絵馬装 87.5×113.5 1点 那珂八幡45（『福岡市の絵馬』）、
破損あり、木枠に文字「奉納」、

「昭和六十二年元旦」、「那珂子
供中」、「頭 吉住幸成 ⁄（他11名）、
図中に文字「凰童」、「源義平と
平重盛」

2018P1334

42 絵馬「衣川の一騎
討ち図」

昭和63年1月1日 須谷凰童 板絵着色 絵馬装 87.2×112.9 1点 那珂八幡46（『福岡市の絵馬』）、
木 枠 に 文 字「 奉 納 」、「 昭 和
六十三年元旦」、「那珂子供中」、

「頭 山浦英生 ⁄ 犬塚博幸 ⁄ 足立
樹展 ⁄ 進藤幸夫 ⁄ 上野晋史 ⁄（他
4名）、図中に文字「凰童画」、「衣
川の一騎討ち」

2018P133５

43 絵馬「那須与一図」平成2年1月1日 須谷凰童 板絵着色 絵馬装 88.0×113.2 1点 那珂八幡48（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「奉納」、「平成二年
元旦」、「那珂子供中」、「頭 上
野祥司 ⁄ 山浦将智 ⁄（他5名）、
図中に文字「須谷凰童画」、「あっ
⁄ ぱれ那須与一」

2018P1336

44 絵馬「本多平八郎
図」

平成3年1月1日 須谷凰童 板絵着色 絵馬装 87.7×113.3 1点 那珂八幡49（『福岡市の絵馬』）、
木枠に文字「奉納」、「平成三年
元旦」、「那珂子供中」、「頭 後
藤圭司 ⁄（他5名）、図中に文字「花
の若武者 ⁄ 本多平八郎」、「凰童
画」

2018P1337

45 板 不詳 不詳 木 26.0×199.0 1点 破損あり 2018P1338

46 板 不詳 不詳 木 31.0×133.6 1点 木枠付 2018P133９

47 板 不詳 不詳 木 8.5×198.0 1点 絵馬の木枠ヵ 2018P1340

48 絵馬「長寿番付」 昭和23年11月吉日 奉納者：那
珂八幡宮氏
子

墨書 絵馬装 121.5×135.7 1点 補修痕あり 2018P1341

49 絵馬「那珂八幡宮
神殿拝殿改修費奉
献者芳名」

昭和38年4月12日 奉納者：那
珂八幡宮氏
子一同

墨書 絵馬装 182.0×204.2 1点 2018P1342

寄贈資料　6. 那珂八幡宮氏子総代資料



― 73 ―

7. 熊江隆資料
〈資料内訳〉

近現代資料…………………………………………… 44件47点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 模型（零式水上偵察機） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長110.0
全幅140.0

1点 2018P1343

2 模型（二式練習用戦闘機）昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長102.0
全幅120.0

1点 2018P1344

3 模型（零式小型水上機） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長82.0
全幅112.0

1点 2018P134５

4 模型（複葉機） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長98.0
全幅110.0

1点 2018P1346

5 模型（特殊攻撃機 青嵐） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長108.0
全幅123.0

1点 2018P1347

6 模型（一等巡洋艦 妙高） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長201.7
全幅20.7

1点 2018P1348

7 模型（航空母艦 飛龍） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長222.5
全幅22.3

1点 2018P134９

8 模型（二等巡洋艦 矢矧） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長172.0
全幅15.3

1点 2018P13５0

9 模型（一等駆逐艦 秋月） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長132.0
幅11.6

1点 2018P13５1

10 模型（一等駆逐艦 浦波） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長115.3
全幅10.3

1点 2018P13５2

11 模型（一等駆逐艦 不知火 ) 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長116.2
全幅10.8

1点 2018P13５3

12 模型（一等潜水艦 伊15） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長106.0
全幅93.0

1点 2018P13５4

13 模型（駆逐艦 睦月） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長約100.0
全幅約10.0

1点 2018P13５５

14 模型（海防艦 第2号型） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長69.5
全幅86.0

1点 2018P13５6

15 模型（一等駆逐艦 島風） 昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長130.0
全幅10.5

1点 2018P13５7

16 模型（一等潜水艦 伊176）昭和戦後期 熊江巌 / 製作 木 ･ 金属 全長103.0
全幅7.0

1点 2018P13５8

17 分銅 昭和時代 大正天びん製作所
/ 製

金属 12.2×6.3×5.2 1式 箱入
100g/ 50g/ 
20g/ 10g（2点）
/ 5g/ 2g（2点）
/ 1g/ 500mg/ 
200mg/ 20mg

2018P13５９
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

18 8mm フィルム（日曜日の生
活・月見町の水害）

昭和38年7月 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 13.4×13.4 1点 ケース有 40m 2018P1360

19 8mm フィルム（ニシキゴム第
四期工事中の工場作業及
航士状況）

昭和38年8月2日 /
完了

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 13.4×13.4 1点 ケース有 40m 2018P1361

20 8mm フィルム（志賀島漁村
風景）

昭和38年10月13日
/ 撮影

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 13.4×13.4 1点 ケース有 40m 2018P1362

21 8mm フィルム（会社慰安会）昭和38年5月17日
～19日

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 13.4×13.4 1点 ケース有 40m 2018P1363

22 8mm フィルム（本社旅行）（昭和38年） 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 13.4×13.4 1点 ケース有 45m 2018P1364

23 8mm フィルム（益田工場従
業員と太宰府へ）

（昭和時代）11月17
日

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 13.4×13.4 1点 ケース有 40m 2018P136５

24 8mm フィルム（お父さんの
世界旅行 Vol.1）

昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 15.5×15.5 1点 ケース有 90m 2018P1366

25 8mm フィルム（お父さんの
世界旅行 Vol.2）

昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 15.5×15.5 1点 ケース有 90m 2018P1367

26 8mm フィルム（鏡山1） 昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱付 2018P1368

27 8mm フィルム（鏡山2） 昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱付 2018P136９

28 8mm フィルム（飛行機） 昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 4点 紙箱（富士フイ
ルム）付

2018P1370
～1373

29 8mm フィルム（軍艦） 昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付

2018P1374

30 8mm フィルム（運動会
No1）

昭和39年 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（サクラフィ
ルム）付
未編集

2018P137５

31 8mm フィルム（運動会
No2）

昭和39年 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（サクラフィ
ルム）付
未編集

2018P1376

32 8mm フィルム（香椎花園に
て）

昭和39年3月22日 /
撮影

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付

2018P1377

33 8mm フィルム（出初の写真）昭和39年1月5日 /
撮影

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付

2018P1378

34 8mm フィルム（会社 カメラ
試用写）

昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（ネオパン）
付

2018P137９

35 8mm フィルム（春日養鶏場
及甘木新町分場建築中）

昭和38年10月27日/
撮影

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付

2018P1380

36 8mm フィルム（筥崎宮玉取
祭）

昭和39年1月3日 /
撮影

熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付

2018P1381

37 8mm フィルム（慰安会1） 昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付

2018P1382

38 8mm フィルム（慰安会1） 昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付 未編集

2018P1383
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寄贈資料　7. 熊江隆資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

39 8mm フィルム（慰安会2） 昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（富士フイ
ルム）付 未編集

2018P1384

40 8mm フィルム（本社の1日 1）昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（サクラフィ
ルム）付

2018P138５

41 8mm フィルム（会社の1日 2）昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 紙箱（サクラフィ
ルム）付

2018P1386

42 8mm フィルム（キジマ高原）昭和時代 熊江巌 / 撮影 8mm フィルム 径7.3 1点 箱欠 2018P1387

43 交換用レンズ “E-Lucky” 昭和時代 藤本写真工業 / 製 金属 ガラス 径4.0 長3.0 1点 Fujimoto F3.5 2018P1388

44 交換用レンズ
“E-HEXANON 50mmf3.5”

昭和時代 小西六商店 / 製 金属 ガラス 径4.0 長3.2 1点 2018P138９
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8. 河野良春資料（追加分）
〈資料内訳〉

1. 歴史資料 …………………………………………… 10件20点

2. 美術資料 …………………………………………… 33件38件
…………………………………………………〈総計〉43件58点

1. 歴史資料

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 伊予河野氏系図 江戸時代写 河野氏 継紙 墨書
巻子装

縦17.8 横362.4 1巻 木箱、布、箱裏書「松
行善兵衛」、天智期・
真守から鎌倉期・通
有、継剥がれ

2018P13９0

2-1 経帖入箱 文化3年 谷水河野氏 木製 墨書 縦30.5 横13.0 1箱 2-2～4の3冊一箱入り 
箱墨書・「谷水河野氏」

「證書入箱」「鶴田松
行」

2018P13９1

2-2 仏説無量寿経 巻上
巻下

明清代 曹魏天竺三蔵康僧
鎧訳

木版 帖装 縦27.6 横7.6 2冊 2018P13９2
～13９3

2-3 仏説観無量寿経 明清代 宋元嘉中畺良耶舎
訳

木版 帖装 縦27.6 横7.6 1冊 2018P13９4

2-4 仏説阿弥陀経 明清代 姚泰三蔵法師鳩摩
羅什詔訳

木版 帖装 縦27.6 横7.6 1冊 2018P13９５

3-1 六字尊号（名号） 室町時代ヵ 蓮如上人 墨書 掛幅装 縦37.8 横15.4 1幅 3-1～5一括紙箱入り 2018P13９6

3-2 賜號釈順香 明治36年10月13日 不詳 一紙 墨書 縦10.4 横32.0 1枚 10月13日往生、「俗
名茂八事七十一才」

2018P13９7

3-3 領収書（六字尊号修
復）

昭和35年11月16日 参拝部法持受納所
（印）より河野鉄
男あて

紙（はがき）
カーボン

縦13.0 横9.1 1枚 2018P13９8

3-4 六字名號の由来 昭和30年1月10日 河野鉄男 継紙墨書、ボー
ルペン

縦18.4 横58.0 1枚 2018P13９９

3-5 六字名号（お守り） 不詳 不詳 布 墨書 紙秩 縦8.1 横4.8 1点 2018P1400

4 六字名号の由来 昭和36年1月10日 河野鉄男 紙本墨書 巻子
装

縦24.6 横91.3 1巻 箱入り 箱書「名号
由来、56、2、16」

2018P1401

5 書「南無阿弥陀仏」 江戸時代後期 伝仙厓（印） 紙本墨書 掛幅
装

縦90.6 横25.8 1幅 箱入り 箱書「阿弥
陀名号 仙厓」

2018P1402

6 明朝印官范道生計準
提観音

近代 崇福寺 木版 帖装 縦32.2 横18.8 1枚 箱入り 箱書「35、
11、3 求松 於崇福
寺」

2018P1403

7 刀銘「水心子正秀（花
押）」

江戸時代後期 水心子正秀 鉄 胴、木製漆
塗 糸

長さ2尺3寸7分
反り6分

1口 目釘1穴、拵付（紺
糸巻柄、三つ巴紋目
貫、鯉口、丸鍔、黒
漆虫食地塗鞘）、刀
袋（現代）付、登録
証熊本県第9529号

2018P1404
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― 77 ―

寄贈資料　8. 河野良春資料（追加分）

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

11 梨壺五哥仙（赤染衛
門）

江戸時代後期 国夏舎豊国画芝明
神前若狭屋

木版 色刷 縦37.8 縦25.9 1枚 2018P1410

12 見立源氏花の宴 江戸時代後期 不詳 木版 色刷 縦37.4 縦25.7 1枚 破損 2018P1411

13 江戸紫姿競 第七 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦37.4 縦25.4 1枚 虫損あり 2018P1412

