「第27回新収蔵品展

１、原始・古代の福岡

ふくおかの歴史とくらし」展示資料一覧
資料名

時代

作成・関係地

無頸壺

弥生時代中期（1st Century BC）

福岡市城南区友泉亭

小型丸底壺

古墳時代前期（4th Century）

福岡市西区今宿青木

ミニチュア壺

弥生時代後期（1st Century）

福岡市中央区天神(旧･因幡町)

耳杯風器台

平安時代（9-11th Century）

福岡市中央区天神(旧･因幡町)

甕

奈良時代（8th Century）

福岡市西区今宿青木

壺

弥生時代終末期（3rd Century）

福岡市中央区渡辺通

平瓶

古墳時代末（7th Century）

大分県中津市周辺ヵ

2012P00002 原田富三郎資料

高杯と蓋

古墳時代中期（5th Century）

福岡県築上郡上毛町字大坪山

、P00003
2012P00004 原田富三郎資料

杯と蓋

古墳時代後期（6th Century）

大分県中津市周辺ヵ

高杯

奈良時代（8th Century）

出土地不明

杯蓋

古墳時代後期（6th Century）

大分県中津市野依

杯

飛鳥時代（7th Century）

大分県中津市(旧・如水村字錆矢堂)

杯

古墳後期（6th Century）

福岡県 旧・築上郡

把手付壺（新羅土器）

5世紀（5th Century）

韓国慶州市

壺（百済土器）

6世紀（6th Century）

韓国

長頸壺（新羅土器）

5～6世紀（5-6th Century）

韓国慶州市

2012P00013 原田富三郎資料

高杯と蓋（新羅土器）

6世紀（6th Century）

韓国ヵ

、P00014
2012P00015 原田富三郎資料

高坏と蓋（伽耶土器）

5～6世紀（5-6th Century）

韓国ヵ

壺（新羅土器）

5～6世紀（5-6th Century）

韓国慶州市

2012P00210 原田富三郎資料

軒丸瓦（新羅系）

8～9世紀（8-9th Century）

韓国慶州市

、P00216
2012P00211 原田富三郎資料

軒丸瓦（高句麗系）

5～6世紀（5-6th Century）

韓国ソウル市(漢城）

平瓦

平安時代（10-11th Century）

大分県中津市(旧・三保村）ホヤノ池

平瓦（文字瓦）

平安時代（10-11th Century）

福岡県太宰府市

平瓦

奈良時代（8th Century）

福岡県福岡市博多区竹下

提瓶

古墳時代後期（6th Century）

大分県中津市周辺ヵ

2012P00009 原田富三郎資料

高杯と蓋（新羅土器）

5～6世紀（5-6th Century）

韓国慶州市

、P00010
2012P00006 原田富三郎資料

杯と蓋（新羅土器）

7世紀（7th Century）

韓国慶州市ヵ

石錘

古代～中世（8-15th Century）

福岡県福岡市福岡城東側堀埋立地

蛤刃石斧

弥生時代前期（5th Century BC）

福岡県築上町(琴平山）

蛤刃石斧

弥生時代前期（5th Century BC）

福岡県春日市須玖

扁平片刃石斧

弥生時代前期（5th Century BC）

福岡県上毛町牛頭天王

石包丁

弥生時代中期（1st Century BC）

福岡県上毛町字ｱﾏｷ

磨製石鏃

紀元前10-5世紀（10th Century BC- 韓国慶州市

、P00103
34 2012P00105 原田富三郎資料

石鑿

5th Century BC）
弥生時代前期（5th Century BC）

福岡県上毛町牛頭天王

2012P00107 原田富三郎資料

石匙

縄文時代(5000BC-1000BC)

福岡市博多区雑餉隈、同南区柏原

、P00108
36 2012P00109 原田富三郎資料
37 2012P00111 原田富三郎資料

石槍

縄文時代(10000BC)

大分県中津市野依

勾玉

弥生時代（3rd Century ）

大分県宇佐市四日市（糸口村字猿

管玉

弥生～古墳時代（3rd-4th Century） 福岡県春日市須玖

打製石斧

縄文時代(2000BC)

福岡県福岡市南区柏原

ナイフ形石器

旧石器時代(20000BC)

出土地不明

石鏃ほか

縄文～弥生時代(5000BC-100BC)

