
№ 指定 名　　　　　称 員数 時　　　代   所　　　蔵

1 妙見宮実紀 1冊 享保15年（1730） 個人
2 ○ 四寅剣【展示は当館蔵の複製品】 1口 室町時代（16世紀） 原蔵 八代神社（八代市）
3 ◎ 木造妙見菩薩坐像　 1躯 平安時代（10世紀） 本耶馬渓町青区（大分県中津市）
4 ● 妙見菩薩図像 上巻【写真パネル展示】 1巻 鎌倉時代（13世紀） 醍醐寺（京都市）
5 ● 星曼荼羅図【写真パネル展示】 1幅 平安時代（12世紀） 久米田寺（大阪府岸和田市）
6 ● 尊星王像【写真パネル展示】 1幅 鎌倉時代（13世紀） 園城寺（滋賀県大津市）
7 ◎ 日吉山王曼荼羅図【写真パネル展示】 1幅 南北朝時代（14世紀） 正源寺（滋賀県長浜市）
8 三井曼荼羅図【写真パネル展示】 1幅 江戸時代（17世紀） 園城寺（滋賀県大津市）
9 ● 木造大将軍神像【写真パネル展示】 1躯 平安時代（12世紀） 大将軍八神社（京都市）
10 鎮宅霊符神像【写真パネル展示】 1幅 室町時代（15～16世紀） 市神神社（滋賀県東近江市）
11 〇 上宮出土瓦 2口 平安時代（9～12世紀） 八代市立博物館
12 上宮鰐口 1口 江戸時代（18世紀） 八代神社（八代市）
13 中宮并下宮願文写 1巻 江戸時代（17世紀） 八代神社（八代市）
14 小早川家系図　★ 1巻 文久3年（1863） 個人
15 帆船図　★ 1枚 江戸時代（17世紀） 個人
16 陶製十一面観音菩薩坐像懸仏　★ 1面 天文年間（16世紀） 個人
17 〇 「妙見宮」扁額 1面 安永5年（1776） 八代神社（八代市）
18 鰐口 1口 享保10年（1725） 医王寺（八代市）
19 〇 妙見宮社領絵図 1枚 元禄6年（1693） 八代神社（八代市）
20 獅子楽ノ由来 1巻 江戸～明治時代（19世紀） 個人
21 妙見宮祭礼絵巻 1巻 江戸時代（19世紀） 八代神社（八代市）
22 神宮寺良如像　★ 1幅 江戸時代（19世紀） 個人
23 神宮寺歴代住職位牌　★ 1基 明治8年（1875） 悟真寺（八代市）
24 麁乱妙見尊像 1幅 江戸時代（18世紀） 八代市立博物館
25 妙見尊像 1幅 江戸時代（18世紀） 八代市立博物館
26 ◎ 木造阿弥陀如来坐像 1躯 江戸時代（17世紀） 階下釈迦堂（八代市）
27 銅造十一面観音菩薩坐像懸仏 1躯 鎌倉時代（13世紀） 階下釈迦堂（八代市）
28 木造文殊菩薩坐像 1躯 寛永6年（1629） 医王寺（八代市）
29 木造傳大士三尊像 3躯 宝永元年（1704） 医王寺（八代市）
30 木造妙見菩薩立像　 1躯 江戸時代（18世紀） 医王寺（八代市）
31 木造妙見菩薩立像　 1躯 明和5年（1768） 医王寺（八代市）
32 木造妙見菩薩立像　★ 1躯 江戸時代（18世紀） 個人
33 木造不動明王立像　★ 1躯 江戸時代（17世紀） 個人
34 木造妙見菩薩立像 1躯 江戸時代（18世紀） 金立院（八代市）
35 木造弁才天坐像 1躯 江戸時代（18世紀） 金立院（八代市）
36 木造十一面観音菩薩立像　★ 1躯 天和3年（1683） 常楽院（宇城市）
37 木造十一面観音菩薩立像 1躯 平安時代（10世紀） 竹原神社（八代市）
38 木造妙見菩薩立像 1躯 江戸時代（17世紀） 植柳妙見宮（八代市）
39 木造妙見菩薩立像 1躯 嘉永6年（1853） 植柳妙見宮（八代市）
40 八代墾田記　★ 1巻 万治元年（1658） 医王寺（八代市）
41 八代新地鎮守木額　★ 1面 文政11年（1828） 個人
42 妙見神像　★ 1幅 江戸時代（17世紀） 今三宮社（氷川町）
43 木造大摩醯首羅天立像　★ 1躯 寛文6年（1666） 今三宮社（氷川町）
44 木造妙見菩薩立像 1躯 江戸時代（18世紀） 盛光寺（八代市）
45 木造妙見菩薩立像 1躯 安政4年（1857） 玉泉寺鎮守堂（八代市）
46 木造天神坐像 1躯 安政4年（1857） 玉泉寺鎮守堂（八代市）
47 木造天照大神立像 1躯 安政4年（1857） 玉泉寺鎮守堂（八代市）
48 木造牛頭天王坐像 1躯 安政4年（1857） 玉泉寺鎮守堂（八代市）
49 木造秋葉大権現立像 1躯 安政4年（1857） 玉泉寺鎮守堂（八代市）
50 鎮宅霊符縁起集説 1冊 宝永5年（1708） 八代市立博物館
51 太上秘法鎮宅霊符【写真パネル展示】 1幅 江戸時代（19世紀） 園城寺（滋賀県大津市）
52 正法寺釈迦如来堂再建棟札 1面 元禄17年（1704） 階下釈迦堂（八代市）
53 ○ 太上秘法鎮宅霊符　★ 1幅 江戸時代（19世紀） 個人
54 ○ 太上秘法鎮宅霊符版木　★ 1組 江戸時代（19世紀） 個人
55 銅造鎮宅霊符神像 3躯 江戸時代（19世紀） 医王寺（八代市）
56 鎮宅霊符神鈴 2口 江戸時代（18-19世紀） 熊本博物館
57 鎮宅霊符神鈴 1口 江戸時代（18-19世紀） 一般財団法人松井文庫
58 鎮宅霊符神鈴 1口 江戸時代（18-19世紀） 個人
59 八代妙見祭の亀蛇 1基 （頭部）明治40年（胴体）昭和15年 出町亀蛇保存会（八代市）

展覧会出品リスト 開館30周年記念 令和3年度秋季特別展覧会 八代の歴史と文化30「妙見信仰と八代」

 【★は初公開作品】　　　　●は国指定重要文化財　◎は各県指定文化財　○は各市町村指定文化財を示す　


