
八代市立博物館会場　作品リスト　　　

番号 作　　品　　名 員数 品質形状 作者名・宛先など 時代 所蔵
1 達磨・浮鴨図 ３幅対 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 松井文庫所蔵　
2 野馬図 １幅 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 松井文庫所蔵　
3 鷺図 １幅 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 松井文庫所蔵　
4 戦　　気 １幅 紙本墨書・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 松井文庫所蔵　
5 水墨画巻 １巻 紙本墨書・巻子装 矢野吉重　筆 江戸時代初期 個人蔵
6 布袋図 １幅 紙本墨画・掛幅装 日収秋澗　筆 江戸時代初期 松井文庫所蔵　
7 黒漆金銅牡丹文鞍 １背 鞍 宮本武蔵　作　 江戸時代初期 松井文庫所蔵
8 木刀 １口 木刀 宮本武蔵　作　 江戸時代初期 松井文庫所蔵
9 二天一流木刀 大小一具 木刀 宮本武蔵　作　 江戸時代初期 松井文庫所蔵
10 朱塗鞘打刀拵 １口 刀剣拵 金粉銘「長岡式部少輔」 江戸時代初期 松井文庫所蔵・熊本県立美術館寄託

11 溜塗鞘打刀拵（武蔵拵） １口 刀剣拵 金具は神吉楽寿　作 江戸時代後期 松井文庫所蔵・熊本県立美術館寄託

12 宮本武蔵像 １幅 紙本著色・掛幅装 江戸時代後期 個人蔵
13 松井興長像 １幅 絹本著色・掛幅装 霊叟玄承　賛 寛文３年（１６６３） 松井文庫所蔵
14 松井寄之像 １幅 絹本著色・掛幅装 英中玄賢　賛 延宝５年（１６７７） 松井文庫所蔵　
15 松井直之像 １幅 絹本著色・掛幅装 江戸時代中期 松井文庫所蔵　
16 中西孫丞像 １幅 紙本著色・掛幅装 江戸時代 個人蔵
17 中西孫丞ほか像 １幅 絹本著色・掛幅装 江戸時代 個人蔵
18 中西孫丞像 １幅 絹本著色・掛幅装 江戸時代 個人蔵
19 松井興長書状 １通 紙本墨書・折紙 西山左京　宛 江戸時代初期 八代市博物館蔵　
20 松井寄之書状 １通 紙本墨書・竪紙 西山左京　宛 江戸時代初期 八代市博物館蔵　
21 松井寄之書状案 １通 紙本墨書・折紙 宮本伊織　宛 正保元年（１６４４） 松井文庫所蔵
22 宮本武蔵書状 １通 紙本墨書・掛幅装 長岡佐渡守（興長）宛 寛永１７年（１６４０） 八代市立博物館蔵
23 宮本伊織書状 １通 紙本墨書・折紙 長岡佐渡守（興長）宛 慶安３年（１６５０）6/28 松井文庫所蔵
24 宮本伊織書状 １通 紙本墨書・折紙 長岡式部少輔（寄之）宛 正保元年（１６４４）11/15 松井文庫所蔵
25 宮本伊織書状 １通 紙本墨書・折紙 長岡佐渡守ほか５名あて 2月15日 松井文庫所蔵
26 宮本伊織書状 １通 紙本墨書・折紙 長岡式部（寄之）ほか宛 江戸時代初期  2/26 松井文庫所蔵
27 細川光尚書状 １通 紙本墨書・折紙 長岡佐渡守（興長）外宛 寛永２０年（１６４３） 松井文庫所蔵
28 沢庵宗彭送別偈 １幅 紙本墨書・掛幅装 沢庵宗彭　筆 寛永２０年（１６４３） 松井文庫所蔵
29 馬簾采配 １握 采配 松井寄之所用 江戸時代初期 松井文庫所蔵
30 陣太鼓 １鼓 太鼓 天草・島原乱時に使用 江戸時代初期 松井文庫所蔵　
31 中央旗本陣備図 １幅 紙本著色・掛幅装 江戸時代中期 松井文庫所蔵　
32 栗色革胴紺糸射向紅糸威具足 １領 甲冑 細川忠利所用 江戸時代初期 松井文庫所蔵　
33 紫糸威胴丸具足 １領 甲冑 竹田家伝来 江戸時代中期 個人蔵
34 茶羅紗陣羽織 １領 陣羽織 竹田家伝来 江戸時代 八代市立博物館蔵
35 薄茶羅紗陣羽織 １領 陣羽織 竹田家伝来 江戸時代 八代市立博物館蔵
36 刀（同田貫上野介） 1口 刀剣 桃山時代 八代市立博物館蔵
37 刀（源永国） 1口 刀剣 江戸時代 個人蔵
38 脇差（源永国） 1口 刀剣 江戸時代 八代市立博物館蔵
39 刀（延寿国秀） 1口 刀剣 寛政１２年（１８００） 個人蔵
40 長巻（延寿国俊） 1口 刀剣 江戸時代後期 八代宮蔵
41 鑓（菊池千本鑓） 1口 刀剣 室町時代 個人蔵
42 十文字鑓（延寿宣勝） 1口 刀剣 天保１４年（１８４３） 八代市立博物館蔵
43 三階松透鐔 １口 鐔 無銘　林又七 江戸時代前期 八代市立博物館蔵
44 桜九曜紋透象嵌鐔 １口 鐔 熊府住秀勝 江戸時代後期 八代市立博物館蔵
45 翁鑢象嵌鐔 １口 鐔 無銘　平田派 江戸時代後期 八代市立博物館蔵
46 雨龍図鐔 １口 鐔 無銘　志水派 江戸時代中期 八代市立博物館蔵
47 二引象嵌鐔 １口 鐔 無銘　西垣勘四郎 江戸時代前～中期 八代市立博物館蔵



