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番号 作品名称 数量 品質形状 作者 年代 備考

1-01 加藤清正書状 1通 切継紙 加藤清正 （慶長5・1600）9月26日 加藤美作守宛

1-02 加藤正方自筆覚 1通 竪紙 加藤正方 （年未詳）5月21日

1-03 加藤風庵（正方）自筆書状 1通 折紙 加藤風庵 （年未詳）6月15日 加藤清九郎宛

1-04 加藤風庵（正方）自筆書状 1通 折紙 加藤風庵 （年未詳）6月27日 加藤清九郎宛

1-05 土井利勝書状 1通 折紙 土井大炊頭利勝 （年未詳）1月21日 加藤風庵宛　黒印

1-06 浅野光晟書状 1通 折紙 浅野光晟 （年未詳）6月4日 加藤風庵宛

1-07 浅野長晟書状 1通 折紙 浅野長晟 （年未詳）12月25日 近藤猪右衛門・城伊折宛

1-08 本圀寺日運書状 1通 折紙 日運 （慶安元・1648）11月27日 加藤清九郎宛

1-09 （並河?）志摩守書状 1通 折紙 （並河？）志摩守 （年未詳）8月26日 加藤清九郎宛

1-10 長久寺日能書状 1通 竪紙 長久寺日能 （年未詳）8月18日 加藤清九郎宛

1-11 戒名書付 1通 竪紙 不明 （年未詳） 「忠広公御姫君」など

1-12 覚（風庵病状・医者の事） 1通 竪紙 不明 （年未詳） 発病から死去まで

1-13 覚（風庵医者の事） 1通 竪紙 不明 （年未詳） 風庵医者の事

1-14 和歌色紙 1枚 色紙 不明 （年未詳） 「昔思う…」

1-15 加藤正方辞世写 1通 切紙 不明 （年未詳）

1-16 加藤肥後守陣立書 1通 竪継紙 不明 （年未詳）

1-17 臨海君詩書写 1通 竪紙 不明 （年未詳） 「織女牽牛…」

1-18 朝鮮王子連署状写 1通 竪紙 不明 （年未詳） 「萬暦21年6月2日」連署状（本妙寺にあり）の写し

1-19 本圀寺役僧中書状 1通 折紙 本圀寺役僧中 （年未詳）6月23日 加藤左平太宛

1-20 了覚院書状 1通 折紙 了覚院 （年未詳）1月3日 加藤左平太宛

1-21 本圀寺役僧中書状 1通 折紙 本圀寺役僧中 （年未詳）8月9日 加藤左平太宛

1-22 布施孫兵衛・加藤左内連署状 1通 切紙 加藤清左衛門 （年未詳）5月9日 加藤清左衛門宛

1-23 加藤左平太書状案 1通 折紙 加藤左平太 （年未詳）1月25日 承敬寺宛

1-24 了覚院書状 1通 折紙 了覚院 （年未詳）5月26日 加藤佐平太宛

1-25 茶入覚書 2通 切紙

1-26 本山役僧中書状 1通 折紙 本山役僧中 （年未詳）2月12日 妙風寺宛

1-27 大光山本妙院書状 1通 折紙 大光山本妙院 （年未詳）7月18日 妙風寺宛

1-28 金子預り証 1通 竪紙 能勢□太郎 明治9年（1876）2月1日 加藤精造宛

1-29 加藤左平太書状案 1通 折紙 加藤左平太 （年未詳）3月 了覚院宛

1-30 片岡□兵衛・千兵衛書状 1通 切継紙 片岡□兵衛・片岡千兵衛 （年未詳）1月15日 加藤久馬宛

1-31 本山役者中書状 1通 折紙 本山役者中 （年未詳・申）4月 加藤万次郎宛

1-32 和歌書付 1通 切継紙 源清益？ （年未詳）

1-33 戒名書付 1通 切紙 不明 （年未詳）

1-34 親類書付 1通 切紙 不明 （年未詳）

1-35 某事跡書付 1通 切紙 不明 （年未詳）

1-36 親類書付 1通 切紙 不明 （年未詳）

1-37 了覚山淨信寺由緒覚 1通 切継紙 不明 （年未詳） 加藤正方書状写あり

1-38 加藤右馬允覚書 1通 切紙 不明 （年未詳） 慶長19年のことについて

1-39 青木兵三郎覚書 1通 切紙 不明 （年未詳） 青木兵三郎殉死について

1-40 片岡孫三郎系図 1通 切紙 不明 （年未詳）

1-41 戒名書付 1通 切紙 不明 （年未詳）

1-42 青木氏墓碑銘 1通 竪紙 不明 （年未詳） 青木兵三郎の墓碑銘

1-43 加藤清左衛門正房母方系図 1通 竪継紙 不明 正徳4年（1714）12月12日

1-44 覚（加藤右馬允について） 1通 切継紙 不明 （年未詳）9月1日 加藤正方について

1-45 加藤清左衛門正房系図 1通 竪紙 不明 正徳4年（1714）12月12日

1-46 貞松院（正方室）覚書 1通 切継紙 庭田孫之丞 不明 加藤清九郎宛

1-47 系図下書 1通 竪紙 不明 不明

1-48 御先祖法号 1通 竪紙 不明 不明 加藤正方より

1-49 妙風寺由来旧記 1冊 冊子 妙風寺日叡 文政2年（1819）3月29日 慶安元年正方連歌に関する記録あり

1-50 家備要集 1冊 冊子 不明 不明

1-51 詩書 1冊 懐紙 不明 不明

1-52 和歌 1通 懐紙 □枝 不明 松平安芸守家臣加藤正□四十一歳祝
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1-53 七言絶句 1通 懐紙 加藤正倫？ 不明 歳旦

