
指定 番号 名　　称 員数 時　　代 所　　蔵 展示期間

1 大坂夏の陣図屏風（複製・左隻） 1隻 江戸時代前期（17世紀） 大阪城天守閣 全期

● 2 相良為続書状（相良家文書） 1通 文明16年（1484）3月7日 慶應義塾図書館 Ⅰ期

● 3 菊池能運書状（相良家文書） 1通 文亀3年（1503）11月7日 慶應義塾図書館 Ⅱ期

● 4 阿蘇惟長書状（相良家文書） 1通 永正元年（1504）2月9日 慶應義塾図書館 Ⅲ期

○ 5 相良義滋画像 1幅 江戸時代後期（18世紀後半～19世紀前半） 相良神社（人吉市教育委員会寄託） 全期

● 6 八代日記（相良家文書） 1冊 16世紀 慶應義塾図書館 Ⅲ期

● 7 名和氏老中契状 1通 永正14年（1517）6月25日 慶應義塾図書館 Ⅰ期

● 8 名和氏老中契状 1通 天文4年（1535）3月21日 慶應義塾図書館 Ⅱ期

9 相良長唯・上村頼興連署感状 1通 大永6年（1526）8月4日 個人（人吉市教育委員会寄託） 全期

10 耳川合戦図屏風 1隻 江戸時代前期（17世紀） 相国寺 全期

11 高城陣構図 1枚 江戸時代末～明治時代（19世紀） 日南市教育委員会 全期

12 武将像 1枚 桃山時代（16世紀） 鶴嶺神社（尚古集成館寄託） 全期

13 鉄錆地南蛮胴具足 1領 室町時代～江戸時代初期（16～17世紀初） 都城島津邸 全期

14 大友宗麟画像（複製） 1幅 原品：天正15年(1587) 津久見市（大分県立歴史博物館寄託） 全期

● 15 白檀塗浅葱糸威腹巻 1領 室町時代末期（16世紀） 柞原八幡宮 Ⅱ・Ⅲ期

16 仏狼機砲（複製） 1門 原品：16世紀 津久見市（大分県立歴史博物館寄託） 全期

17 大友義統書状 1通 天正7年（1579）8月25日 個人（玉名市立歴史博物館こころピア寄託） 全期

● 18 旧記雑録 後編 巻13 1冊 江戸時代後期～明治時代（19世紀） 東京大学史料編纂所 Ⅰ・Ⅱ期

● 19 名和顕孝書状（相良家文書） 1通 天正9年（1581）10月4日 慶應義塾図書館 Ⅰ期

● 20 名和顕孝書状（相良家文書） 1通 天正9年（1581）10月9日 慶應義塾図書館 Ⅱ期

21 響野原合戦図 1枚 昭和7年（1932） 熊本県立図書館 全期

○ 22 相良義陽画像 1幅 江戸時代後期（18世紀後半～19世紀前半） 相良神社（人吉市教育委員会寄託） 全期

23 相良頼房（義陽）感状 1通 永禄7年（1564）3月27日 個人（人吉市教育委員会寄託） Ⅲ期

● 24 島津義久感状（相良家文書） 1通 天正9年（1581）12月12日 慶應義塾図書館 Ⅰ期

● 25 上井覚兼日記　9 1冊 天正10年（1582） 東京大学史料編纂所 Ⅱ期・Ⅲ期

● 26 島津忠平（義弘）書状（相良家文書） 1通 天正10年（1582）3月23日 慶應義塾図書館 Ⅱ期

◎ 27 龍造寺隆信画像 1幅 桃山時代（16世紀） 宗龍寺（佐賀県立博物館寄託） 全期

28 龍造寺隆信書状 1通 2月18日 個人（玉名市立歴史博物館こころピア寄託） 全期

29 倭文麻環 巻3 1冊 明治時代（19世紀） 尚古集成館 全期

30 秋月種実書状 1通 天正12年（1584）4月24日 宮崎県総合博物館 全期

31 戸次道雪画像 1幅 寛永元年（1624） 福厳寺 全期

32 立花宗茂画像 1幅 寛永20年（1643） 福厳寺 全期

33 伊予札縫延栗色革包仏丸胴具足 1領 桃山時代（16世紀） 立花家史料館 全期

34 金地三日月図軍扇 1握 桃山～江戸時代初期（16～17世紀） 立花家史料館 全期

35 日月梵字軍配 1握 桃山～江戸時代初期（16～17世紀） 立花家史料館 全期

● 36 豊臣秀吉書状 1通 天正14年（1586）9月10日 立花家史料館（柳川古文書館寄託） 全期

● 37 上井覚兼日記　27 1冊 天正14年（1586） 東京大学史料編纂所 Ⅰ期

38 九州略定図 1枚 安政4年（1857） 個人(鹿児島県歴史資料センター黎明館寄託) 全期

39 大友義統感状 1通 天正15年（1587）1月28日 個人（大分県立先哲史料館寄託） 全期

40 大友義統一字書出 1通 天正15年（1587）9月19日 大分県立先哲史料館 全期

41 岡本頼氏戦場日記 1冊 桃山時代（16世紀） 個人（人吉市教育委員会寄託） 全期