熊本県立美術館会場　作品リスト

番号 作　　品　　名 員数 品質形状 作者名・宛先など 時代 その他
◎ 1 鵜図 １幅 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
◎ 2 紅梅鳩図 １幅 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
◎ 3 芦雁図屏風 ６曲１双 紙本墨画・屏風装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵

4 正面達磨図 １幅 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
5 面壁達磨図 １幅 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
6 布袋捫腹図 １幅 絹本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
7 独行道 １幅 紙本墨書・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 熊本県立美術館蔵
8 五方之太刀道 １巻 紙本墨書・巻子装 伝　宮本武蔵　筆 江戸時代初期 熊本県立美術館蔵
9 五輪書 ５巻 紙本墨書・巻子装 寺尾勝延書写 江戸時代初期 永青文庫蔵
10 五輪書 ５巻 紙本墨書・巻子装 寺尾孫丞信正 江戸時代初期 九州大学文学部九州文化史研究所

11 細川藩奉書 ３冊 紙本墨書・冊子装 寛永１７・１８・１９年 永青文庫蔵
12 細川忠利裁下状 １冊 紙本墨書・冊子装 寛永17年（１６４０） 永青文庫蔵
13 沼田家記 1冊 紙本墨書・冊子装 寛文１２年（１６７２） 永青文庫蔵
14 武公伝 １巻 紙本墨書・巻子装 豊田正剛　著 江戸時代 個人蔵
15 宮本武蔵肖像 １幅 紙本著色・掛幅装 江戸時代 熊本県立美術館蔵
16 宮本武蔵肖像 １幅 紙本著色・掛幅装 林羅山　賛（写） 江戸時代 個人蔵
17 宮本武蔵肖像（白描） １幅 紙本墨画・掛幅装 江戸時代 個人蔵
18 宮本武蔵肖像 １幅 紙本淡彩・掛幅装 中林竹洞　筆 文化１２年（１８１５） 個人蔵
19 宮本武蔵肖像 １幅 紙本著色・掛幅装 長谷川信高　筆 安政５年（１８５８） 個人蔵
20 宮本武蔵肖像 １幅 絹本著色・掛幅装 近藤樵仙　筆 昭和12年（１９３７） 熊本県立美術館蔵
21 木刀（大小） １具 木刀 江戸時代前期 個人蔵
22 刀（源永国） 1口 刀剣・拵付 寺尾家伝来 江戸時代前期 個人蔵
23 脇差（源永国） 1口 刀剣・拵付 寺尾家伝来 江戸時代前期 個人蔵
24 刀（藤原貞行） 1口 刀剣・拵付 寺尾家伝来 江戸時代前期 個人蔵
25 細川忠利肖像 １幅 絹本著色・掛幅装 矢野三郎兵衛　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