1-54 伝来品覚 1通 切紙 熊本城保存会 不明 加藤家伝来品確認の覚

1-55 花木図 1枚 円形紙 松平善次郎 不明 松平善次郎十一歳の絵

1-56 家紋下書 1通 折紙 不明 不明 桐紋・蛇目紋・酢漿草紋

1-57 加藤可重画像 1枚 刷物 不明 不明 阿蘇内牧了覚山浄信寺

1-58 加藤清正手形 1枚 刷物 不明 不明 「慶長16年3月11日」

1-59 南天紅葉 1袋 葉 不明 正徳2年9月24日

1-60 海上御守 1括 紙 不明 不明

1-61 軍船図 1巻 紙本著色 不明 江戸時代 船13艘

1-62 悟道甲折紙 1通 折紙 増田明珍式部宗介 宝永2年（1705）2月

1-63 面頬当折紙 1通 折紙 増田明珍式部宗介 宝永2年（1705）2月

1-64 朝鮮国図 1舗 絵図 不明 不明

1-65 八代城図 1舗 絵図 不明 江戸時代前期

1-66 広島城下図 1舗 絵図 不明 江戸時代

1-67 本圀寺了覚院再建図 1舗 絵図 不明 江戸時代後期

2-01 浅野光晟知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野光晟 万治2年(1659)2月15日 加藤清九郎宛。500石。包紙あり。

2-02 浅野綱長知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野綱長 延宝2年(1674)2月15日 加藤清九郎宛。500石。包紙あり。

2-03 浅野茂長知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野茂長 安政7年(1860)2月28日 加藤一学宛。285石。包紙あり。

2-04 浅野斉粛知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野斉粛 天保9年(1838)2月28日 加藤万次郎宛。255石。包紙あり。

2-05 浅野吉長知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野吉長 宝永7年(1778)2月15日 加藤清左衛門宛。600石。包紙あり。

2-06 浅野斉賢知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野斉賢 享和2年(1802)2月15日 加藤清左衛門宛。600石。包紙あり。

2-07 服部金左衛門外三名連署知行宛行目録 1通 竪継紙 服部金左衛門・青木弥大夫・西川文右衛門・薬師寺七左衛門 享保4年(1719)2月6日 加藤左平太宛。600石。包紙あり。

2-08 浅野綱長知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野綱長 元禄13年(1700)1月21日 加藤佐平太宛。300石。包紙あり。

2-09 浅野斉賢知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野斉賢 文政3年(1820)2月27日 加藤民弥宛。450石。包紙あり。

2-10-1 浅野綱長知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野綱長 安永5年(1776)1月19日 加藤清九郎宛。400石。包紙あり。

2-10-2 浅野重晟知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野重晟 明和3年(1766)1月28日 加藤清九郎宛。600石。包通あり。

2-11 浅野宗恒知行宛行目録 1通 竪継紙 浅野宗恒 宝暦7年(1757)6月21日 加藤清九郎宛。600石。包紙なし。

2-12 青木半之丞外四名連署知行宛行目録 1通 竪継紙 青木半之丞・木村斎・薄田十郎右衛門・周参見新右衛門・足立儀八郎 享和3年(1803)2月24日 加藤民弥宛。450石。包紙あり。

2-13 服部金左衛門外四名連署知行目録 1通 竪継紙 服部金左衛門・町野新助・吉川禎蔵・二川順二・井上宇右衛門 安永9年(1780)2月27日 加藤久馬宛。800石。包紙あり。

2-14 山下十右衛門外三名連署知行目録 1通 竪継紙 山下十右衛門・御牧武大夫・池田直一・小笠原冨三郎 文政8年(1825)3月4日 加藤左平太宛。340石。包紙1通。