福岡県福岡市城南区友泉亭

資料名

時代

作成・関係地

大般若経巻第五五八

建徳3年･応安5年（1372）書写 慶長

玄霊筆

大友宗麟書状

10年（1605）若宮八幡宮施入
(永禄12年･1569)10月5日

宛所:吉弘左近大夫・戸次伯耆守

戸次道雪官途・名字状

(天正13年･1585)2月20日

宛所:木下掃部助

戸次道雪知行充行状

(天正13年･1585)2月25日

宛所:木下民部少輔

大友義統感状

(天正12年･1584)9月28日

宛所:木下掃部助

大友義統感状

(天正14年･1586)2月3日

宛所:木下民部丞

備品番号

資料群名

1 2012P00028 原田富三郎資料
2 2012P00029 原田富三郎資料
3 2012P00030 原田富三郎資料
4 2012P00031 原田富三郎資料
5 2012P00043 原田富三郎資料
6 2012P00088 原田富三郎資料
7 2012P00001 原田富三郎資料
8
9

、P00005
10 2012P00026 原田富三郎資料
11 2012P00047 原田富三郎資料
12 2012P00434 原田富三郎資料
13 2012P00444 原田富三郎資料
14 2012P00008 原田富三郎資料
15 2012P00011 原田富三郎資料
16 2012P00012 原田富三郎資料
17
18

、P00016
19 2012P01457 原田富三郎資料
20
21

、P00217
22 2012P00326 原田富三郎資料
23 2012P00373 原田富三郎資料
24 2012P00404 原田富三郎資料
25 2012P00034 原田富三郎資料
26
27

、P00007
28 2012P00045 原田富三郎資料
29 2012P00095 原田富三郎資料
30 2012P00097 原田富三郎資料
31 2012P00098 原田富三郎資料
32 2012P00099 原田富三郎資料
33

35

2012P00102 原田富三郎資料

38 2012P00112 原田富三郎資料
39 2012P00430 原田富三郎資料
40 2012P00593 原田富三郎資料
2012P00623 原田富三郎資料

41 ～P1448の内
14点

２、中世の福岡

42 備品番号
43

資料群名

2012B00032 平成24年度購入資料

44 2012P03348 木下家文書
45 2012P03349 木下家文書
46 2012P03350 木下家文書
47 2012P03351 木下家文書
48 2012P03352 木下家文書

３、近世の福岡

備品番号

資料群名

49 2012B00006 三毛門文書
50 2012B00007 三毛門文書
51 2012B00008 三毛門文書
52 2012B00009 三毛門文書
53 2012B00010 三毛門文書
54 2012B00011 三毛門文書

55 2012B00012 三毛門文書
56 2012B00001 平成24年度購入資料
57 2012B00002 平成24年度購入資料
58 2012P02985 前田多市資料
59 2012P02850 前田多市資料
60

2012P02852 前田多市資料

61 2012P02866 前田多市資料
62 2012P02867 前田多市資料
63 2012P02869 前田多市資料
64 2012P02904 前田多市資料
65 2012P02906 前田多市資料
66 2012P02908 前田多市資料
67

2012P02910 前田多市資料

68 2012P02946 前田多市資料
69 2012P02986 前田多市資料
70

2012P03280 菊池敦宏資料

71 2012P03288 菊池敦宏資料
72 2012P03289 菊池敦宏資料
73 2012P03294 菊池敦宏資料

資料名

時代

作成・関係地

黒田如水黒印状

(慶長6～8・1601～1603年) 5月29

宛所:三毛門三郎大夫

黒田如水黒印状

(慶長8・1603年) 3月8日

宛所:三毛門三郎大夫

黒田長政書状

（江戸時代初期・1601～）4月23日

宛所:三毛門三郎大夫

黒田長政書状

（江戸時代初期・1601～）2月14日

宛所:三毛門三郎大夫･臼井次郎右衛

黒田長政書状

(元和6年・1620) 壬極月27日

宛所:三毛門三郎大夫

黒田長政朱印状

元和6（1620）年2月17日

宛所:臼井次郎右衛門･三毛門三郎大

黒田如水書状

(慶長8・1603年) 11月18日

宛所:黒田筑前守

黒田長政像

江戸時代中～後期（18～19世紀）

伝石里洞秀

黒田二十四騎図

江戸時代中期（18th Century）

北丘画

黒田二十五騎図

江戸時代後期（18-19th Century）

不詳

知行目録

元禄16（1703）年5月25日

宛所:前田喜右衛門とのへ

貴殿拝知役高証拠之事

宝永元（1772）年10月11日

差出:母里正左衛門（黒印）吉田喜兵

前田家系譜

江戸時代中期（17-18th Century）

衛（黒印）宛所:前田甚右衛門殿
(前田家)

