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箱崎八幡宮奉献銅馬寄附連名帳

　天保 11（1840）年 11 月、博多市中の町人を中心とした人々から筥崎宮（東区箱崎）に銅馬が奉納

された際の献納金寄附者名簿。帳面の前書きには、篤い信仰からおこった奉献の経緯や、奉納され

た銅馬と台座の図が記され、銅馬は博多の鋳工・山鹿平十郎が製作し、台座には寄附者が連名で刻

まれることなどがわかる。

　全部で44 丁ある帳面には、寄附額と寄附者名が記され、それぞれ押印がある。寄附者は170 名

を超えており、職人、商人など、諸方面から寄附が集まったことがわかる。町人の苗字や、献納額

から、その経済力が把握できるだけでなく、それぞれの印から、屋号・職種・店の所在地がわかる

など、得られる情報は多岐に及ぶ。（本文 225 頁）





は じ め に

　福岡は大陸に近く、古より今に至るまでアジア各地との交流が盛んに行われてきました。

福岡市博物館は平成 2 年 10 月、この地域の特徴をふまえ「対外交流史」を展示テーマとする

歴史民俗博物館として開館しました。

　昭和 58 年 4 月の博物館建設準備室発足以来、多くのみなさまのご協力により、当館では様々

な資料の収集をすすめてきました。その成果として『収蔵品目録』を毎年刊行し、平成 30 年

度までに162,909 件を掲載しています。本目録では、令和元年度の寄贈・寄託・購入資料 3,793

件を収録しました。これらの収集資料は今後、新収蔵品展で一部を公開するほか、様々な展

示に活用してまいります。

　ここに、貴重な資料をご提供いただきましたみなさまをはじめ、資料収集に際して、ご教示・

ご協力を下さいました関係各位に深くお礼を申し上げますとともに、今後ともより一層のご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