2-15 吉川禎蔵外三名連署知行目録 1通 竪継紙 吉川禎蔵・二川順二・河瀬民大夫・高野内次 天明2年(1782)3月23日 加藤勝三郎宛。600石。包紙あり。

3-01 加藤風庵（正方）遺品覚 1巻 巻子装 （加藤風庵） （慶安元年9月23日か） 冒頭「下書覚」。全部で5通の「覚」を合装。

3-02 加藤風庵（正方）遺品覚 1巻 巻子装 （加藤風庵） （慶安元年9月23日か） 冒頭は慶安元年9月23日「覚」。全部で3通の「覚」。

4-01 加藤風庵関係書状集 1巻 巻子装 柳生宗矩ほか 江戸時代中期 冒頭は青木勘右衛門書状。全部で5通の書状・覚を合装。

4-02 加藤清正関係書状写集 1巻 巻子装 （加藤清正） 江戸時代前期 冒頭は本田上野介披露状。その外加藤清正条々など全部で4通。

5-01 加藤家系図目録 1通 折紙 加藤一学 慶應3年（1867）2月

5-02 系図へ書出候名乗 1通 折紙 加藤清左衛門 （年未詳）12月12日

5-03 加藤正興系図伝記 1冊 冊子 加藤正興 不明

5-04 加藤大之進正辰系図伝記 1通 竪継紙 加藤正辰 寛延3年（1750）12月4日

5-05 加藤正久・精造系図伝記 4通 冊子など 加藤精造など 不明 ①加藤久馬系図・伝記　②片岡一郎兵衛系図伝記　③加藤精造系図伝記　④加藤民弥正聴続系図伝記

5-06 加藤精造系図伝記 1冊 冊子 加藤精造 不明

5-07 加藤民弥正聴続系図伝記 1冊 冊子 加藤民弥 文化3年（1806）8月24日

5-08 加藤清左衛門正房系図伝記 1冊 冊子 加藤清左衛門 正徳4年（1714）12月4日

6-01 浅野家系図 1通 竪継紙 不明 不明

6-02 「清九郎方直御家江被召仕候節より之覚」など伝記系図 4枚 切紙 不明 不明

6-03 覚 1通 切紙 不明 不明 加藤左内室について

6-04 覚 1通 切紙 竜神甚□□ （不明）6月18日

6-05 系図差出覚 1通 切紙 不明 不明

6-06 加藤清正戒名書付 1通 切紙 不明 不明

6-07 加藤家家督書付 1通 切紙 不明 不明

6-08 加藤家略系図 1通 切継紙 不明 不明

6-09 秋月家略系図 1通 切継紙 不明 不明 正方の妻は秋月家娘
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6-10 片岡家原系図 1通 切継紙 不明 不明

6-11 片岡家書付 1通 折紙 片岡□兵衛 （年未詳）3月19日 「本名足助」

6-12 加藤家略系図など 6通 切紙 ― ―

6-13 加藤久馬系図伝記 1通 切継紙 ― ― ―

6-14 加藤佐平太系図覚書 1冊 冊子 加藤佐平太 ―

7-01 対馬より高麗目当図 1幅 竪紙 加藤清正 慶長元～2年ごろ（1596-7） 加藤清正自筆

7-02 加藤正方自筆辞世 1幅 竪紙 加藤正方 慶安元年（1648）9月 加藤正方自筆

7-03 和歌懐紙 1幅 懐紙 不明 不明 「そこ□なき」

7-04 和歌一首 1幅 紙本墨書 松□ 不明 ―

7-05 加藤清正画像 1幅 木版著色 不明 江戸時代後期 ―

7-06 和歌一首 1幅 紙本墨書 不明 不明 ―

7-07 天海画像 1幅 木版刷 不明 不明 ―

7-08 詩書 1幅 絹本墨書 小竹□□ 不明 ―

7-09 観音像 1幅 絹本著色 不明 近代 ―

7-10 瓢箪詩書 1幅 紙本墨書 不明 近代 ―

7-11 婦人図 1幅 絹本墨画 栄輝 近代 ―

7-12 聖徳太子図 1幅 絹本著色 楚山 近代 ―

8-01 南無妙法蓮華経御旗 1枚 布 不明 不明 破損甚大

8-02 南無妙法蓮華経御旗 1枚 布 不明 江戸時代初期か

8-03 蛇目紋黒羅紗陣羽織 1着 陣羽織 不明 桃山時代（16世紀末） 伝加藤清正より拝領

8-04 麻地串団子紋鶉絞陣羽織 1着 陣羽織 不明 江戸時代初期（17世紀初頭） 伝加藤清正より拝領

8-05 馬乗袴？ 1揃 馬乗袴 不明 江戸時代

8-06-1 朱漆塗椀 20口 漆器 不明 不明 大10口　小10口　いずれも蓋付

8-06-2 黒漆塗椀 20口 漆器 不明 不明 大10口　小10口　大のみ蓋付

8-06-3 黒漆塗脚付膳 10脚 漆器 不明 不明 8-06-1～3はセット

8-07 銅製容器 1口 銅製 不明 不明 取手部分に獅子　両端に取手　木箱入　側面墨書「加藤氏」

9-01 短刀　銘　吉光 1振 刀 吉光 室町 拵有

9-02 刀　無銘　 1振 刀 （兼元） 室町 拵・鐔あり

9-03 鐔 4口 鍔 ― ―

9-04 萌葱絲威二枚胴具足 1式 具足 ― ― 黒塗具足櫃に具足など諸道具入り。未調査。

合計　134点