前田家系図

天保15（1844）年9月改之

(前田家)

百人一首

江戸時代後期（18-19th Century）

不詳

覚

江戸時代後期（18-19th Century）

不詳

寛政九年直良遺跡より以後覚

寛政11（1799）年11月より

前田家

屋敷請帳

江戸時代後期（18-19th Century）

土手町・前田七之進

安部立剣道百首之巻

慶応3（1867）年3月16日

差出:槙長左衛門直国（花押） 宛所:

火除け稲荷神棚

江戸時代後期（18-19th Century）

前田源之丞
不詳

刀・銘｢筑前国住左安近作」

明治2（1869）年8月

左安近

断簡

江戸時代中期、安永期以後（18-19th 福岡藩

断簡

Century）
江戸時代中期、元禄期（18th

福岡藩

断簡

文化4（1804）年4月

福岡藩

断簡

文化4（1804）年

福岡藩

安永8（1779）年

不詳

文久3（1863）年6月写し

博多廿家町飴屋嘉平

近代

不詳

原本:明和2（1765）年 文久2

津田元顧･元貫編 山内石麿写

（1862）年写
江戸時代前期（17th Century）

信国吉助

江戸時代前期以後（17-18th

政常

江戸時代（17-19th Century）

不詳

江戸時代（17-19th Century）

国次

江戸時代（18-19th Century）

不詳

江戸時代後期（19th Century）

不詳

文久3年（1863）5月

今村小十郎

弐貫目木砲図形

文久3年（1863）

今村小十郎

大弓之図

文久3年（1863）7月

今村小十郎

竹束之図

文久3年（1863）

今村小十郎

江戸名所霞が関図

江戸時代後期（19th Century）

作成不詳、故法室旧蔵

大鵬丸図

江戸時代後期（19th Century）

作成不詳、福岡藩ヵ

太田清蔵像

江戸時代後期（19th Century）

作成不詳

箱崎浦庄屋提灯

江戸時代（19th Century）

箱崎浦山﨑家で使用

幔幕「太閤花見の図」

天保9（1838）年2月

草場東若者中

石碑・銘「長澤八兵衛顕彰

文政11（1828）年以降

長澤氏ヵ

資料名

時代

作成・関係地

羽裏（肩裏）

明治～大正時代（19-20th Century）

『女子書翰文』下

明治31（1898）年12月14日発行

岡田起作

『創立七十周年記念誌』第一

昭和30（1955）年5月

福岡女学院

『改訂

昭和10（1935）年4月11日発行

山川茂雄

第４編
『福岡市人物大鑑』

昭和11（1936）年12月30日発行

隈部紫明・柴崎直 共著 / 福岡出版協

『鉄道の知識』

昭和27（1952）年10月10日発行

門司鉄道管理局旅客課

『修猷館ラグビー史』

昭和40（1965）年10月1日発行

森田基定

観世流改訂謡本

大正2（1913）年11月22日

観世流改訂本刊行会/発行

福岡日日新聞

昭和9（1934）年5月22日/発行

福岡日日新聞合資会社

74 2012P03156 藤井靖司資料(追加分) 安永八年山笠下絵
75 2012P03374 松澤善裕資料
山笠番附巡之方
76 2012P03157 藤井靖司資料(追加分) 人相覚・上詞
77

2012B00033 平成24年度購入資料

石城志

78 2012P03359 吉野忠記資料(追加分) 脇差銘「筑前住源信国吉助」
79 2012P03360 吉野忠記資料(追加分) 鑓・銘「政常」
80 2012P03353 金丸憲司資料
脇差
81 2012P03354 金丸憲司資料
薙刀「国次」
82 2012P03355 金丸憲司資料
槍柄・鞘
83 2012P03375 白水光利資料(追加分) 「管々物語」
84 2012B00016 今村家文書
口上之覚
85 2012B00021 今村家文書
86 2012B00024 今村家文書
87 2012B00026 今村家文書