26 銀札啄木糸射向紅威具足 １領 甲冑 細川忠利所用 江戸時代初期 永青文庫蔵
27 細川光尚肖像 １幅 絹本著色・掛幅装 江戸時代初期 永青文庫蔵
28 朱札紅糸威二枚胴具足 １領 甲冑 細川光尚所用 江戸時代初期 永青文庫蔵
29 沢村大学肖像 １幅 紙本著色・掛幅装 正保2年（１６４５） 成道寺蔵
30 沢村大学書状 １通 紙本墨書 寛永１０年（１６３３） 熊本県立美術館蔵
31 大淵玄弘頂相 １幅 絹本著色・掛幅装 大塚政清　筆 慶安3年（１６５０） 永青文庫蔵
32 大淵玄弘頂相 １幅 絹本著色・掛幅装 徳応　筆 承応元年（１６５２） 河島書店蔵
33 大淵玄弘墨蹟 １幅 絹本著色・掛幅装 大淵玄弘　筆 寛永１６年（１６３９） 永青文庫蔵
34 大淵玄弘墨蹟 １幅 絹本著色・掛幅装 大淵玄弘　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
35 大淵玄弘行状牌 1口 木牌・刻字 禅旭 元禄１５年（１７０２） 永青文庫蔵
36 春山玄貞頂相 １幅 絹本淡彩・掛幅装 観海　筆 延宝２年（１６７４） 永青文庫蔵
37 春山玄貞遺偈 １幅 紙本墨書・掛幅装 春山玄貞　筆 寛文１３年（１６７３） 永青文庫蔵
38 島原の乱絵図 ２口 紙本墨画淡彩・めくり 矢野三郎兵衛　筆 寛永１５年（１６３８） 天草切支丹館蔵
39 陣太鼓 1口 太鼓・背負式 島原の乱に使用 江戸時代初期 永青文庫蔵
40 破墨山水図 １幅 紙本墨画・掛幅装 矢野三郎兵衛　筆 江戸時代初期 熊本県立美術館蔵
41 松に虎・竹に虎図屏風 ６曲１双曲 紙本金地著色・屏風 伝　矢野三郎兵衛　筆 江戸時代初期 熊本県立美術館蔵
42 花鳥図屏風 ６曲１双曲 紙本金地著色・屏風 伝　矢野三郎兵衛　筆 江戸時代初期 個人蔵
43 月に梅図屏風 ６曲１双曲 紙本金地著色・屏風 伝　矢野三郎兵衛　筆 江戸時代初期 個人蔵
44 老松牡丹図屏風 ６曲１双曲 紙本金地著色・屏風 伝　矢野三郎兵衛　筆 江戸時代初期 永青文庫蔵
45 叭々鳥図 １幅 紙本墨画・掛幅装 日収　筆 江戸時代初期 石田好古堂蔵
46 蜆子和尚図 １幅 紙本墨画・掛幅装 日収　筆 江戸時代初期 熊本県立美術館蔵
47 諸葛孔明像 １幅 紙本墨画・掛幅装 日収　筆 江戸時代初期 熊本県立美術館蔵
48 瓢箪鯰透鐔 1口 金工 伝　宮本武蔵　作 江戸時代初期 熊本県立美術館蔵
49 左右海鼠透鐔 1口 金工 無銘　神吉派 江戸時代後期 熊本県立美術館蔵
50 左右海鼠透鐔 1口 金工 無銘　神吉派 江戸時代末期 熊本県立美術館蔵
51 左右海鼠透象嵌鐔 1口 金工 無銘　中根平八郎 江戸時代後期 熊本県立美術館蔵
52 左右海鼠透象嵌鐔 1口 金工 無銘　中根平八郎 江戸時代後期 熊本県立美術館蔵
53 左右海鼠透象嵌鐔 1口 金工 無銘　中根平八郎 江戸時代後期 熊本県立美術館蔵