42 豊臣秀吉朱印状（中川家文書） 1通 文禄2年（1593）7月6日 神戸大学文学部日本史研究室 全期

　出品リスト　　★国宝　●国指定重要文化財　　◎県指定　○市指定 Ⅰ期　10/25～11/4　Ⅱ期　11/6～11/17
Ⅲ期　11/19～12/1



43 長篠合戦図屏風 1隻 江戸時代後期（19世紀） 大阪城天守閣 全期

● 44 織田信長黒印状 1通 天正3年（1575）5月15日 永青文庫（熊本大学附属図書館寄託） Ⅰ・Ⅱ期

● 45 織田信長黒印状 1通 天正3年（1575）5月26日 永青文庫（熊本大学附属図書館寄託） Ⅲ期

46 豊臣秀吉木像 1軀 桃山～江戸時代初期（16～17世紀) 大阪城天守閣 全期

47 豊臣秀吉画像 1幅 桃山時代（16世紀） 本妙寺（熊本県立美術館寄託） 全期

○ 48 豊臣秀吉画像 1幅 江戸時代前期（17世紀） 名古屋市秀吉清正記念館 全期

49 緋羅紗地木瓜紋付桐模様陣羽織 1領 桃山時代（16世紀） 大阪城天守閣 全期

○ 50 茶地動植物人物文様刺繍ビロード陣羽織 1領 桃山時代～江戸時代初期（16世紀後半～17世紀初） 名古屋市秀吉清正記念館 全期

51 桐紋蒔絵軍配 1握 桃山時代（16世紀） 大阪城天守閣 全期

52 馬藺後立付兜（模造） 1頭 昭和時代（20世紀） 大阪城天守閣 全期

53 革包伊予札菱綴二枚胴具足 1領 桃山時代（16世紀） 大阪城天守閣 全期

★ 54 羽柴秀吉直書（島津家文書） 1通 天正13年（1585）10月2日 東京大学史料編纂所 Ⅰ期

● 55 上井覚兼日記 25 1冊 天正14年（1586） 東京大学史料編纂所 Ⅱ・Ⅲ期

56 豊臣秀吉朱印状 1通 天正15年（1587）正月1日 大阪城天守閣 全期

57 豊臣秀吉朱印状 1通 天正15年（1587）4月14日 九州国立博物館 全期

● 58 豊臣秀吉朱印状（小早川家文書） 1通 天正15年（1587）4月15日 文化庁（九州国立博物館保管） 全期

● 59 旧記雑録 後編 巻19 1冊 江戸時代後期～明治時代（19世紀） 東京大学史料編纂所 Ⅰ・Ⅱ期

60 浅葱麻地桐紋付帷子 1領 桃山時代（16世紀） 個人 全期

61 浅野長吉（長政）書状 1幅 天正15年（1587）5月晦日 個人 全期

62 帷子由来書上 1幅 安永10年（1781）2月 個人 全期

● 63 小西行長外3名連署禁制 1面 天正15年（1587）4月27日 新田神社（薩摩川内市川内歴史資料館寄託） 全期

64 豊臣秀吉・島津義久和睦の像 1躰 平成14年（2002） 薩摩川内市川内歴史資料館 全期

★ 65 豊臣秀吉判物（島津家文書） 1通 天正15年（1587）5月9日 東京大学史料編纂所 Ⅰ期

★ 66 豊臣秀吉禁制（島津家文書） 1通 天正15年（1587）5月 東京大学史料編纂所 Ⅰ期

● 67 島津義久起請文 1通 天正16年（1588）8月27日 永青文庫（熊本大学附属図書館寄託） Ⅰ・Ⅱ期

68 九州道之記 1巻 天正15年（1587） 永青文庫（熊本大学附属図書館寄託） Ⅱ・Ⅲ期

69 豊臣秀吉書状 1通 天正15年（1587）5月28日 佐賀県立名護屋城博物館 Ⅲ期

● 70 豊臣秀吉定書（相良家文書） 1通 天正15年（1587）4月 慶應義塾図書館 Ⅰ期

● 71 豊臣秀吉朱印状（相良家文書） 1通 天正15年（1587）5月27日 慶應義塾図書館 Ⅱ期

● 72 豊臣秀吉領知朱印状（相良家文書） 1通 天正15年（1587）5月晦日 慶應義塾図書館 Ⅲ期

73 豊臣秀吉朱印状 1通 天正15年（1587）12月10日 佐賀県立名護屋城博物館 全期

74 辺春和仁仕寄陣取図 1枚 明和元年（1764）以前 山口県文書館 Ⅰ・Ⅱ期

75 豊臣秀吉朱印状 1通 天正20年（1592）6月18日 佐賀県立名護屋城博物館 全期

76 加藤重次書状 1通 天正20年（1592）9月10日 大阪城天守閣 全期

77 帷子 1領 桃山時代（16世紀） 大阪城天守閣 全期

78 桐紋鬼瓦 1枚 桃山時代（16世紀末） 八代市教育委員会 全期

79 豊臣秀吉朱印刀狩条目 1幅 天正16年（1588）7月8日 大阪城天守閣 全期

◎ 80 桐紋鬼瓦 1枚 桃山時代～江戸時代初期（16世紀末～17世紀初） 芦北町教育委員会 全期

◎ 81 「天下泰平国土安穏」銘鬼瓦 1枚 桃山時代～江戸時代初期（16世紀末～17世紀初） 芦北町教育委員会 全期