88 2012B00003 平成24年度購入資料
89 2012B00004 平成24年度購入資料
90 2012B00005 平成24年度購入絵画
91 2012P03361 山﨑萬里子資料
92 2012P03262 草場町内会資料
93 2012P03096 山本慶子資料

４、近現代の福岡

備品番号
94

資料群名

2012P03370 立石安次郎･伊平資料

(追加分)
95 2012P01471 葛西泰二郎資料
96 2012P01486 葛西泰二郎資料
97

2012P01497 葛西泰二郎資料

98 2012P01493 葛西泰二郎資料
99 2012P01507 葛西泰二郎資料
100 2012P01512 葛西泰二郎資料
101 2012P01516 葛西泰二郎資料
102 2012P01671 葛西泰二郎資料

三

新女子音楽教科書』

書 / 杉山辰之助（発行
著 / 東京電報通信社

編/修猷ラグビーＯＢクラ

103 2012P01679 葛西泰二郎資料
104 2012P01688 葛西泰二郎資料
105 2012P01722 葛西泰二郎資料
106 2012P01725 葛西泰二郎資料
107 2012P01951 葛西泰二郎資料
108 2012P01987 葛西泰二郎資料
109 2012P01999 葛西泰二郎資料
110 2012P02000 葛西泰二郎資料
111 2012P02006 葛西泰二郎資料
112 2012P02019 葛西泰二郎資料
113 2012P02035 葛西泰二郎資料
114 2012P02054 葛西泰二郎資料
115 2012P02056 葛西泰二郎資料
116 2012P02069 葛西泰二郎資料
117 2012P02073 葛西泰二郎資料
118 2012P02084 葛西泰二郎資料
119 2012P02086 葛西泰二郎資料
120

2012P02118 葛西泰二郎資料

121 2012P02130 葛西泰二郎資料
122 2012P02134 葛西泰二郎資料
123 2012P02135 葛西泰二郎資料
124 2012P02136 葛西泰二郎資料
125 2012P02138 葛西泰二郎資料
126 2012P02139 葛西泰二郎資料
127