14 仲の町夜さくら雲井道
中の図

江戸時代後期 国貞画 木版 色刷 縦36.0 縦25.4 1枚 2018P1413

15 花盛美人揃 江戸時代後期 一鶯斉国周画 木版 色刷 縦36.4 縦25.6 1枚 2018P1414

16 三浦屋白玉 江戸時代後期 豊国画 佐野喜 木版 色刷 縦36.4 縦25.2 1枚 2018P141５

17 江戸町二丁目さくらき
屋黛

江戸時代後期 不詳 木版 色刷 縦37.4 縦25.4 1枚 破損 2018P1416

18 浮世絵（男伊達） 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦36.8 縦24.8 1枚 ∧清 2018P1417

19 浮世絵（おいらん文
付け）

江戸時代後期 国輝舎国彦画 木版 色刷 縦36.2 縦25.6 1枚 ト山口 2018P1418

20 江戸名所百人美女長
命寺

江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦37.2 縦24.8 1枚 2018P141９

21 当世好姿誂亀清楼小
でん

江戸時代後期 香蝶楼国貞画 木版 色刷 縦37.3 縦25.2 1枚 2018P1420

22 青柳楼梅吉たうせい
このミすかたつらへ

江戸時代後期 香蝶楼国貞画 木版 色刷 縦36.5 縦25.0 1枚 2018P1421

23 豊歳五節句遊 江戸時代後期 香蝶楼国貞画 木版 色刷 縦38.0 縦25.8 1枚 佐野喜 2018P1422

24 流行揃目出多喜鶴
（目黒の瀧）

江戸時代後期 香蝶楼国貞画 木版 色刷 縦37.4 縦25.6 1枚 2018P1423

2. 美術資料

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

8 鎗穂 銘「延寿（表）
嘉永（裏）」

江戸時代後期（嘉永）延寿派 鉄 穂長15.1 1口 反りなし、目釘1穴 平
三角、柳葉穂 白鞘
装、なかご切れ（銘
断裁）、登録証大分
県14132号

2018P140５

9-1 常石殿墓標拓本「一
空帰窟道魄信士霊位

（正面）」

昭和35年9月18日
拓本

河野良春 継紙 墨拓本 縦112.8 横24.3 1点 箱入り　箱書「大字
松行四百八番地之河
野家先祖之内常石殿
墓標拓本」

2018P1406

9-2 常石殿墓標拓本「俗
名常石殿高麗而打死
也」

昭和35年9月18日
拓本

河野良春 継紙 墨拓本 縦112.5 横24.3 1箱 2018P1407

9-3 記（拓本由来） 昭和59年7月26日 河野良春 一紙 墨書 縦26.2 横99.5 1枚 付領収書（小川宇仙
堂）

2018P1408

10 木製模擬鎖鎌 昭和時代 河野氏 木 鉄 麻組縄
革

柄長38.8
木製鎌穂30.0

1本 2018P140９
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

25 淀屋内久に代あい女
しづ子

江戸時代後期 春潮画 木版 色刷 縦37.4 縦25.8 1枚 2018P1424

26 忠臣蔵絵兄弟三段目 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦36.7 縦25.6 1枚 馬弐森治 2018P142５

27 忠臣蔵絵兄弟八段目 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦37.0 縦25.5 1枚 馬弐森治 2018P1426

28-1 浮世絵（夜桜美人） 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦35.6 縦23.4 1枚 2018P1427

28-2 浮世絵（夜桜美人） 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦35.2 縦23.4 1枚 2018P1428

29 名筆浮世絵（丸甚、
傘を差す女）

江戸時代後期 五渡亭国貞画 木版 色刷 縦38.4 縦26.3 1枚 2018P142９

30-1 香をとめる梅見こそで 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦37.2 縦25.2 1枚 2018P1430

30-2 香をとめる梅見こそで 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦37.2 縦25.2 1枚 2018P1431

30-3 香をとめる梅見こそで 江戸時代後期 豊国画 木版 色刷 縦36.7 縦25.3 1枚 2018P1432

31-1 見たて五行火 かがり
火

江戸時代後期 一勇斉国芳 木版 色刷 縦38.0 縦25.7 1枚 佐野喜 2018P1433

31-2 見たて五行火 かがり
火

江戸時代後期 一勇斉国芳 木版 色刷 縦38.0 縦25.8 1枚 佐野喜 2018P1434

31-3 見たて五行火 かがり
火

江戸時代後期 一勇斉国芳 木版 色刷 縦38.1 縦25.6 1枚 佐野喜 2018P143５

32 大判丹絵大矢の図 近代 鳥居清信筆 色刷 縦53.6 横27.8 1枚（台紙奥）「大和筆品、
画司鳥居清信 板木
屋根元画書七兵衛」

2018P1436

33 蚊帳に文読む美人 近代 喜多川哥麿筆 色刷 縦36.6 横29.8 1枚（台紙付）「哥麿筆」 2018P1437

34 雲母摺玉屋若梅 近代 喜多川哥麿筆 色刷 縦37.6 横25.4 1枚「江戸町壱丁目玉屋
内若梅 むめのいろ
か」（台紙付）「国粋
浮世絵傑作集第十八
輯（其一）和文英文
解説」

2018P1438

35 東絵昼夜競 大久保
彦左衛門

明治19年1月9日
（お届）

揚洲周延筆 画工橋
本直義 出版人小
林鉄次郎

色刷 縦36.8 横25.6 1枚 2018P143９

36 貼絵複製「英国はね
橋風景」

昭和時代 山下清 印刷 色刷 縦24.4 縦33.0 1枚 ロンドンのタワーブリッ
ジ

2018P1440

37 貼絵複製「伊国ベネ
チアゴンドラ」

昭和時代 山下清 印刷 色刷 縦39.6 縦30.4 1枚 ベニスのゴンドラ風景 2018P1441

38 浮世絵複製（二人美
人と戯れる猫）

昭和時代 湖龍斉画 印刷 色刷 縦29.0 縦21.8 1枚 2018P1442

39 浮世絵複製（若衆と
少女 夕涼み）

昭和時代 哥麿筆 印刷 色刷 縦29.2 縦21.8 1枚「蝙蝠も花火を急ぐ
すみかかな」

2018P1443

40 浮世絵複製（松葉屋
内歌始）

昭和時代 清長筆 印刷 色刷 縦29.2 縦21.8 1枚 2018P1444

41 浮世絵複製（烏鳶争
食雀窠独立池辺風雲
夕 若林堂）

昭和時代 哥麿筆 印刷 色刷 縦38.0 縦17.4 1枚 雪の椿雀図 2018P144５

寄贈資料　8. 河野良春資料（追加分）
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

42 浮世絵複製（深川楼）昭和時代 春重画 印刷 色刷 縦29.8 縦21.8 1枚「夕風にひくてにな
びく女郎花初あき比
のすがたなるらん」

2018P1446

43 浮世絵複製（若侍と
女中道中、帯を結ぶ
図）

昭和時代 可暇画 印刷 色刷 縦29.0 縦21.8 1枚 2018P1447

寄贈資料　8. 河野良春資料（追加分）



― 80 ―

9. 中村泰憲資料
〈資料内訳〉

歴史資料……………………………………………… 43件43点

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 山笠番付 天明元～文久3年 人形師・小堀氏ヵ 墨書 竪帳 25.0×19.2 1冊 2018P1448

2 感謝状（当大黒流山笠建
設年平均問題に就きて）

昭和6年6月26日 大黒流町総代中より
藤尾榮吉あて

墨書 一紙 25.0×34.0 1通 上部破損 2018P144９

3 主婦之友新年号附録
（十二種）入秩

昭和9年正月 主婦之友社発行 印刷 帙 38.8×25.6 1点 破損 2018P14５0

4 明治天皇御尊像（主婦之
友新年号附録（1））

昭和9年正月 和田英作画、主婦
之友社発行

印刷 一紙 76.0×48.4 1枚 2018P14５1

5 皇室の御繁栄（主婦之友
新年号附録（2））

昭和9年正月 主婦之友社発行 印刷 一紙 38.0×48.3 1枚 2018P14５2

6 宮城御写真（主婦之友新
年号附録（5））

昭和9年正月 主婦之友社発行 印刷 一紙 35.1×77.1 1枚 2018P14５3

7 高野山寳壽院蔵国宝地蔵
菩薩（主婦之友新年号附
録（7））

昭和9年正月 主婦之友社発行 印刷 一紙 76.9×34.9 1枚 2018P14５4

8 明治天皇御製（東郷元帥
謹書）（主婦之友新年号
附録（8））

昭和9年正月 明治天皇作、東郷
平八郎書、主婦之
友社発行

印刷 一紙 107.8×37.6 1枚 2018P14５５

9 乃木大将書自作の詩（主
婦之友新年号附録（9））

昭和9年正月 乃木希典書、主婦
之友社発行

印刷 一紙 106.8×36.2 1枚 2018P14５6

10 愛犬（主婦之友新年号附
録（11））

昭和9年正月 伊東深水画、主婦
之友社発行

印刷 一紙 37.8×48.2 1枚 2018P14５7

11 菅原道真自詠五言絶句拓
本

近代 菅原道真書、採拓
者不明

拓本 一紙 95.6×30.2 1点 2018P14５8

12 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第壱集

大正13年6月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P14５９

13 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第弐集

大正13年7月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1460

14 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第四集

大正13年9月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1461

15 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第六集

大正13年11月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1462

16 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』 第七集

大正13年12月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1463

17 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第八集

大正14年1月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1464

18 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第九集

大正14年2月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P146５

寄贈資料　9. 中村泰憲資料
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寄贈資料　9. 中村泰憲資料

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第十集

大正14年3月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1466

20 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第十一集

大正14年4月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1467

21 『川崎巨泉筆 起上小法師
画集』第十二集

大正14年5月発行 木戸達磨堂（木戸
忠太郎）蔵版

印刷 一紙・袋入 37.6×25.5 1組 2018P1468

22 箱「起上小法師画集」 大正時代 木戸達磨堂ヵ 木製 箱 40.4×31.2 1点 23～43の収納
箱ヵ､ 中に台紙
7枚入り

2018P146９

23 達磨図（夫婦達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 23～43は一括
保存用綴2穴が
上部にあり

2018P1470

24 達磨図（君達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1471

25 達磨図（棕櫚杖持達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 家内安全福 2018P1472

26 達磨図（達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1473

27 達磨図（親子達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1474

28 達磨図（家族達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 尖頭2体、日の
丸1体、ハチマ
キ1体 笹模様1
体

