
指定 № 名称 員数 作者など 時代 所蔵 備考

1 茶の湯絵巻 1巻 橘尚利 江戸時代後期(19世紀） 茶道資料館
会期中場面
替え有り

2 千利休像 1幅
画：喜多武清
賛文：大綱宗彦

嘉永3年（1850） 堺市博物館

3 竹茶杓 1本 千利休 安土桃山時代（16世紀） 慈照寺

4 黒楽茶碗　銘次郎坊 1口 長次郎 安土桃山時代（16世紀） 福岡市美術館

5 瀬戸黒茶碗 1口 美濃焼 安土桃山時代（16世紀） 慈照寺

6
黄瀬戸珠光天目茶碗　
尼ケ崎台利休在判添

1口 室町時代～安土桃山時代（15～16世紀） 慈照寺

7 豊臣秀吉像 1幅 江戸時代 堺市博物館

8 羽柴秀吉書状 1幅 今井宗久宛 天正9年(1581）5月17日 大阪城天守閣

9 北野大茶湯図 1幅 浮田一蕙 江戸時代後期(19世紀） 茶道資料館
前期のみ

（11/10まで）

10 千利休書状 1幅 千宗巴宛 天正15年（1587）9月15日 大阪城天守閣

11 『絵本太閤記』六篇巻一 1冊
本文：武内確斎
挿絵：岡田玉山

寛政9年～享和2年(1797～1802）刊行 大阪城天守閣

◎ 12 千利休書状 1通 松井康之宛 天正19年(1591）2月14日 松井文庫・八代市立博物館寄託

13 千利休書状 1通 松井康之宛 天正13年（1585）7月8日 松井文庫・八代市立博物館寄託

14 千利休書状 1幅 松井康之宛 天正14～15年（1586～1587）10月18日 松井文庫

15 細川忠興知行宛行状 1通 千道安宛 慶長6年(1601）10月 松井文庫・八代市立博物館寄託

16 細川忠興書状 1通 細川忠利宛 （年未詳）6月18日 永青文庫・熊本大学付属図書館寄託

17 古田織部像 1幅 賛：古田広計 賛：文化3年（1806） 大阪城天守閣

18 竹茶杓 1本 古田織部 安土桃山時代～江戸時代（16～17世紀） 慈照寺

19 古田織部書状 1幅 加藤嘉明宛 慶長2年（1597）8月22日 大阪城天守閣

20 細川忠興書状写 1通
松井興長ほか15名
宛

元和元年（1615）6月21日 松井文庫・八代市立博物館寄託

21 織部扇形蓋物 1口 美濃焼 安土桃山時代～江戸時代（16～17世紀） 慈照寺

22 徳川家康・家光像 対幅 江戸時代前期（17世紀） 堺市博物館

23 細川忠興（三斎）像 1幅 明治～昭和時代（20世紀） 八代市立博物館

24 竹茶杓 2本 細川忠興（三斎） 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

☆ 25
唐物尻膨茶入
銘 利休尻ふくら

1口 中国南宋～元時代（13～14世紀） 永青文庫

26 細川忠興書状 1通 松井康之ほか5名宛 慶長6年（1601）3月23日 熊本大学永青文庫研究センター

● 27 拙庵徳光墨蹟（金渡墨蹟） 1幅 拙庵徳光 中国南宋時代（13世紀） 鹿苑寺

28
唐物肩衝茶入　銘安国寺
（中山肩衝）

1口 中国南宋時代(13世紀） 五島美術館

29 細川三斎書状 1通 細川忠利宛 寛永4年（1627）正月24日 永青文庫・熊本大学付属図書館寄託

30 小堀遠州書状 1幅 藤堂高虎宛 寛永3年（1626）12月17日 個人

31 細川忠興（三斎）茶会道具附 1幅 細川忠興（三斎） 寛永4年(1627）ヵ9月24日・10月9日 松井文庫
前期のみ

（11/10まで）

32 細川忠興（三斎）茶会道具附 1幅 細川忠興（三斎） （年未詳）8月晦日 松井文庫
後期のみ

（11/12から）

33 細川忠興（三斎）書状 1通 細川忠利宛 （年未詳）3月5日 永青文庫・熊本大学付属図書館寄託

34 細川忠興（三斎）書状 1通 細川忠利宛 寛永6年（1629） 永青文庫・熊本大学付属図書館寄託

35 松井康之像 1幅 賛：以心崇伝 慶長17年（1612） 松井文庫

○ 36 唐物茶壷　銘深山 1口 中国元～明時代（14～15世紀） 松井文庫

○ 37 縄簾水指 1口 朝鮮時代(15～16世紀） 松井文庫

38 南蛮耳付水指 1口 17世紀 松井文庫

● 39 平石如砥墨蹟 1幅 平石如砥 中国元時代・至正9年（1349） 松井文庫

● 40
古田織部書状
（平石如砥添状）

1通 松井康之宛 慶長15年（1610）ヵ6月3日 松井文庫

● 41
玄圃霊三書状
（平石如砥添状）

1通 松井康之宛 慶長15年(1610）ヵ 松井文庫
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42 古田織部書状 1通 松井康之宛 慶長14年（1609）3月22日 松井文庫・八代市立博物館寄託