2012P02143 葛西泰二郎資料

128 2012P02146 葛西泰二郎資料
129 2012P03026 松永繁次資料
130 2012P03027 松永繁次資料
131

2012P03054 松永繁次資料

、3055
132 2012P03038 松永繁次資料
133 2012P03364 今崎忠昭資料
134

昭和10（1935）年10月15日/発行

九州日報社

九州帝国大学新聞

昭和11（1936）年11月6日/発行

九州帝国大学法文会新聞部

東亜勧業博覧会絵葉書

大正15（1927）年/作成

東亜勧業博覧会

東亜勧業博覧会絵葉書

昭和2（1927）年/作成

福岡市主催東亜勧業博覧会

福岡都市計画街路網図

昭和6（1931）年11月/修正

都市計画福岡地方委員会

地図「福岡」

大正元（1912）年12月28日発行

大日本帝国陸地測量部

生大豆粉調理の栞

昭和初期（20th Century）

株式会社東亜興業社営業部/ 発行

お米の割当配給実施について

昭和16（1941）年

福岡県

炭都飯塚市鳥瞰図

昭和8（1933）年5月5日発行

田坂昇 編 / 飯塚市役所

九州大学開学記念大学祭

昭和26（1951）年5月11～13日

九州大学学友会

第四十回卒業記念アルバム

昭和3（1928）年

福岡県中学修猷館

銀杯

昭和41（1966）年

造幣局/製造

写真「安藤一雄」

昭和19（1944）年

撮影者不明

軍服

（昭和戦前期・1938～1945）

大日本帝国

ラグビーボール

昭和46（1971）年2月27日

リコーラグビーフットボール部

レコード「露営の歌」

昭和12（1937）年

コロムビア/製造

レコード「愛国行進曲」

昭和12（1937）年

日本ビクター/製造

レコード「大日本航空株式会

（1938年）

株式会社日本蓄音機商会/製造

社社歌」
第５回内国勧業博覧会メダル

明治36（1903）年

（政府主催）

九州沖縄勧業共進会メダル

大正4（1915）年4月

福岡市

主催

東亜勧業博覧会メダル

昭和2（1927）年

福岡市

主催

通票

昭和27（1952）年

日本国有鉄道/製造

大名校名札

昭和初期（20th Century）

大名校

国民学校名札

昭和10年代（1936～1945）

国民学校

福岡県福岡高等女学校 入学式 昭和18（1943）年4月2日

2012P03247 中富俊朗資料

木村鉱業株式会社より松永藤吉あて

辞令

大正8（1919）年6月25日

木村鉱業株式会社より松永米太郎あ

辞令

昭和19・20（1944・1945）年10月1 基隆炭砿株式会社より松永繁次あて

修了証書

日
昭和9（1934）年10月30日

財団法人国民工業学院

中野正剛一行書

大正～昭和戦前期（1912～1943）

中野正剛

大正時代ヵ（20th Century）

河野アヤメ

押し絵（おきあげ）「忠臣

昭和初期（20th Century）

不詳

押し絵（おきあげ）「八百屋

昭和初期（20th Century）

不詳

お七」
押し絵（おきあげ）「万歳」

昭和初期（20th Century）

不詳

大正13（1924）年4月15日/発行

大阪毎日新聞社

昭和3（1928）年7月

撮影者不詳

昭和13年9月～昭和16年2月払込み

無限責任多々良信用購買利用組合

昭和14年5月1日～昭和18年5月31日

内閣印刷局製造 福岡貯金支局発行

昭和14（1939）年9月30日

板谷生命保険株式会社

昭和17年9月26日～昭和21年3月1日

板谷寅吉
板谷生命保険株式会社

払込み
昭和14（1939）～18（1943）年

株式会社日本勧業銀行/発行

昭和15（1940）年～昭和18

株式会社日本勧業銀行

明治～昭和時代

逓信省

2012P03104 三浦悦子資料(追加分) 養老保険証券
2012P03105 三浦悦子資料(追加分) 保険料領収帳

148
149
150
151
152
153
154

2012P03221 高山慶太郎資料(追加

福岡県福岡高等女学校

大正8（1919）年1月1日

144 2012P03107 三浦悦子資料(追加分) 貯蓄債券
145 2012P03109 三浦悦子資料(追加分) 報国債券
146 2012P03143 三浦悦子資料(追加分) 郵便はがき
147

支給

目録

141 2012P03099 三浦悦子資料(追加分) 郵便貯金通帳

143

『家の光』昭和14年3月号

昭和14（1939）年3月1日発行（第15 産業組合中央会

分)
2012P03222 高山慶太郎資料(追加

『家の光 都市版』昭和16年

巻第3号）
昭和16（1941）年10月1日発行（第

産業組合中央会

分)
2012P03223 高山慶太郎資料(追加

10月号
『家の光 都市版』昭和16年

17巻第10号）
昭和16（1941）年11月1日発行（第

産業組合中央会

分)
2012P03224 高山慶太郎資料(追加

11月号
『家の光』昭和17年3月号

17巻第11号）
昭和17（1942）年3月1日発行（第18 産業組合中央会

『家の光』昭和17年4月号

巻第3号）
昭和17（1942）年4月1日発行（第18 産業組合中央会

『家の光』昭和17年6月号

巻第4号）
昭和17（1942）年6月1日発行（第18 産業組合中央会

『家の光』昭和17年10月号

巻第6号）
昭和17（1942）年10月1日発行（第

産業組合中央会

『家の光』昭和17年12月号

18巻第10号）
昭和17（1942）年12月1日発行（第

産業組合中央会

分)
2012P03225 高山慶太郎資料(追加
分)
2012P03226 高山慶太郎資料(追加
分)
2012P03227 高山慶太郎資料(追加
分)
2012P03228 高山慶太郎資料(追加
分)

発行

昭和15（1940）～20（1945）年/使 松屋

137 2012P03258 中富俊朗資料
138 2012P03069 山本慶子資料
日本交通分県地図
139 2012P03097 三浦悦子資料(追加分) 写真
140 2012P03098 三浦悦子資料(追加分) 戦時貯金通帳
142