2018P147５

29 達磨図（大黒頭巾達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1476

30 達磨図（名古屋達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1477

31 達磨図（博多女達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1478

32 達磨図（鹿児島達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P147９

33 達磨図（博多達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1480

34 達磨図（高知達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1481

35 達磨図（松山姫達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1482

36 達磨図（静岡達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1483

37 達磨図（宇土達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1484

38 達磨図（仙台達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P148５

39 達磨図（久留米絣達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1486

40 達磨図（江戸耳付達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1487

41 達磨図（金沢めん屋達磨）近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P1488

42 達磨図（鳥取おとん女郎・
八嶋禿狸）

近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P148９

43 達磨図（甲府白達磨） 近代 不詳 台紙に彩色 一紙 38.6×29.2 1枚 2018P14９0
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10. 田坂浩資料
〈資料内訳〉

1. 生活の用具 ………………………………………… 19件24点

2. 交通・交易の用具 ………………………………… 14件36点

3. 社会生活の用具 ……………………………………… 2件2点

4. 信仰・年中行事の用具 ……………………………… 1件1点

5. 民俗知識関連の用具 ………………………………… 1件1点

6. 歴史資料 ……………………………………………… 1件1点
…………………………………………………〈総計〉38件65点

1. 生活の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1-1 柄鏡 江戸時代中期～後期 藤原光長 銅 長27.5 幅17.8 1点 松竹鶴亀図 1-1～3は木
箱（長31.5 幅20.6）に一
括､ 箱破損あり

2018P14９1

1-2 柄鏡 江戸時代中期～後期 藤原光長 銅 長26.3 幅17.3 1点 梅鉢軍配図 1-1～3は木
箱（長31.5 幅20.6）に一
括、箱破損あり

2018P14９2

1-3 柄鏡 江戸時代 天下一藤原 銅 長20.9 幅11.5 1点 松南天図 1-1～3は木箱
（長31.5 幅20.6）に一括、
箱破損あり

2018P14９3

2 盃 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

磁器 径5.5 高3.0 1点 内側に「奉安殿竣工 /
記念 / 田隈村」、底部に

「国光」、側面に「博多 ⁄
有田や / 製」、大東亜圏
の地図

2018P14９4

3 徳利 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

磁器 径15.3 高26.0 1点 側面に「□鶴 / 松鷹」「野
芥 / 松善□□」

2018P14９５

4 徳利 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

磁器 径12.0 高20.0 1点 花図 2018P14９6

5 徳利 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

磁器 径9.0 高25.5 1点 花図 2018P14９7

6 徳利 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

陶器 径12.0 高27.5 1点「□□」「己百五十一□
□」

2018P14９8

7 煙草入れ 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

キセル入れ：乾漆
葉入れ：革

キセル入れ：
長21.0 幅2.8
葉入れ：
長8.0 幅14.0

1点 2018P14９９

8 キセル入れ 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

骨 長20.0 幅3.5 1点 虎と武将（加藤清正ヵ）
図

2018P1５00

9 煙草葉入れ 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

乾漆 長15.5 幅3.7 1点 花図 2018P1５01

10 金盥 昭和時代 使用地：福岡
市早良区野芥

亜鉛メッキ鋼板ヵ 径36.0 高35.3 1点 底に刻印「□クセイ」
「33C/M」

2018P1５02

11 バケツ 昭和時代 Nabe（渡辺金
属工業）

亜鉛メッキ鋼板 径30.0 高14.5 1点 側面にラベル
「OBAKETSU」

2018P1５03
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

12 筆机 近代ヵ 不詳 木 長33.7 幅52.2
高27.0

1点 2018P1５04

13 火鉢 明治43年ヵ 不詳 銅 木 径24.4 高24.6 1点 側面に刻印「田隈学校
建築記念」

2018P1５0５

14 手提げ提灯 明治5年8月 田阪藤五郎 木 紙ほか 提灯：径22.0
木箱：長11.8
幅31.8 高25.6

2点 箱に墨書「∧若」「明治
五年壬申八月吉祥日」

「田阪藤五郎 司之」提
灯に家紋（丸に三つ菱）、

「若藤」、破損大

2018P1５06
～1５07

15 手提げ提灯 明治5年8月 田阪藤五郎 木 紙ほか 提灯：径22.0
木箱：長11.8
幅31.8 高25.6

3点 箱に墨書「∧若」「明治
五年壬申八月吉祥日」

「田阪藤五郎 司之」提
灯に「若藤」「の」、破損
大

2018P1５08
～1５10

16 ランプ 昭和時代 MEIKOSHA ガラス 径22.0 高20.0 1点 6A250V 2018P1５11

17 鬼瓦（阿） 不詳 使用地：福岡
市早良区野芥

土・瓦 長48.0 幅82.0
奥25.5

1点 2018P1５12

18 鬼瓦（吽） 不詳 使用地：福岡
市早良区野芥

土・瓦 長47.0 幅81.0
奥26.5

1点 2018P1５13

19 木箱 江戸時代～明治時代 早良郡荒江村
逢坂 飴屋安衛
門

木 縦24.0 横32.7
高19.0

1点 側面に墨書「∧□」「飴
屋」、底面に墨書「早良
郡荒江村逢坂 ⁄ 飴屋 ⁄ 安
衛門」

2018P1５14

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

20 財布 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

木綿・刺し子 長42.5 幅16.0 1点 麻の葉図 2018P1５1５

21 財布 近代 使用地：福岡
市早良区野芥

木綿 長43.0 幅16.8 1点 縞柄 2018P1５16

22 財布 昭和時代 使用地：福岡
市早良区野芥

革 長7.0 幅14.3 1点 草花図 2018P1５17

23 寛永通宝 寛永13年以降 銅ほか 径2.7ほか 21点 2点に十一波図､2点に｢文｣
あり

2018P1５18
～1５38

24 文久永宝 文久3～慶応3年 銅 径2.7 1点 十一波図 2018P1５3９

25 一銭硬貨 明治7年、明治9年 造幣局 銅 径2.7 2点 龍図 2018P1５40
～1５41

26 二銭硬貨 明治15年 造幣局 銅 径3.1 1点 龍図 2018P1５42

27 十銭硬貨 明治27年 造幣局 白銅 径1.7 1点 龍図 2018P1５43

28 二十銭硬貨 明治41年 造幣局 銀 径2.0 1点 旭日図 2018P1５44

29 五銭硬貨 大正9年 造幣局 白銅 径1.9 1点 2018P1５4５

2. 交通 ･交易の用具
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番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

34 袱紗 近代 福岡市早良区
野芥

絹 和紙 金糸ほ
か・刺繍

縦50.0 横44.0 1枚 猩々図、押し絵、破損あ
り、製作途中

2018P1５５1

35 撥 昭和15年 福岡市早良区
野芥

木 長45.5 幅11.0 1点 棒に墨書「皇紀二千六百
年」

2018P1５５2

3. 社会生活の用具

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

36 巾着 近代～昭和時代ヵ 福岡市早良区
野芥

絹 縦15.0 横12.5 1点 西本願寺紋 2018P1５５3

4. 信仰・年中行事の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

30 一銭硬貨 昭和11年、昭和12年 造幣局 銅 径2.2 2点 2018P1５46
～1５47

31 秤 天保8年 不詳 木 鉄ほか 長17.8 1点 分銅付､ 木箱（長20.3
幅4.5 高1.8）付

2018P1５48

32 秤 大正6年2月 購入者：田坂
藤十郎

金属 長22.2 1点 二百匁用､ 分銅欠損､
木箱（長26.0 幅9.3 高2.5）
付、木箱底面に墨書「代
償壱円参拾銭 / 早良郡
田隈村字野芥 / 大正六
年二月田坂藤十郎」

2018P1５4９

33 木札 （明治時代） 田坂藤十郎 木 縦14.0 横9.0 1点 2枚1組を紐綴じ、墨書
「大日本筑前国 / 早良郡
田隈村 / 野芥 / 若竹屋」

「七百五拾五番地 / 田坂
藤十郎」

2018P1５５0

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

37 木札 近代 不詳 木 縦8.1 横4.9 1点 上部に穴あり、墨書「第
七貳號」、焼印「修猷館」

2018P1５５4

5. 民俗知識関連の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

38 桶側二枚胴 江戸時代後期 不詳 鉄 革 布・漆塗 胴高39.0 1領 佩立1、脛当1組、面頬1、
籠手1組、草摺破損、旗
挿筒1

2018P1５５５

6. 歴史資料
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11. 小山田榮資料
〈資料内訳〉

歴史資料……………………………………………… 29件68点

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 朱漆塗三日月前立六枚
貼瓜形兜
紺糸威茶漆叩塗二枚胴
具足 小具足付