（財）島田美術館会場　出品リスト

番号 作　　品　　名 員数 品質形状 作者名・宛先など 時代 その他
1 枯木鳴鵙図 １幅 絹本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
2 芦雁図 １幅 絹本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
3 山水図 １幅 絹本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
4 宮本武蔵覚書 １幅 紙本墨画・掛幅装 宮本武蔵　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
5 海鼠透鉄鐔 １口 金工 宮本武蔵　作 江戸時代初期 島田美術館蔵
6 唐草文真鍮鐔 １口 金工 宮本武蔵　作 江戸時代初期 島田美術館蔵
7 不動明王像 １口 木像 宮本武蔵　作 江戸時代初期 個人蔵
8 宮本武蔵肖像 １幅 紙本著色・掛幅装 伝　宮本武蔵　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
9 宮本武蔵肖像 ５面 紙本著色・掛幅装 椿椿山ほか 江戸時代後期 島田美術館蔵
10 宮本武蔵有馬出陣図 １幅 絹本著色・掛幅装 止水　賛 近代 島田美術館蔵
11 刀（無銘　金重） １口 刀剣 宮本武蔵所用（伝　吉岡切） 室町時代 島田美術館蔵
12 刀（大和国国宗） １口 刀剣 宮本武蔵所用 室町時代 島田美術館蔵
13 五輪書「風之巻」 １巻 紙本墨書・巻子装 寺尾孫之丞　筆 慶安4年（１６５１） 島田美術館蔵
14 独行道 １巻 紙本墨書・巻子装 江戸時代 島田美術館蔵
15 兵法太祖武州玄信公伝来 １冊 紙本墨書・冊子装 江戸時代 島田美術館蔵
16 二天記 １冊 紙本墨書・冊子装 豊田景英　著 江戸時代 島田美術館蔵
17 二天一流兵法書 １冊 紙本墨書・冊子装 豊田正剛　著 江戸時代 島田美術館蔵
18 宮本伊織書状写 １通 紙本墨書 江戸時代 島田美術館蔵
19 二天一流稽古太刀 １具 木刀 江戸時代 島田美術館蔵
20 木刀 １口 木刀 伝　武蔵所用写 島田美術館蔵
21 刀 １口 刀剣 伝　佐々木小次郎所用（模作） 島田美術館蔵
22 野馬図 １幅 紙本墨画・掛幅装 細川三斎　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
23 出山釈迦図 １幅 紙本墨画・掛幅装 日収　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
24 宇治川・一ノ谷合戦図屏風 ６曲１双 紙本金地著色・屏風 矢野三郎兵衛　筆 江戸時代初期 島田美術館蔵
25 雲龍図 １幅 紙本墨画・掛幅装 矢野雪叟　筆 江戸時代中期 島田美術館蔵
26 蝋色塗大小拵 １具 刀剣拵 大：無銘金重・小：長船経家 江戸時代 島田美術館蔵
27 雲石目地微塵青貝九曜紋散打刀拵 １口 刀剣拵 刀：無銘　貞宗 江戸時代 島田美術館蔵
28 金吹込変り塗打刀拵 １口 刀剣拵 刀：大和国住国宗 江戸時代 島田美術館蔵
29 蝋色塗脇差拵 １口 刀剣拵 刀：晴思剣 江戸時代 島田美術館蔵
30 蝋色塗脇差拵（希首座拵） １口 刀剣拵 刀：大和国藤原宣貞 江戸時代 島田美術館蔵
31 長刀（同田貫又八） １口 刀剣 江戸時代 島田美術館蔵
32 鑓（同田貫又八） １口 刀剣 江戸時代 島田美術館蔵
33 角九曜透象嵌鐔 １口 金工 無銘　林又七 江戸時代初期 島田美術館蔵
34 笹蟹図透鐔 １口 金工 銘　林重光 江戸時代前期 島田美術館蔵
35 梅木図透鐔 １口 金工 無銘　林藤八 江戸時代 島田美術館蔵
36 竪丸形鉄無地鐔 １口 金工 銘　九州肥後遠山頼次 江戸時代 島田美術館蔵
37 時雨松図象嵌鐔 １口 金工 無銘　甚吾 江戸時代 島田美術館蔵
38 丸形鉄地鐔 １口 金工 銘　八代甚吾三代目七十一歳作 江戸時代 島田美術館蔵
39 四方透小田原覆輪素銅鐔 １口 金工 無銘　平田彦三 江戸時代初期 島田美術館蔵
40 細川忠利書状 １幅 紙本墨書・掛幅装 江戸時代初期 島田美術館蔵
41 銀革包紺糸威胸腰取丸胴具足 １領 甲冑 細川忠利所用 江戸時代初期 島田美術館蔵
42 黒革包紫糸威二枚胴具足 １領 甲冑 越中流 江戸時代 島田美術館蔵
43 黒革包紺糸射向赤威丸胴具足 １領 甲冑 越中流 江戸時代 島田美術館蔵
44 黒革包紫裾濃射向赤丸胴具足 １領 甲冑 越中流 江戸時代 島田美術館蔵
45 紺糸威鋲綴横矧桶側二枚胴具足 １領 甲冑 江戸時代 島田美術館蔵
46 黒塗兎耳張懸兜 １頭 兜 江戸時代 島田美術館蔵
47 置手拭形雑賀鉢兜 １頭 兜 江戸時代 島田美術館蔵
48 阿古陀形六十二間小星兜 １頭 兜 江戸時代 島田美術館蔵
49 紺糸威越中頭形兜 １頭 兜 江戸時代 島田美術館蔵
50 紫糸威越中頭形兜 １頭 兜 江戸時代 島田美術館蔵
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