発行

関係書類
翼賛袋

2012P03366 安部和子資料(追加分) 袱紗

・3367
135 2012P03242 中富俊朗資料
136

九州日報

18巻第12号）

取締役社長

155
156
157
158
159

2012P03229 高山慶太郎資料(追加

『家の光』昭和18年7月号

昭和18（1943）年7月1日発行（第19 産業組合中央会

『家の光』昭和18年12月号

巻第7号）
昭和18（1943）年12月1日発行（第

『家の光』昭和19年2月号

19巻第12号）
昭和19（1944）年2月1日発行（第20 中央農業会

分)
2012P03232 高山慶太郎資料(追加

『家の光』昭和19年3月号

巻第2号）
昭和19（1944）年3月1日発行（第20 中央農業会ヵ

分)
2012P03233 高山慶太郎資料(追加

『家の光』昭和19年11月号

巻第3号）
昭和19（1944）年11月1日発行（第

家の光協会

耐火金庫

20巻第11号）
大正15（1926）年購入

竹内金庫/製造

8mmフィルム「稲の一生」

昭和35（1960）年

小林守木氏撮影

写真「小林守木氏」

昭和30年代（1955～64）

不詳

分)
2012P03230 高山慶太郎資料(追加
分)
2012P03231 高山慶太郎資料(追加

分)
160 2012P03377 野村周三資料
161 2012P03343 小林守木資料
162 2012P03347 小林守木資料
163

2012P03376 日野時彦資料

164 2012P03312 山口慎吾資料
165 2012P03314 山口慎吾資料
166 2012P03317 山口慎吾資料
167 2012P03319 山口慎吾資料
168 2012P03321 山口慎吾資料
169 2012P03322 山口慎吾資料
170 2012P03378 加藤和雄資料
171

メンデル社

旅行カバン

昭和初期ヵ（20th Century）

不詳

置き時計

昭和初期

不明

花瓶

昭和初期

中国撫順産

算盤

昭和初期

（大阪）

剃刀

昭和初期

Feather社

洋服箪笥

昭和初期（1940's）

昭和初期ヵ（20th Century）

不詳

医療カバン

昭和初期ヵ（20th Century）

不詳

資料名

時代

作成・関係地

元祖博多曲独楽

江戸時代後期（19th Century）

小堀氏略系

明治43（1910）年以降

不詳

公正証書

昭和6（1931）年4月1日

公証人小島庸雄役場

旗「福岡市鋳物組合」

昭和6（1931）年

福岡市鋳物同業組合

看板

昭和時代（20th Century）

筑前琵琶

昭和時代（20th Century）

金澤圓三郎

写真アルバム

昭和47～48(1972～73）年

大岩悦子（撮影）ほか

羽織

昭和時代（20th Century）

山内諫ヵ

長着

昭和時代（20th Century）

山内諫

帯

昭和時代（20th Century）

山内諫ヵ

絹屑織丹前

近代（20th Century）

製作者不詳

資料名

時代

作成・関係地

鯛車

昭和時代（20th Century）

鹿児島県

2012P02204 宮下誠治資料

雉子馬

昭和時代（20th Century）

熊本県人吉市

、2420、
2012P02387 宮下誠治資料

雉子車

昭和時代（20th Century）

福岡県みやま市

～2388
2012P02394 宮下誠治資料

雉子車

昭和時代（20th Century）

福岡県うきは市

木鷽

昭和時代（20th Century）

福岡県太宰府市

木鷽

昭和時代（20th Century）

福岡市 水鏡天満宮

木鷽

昭和時代（20th Century）

福岡県太宰府市・梅園

木鷽

昭和時代（20th Century）

熊本県・登立天満宮

木鷽

昭和時代（20th Century）

東京都・亀戸天神社

2012P02494 宮下誠治資料

木鷽

昭和時代（20th Century）

福岡県大牟田市

～2497
2012P02478 宮下誠治資料

斗牛

昭和時代（20th Century）

沖縄県

木彫りの熊

昭和時代（20th Century）

北海道

はにわ馬

昭和時代（20th Century）

宮崎県宮崎市下京町

資料群名

177 2012P03357 深見和己資料
178 2012P03336 金澤圓三郎資料
179 2012P03338 金澤圓三郎資料
180 2012P03342 金澤圓三郎資料
181 2012P03197 山内謙一資料
182 2012P
山内謙一資料
183 2012P03210 山内謙一資料
184 2012P03368 中西眞由子資料

６、集める楽しみ

備品番号

資料群名

185 2012P02202 宮下誠治資料

～2395
189 2012P02375 宮下誠治資料
190 2012P02376 宮下誠治資料
191 2012P02377 宮下誠治資料
192 2012P02401 宮下誠治資料
193 2012P02476 宮下誠治資料