江戸時代後期 不詳 鉄、革、布 漆塗 鉢高22.0
鉢長径23.5
鉢短径19.0
胴高41.0

1領 兜しころ紺糸威、胴
襟破損、籠手1組 
脛当1組 佩立1組 
面貌1領 麻袋（竹
輪に並び鷹羽紋、
蔦紋）、旗挿筒1、
櫃2箱覆布付

2018P1５５6

2 管槍柄 江戸時代後期 不詳 木製、漆塗 鉄 全長358.0
管径9.5
鞘15.5
鞘径3.0

1筋 黒漆叩塗鞘、黒漆
塗管（金泥梵字）、
石突は蟹鋏型、けら
首金具付

2018P1５５7

3 手槍柄 江戸時代後期 不詳 木製、漆塗 鉄 全長211.0
鞘長26.5
鞘径5.5

1筋 直穂用の金泥塗杵
型鞘、けら首金具付 
1穴目釘穴

2018P1５５8

4 竹輪に並び鷹の羽紋入陣
笠

江戸時代後期 不詳 木製、布、革
黒漆、朱漆塗、
金泥

長径39.6
高さ7.5

1頭 裏墨書「小山田」 2018P1５５９

5-1 竹輪に並び鷹の羽紋入陣
羽織

江戸時代後期 小山田氏 麻布、染め、金
糸縫い取り

丈100.0
裄62.5
全幅123.5

1領 5-1、2一括 2018P1５60

5-2 竹輪に並び鷹の羽紋入胸
当

江戸時代後期 小山田氏 麻布、染め、金
糸縫い取り

縦52.5
横29.5

1領 2018P1５61

6 陽流砲術目録 文政6年 癸未6
月吉日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

一紙折紙 墨書 縦34.0
横47.8

1通 2018P1５62

7-1 陽流砲術目録 文政6年 癸未6
月1日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装　

縦16.0
横179.0

1巻 ひも茶色 2018P1５63

7-2 陽流砲術小目録 文政6年 癸未6
月1日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装　

縦16.0
横177.6

1巻 ひも茶色 2018P1５64

7-3 陽流砲術教歌 文政6年 癸未6
月1日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装　

縦16.0
横176.4

1巻 ひも茶色 26首 2018P1５6５

8-1 陽流大筒角前直行副状 天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装　

縦16.0
横366.5

1巻 ひも緑色 2018P1５66

8-2 陽流大手銃副状 天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装　

縦16.0
横216.0

1巻 ひも緑色 2018P1５67
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

8-3 陽流託許状 天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装　

縦16.0
横179.0

1巻 ひも緑色 2018P1５68

8-4 陽流抱筒尺寸法 天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装

縦16.0 
横489.2

1巻 ひも緑色 抱大筒精
密図あり、継はがれ

2018P1５6９

9-1 薬方書 天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

帖装 縦9.8
横8.5

1帖 表紙 2018P1５70

9-2 薬方書 天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

帖装 縦9.7
横8.4

1帖 表紙欠 2018P1５71

9-3 玉目寸法書（玉差渡寸
法書）

天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

帖装 縦9.8
横8.5

1帖 表紙欠 2018P1５72

9-4 不及言書 天保12年5月吉
日

林角左衛門真内（花
押）（印）より小山
田毛作あて

帖装 縦9.7
横8.4

1帖 表紙 2018P1５73

9-5 帖断簡 不詳 不詳 不詳 縦9.7
横8.3

1帖 白紙 2018P1５74

10-1 陽流砲術経教哥 弘化3年丙午6
月吉日

林角左衛門真内（花
押）（印）より鶴岡
九兵衛あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装

縦16.0
横138.8

1巻 ひも緑色 26首 2018P1５7５

10-2 陽流炮術小目録 弘化3年丙午6
月吉日

林角左衛門真内（花
押）（印）より鶴岡
九兵衛あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装

縦16.0
横182.2

1巻 ひも緑色 2018P1５76

10-3 陽流砲術目録 弘化3年丙午6
月吉日

林角左衛門真内（花
押）（印）より鶴岡
九兵衛あて

継紙 墨書 鉄芯
巻子装

縦16.0
横365.8

1巻 ひも緑色 2018P1５77

11-1 御判物箱 明治時代 小山田氏 木製 墨書 縦24.6
横10.0
高さ6.5

1点 蓋表「御判物」、
11-2～5が入る、
裏書あり（明治4年）

2018P1５78

11-2 書付（士族に差加え4人
扶持を与える）

明治辛未正月
（4年）

福岡藩庁（印）より
小山田猪三郎あて

継紙 墨書 縦19.2
横63.9

1通 継剥がれ 2018P1５7９

11-3 達（御用に付礼装にて藩
庁出頭のこと）

（明治時代）
2月27日

福岡藩庁（印）より
小山田猪三郎あて

継紙 墨書 縦19.2
横63.9

1通 礼服着用、御月番
より達しあり、飯田市
熊より達す

2018P1５80

11-4 明細牒 明治6年5月 （藩庁）より小山田藤
原太郎あて

罫紙 墨書 縦27.4
横37.6

1通「黒田長知代ヨリ士
族 大音重丘家付
属、斉清代旧主家
被召出、明治3年2
月18日家督」「25年
と5か月」とあり

2018P1５81

11-5 旧福岡藩士族諸君二告 明治42年7月 明治42年7月福岡呉
服町旧福岡藩家禄処
分訴訟事務所 発起
人惣代 野村祐雄

印刷 紙 縦21.2
横42.2

1通 2018P1５82
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

12 望遠鏡 近代 不詳 銅、ガラス 最大長77.5
たたみ状23.2
レンズ径6.0

1本 筒入子式 2018P1５83

13 三体千字文 近代 嶋隺（自暑） 印刷 書冊 縦25.6
横16.4

1冊（表紙裏印）「田中
清蔵」「梁員外散騎
侍郎周与詞次韻」

2018P1５84

14 手本帖 近代 不詳 墨拓 紙 帖装
木製表紙

縦31.4
横10.6

1帖 墨書「徴明用」
160字白抜き

2018P1５8５

15 五玉そろばん 近代 不詳 木製 縦10.3
横32.6
高さ2.8

1点 2018P1５86

16 明治天皇陛下御宸筆（謹
写品）

近代 弘徳会普及部 絹 墨書、紙、印
刷

縦36.2
横56.3

1巻 専用入筒・「非売品」
注意書が台紙貼り付

2018P1５87

17 幕末・明治・大正 回顧
八十年史

昭和11年7月か
ら13年4月

東京・東洋文化協会 印刷 色刷 書冊
綴じ式

縦25.5
横38.2

24冊 第1綴（1～8号）、
第2綴（9～16号）、
第3綴（17～24号）
各綴表紙付

2018P1５88
～1611

18 回顧 乃木将軍 昭和11年8月5
日発行

菊香舎出版部 印刷 白黒写真
一部カラー印刷
書冊

縦38.2
横25.9

1冊 2018P1612

19 写真風土記 西鞍手編 昭和7年10月25
日発行

鞍手郡第三区歴史部
会 鞍手郡考古学会 
編 直方ダイヤー写
真所

印刷 白黒写真
革表紙

縦27.0
横18.4

1冊 非売品 2018P1613

20 福岡市郷土写真帖 昭和12年12月
25日発行

福岡市教育会（教育
庁和田兼三郎）

印刷、白黒写真、
一部カラー写真
綴帖装

縦23.2
横36.8

1帖 一部表紙布製 2018P1614

21 海軍美術 昭和17年5月15
日発行

海軍省後援 大日本
海洋美術協会編纂

（惣代石井柏亭）

印刷 色刷 帖装 縦30.2
横42.2

1帖 秩入り 表紙裏書
「昭和十八年三月
十五日寄贈私立大
之浦青年学校殿」

「下関市字唐戸第弐
貝島炭砿株式会社」

2018P161５

22 虔修 大日本詔勅通解 
全

昭和11年1月4
日

森清人著 明光社刊 印刷 縦19.0
横14.0

1冊 2018P1616

23 日本書紀新講 上巻 飯田季治著 明文社
刊

印刷 縦21.6
横16.0

1冊 カバー破損 2018P1617

24 天台実相論の研究 昭和22年5月20
日発行

石津照雲著 弘文堂
刊

印刷 縦21.0
横15.0

1冊（印）「田中清蔵」 2018P1618

25 型染友僲旭光瑞雲之図
（複製）

近代 大観（印）
貝島炭砿株式会社

絹 友禅型染
掛幅装

縦41.2
横51.0

1幅 木箱入り、紙蓋「創
立五十年記念」表
具汚れ破損、蓋包
紙「経表具春芳堂」

2018P161９

26 国民悲願の歌 昭和23年12月1
日

高野山管主百八洲
（印）よりマッカーサー
元帥あて

一紙 墨書 縦27.8
横87.6

1通「スプリンガー司令
官、ライマン教育
課長に託」「贈貝島
会社」とあり

2018P1620
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

27 鍍金折鶴置物 近代 高島屋（印） 鍍金製、木製 翼長11.6
胴3.6

1組 木箱入り、鶴2羽揃
い、黒漆塗り台盆（径
31,8）付 盆袋

2018P1621

28 マッチラベル貼付台紙帖 昭和時代 小山田氏 厚紙、帖装 紙
色刷

縦24.0
縦33.8

1帖 福岡市博多、天神
周辺飲食店等マッチ
ラベル164枚貼り付け

2018P1622

29 福岡大空襲 昭和50年（第3
刷）

西日本新聞社 印刷 白黒写真 縦21.6
横15.5

1冊 表紙裏「愛宕3丁目
岡本」

2018P1623

寄贈資料　11. 小山田榮資料
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12. 小森孝子資料
〈資料内訳〉

近現代資料…………………………………………… 27件27点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 福岡市産業便覧 （昭和9年） 第8回九州連合畜産
共進会福岡市協賛
会

色刷 38.5×52.0 1部 台紙貼付 裏面
に「福岡市交通
案内図」

2018P1624

2 福岡市と其の近郊 （昭和9年） 第8回九州連合畜産
共進会福岡協賛会

色刷 パンフレット 17.6×36.0 1部「福岡市内略図」2018P162５

3 福岡市みやげ品案内 （昭和9年） 第8回九州連合畜産
共進会福岡市協賛
会

色刷 パンフレット 13.3×47.0 1部 台紙貼付 2018P1626

4 満洲鉄道概見図 昭和6年1月調 不明 色刷 79.2×54.2 1枚 凡例貼付 破れ
有

2018P1627

5 最新鉄道図 昭和15年7月10日 /
初版 昭和16年3月
20日 / 発行改訂版

株式会社旅行案内
社 / 発行

色刷 パンフレット 19.2×160.0 1部 2018P1628

6 絵葉書（昭和三年十一
月御即位式記念）大嘗
宮の御儀

昭和3年 / 発行 KOBUNDO
NAKAMURA

印刷 絵葉書 9.2×28.3 1枚 2018P162９

7 絵葉書（昭和三年十一
月御即位式記念）万歳
楽

昭和3年 / 発行 KOBUNDO
NAKAMURA

印刷 絵葉書 9.0×14.0 1枚 2018P1630

8 絵葉書（昭和三年十一
月御即位式記念）伊勢
神宮御親謁

昭和3年 / 発行 KOBUNDO
NAKAMURA

印刷 絵葉書 9.0×14.0 1枚 2018P1631

9 絵葉書（第8回九州連合
畜産共進会）西公園・
東公園・大濠公園

（昭和9年 / 発行） 第8回九州連合畜産
共進会福岡市協賛
会 / 発行

印刷 絵葉書 8.8×13.9 1枚 2018P1632

10 絵葉書（第8回九州連合
畜産共進会）筥崎八幡
宮・香椎宮・太宰府神社・
住吉宮

（昭和9年 / 発行） 第8回九州連合畜産
共進会福岡市協賛
会 / 発行

印刷 絵葉書 8.8×13.9 1枚 2018P1633

11 官幣大社香椎宮絵葉書 昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 封筒 14.7×9.2 1枚 12～20は11に一
括

2018P1634

12 絵葉書（官幣大社香椎宮）
拝殿と本殿

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P163５

13 絵葉書（官幣大社香椎宮）
南大門

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P1636

14 絵葉書（官幣大社香椎宮）
古宮

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P1637

寄贈資料　12. 小森孝子資料
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寄贈資料　12. 小森孝子資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

15 絵葉書（官幣大社香椎宮）
楼門

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P1638

16 絵葉書（官幣大社香椎宮）
神苑（大正十一年春皇
后陛下御参拝謹写）

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P163９

17 絵葉書（官幣大社香椎宮）
神木綾杉

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P1640

18 絵葉書（官幣大社香椎宮）
参道

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P1641

19 絵葉書（官幣大社香椎宮）
仲哀天皇本営御旧跡

昭和時代初期 社務所 / 発行 色刷 絵葉書 スタン
プ

8.8×13.9 1枚 参拝記念スタンプ
有 12～20は11に
一括

2018P1642

20 太宰府天満宮絵葉書 昭和時代初期 官幣中社太宰府神
社社務所

印刷 包紙 15.8×26.6 1枚 21～26は20に一
括

2018P1643

21 絵葉書 官幣中社太宰府
神社本殿

昭和時代初期 官幣中社太宰府神
社社務所 / 発行 宮
小路写真館 / 勤写

印刷 絵葉書 8.8×13.7 1枚 21～26は20に一
括

2018P1644

22 絵葉書 官幣中社太宰府
神社楼門

昭和時代初期 官幣中社太宰府神
社社務所 / 発行 宮
小路写真館 / 勤写

印刷 絵葉書 8.8×13.7 1枚 21～26は20に一
括

2018P164５

23 絵葉書 官幣中社太宰府
神社神橋

昭和時代初期 官幣中社太宰府神
社社務所 / 発行 宮
小路写真館 / 勤写

印刷 絵葉書 8.8×13.7 1枚 21～26は20に一
括

2018P1646

24 絵葉書 官幣中社太宰府
神社宝物殿

昭和時代初期 官幣中社太宰府神
社社務所 / 発行 宮
小路写真館 / 勤写

印刷 絵葉書 8.8×13.7 1枚 21～26は20に一
括

2018P1647

25 絵葉書 官幣中社太宰府
神社東神苑及文書館

昭和時代初期 官幣中社太宰府神
社社務所 / 発行 宮
小路写真館 / 勤写

印刷 絵葉書 8.8×13.7 1枚 21～26は20に一
括

2018P1648

26 絵葉書 菅公謫居ノ御跡
榎寺

昭和時代初期 官幣中社太宰府神
社社務所 / 発行 宮
小路写真館 / 勤写

印刷 絵葉書 8.8×13.7 1枚 21～26は20に一
括

2018P164９

27 絵葉書（官幣大社筥崎宮）
拝殿・楼門

昭和時代初期 社務所 / 発行 印刷 絵葉書 9.0×14.0 1枚 2018P16５0
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13. 小川峯登資料（追加分）
〈資料内訳〉