43 古田織部書状 1通 松井康之宛 慶長14年（1609）3月27日 松井文庫・八代市立博物館寄託

44 古田織部書状 1通 松井康之宛 慶長14年（1609）4月8日 松井文庫・八代市立博物館寄託

45 古田織部書状 1通 松井康之宛 慶長14年（1609）6月5日 松井文庫・八代市立博物館寄託

46 古田織部書状 1通 松井康之宛 慶長14年（1609）8月5日 松井文庫・八代市立博物館寄託

47 古田織部書状 1通 松井康之宛 慶長14年（1609）11月12日 松井文庫・八代市立博物館寄託

48 細川忠利書状 1通 松井康之宛 （年未詳）4月21日 松井文庫・八代市立博物館寄託

49 松井康之遺言状案 1通 益田蔵人・沢村大学宛 慶長16年（1611）12月15日 松井文庫・八代市立博物館寄託

50 灰被天目 1口 中国元～明時代（14～15世紀） 松井文庫

51 黒釉鉄絵梅花文茶碗 1口 磁州窯 中国明時代（15世紀） 松井文庫

○ 52 灰釉片口水指 1口 朝鮮時代（16世紀） 松井文庫

○ 53 そば茶碗 1口 朝鮮時代（16世紀） 松井文庫

54 熊川茶碗 1口 朝鮮時代（16世紀） 松井文庫

55 瀬戸耳付茶入 1口 瀬戸焼 室町時代（15世紀） 松井文庫

56 瀬戸芋子茶入 1口 瀬戸焼 安土桃山時代（16世紀） 松井文庫

57 志野草花文額皿 1口 美濃焼 安土桃山時代～江戸時代（16～17世紀） 松井文庫

58 鼠志野草文鉢 1口 美濃焼 安土桃山時代～江戸時代（16～17世紀） 松井文庫

59 黒織部沓茶碗 1口 美濃焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

60 織部茶入 1口 美濃焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

61 織部手付水注 1口 美濃焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

62 伊賀焼耳付水指 1口 伊賀焼 安土桃山時代～江戸時代（16～17世紀） 松井文庫

63 伊賀焼耳付水指 1口 伊賀焼 安土桃山時代～江戸時代（16～17世紀） 松井文庫

64 信楽焼耳付水指 1口 信楽焼 安土桃山時代～江戸時代（16～17世紀） 松井文庫

65 古田織部書状 1通 松井康之宛 慶長15年（1610）8月15日 松井文庫・八代市立博物館寄託

66 上野焼割山椒形向付 6客 上野焼 江戸時代前期（17世紀） 福岡市美術館

67 上野焼鉄釉太鼓形掛花入 1口 上野焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

68 上野焼綴目水指 1口 上野焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

69 八代焼半筒茶碗　銘ねざめ 1口 喜蔵作 江戸時代前期（17世紀） 出光美術館

70 八代焼鉄釉筒茶碗 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

71 八代焼三島写茶碗 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

72 八代焼伊羅保写茶碗 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

73 細川忠興（三斎）書状 1通 稲葉正利宛 寛永17年（1640）ヵ10月21日 永青文庫・熊本大学付属図書館寄託

74 八代焼耳付茶入 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

75 八代焼長肩衝茶入 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

76 八代焼灰釉一重口水指 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

77 八代焼刷毛目耳付水指 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

78 八代焼耳付砧形花入 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

79 八代焼砧形花入 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 松井文庫

80 八代焼鉄絵葦文茶碗 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 個人蔵・八代市立博物館寄託

81 八代焼鉄釉半筒茶碗 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 個人蔵・八代市立博物館寄託

82 八代焼象嵌牡丹文半筒茶碗 1口 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 八代市立博物館

83 八代焼蓮葉形向付 5客 八代焼 江戸時代前期（17世紀） 個人蔵・八代市立博物館寄託

84 八代焼奈良木窯出土陶片 奈良木窯 江戸時代前期（17世紀） 八代市立博物館

85 八代焼芋頭水指 1口 八代焼 江戸時代中期（18世紀） 個人

86 細川忠興（三斎）書状 1通 細川忠利宛 寛永17年（1640）7月28日 永青文庫・熊本大学付属図書館寄託

87 八代町人之覚 1通
三浦新右衛門作成
松井興長宛

正保3年（1646）9月27日 松井文庫・八代市立博物館寄託

Ⅱ　侘びの茶陶と八代焼