195

昭和初期

旅行カバン

174 2012B00034 平成24年度購入資料
175 2012P03373 田中公義資料
176 2012P03356 深見和己資料

194

の船訪中団」
旅行カバン

志賀海神社氏子総代会

備品番号

188

日野時彦氏撮影・編集

平成25（2013）年1月12日使用

５、郷土の技

187

8mmフィルム「福岡市青少年 昭和49（1974）年

2012P03379 志賀海神社氏子総代会 写真「胴結」

資料
172 2012P03313 山口慎吾資料
173 2012P03313 山口慎吾資料

186

産業組合中央会

～2479
196 2012P02475 宮下誠治資料
197 2012P2506 宮下誠治資料

鹿児島神宮

太宰府天満宮

駛馬天満宮ヵ

2012P2485

宮下誠治資料

鶉車

昭和時代（20th Century）

宮崎県

法華嶽薬師寺

～2486
199 2012P2474
200 2012P2492

宮下誠治資料

木でこ

昭和時代（20th Century）

大分県

別府市

宮下誠治資料

ニポポ

昭和時代（20th Century）

北海道

網走地方

宮下誠治資料

ふぐ笛

昭和時代（20th Century）

山口県下関市

198

201 2012P2522

202 2012P2521
203 2012P2539

宮下誠治資料

鯨舟

昭和時代（20th Century）

高知県

宮下誠治資料

大山の竹馬

昭和時代（20th Century）

鳥取県

宮下誠治資料

ちゃぐちゃぐ馬っコ

昭和時代（20th Century）

岩手県

宮下誠治資料

金魚ねぷた

昭和時代（20th Century）

青森県弘前市

むつごろう土鈴

昭和時代（20th Century）

佐賀県神埼市

雉子車

昭和時代（20th Century）

大分県玖珠町

2012P02431 宮下誠治資料

三春駒

昭和時代（20th Century）

福島県

～2432
209 2012P02162 宮下誠治資料
210 2012P02171 宮下誠治資料

百足凧

昭和時代（20th Century）

香川県高松市ヵ

浜松凧

昭和時代（20th Century）

静岡県浜松市、大隅 正寛

蛸の凧

昭和時代（20th Century）

新潟県(中部／三条･見附)

ハタ

昭和時代（20th Century）

長崎県

森本ハタ店

わんわん凧

昭和時代（20th Century）

徳島県

鳴門地方

鬼凧

昭和時代（20th Century）

長崎県

壱岐地方

バラモン凧

昭和時代（20th Century）

長崎県福江市

孫次凧

昭和時代（20th Century）

北九州市戸畑

昭和58（1983）年4月発行

企画日本写真機工業会宣伝専門委員

昭和45（1970）年3月発行

会
企画日本写真機工業会宣伝専門委員

昭和60（1985）年11月20日発行

会
企画日本写真機工業会宣伝専門委員

平成元（1989）年4月発行

発行：日本写真用品工業会

204 2012P2538
205 2012P2421

206 2012P2524 宮下誠治資料
207 2012P02384 宮下誠治資料
208

211 2012P02178 宮下誠治資料
212 2012P02184 宮下誠治資料
213 2012P02189 宮下誠治資料
214 2012P02190 宮下誠治資料
215 2012P02191 宮下誠治資料
216 2012P02192 宮下誠治資料
217
218