写真…………………………………………………… 24件24点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 写真（田植え） （昭和10年代） 紅林写真館（福岡市老司）/
撮影

白黒写真 11.3×15.8 1枚 2018P16５1

2 写真（学生） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 11.3×15.8 1枚 2018P16５2

3 写真（部隊・集合） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.5 1枚 冬期 2018P16５3

4 写真（砂丘訓練） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.7×15.2 1枚 2018P16５4

5 写真（部隊整列） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.7×15.2 1枚 2018P16５５

6 写真（海兵隊・集合） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.8×15.0 1枚 鎌倉大仏 2018P16５6

7 写真（海兵隊の大仏観覧）（昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.6×15.3 1枚 鎌倉大仏 2018P16５7

8 写真（小銃訓練） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.2 1枚 2018P16５8

9 写真（上陸訓練） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.3 1枚 2018P16５９

10 写真（小銃訓練・匍匐） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.1 1枚 2018P1660

11 写真（迎撃訓練） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.8×15.3 1枚 迷彩 2018P1661

12 写真（上陸訓練・発煙筒）（昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.4×15.1 1枚 2018P1662

13 写真（突撃訓練） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.6×15.3 1枚 2018P1663

14 写真（山間部） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.1 1枚 家屋と田圃 2018P1664

15 写真（渡河訓練） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.1×14.2 1枚 破れ 2018P166５

16 写真（港湾夕景） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.3×14.5 1枚 2018P1666

17 写真（就寝確認） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 9.7×13.9 1枚 2018P1667

18 写真（行進訓練） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 9.7×13.7 1枚 2018P1668

19 写真（行進訓練・担銃） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 9.8×13.8 1枚 2018P166９

20 写真（捧銃整列） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 9.7×13.9 1枚 2018P1670

21 写真（閲兵） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 7.6×10.0 1枚 2018P1671

22 写真（閲兵式） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 7.6×10.0 1枚 2018P1672

23 写真（訓練風景） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 7.4×9.9 1枚 2018P1673

24 写真（兵士2名） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.0 1枚 2018P1674

寄贈資料　13. 小川峯登資料（追加分）
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寄贈資料　14. 藤井靖司資料（追加分）

14. 藤井靖司資料（追加分）
〈資料内訳〉

1. 歴史資料 …………………………………………… 10件18点

2. 民俗資料 ……………………………………………… 8件8点
…………………………………………………〈総計〉18件26点

1. 歴史資料

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 華道家元 華の美 生
華栞の巻

明治37年3月（発行） 華堂家元池坊
四十二世小野専正

印刷 書籍 和
綴

縦20.8 横14.2 1冊 2018P167５

2 いくたりう歌琴集
下

明治時代 作成不詳 印刷 和綴 縦19.6 横13.5 1冊「藤井さのい」 2018P1676

3 明治天皇御製（和歌
色紙）

大正14年 福岡日々新聞 印刷 色刷 色
紙

縦26.8 横25.1 9枚 新聞付録、（12枚
の内2、3、4、5、6、
7、8、9、12）1枚
破損

2018P1677
～168５

4 雨中藻を刈る船の図 昭和3年1月1日 森一鳳筆、大阪時
事新報付録

印刷 色刷 色
紙

縦25.8 横24.6 1枚 第8320号 2018P1686

5 灯火管制用電球 昭和時代（戦前期） マツグ ガラス、金属 長12.5 径6.0 1個 2018P1687

6 博多祭時記 昭和～平成時代 博多松ばやし稚児
当番流

印刷 書冊 縦25.6 横18.2 1冊 2018P1688

7 秋山真魚絵葉書集 平成時代 小樽金毘羅大本院 印刷 縦10.0 横14.8 1組 5枚袋入り 2018P168９

8 十王図について 平成時代 浄土宗海元寺 B4判 コピー 縦18.4 横26.0 1冊 説明書 2018P16９0

9 下敷き（JOYFUL 
Train うみとぶかぶ
とむし）

平成時代 JR 九州 厚紙 ビニール
コーティング

縦25.7 横18.2 1枚 2018P16９1

10 西門橋改修説明資料（平成時代）9月11日 福岡市 コピー B4判、
手彩色

縦29.6 横41.8 1綴 全体図、橋面修景
図（プラン A、B）、
橋梁断面図など5枚

2018P16９2

2. 民俗資料

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

11 道順表 昭和53年5月3、4日 博多松ばやし保存
会

印刷 一紙 縦16.0 横53.0 1枚 2018P16９3

12 道順表 平成2年5月3、4日 博多松ばやし保存
会

印刷 一紙 縦16.0 横61.5 1枚 2018P16９4

13 道順表 平成29年年5月3、4日 博多松ばやし保存
会

印刷 一紙 縦16.4 横78.6 1枚 2018P16９５

14 博多の祭りガイドシ
リーズ　十日恵比須
詣り

平成28年 島ノ江英孝、（株）
明広、十日恵比須
神社監修

カラー印刷 書
冊

縦24.0 横14.8 1冊 2018P16９6

15 豆半纏 平成時代 櫛田神社ヵ 木綿 染抜 縦16.5 横23.5 1枚 えびす流 2018P16９7
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

16 松ばやし預り笹 平成29年ヵ 博多まつばやし保存
会

プラスチック 紙 長67.7 1本 16､ 17は一括 2018P16９8

17 松ばやし用鯉のぼり 平成29年ヵ 博多まつばやし保存
会

紙 印刷 縦38.5 横13.0 1点 16､ 17は一括 2018P16９９

18 一束一本 平成29年 紙 半紙 白扇 最大縦30.5
横19.0

1組 2018P1700

寄贈資料　14. 藤井靖司資料（追加分）



― 94 ―

15. 鎌田憲彦資料
〈資料内訳〉

近現代資料…………………………………………… 17件20点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 小型和文タイプライ
ター

昭和時代 日本タイプライター株
式会社

金属製 幅60.0 奥行56.0
高44.8

1台 2018P1701

2 説明書 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 冊子 18.1×25.5 1冊 2018P1702

3 予備活字 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

金属 0.4×0.4 全長1.5 1式 ケース付 2018P1703

4 活字表 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.5×36.2 1枚（A）細丸ゴシック体
標準盤面活字表（B)
細丸ゴシック体標準
盤面活字表（縦打
用）

2018P1704

5 活字表 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.5×36.2 1枚（C）細丸ゴシック体
宛名盤面活字表（D）
細丸ゴシック体宛名
盤面活字表（縦打
用）

2018P170５

6 活字表 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.5×36.2 1枚（E）細丸ゴシック体
標準盤面活字表（9
ポイント用）（F）細
丸ゴシック体宛名盤
面活字表（9ポイント
用）

2018P1706

7 活字表 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.5×36.2 1枚（G）細丸ゴシック体
貯蔵盤面活字表（H）
細丸ゴシック体貯蔵
盤面活字表（縦打
用）

2018P1707

8 活字表 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.5×36.2 1枚（J）細丸ゴシック体
セット活字（K）細
丸ゴシック体セット活
字

2018P1708

9 活字表 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.5×54.0 1枚（L）細丸ゴシック体
予備人名活字表（M）
シリーズ活字表

2018P170９

10 活字表 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.5×36.2 1枚（O）明朝体体標準
盤面活字表（縦打用）

（Z）明朝体貯蔵盤
面活字表

2018P1710

11 保証書 昭和55年2月23日 迅務株式会社より鎌
田紀彦殿あて

印刷 ゴム印 10.1×21.2 1通 封筒付 2018P1711

12 シート 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

プラスチック製 9.0×11.8 2枚 星形・矢印・楕円・
波形などを切抜

2018P1712
～1713

寄贈資料　15. 鎌田憲彦資料
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寄贈資料　15. 鎌田憲彦資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

13 小型和文タイプライタ
文字索引

昭和51年9月 日本タイプライター株
式会社編集部 / 著作
発行

印刷 冊子 18.0×12.7 1冊 2018P1714

14 補充活字注文票 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 29.7×20.8 3枚 1枚は下部切取り
注文用封筒2通付

2018P171５
～1717

15 補充活字注文票 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

印刷 25.3×18.1 1枚 2018P1718

16 領収証 昭和時代 迅務株式会社より鎌
田様あて

専用紙 印刷
朱印 収入印紙

12.7×17.8 1枚 2018P171９

17 （整備用品） 昭和時代 日本タイプライター株
式会社

金属・プラスチッ
クなど

29.0×10.0 1式 刷毛・ピンセット・レ
ンチ 専用ケース付

2018P1720
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16. 浦田小五郎資料
〈資料内訳〉

1. 生産の用具 …………………………………………… 1件1点

2. 歴史資料 …………………………………………… 16件17点
…………………………………………………〈総計〉17件18点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 船鑑札 明治18年 怡土志麻早良郡役所よ
り浦田喜作あて

木 縦8.8 横5.9 1枚 福岡市立歴史資料館
企画展「海に生きる」
掲載資料

2018P1721

2. 歴史資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 刀 銘「筑前住下坂
義辰」

江戸時代 筑前住下坂義辰 鉄 木 漆 長70糎
反り1.7糎

1口 拵（柄、黒漆塗鞘、
丸鍔）、『玄界島史資
料調査概報』P38

2018P1722

3 木板「奉納 大刀一
振」

明治28年、甲午10
月

浦田喜（平） 木 墨書 縦93.0 横13.4 1枚 奉納する刀の収納箱
表蓋、木釘穴周囲に
あり、一部切断

2018P1723

4 十手 江戸時代後期 作成不詳 鉄 布 縦38.2 横5.3 1口 房付、錆 2018P1724

5 直鎗穂 江戸時代 作成不詳 鉄 木 全長39.4
穂長12.8

1口 鞘付、1穴 錆 2018P172５

6 定（盲僧支配諸免許
条書）

江戸時代後期 作成不詳 継紙 墨書 縦168.0
横36.0

1通 継ぎ剥がれ（2枚）、
『玄界島史資料調査
概報』P39、複写あ
り

2018P1726

7 書付（浦田利平76才
で出精・身退に付、
青銅700文与える褒
状）

江戸時代後期 福岡藩より玄界嶋遠見
足軽浦田利平あて

一紙 墨書 縦15.4 横57.0 1通「月番左近」、『玄界
島史資料調査概報』
P39、複写あり

2018P1727

8 書付（利平90才に付、
老人ご憐憫心付米1
俵与える）

江戸時代後期 福岡藩（月番左近）よ
り志摩郡玄界嶋利平あ
て

継紙 墨書 縦15.6 横73.8 1通『玄界島史資料調査
概報』P39、複写あ
り

2018P1728

9 書付（浦田利平家内
教示奇特・行届に付、
賞詞）

明治4年（辛未）
正月

福岡藩庁より浦田利七
養父利平あて

継紙 墨書 縦16.2 横72.0 1通 裏書「御書付写」、『玄
界島史資料調査概報』
P39、複写あり

2018P172９

10 仏説盲僧元祖縁起 江戸時代 真如院寿賛□徳 継紙 墨書 縦84.4 横35.8 1通 2紙に破損、後ろ破
損『玄界島史資料調
査概報』P39 複写あ
り

2018P1730

11 黒田二十四騎図「黒
崎駅鎮座筑前宗祖黒
田大明神、二十四騎
霊神」

江戸時代後期 （黒崎春日神社） 木版 掛幅装 縦117.5
横60.0

1幅『玄界島史資料調査
概報』P39

2018P1731

1. 生産の用具

寄贈資料　16. 浦田小五郎資料
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寄贈資料　16. 浦田小五郎資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

12 明細牒（記、家系図）明治6年11月 浦田利平 複写 冊子装 縦18.0 横25.8 1冊 記（禄高6石4斗2升
9合・継高代より123
年）、家系（浦田左
衛門、正徳元年より
明治6年まで164年）、

『玄界島史資料調査
概報』P39、原本無
し

2018P1732

13-1 報告 明治11年2月 志摩・怡土郡より志
摩怡土郡士族あて

複写紙 冊子
装

縦18.2 横25.8 1冊 13-1、13-2は一括、『玄
界島史資料調査概報』
P39、原本無し

2018P1733

13-2 報告送達 明治11年2月22日 七小区扱役所より玄界
嶋村浦田和七、 中田
新六、 伊藤弥七あて

複写紙 縦18.1 横25.8 1枚 13-1、13-2は一括 2018P1734

14 告知書（家禄賞典禄
処分法ニ依ル給与
額）

大正5年12月7日 大蔵大臣寺内正毅より
浦田喜作あて

複写 縦18.2 横25.8 1枚『玄界島史資料調査
概報』P39、原本無
し

2018P173５

15 書（堀寿則、斉田義
尚二公墓前に哭す）

近代 照國より浦田喜作あて 一紙 墨書 縦134.0
横35.0

1枚 2018P1736

16 書（七言絶句） 近代 東陽道人（白文、朱
分方印）

一紙 紙本墨
書

縦127.0
横66.5

1枚 2018P1737

17 案内（刀剣登録をさ
れた方へ）

昭和時代 福岡県教育庁管理部
文化課文化係

一紙 印刷 縦18.2 横25.7 1通 2の登録関係か 2018P1738
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17. 平田将成資料
〈資料内訳〉

考古資料（瓦・焼塩壺など） ……………………… 14件14点

番号 名称 時代 発見地 材質など 法量 員数 備考 備品番号

1 焼塩壺 近世（17～18世紀） 福岡城名島門付近 土器 口径5.8 高さ9.2 底径5.5 1点 胴部外面に「御壺塩
師堺湊伊織」の刻印
あり

2018P173９

2 土瓶蓋 近世 福岡城名島門付近 陶器 受径7.8 蓋径10.8
残存高2.6

1点 赤褐色の胎土に径1㎜
以下の白色粒まじる、
縁に一部釉垂れが見
られる

2018P1740

3 軒丸瓦 近世（18世紀） 福岡城名島門付近 瓦 径16.7 高3.2
周縁幅1.9

1点 左回り藤巴紋 2018P1741

4 軒丸瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 残存長12.0 幅6.8 高さ
1.7 周縁幅2.2

1点 三巴紋 2018P1742

5 軒丸瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 残存長8.8 幅6.6 高さ2.4
周縁幅1.9

1点 三巴紋 2018P1743

6 軒平瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 ̶ 1点 唐草文のみ確認できる 2018P1744

7 軒平瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 ̶ 1点 三葉文の左右に唐草
文配置

2018P174５

8 軒平瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 ̶ 1点 蔦文の左右に唐草文
配置

2018P1746

9 軒平瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 ̶ 1点 唐草文のみ確認できる 2018P1747

10 軒平瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 ̶ 1点 梅花文の間に植物文 2018P1748

11 谷瓦ヵ 近世 福岡城名島門付近 瓦 残存長8.8 幅6.0 高さ2.8 1点 2018P174９

12 丸瓦 近世 福岡城名島門付近 瓦 ̶ 1点「今宿又市」の刻印あ
り

2018P17５0

13 壁瓦ヵ 近世 福岡城名島門付近 瓦 残存長10.3 幅8.1 高さ
2.2

1点 植物文のような刻印あ
り（御鷹屋敷に類例あ
り）

2018P17５1

14 火具 近世 福岡城名島門付近 土製品 ̶ 1点 平坦な底部に脚がつ
く、外面下部に植物
文のような刻印あり

2018P17５2

寄贈資料　17. 平田将成資料
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18. 宮本満資料
〈資料内訳〉

1. 写真 …………………………………………………… 1件1点

2. 時計 …………………………………………………… 4件4点

3. 近代文書 ……………………………………………… 3件3点

4. 絵画 …………………………………………………… 1件1点
……………………………………………………〈総計〉9件9点

1. 写真

寄贈資料　18. 宮本満資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 永野円助肖像写真 幕末期～明治時
代初頭

上野彦馬撮影ヵ 湿板写真、彩色 19.9×17.3 1枚 2018P17５3

2. 時計

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 懐中時計 19世紀末～20世
紀初頭

Philadelphia 
Watch Case 
Company、NEW 
HAVEN CLOCK 
Company

竜頭式､ 蝶番式 径5.6 1個 裏蓋内に「PHILADA 
WATCHC.CO」「448965」
と刻印、機械に「The 
New Haven」、「1241482」
と刻印、文字盤に「The 
New Haven」と記名あり

2018P17５4

3 懐中時計 明治時代～大正
時代

ファブル・ブラント商
会販売

ダボ式､ 蝶番式 径5.6 1個 裏蓋内に大角山羊マー
クと「ALUMINIUM」

「ファブル ブラント」と刻
印あり

2018P17５５

4 懐中時計 19～20世紀 スイス製 竜頭式､ 蝶番式 径6.4 1個 文字盤に「CHRONO
METER」「ORISTA」
と記名、 内部に「ORI
STA SWISS MADE」

「BREVET」「122387」
「AVANCE RETARD」
と刻印あり

2018P17５6

5 懐中時計 19～20世紀 Ornith Watch 
Company

竜頭式、蝶番式 径9.0 1個 文字盤に「CHRONO
METER」「ORNITH 
WATCHC.CO」と記名
あり

2018P17５7

3. 近代文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

6 焼失から再築へ入る 博
多東中洲の今昔～昔を
考え古きを懐うて新しい
歩みへ～福岡市の文化
発祥の地

昭和時代 不詳 印刷・書冊 25.7×18.2 1点「大正12年1月27日九州
日報掲載より」とあり、ホ
チキス留めが外れる

2018P17５8

7 幕末の戦時体制 しのぶ
貴重な土器 意外東中
洲から発掘

昭和時代 不詳 印刷・書冊 26.0×18.4 1点「昭和13年12月15日付
大阪朝日新聞・福岡版
掲載」とあり、ホチキス
留めが外れる

2018P17５９
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19. 石田敦子資料
〈資料内訳〉

歴史資料………………………………………………… 8件8点

番号 名称 時代 発見地 品質形状 法量 員数 備考 備品番号

1 短刀 銘 筑州
□□

不詳 鵜首造、庵棟、
目釘穴2（1つ
埋め）

刃長34.8 1口 銘は折り返し銘 2018P1762

2 脇差 銘 天國 不詳 鎬造、 丸棟、
目釘穴2

刃長46.9
反り1.7

1口 慶応3年に石田篤麿が三条実美より
拝領

2018P1763

3 海獣葡萄鏡 不詳 合金 径5.5 厚0.6 1点「古鏡」と墨書された木箱に入る 2018P1764

4 鏡（1） 不詳 合金 径12.7 厚1.0 1点「古鏡」と墨書された木箱に入る 2018P176５

5 鏡（2） 不詳 合金 径7.9 厚0.2 1点「古鏡」と墨書された木箱に入る 2018P1766

6 鏡（3） 不詳 合金 径3.4 厚0.2 1点「古鏡」と墨書された木箱に入る 2018P1767

7 駅鈴 不詳 青銅 高8.9 長7.2
幅5.4

1点「□□ □ 香合」と墨書された木箱
に入る
中に「驛鈴」「年」と書かれた紙片、
官報第三一五〇號 明治二十六年
十二月二十七日 四二七・四二八
頁あり

2018P1768

8 銅剣 不詳 青銅 長28.9 幅3.4
厚0.9

1点 2018P176９

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

8 筑前藩の時計工作 昭和時代 武田信二郎 印刷・書冊 26.2×18.3 1点「昭和4年6月10日、同
11日付 福岡日日新聞
掲載」とあり、ホチキス
留めが外れる

2018P1760

4. 絵画

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

9 富士図 江戸時代 南溟 絹本着色・掛幅装 37.4×54.7 1幅 箱蓋裏に慶応元年に黒
田長溥から拝領した旨の
永野円助の墨書あり

2018P1761

寄贈資料　18. 宮本満資料　19. 石田敦子資料
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20. 齊藤久子資料
〈資料内訳〉

生活の用具 ……………………………………………… 8件8点

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 下駄 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 木ほか 長22.7 幅8.0 高7.0 1足 久子母・フユコ所用ヵ 2018P1770

2 草履 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 絹 革 長22.5 幅8.3 高5.0 1足 久子母・フユコの婚礼に使用し
たものヵ

2018P1771

3 草履 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 革ほか 長23.7 幅7.7 高3.3 1足 久子母・フユコ所用ヵ、グレー・
赤色

2018P1772

4 草履 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 エナメル 革 長23.8 幅7.7 高4.7 1足 久子母・フユコ所用ヵ、オレ
ンジ色

2018P1773

5 草履 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 革ほか 長23.2 幅7.0 高4.3 1足 久子母・フユコ所用ヵ、赤色、
右足底にペン書「ヨロ」

2018P1774

6 草履 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 革 長23.0 幅7.5 高4.6 1足 久子母・フユコ所用ヵ、黒色、
底に刻印「KANERI」

2018P177５

7 草履 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 革 ビーズ 長23.2 幅7.6 高4.7 1足 久子母・フユコ所用ヵ、タグ
あり「相知町山崎 / コバヤシ /
8000円」

2018P1776

8 雪駄 昭和時代 佐賀県唐津市相知町 革 絹ほか 長18.2 幅8.2 高2.5 1足 男児用、七五三用ヵ 2018P1777

寄贈資料　20. 齊藤久子資料　21. 池田シズエ資料

21. 池田シズエ資料
〈資料内訳〉

信仰・年中行事の用具 ………………………………… 7件7点

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 科白貼（毛谷村六助） 昭和32年7月 / 昭
和40年