2012P03161 藤井靖司資料(追加分) 『カメラ総合カタログ』
VOL．77
2012P03180 藤井靖司資料(追加分) 『カメラ総合カタログ』

VOL．37
219 2012P03188 藤井靖司資料(追加分) 『カメラ通信』1985
220
221
222
223
224

2012P03189 藤井靖司資料(追加分) 写真用品＆映像ショーカタロ
2012P02553 水野恵造資料

グ №19-Ⅱ
零式艦上戦闘機

21型

1/72 昭和47（1972）年

長谷川製作所/製造

2012P02554 水野恵造資料

スケール
零式艦上戦闘機

32型

1/72 昭和47（1972）年

長谷川製作所/製造

2012P02556 水野恵造資料

スケール
零式艦上戦闘機

52型

1/72 昭和47（1972）年

長谷川製作所/製造

2012P02568 水野恵造資料

スケール
九七式艦上攻撃機

225 2012P02560 水野恵造資料
226 2012P02557 水野恵造資料
227 2012P02584 水野恵造資料
228
229

236
237
238

ケール
一式戦闘機

1/72スケール

昭和41（1966）年

グンゼ産業/製造

三式戦闘機

1/72スケール

昭和40年代（1965～74）

不詳

2012P02563 水野恵造資料

試作局地戦闘機

震電

タミヤ模型/製造

2012P02571 水野恵造資料

スケール
夜間戦闘機

月光

1/72ス

昭和48（1973）年

グンゼ産業（Revell）/販売

ケール
四式戦闘機

1/72スケール

昭和41（1966）年

グンゼ産業（Revell）/販売

局地戦闘機

雷電

昭和52（1977）年

長谷川製作所/製造

昭和40～50年代（1965～1984）

不詳

昭和43（1968）年

ハセガワ製作所（フロッグ社）/販売

2012P02625 水野恵造資料

Ｆ6Ｆ－５

1/72 昭和40年代（1965～74）

ヘルキャット

1/72スケール
Ｐ－３８L ライトニング
カーチス

P-40

1/72スケー 昭和30～40年代（1955～65）

スーパーマリンスピットファ

2012P02707 水野恵造資料

イア1/72スケール
ホーカーテンペスト

2012P02719 水野恵造資料

ケール
グロスターミーティア

2012P02737 水野恵造資料

スケール
デ・ハビランド モスキート

昭和30～40年代（1955～65）

不詳

1/72スケール
Ｂｆ１０９ 1/72スケール

昭和30～40年代（1955～65）

不詳

Ｍｅ２６２

1/72スケール

昭和30～40年代（1955～65）

不詳

Ｍｅ４１０

1/72スケール

昭和43（1968）年

ハセガワ製作所（フロッグ社）/販売

昭和50（1975）年

長谷川製作所/製造

昭和30～40年代（1955～74）

不詳

1980年代

青島文化教材社

1983年

フジミ模型/製造

2012P02622 水野恵造資料

244 2012P02772 水野恵造資料
2012P02583 水野恵造資料

1/72ス 昭和42（1967）年
1/72 昭和44（1969）年

Ｆｗ１９０
Ｐ－５１D

マスタング

1/72スケール
フォッカーDR１
艦上攻撃機
ケール

天山

昭和30～40年代（1955～65）

不詳

2012P02699 水野恵造資料

242 2012P02763 水野恵造資料

245

不詳

グンゼ産業/製造

239 2012P02755 水野恵造資料
240 2012P02760 水野恵造資料
241 2012P02762 水野恵造資料
243

昭和30～40年代（1955～65）

1/72スケー 昭和47（1972）年

233 2012P02637 水野恵造資料
234 2012P02650 水野恵造資料
235

1/72ス

二式複座戦闘機

230 2012P02564 水野恵造資料
231 2012P02562 水野恵造資料
232

11月

野原権太郎

1/72ス

不詳
グンゼ産業（Revell）/販売
グンゼ産業（AIRFIX）/販売

７、西鉄ライオンズ

備品番号

資料群名

246 2012P02998 河野昭修資料
247 2012P03002 河野昭修資料
248 2012P02988 河野昭修資料
249

2012P03003 河野昭修資料

250 2012P02996 河野昭修資料
251 2012P03325 高倉照幸資料
252 2012P03328 高倉照幸資料
253 2012P03329 高倉照幸資料
254 2012P03333 高倉照幸資料
255 2012P03334 高倉照幸資料

資料名

時代

作成・関係地

トロフィー

昭和32（1957）年

日本野球連盟

ブロンズ像

昭和33（1958）年

西鉄ライオンズ球団

バット

昭和29（1954）年8月15日

河野昭修/使用

1958年度日本シリーズ優勝記 昭和33（1958）年

日本野球機構

念ペナント
日本シリーズ選手章

昭和31（1956）～33（1958）年

技寶堂

西鉄ライオンズユニフォーム

1960年代

久保田運動具店

写真「高倉照幸」

昭和30（1955）年

野球界編集部

写真「日本シリーズ」

1950年代

不詳

西鉄ライオンズ集合写真

1950年代

不詳

写真「さよなら平和台球場」

平成9（1997）年11月24日

不詳
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