福岡市西区小呂島 墨書・横帳 13.0×46.8 1冊 小呂島万年願歌舞伎 2018P1778

2 科白貼（肥後の駒下駄・
菅原天神記）

昭和33年旧7月 福岡市西区小呂島 墨書・横帳 13.0×47.8 1冊 小呂島万年願歌舞伎 2018P177９

3 科白貼（近松） 昭和34年 福岡市西区小呂島 墨書・横帳 13.0×47.0 1冊 小呂島万年願歌舞伎 2018P1780

4 科白貼（一ノ谷陣屋） 昭和35年7月吉日 福岡市西区小呂島 墨書・横帳 12.7×46.2 1冊 小呂島万年願歌舞伎 2018P1781

5 科白貼（仙台萩政岡） 昭和36年 福岡市西区小呂島 墨書・横帳 12.5×46.5 1冊 小呂島万年願歌舞伎 2018P1782

6 科白貼（忠臣蔵） 昭和41年 福岡市西区小呂島 墨書・横帳 12.5×46.7 1冊 小呂島万年願歌舞伎 2018P1783

7 科白貼（軍記一ノ谷） 昭和30～45年ヵ 福岡市西区小呂島 墨書・横帳 12.6×46.0 1冊 小呂島万年願歌舞伎 2018P1784
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22. 宮川智行資料
〈資料内訳〉

1. 生活の用具 …………………………………………… 1件1点 
2. 生産の用具 …………………………………………… 1件1点 
3. 交通・交易の用具 …………………………………… 1件1点 
4. 社会生活の用具 ……………………………………… 3件3点 

〈総計〉6件6点

1. 生活の用具

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 テビキノコ 昭和時代～平成時代 福岡市西区玄界島 鉄 木 長74.0 1点 刃に銘「兼蔵■藤
兵衛」、薪など木を
切るための道具

2018P178５

2. 生産の用具

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 箱眼鏡 昭和時代～平成時代 福岡市西区玄界島 木 ガラス 最大長50.5
最大幅46.5
高39.0

1点 2018P1786

3. 交通・交易の用具

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 オイ 昭和時代～平成時代 福岡市西区玄界島 木 長118.0 幅40.5
奥70.2

1点 2018P1787

4. 社会生活の用具

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4 感謝状 明治42年7月22日 福岡県知事寺原長
輝より宮川友吉あて

紙 印刷 墨書
朱印・額装

29.0×35.0 1面 2018P1788

5 感謝状 昭和19年11月19日 陸軍大臣杉山元より
宮川友吉あて

紙 印刷 墨書
朱印・額装

29.0×35.0 1面 2018P178９

6 感謝状 昭和20年3月 海軍大臣米内光政
より宮川友吉あて

紙 印刷 墨書
朱印・額装

29.0×35.0 1面 2018P17９0

寄贈資料　22. 宮川智行資料
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寄贈資料　23. 瓜生松次郎資料

23. 瓜生松次郎資料
〈資料内訳〉

1. 縁起 …………………………………………………… 1件1点

2. 仏像 …………………………………………………… 3件5点

3. その他 ………………………………………………… 1件1点
〈総計〉5件7点

1. 縁起

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 御縁起 明治11年8月18日 民部卿 紙本墨書 巻子装 21.6×198.1 1巻 2018P17９1

2. 仏像

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 仏像心木 奈良時代ヵ 不詳 木造（針葉樹） 総高（1）61.8
（2）58.5
（3）52.2

3躯 各像とも別材製の腕
（後補）が取り付け
られ、表面が炭化す
る

2018P17９2
～17９4

3 十一面観音菩薩立像 江戸時代 不詳 木造 漆箔 像高34.0 1躯 台座・光背・厨子
付き

2018P17９５

4 如来形坐像 江戸時代 不詳 木造 古色 像高19.4 1躯 台座・光背・厨子
付き

2018P17９6

3. その他

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

5 手控帳 明治時代 瓜生松次郎ヵ 紙本墨書 冊子装 24.5×17.2 1冊 2018P17９7
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24. 髙田進資料
〈資料内訳〉

信仰・年中行事の用具 ………………………………… 5件5点

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 上衣 昭和時代ヵ 旧博多麹屋町 木綿・染抜 丈85.0 裄65.0 1着 麹屋町、団子文をあしらった
図柄、知人から譲られたもの

2018P17９8

2 博多祇園山笠水
法被

昭和時代 旧博多麹屋町 木綿・染抜 丈65.0 裄49.0 1着 大黒流麹屋町、 染め抜きで
背に「大黒」 襟に「麹屋」
知人から譲られたもの

2018P17９９

3 博多祇園山笠水
法被

昭和時代 旧博多麹屋町 木綿・染抜 丈65.0 裄52.5 1着 大黒流麹屋町、 染め抜きで
背に「麹」襟に「麹屋」、裾
に団子文、知人から譲られ
たもの

2018P1800

4 博多祇園山笠当
番法被

昭和時代～平成時代 使用者：熊丸 木綿・久留米絣 丈109.0 裄65.0 1着 千代流、 流名「千代」を図
案化したもの、知人の死去
にともない譲り受けたもの、
内側にペン書「特大」「クマ
マル」

2018P1801

5 博多祇園山笠水
法被

昭和時代～平成時代 使用者：熊丸 木綿・染抜 丈68.0 裄66.0 1着 千代流、染め抜きで背に「千
代」 襟に「千代若」、左肩
に「三丁目 / 六区」が縫い
付けてある、知人の死去にと
もない譲り受けたもの

2018P1802

寄贈資料　24. 髙田進資料
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寄贈資料　25. 田畑純子資料

25. 田畑純子資料
〈資料内訳〉

1. 刀剣 …………………………………………………… 4件4点

2. 刀装 …………………………………………………… 1件1点
〈総計〉5件5点

番号 名称 時代 品質・形状 法量 目釘穴 備考 備品番号

1 袋鎗 銘 信國 江戸時代初期 袋鎗、両鎬造、板目肌流れる、小
沸つく、中直刃小乱れ、鎬筋に白
気映りあり

刃長12.2
総長2.3

2対 2018P1803

2 脇差 銘 近江守法城
寺橘正弘

江戸時代前期 鎬造、三棟、柾目肌杢交じり、肌
約まり地沸つく、小乱れ、砂流し
あり

刃長57.2
反り0.5

2 差裏に金象嵌で「寛文六
年八月廿二日、貮ツ胴切
落、山野勘十郎久英（花
押）」の試し銘あり

2018P1804

3 脇差 無銘 江戸時代 平造、三棟、肌約まり地沸つく、
大乱れ皆焼刃

刃長41.0
反り1.2

2 2018P180５

4 脇差 無銘 江戸時代 鎬造、庵棟、板目肌、肌約まり地
沸つく、鎬地肌立つ、中直刃調小
乱れ、喰違刃・小足・金筋・砂流
しあり

刃長53.5
反り1.4

3
（内瓢
箪1）

2018P1806

2. 刀装

番号 名称 時代 品質・形状 法量 目釘穴 備考 備品番号

5 軍刀拵 昭和10年代 鮫皮研出風鞘、柄は黒漆塗鮫皮、
茶糸菱巻（平巻）、目貫は桜花三
連

総長95.3 刀身なし、昭和12年制海
軍士官軍刀

2018P1807

1. 刀剣
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26. 大野賢一郎資料
〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………… 4件5点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 天神地下街天井図 昭和48年～昭和
51年

大野四郎 / 製
図

鉛筆書 ペン書
トレース紙

226.0×147.0 2枚 しみ・破れ有 2018P1808
～180９

2 読売新聞 夕刊 昭和51年9月1日
/ 発行

読売新聞社 印刷 専用紙 54.2×41.6 1部 3～6面のみ「来てみんしゃ
い天神地下街」ほか

2018P1810

3 写真（大野四郎） 昭和時代 撮影者不明 カラー写真 12.6×17.8 1枚 裏面に鉛筆書「大野四郎」
と有

2018P1811

4 写真（広目天像） （ 昭 和56年 / 撮
影）

撮影者不明 カラー写真 12.6×17.8 1枚 裏面に鉛筆書「広目天像
陳列用 昭和五十六年製
作」と有

2018P1812

寄贈資料　26. 大野賢一郎資料　27. 牧千惠子資料

27. 牧千惠子資料
〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………… 4件5点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 アルバム（氷菓） （昭和16年8月1日～
昭和17年6月4日）

安西義忠 葉書 アルバム装 31.0×23.3 1冊 2018P1813

2 スクラップブック （昭和17年～昭和18年） 安西義忠 葉書 アルバム装 30.2×23.4 2部 2018P1814
～181５

3 アルバム 昭和10～30年代 撮影者不明 白黒写真 カラー写真
アルバム装

24.0×17.4 1冊 2018P1816

4 日本国有鉄道路線図 昭和28年5月1日 / 発行 日本国有鉄道 /
編纂 毎日新聞
社 / 発行

色刷 76.6×106.3 1枚 2018P1817



― 107 ―

寄贈資料　28. 川久保惠啓資料　29. 寺田惠美子資料

28. 川久保惠啓資料
〈資料内訳〉

1. 人の一生の用具 ……………………………………… 3件3点 
2. その他 ………………………………………………… 1件1点

〈総計〉4件4点

1. 人の一生の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 妊産婦手帳 昭和22年8月4日公布 発行：佐賀県
使用者：川久保テル子

紙・ペン書 12.3×8.8 1冊 川久保惠啓氏のもの 2018P1818

2 臍の緒 昭和23年1月11日 川久保惠啓 臍の緒 長2.5 紐長7.5 1点 熨斗封筒（14.2×8.6）
付き、封筒に墨書「昭
和二十三年 ⁄ 壱月拾壱
日生 ⁄ 川久保惠啓」

2018P181９

3 草鞋 昭和24年1月1日 製作：松尾サダ
使用者：川久保惠啓

藁 長13.5 幅7.5 1足 初誕生の餅踏みで使
用したもの

2018P1820

2. その他

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4 紙箱 昭和33年3月 川久保テル子 紙 4.7×4.7×4.7 1点 側面に墨書「昭和33
年3月 ⁄ 惠啓四年の ⁄ 春
休木から ⁄ 落ちて額に
ぬ ⁄ かった竹」「佐竹外
科で手術」

2018P1821

29. 寺田惠美子資料
〈資料内訳〉

1. 生活の用具 …………………………………………… 3件3点

2. 生産の用具 …………………………………………… 1件1点
〈総計〉4件4点

1. 生活の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 箱 近代 寺田安太郎 木・朱漆塗 縦28.0 横20.2
高9.7

1点 蓋中央および底中央に
朱書「寺安」

2018P1822

2 酒樽 近代 旧博多中濱口町 泉又酒店 磁器 径21.0 高23.0 1点「正芳」 2018P1823

3 徳利 近代 旧福岡市有田 末永商店 磁器 径13.0 高39.0 1点「松ら菊」 2018P1824

2. 生産の用具

番号 名称 時代 使用者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4 魚籠 昭和時代ヵ 寺田隆広、房雄 竹 径42.3 高27.0 1点 2018P182５
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寄贈資料　30. 細江松治資料　31. 浅井孝資料（追加分）

30. 細江松治資料
〈資料内訳〉

1. 生産の用具 …………………………………………… 3件3点

2. 社会生活の用具 ……………………………………… 1件1点
〈総計〉4件4点

1. 生産の用具

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 ショウケ 昭和時代 使用者：細江イト 竹 最大長45.0
最大幅56.5 高16.5

1点 内側にペン書「細イ」、「ト
オミジョウケ」と呼ぶ

2018P1826

2 チョウノウ 昭和時代 福岡市西区玄界島 木 鉄 長87.8 最大幅20.0 1点 薪割りに使用 2018P1827

3 カナテコ 昭和時代 福岡市西区玄界島 鉄 長88.5 最大幅4.0
最大奥2.3

1点 石垣づくりに使用 2018P1828

2. 社会生活の用具

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4 タイヒレ 昭和時代 福岡市西区玄界島 鯛鰭の剥製 最大長8.8
最大幅14.0

1点 婚礼時などの大きな祝い
事に熨斗として使用

2018P182９

31. 浅井孝資料（追加分）
〈資料内訳〉

近現代資料（書籍） …………………………………… 3件3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 未生御流千とせの馨 全 昭和18年9月20日 /
発行

長谷川菊洲 / 著
精華社 / 発行

印刷 書冊 25.0×17.5 1冊 嵯峨天皇一千百年祭
紀念出版 非売品

2018P1830

2 嵯峨流千とせの馨 全 昭和18年9月20日 /
発行

長谷川菊洲 / 著
精華社 / 発行

印刷 書冊 25.0×17.5 1冊 嵯峨天皇一千百年祭
紀念出版 非売品

2018P1831

3 書簡（『精華』休刊につい
て）

昭和19年1月 精華社 / 作成 印刷 墨書 18.2×50.0 1通 2018P1832
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寄贈資料　32. 林信博資料（追加分）　33. 宮川安隆資料　34. 森幸次資料（追加分）

32. 林信博資料（追加分）
〈資料内訳〉

民俗知識関連の用具 …………………………………… 3件3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 書籍「釣場地図シリーズ
No.1 玄海沿岸 キス釣場」

発行：昭和36年 発行：西日本の釣社 紙 印刷 書冊 12.3×17.0 1冊 2018P1833

2 書籍「釣場地図シリーズ
No.2 壱岐 上」

発行：昭和36年 発行：西日本の釣社 紙 印刷 書冊 12.3×17.0 1冊 2018P1834

3 書籍「誰れにも分かり易
い ハゼの釣り方」

発行：昭和36年10月30日 著：冷川軍次郎
発行：西日本の釣社

紙 印刷 書冊 12.3×17.0 1冊 2018P183５

33. 宮川安隆資料
〈資料内訳〉

生産の用具 ……………………………………………… 3件3点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 イソガネ（ナカガネ） 昭和時代 使用者：久島主税、
宮川安隆

鉄 長31.0 1点 福岡市西区玄界島で使用 2018P1836

2 イソガネ（セバト） 昭和時代 使用者：久島主税、
宮川安隆

鉄 長20.0 1点 福岡市西区玄界島で使用 2018P1837

3 網修理の道具 昭和時代 宮川安隆 竹 長27.5 1点 福岡市西区玄界島で使用 2018P1838

34. 森幸次資料（追加分）
〈資料内訳〉

歴史資料………………………………………………… 2件3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 唐人町券帳付図 宝暦9年5月 年寄上原七郎兵衛 紙本 墨書
めくり

117.0×111.0
（最大）

1鋪 2018P183９

2 春吉図 文化14年6月28日 山部茂八・下村喜三 紙本 墨書
めくり

44.7×32.4、
44.0×32.5

2枚 2018P1840
～1841
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寄贈資料　35. 池田美千代資料　36. 松田武治資料　37. 𠮷原秀一資料（追加分）　38. 荒巻セツ子資料（追加分）

35. 池田美千代資料
〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………… 2件2点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 東芝ミキサー
MX-1460G

昭和30～40年代 東京芝浦電気製作所 /
製造

プラスチック
ガラス 金属

幅19.8 奥行23.0
高41.0

1点 2018P1842

2 東芝スチームアイロン
HIS-62F

昭和30～40年代 東京芝浦電気製作所 /
製造

プラスチック
金属

底面10.4×14.2
高12.6

1点 2018P1843

36. 松田武治資料
〈資料内訳〉

社会生活の用具 ………………………………………… 2件2点

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 タツノオトシゴ 昭和時代～平成時代 福岡市西区玄界島 タツノオトシゴ・剥製 長4.5 1点 贈答の際に熨斗として
使用

2018P1844

2 ハコフグ 昭和時代～平成時代 福岡市西区玄界島 ハコフグ・剥製 長12.0 1点 贈答の際に熨斗として
使用

2018P184５

37. 𠮷原秀一資料（追加分）
〈資料内訳〉

社会生活の用具 ………………………………………… 2件2点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 着尺地 昭和時代 山内諌 絹・博多織 幅37.0 長147.5 1点 2018P1846

2 袖なし半纏 昭和時代 山内諌 絹・博多織 丈80.0 裄28.0 1着 2018P1847

38. 荒巻セツ子資料（追加分）
〈資料内訳〉

生活の用具 ……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 仕事着 昭和時代 不詳 木綿・筒袖 丈94.5 裄62.8 1着 2018P1848
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寄贈資料　39. 安東康一資料　40. 大山一之資料　41. 緒方利博資料　42. 小田睦彦資料

39. 安東康一資料
〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 日の丸旗 （昭和20年） 陸軍少将手塚省三ほか 墨書　絹製 73.5×91.5 1流 2018P184９

40. 大山一之資料
〈資料内訳〉

版本……………………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 新撰大日本永代節用無盡蔵 天保2（1831）
年原刻、嘉永2

（1849）年再刻

河辺桑楊、堀源入斎ほ
か編

木版・書冊 25.4×18.9 1冊 2018P18５0

41. 緒方利博資料
〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 パンフレット
（テレビはナショナル）

昭和30年代 松下電器産業株式会社 色刷 小冊子 21.7×10.3 1部 表紙付 2018P18５1

42. 小田睦彦資料
〈資料内訳〉

その他（写真） ………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 写真「小呂島万年願歌舞
伎」

昭和30～40年代 福岡市西区小呂島 白黒写真 11.2×7.6 1枚 裏にペン書「しばい気
□」

2018P18５2
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寄贈資料　43. 樺島利貞資料　44. 木山和子資料　45. 島田澄夫資料　46. 髙橋郁資料

43. 樺島利貞資料
〈資料内訳〉

仏像……………………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 菩薩頭 元～明時代 中国 石造 彩色 総高（台座含）42.5
像高（髻頂～首）34.2

1躯 2018P18５3

44. 木山和子資料
〈資料内訳〉

生産の用具 ……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 ガゼユリモン 昭和58年1月製作 木山利秋 木 竹 縦22.5 横23.0
高4.5 1点 2018P18５4

45. 島田澄夫資料
〈資料内訳〉

生産の用具 ……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 延縄 昭和34～35年頃 福岡市西区小呂島 木綿 鉄ほか 1把 鯛縄、1反（1把）に針を50ほど取
り付けコシキに入れて使用

2018P18５５

46. 髙橋郁資料
〈資料内訳〉

書画……………………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 月下雪梅図 江戸時代（17世紀） 狩野昌運筆 絹本墨画淡彩 掛幅装 67.6×33.2 1幅 落款「法橋昌運筆」・「狩
野」（朱文方印）

2018P18５6
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寄贈資料　47. 高森雅彦・花資料（追加分）　48. 仲田鞠子資料　49. 中西金一郎資料　50. 松尾宏人資料

47. 高森雅彦・花資料（追加分）
〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 満洲国旗 1932～1945年 製作者不明 人絹製 69.5×84.5 1流 2018P18５7

48. 仲田鞠子資料
〈資料内訳〉

近現代資料（書籍） …………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 グレートフクオカ　福岡会社商
店案内

昭和11年6月30日 / 発行 濱崎義雄 / 編集 印刷 書冊 19.0×27.0 1部 2018P18５8

49. 中西金一郎資料
〈資料内訳〉

生活の用具 ……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 菊唐草文名古屋帯 大正時代 中西金次郎 絹 博多織 幅32.8 長370.0 1本 2018P18５９

50. 松尾宏人資料
〈資料内訳〉

歴史資料………………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 袖がらみ 江戸時代後期 不詳 鉄 木 全長100.5 鉄製部分55.6 1本 柄下部分が切り落とし 2018P1860
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51. 松村直寿資料（追加分）
〈資料内訳〉

書跡……………………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 亀井南冥一行書 文化9～11年（1812-14）頃ヵ 亀井南冥 絹本墨書・額装 109.2×14.7 1面 2018P1861

寄贈資料　51. 松村直寿資料（追加分）　52. 宮崎安尚資料（追加分）

52. 宮崎安尚資料（追加分）
〈資料内訳〉

近現代資料（書籍） …………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 鉄道旅行案内 大正13年10月5日 / 発行 鉄道省 / 編 印刷 書冊 10.8×19.2 1冊 奥付欠 2018P1862
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購入資料　1. 絵画　2. 古文書　3. 地図・絵図

1. 絵画
〈資料内訳〉

近世絵画………………………………………………… 3件5点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 中国故事人物図巻 1793～1822年 三谷永錫映信筆 紙本墨画金砂
子 巻子装

28.7×1088.8 1巻 全14図収録 ⁄ 巻頭に蔵書印
「岸蔵書」（朱文方印）⁄ 一
図目の漢詩賛に関防印「□
□之聞」（朱文長方印）⁄ 巻
末に落款「狩野法眼映信」・

「□□堂」（白文方印）・「法
眼映信」（白文方印）

2018B1

2 山水図 1790～1817年 尾形洞谷美淵筆 絹本墨画淡彩
掛幅装

46.4×67.6 1幅「尾形美淵」（朱文方印） 2018B2

3 劉邦張良樊噲図 江戸時代初期
（17世紀）

狩野昌運筆 絹本着色 掛幅
装

各87.0×35.0 3幅 3幅ともに、落款「狩野法橋
昌運筆」・「鉤深斎」（朱文
方印）⁄ 箱書「中高祖 右か
んしん 左はんかい 狩野法
橋昌運画」⁄ 箱底部に判読
不能墨書あり

2018B3
～５

2. 古文書
〈資料内訳〉

日記……………………………………………………… 3件3点

番号 名称（標題） 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 元治二年乙寅正月ヨリ日記 元治2年 杉山尚行 楮紙 墨書 横帳 12.5×32.0 1冊「慶応と四月七日改之」 2018B6

2 明治三年庚午四月ヨリ日記 明治3年 杉山尚行 楮紙 墨書 横帳 12.5×32.0 1冊 2018B7

3 明治七年甲戌ヨリ日記 明治7年 杉山尚行 楮紙 墨書 横帳 12.5×32.0 1冊 2018B8

3. 地図・絵図
〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………… 1件1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 福岡博多鳥瞰図 明治20年2月 一得斎高清 木版色摺 50.0×72.3 1枚 2018B９
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