　令和 4 年 3 月

福岡市博物館総館長　有　馬　　学



＜凡　　　例＞

1．本目録では、令和元年度に収蔵した資料を寄贈、寄託、購入の順に並べ、寄贈資料・寄託資料は寄贈者・寄託者ごと

に件数の多いものから配列した。

2．漢字は基本的に常用漢字を使用した。

3．記載の文字が不明の場合は□とし、原本通りの時は（例）
ママ

とした。

4．法量の単位は、センチメートル、重さはグラムである。

5．最右項の番号（例）2019P1234と記したものは備品番号である。Pは寄贈、Dは寄託、Bは購入の略である。

6．各項目は、名称、時代、作者、品質 形状、法量、員数、備考の項を設けた。作者の項は、差出・宛所、制作地、発

見地、出土地など適宜変更した。書籍については、時代の項に記したものは基本的に発行年月日である。写しや編集、

序文などの区別はそのつど記した。

7．民俗資料については、次の凡例を設けた。

　　⑴ 生活、生産、交通・交易、社会生活、信仰・年中行事、芸能・娯楽、人の一生、民俗知識、その他という分類項

目を用い、各資料に該当項目を記した。

　　⑵ カタカナ表記を用いた名称は、外来語・地方名等である。なお、通称・形態等の記載を特に必要とするものに関

しては、（　）で記した。

　　⑶備考には、用途等を記した。

8. おおむね書式を統一したが、資料の性格や紙幅などの関係から、形態・法量・記録などの各項目について適宜省略

したものもある。
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〈寄贈資料〉

1. 財部一雄資料

2. 中西裕子資料（追加分）

132　卒業記念写真帖  218　卒業証書（大名尋常小学校）

2652　水彩画（菅公）242　写真（中野正剛、青年隊員）

51　特許証　特許第 105825 号　紋織及紋紙同時製造方式1　紋紙（パンチカード）

寄贈資料

（ 1 ）



3. 小山喜美子資料

4. 合屋翠雲堂資料

2　帽子（第三種略帽）
88　大日本帝国政府軍用手票（10 銭）

11　冬景山水図

28　月とあやめ 50　玉せせり 74　一行書「清如玉壷氷」

寄贈資料

（ 2 ）



5. 進藤美穂資料

6. 坂田立子資料（追加分）

48　縞地折たたみ小物入

52　写真「昭和十年十一月十八日於鹿児島大本営前撮影」57　神像（上秋月神社御神体）

2　辞令（任朝鮮総督府全羅南道郡属）

62　支那事変従軍記章

寄贈資料

（ 3 ）



8. 妹尾俊見資料

17　御書付（福岡西職人町行司格次、塗師武七二人扶持頂戴）

32　継格（先祖よりの勤功書写） 34　みなと  創刊号

7. 安陪光正資料

17　黒田一貫漢詩巻

18　黒田一雄書「厚生」20　亀井南冥書「今日水猶寒」

寄贈資料

（ 4 ）



9. 小川俊資料 10. 小野寺龍太資料

37　学帽

（左）20　昭和大礼記念章
（右）21　紀元二千六百年祝典記念章

2　亀井少琹書画 32　 タペストリー「恩師小野寺直助
先生恵存　開講 20 周年記念」

4～5　拓本カード、拓本カード集箱など

11. 石田琳彰資料

3　福岡城・鴻臚館跡保存運動関係書類（巻頭写真）

寄贈資料

（ 5 ）



13. 竹川英次郎資料

14. 梅津忠弘資料

24　免状（筑前琵琶教師）

　　  5　松の廊下　 6　桜田の泡雪

1　黒田忠之判物 3　喜多流相伝書

12. 塚本家資料（追加分）

8　和蘭内景　医範提綱　内象銅版図 9　重訂解体新書　銅版全図

寄贈資料

（ 6 ）



15. 石橋延枝資料

16. 牟田節子資料

17. 星野宜義資料（追加分） 18. 久芳和喜資料（追加分）

22　書「天空海闊」

4　国民学校教員免許状 5　写真（花電車・日立）

1　世界画報 第 11 巻第 5 号　 2　世界画報 第 11 巻第 7 号 7　明石元二郎肖像写真

寄贈資料

（ 7 ）



19. 二宮健資料（追加分）

20. 樋口家資料

2　薬師三尊像

3　石松元啓書状

1　滑石仏

1-1　滑石仏（如来形像）  表

6　狂歌六首

1-1　滑石仏（如来形像）  裏

寄贈資料

（ 8 ）



21. 舌間輝吉資料 22. 笠置美枝子資料

23. 松尾孝司資料

1　金縁黒台付五段重

1　草履下駄（女性用）　2　草履下駄（女性用）

1　博多ちゃんぽん（鼓）　2　博多ちゃんぽん（タヌキ）

3　経帷子

寄贈資料

（ 9 ）



24. 吉村慶二資料

26. 郷司澄子資料

1　人形「達磨　面壁九年」

1　一行書「運用至妙在一心」

25. 林信博資料（追加分）

1　書籍『四季のハヤ・ヤマベ釣り』

3　週刊朝日 増大号「日本中釣テングで超満員」

寄贈資料

（ 10 ）



29. 益田敏夫資料（追加分）

27. 坂本幸子資料（追加分）

1　アルバム（写真帖）

1　櫛　2　簪　3　笄

28. 関義郎資料

1　弔辞

寄贈資料

（ 11 ）



30. 小川守資料

32. 吉原章資料（追加分）31. 長沼元資料（追加分）

1　 鍬形前立六十二間筋兜・紺糸威二枚胴具足 小具足付

1　 老司堰并唐戸下用水路ニ係ル堰埭樋閘
橋梁及支溝取調帳

1　蹴りロクロ

寄贈資料

（ 12 ）



33. 大串誠寿資料

34. 青木富美子資料

1　宇賀神社神馬像（①Top View　⑤Front & Back View）

1　三千仏図

寄贈資料

（ 13 ）



36. 大黒流すの二（須崎町二区）資料

1　台幕

35. 桐山恭二資料

1　 金泥塗瓢箪頭立蟹挟脇立梵字前立六十四間
星兜・黒糸威二枚胴具足　小具足付

38. 冨永美佐子資料

1　陸軍用毛布

寄贈資料

（ 14 ）



39. 藤永喜美子資料 40. 船津喜代子資料

1　短刀　銘　備前國住長舩清光／永禄十二年二月日1　阿弥陀三尊来迎図

37. 富﨑洋子資料

1　物語図屏風

寄贈資料

（ 15 ）



42. 安松奈津子資料（追加分）

43. 八尋シノブ資料（追加分）

1　ヘラ台

1　方位磁石

41. 前田道子資料

寄贈資料・寄託資料

（ 16 ）



2. 平井嘉樹資料

4　黒田綱政画巻（御絵一軸 平井清七拝領）

12　火縄銃

34　於多福図合作

〈寄託資料〉

1. 桑原益男資料

12　遊鯉図

寄託資料

（ 17 ）



〈購入資料〉

2. 絵画

3. 宗教法人小烏神社資料

1　扁額「小烏大明神」

1　維摩山水図

寄託資料・購入資料

（ 18 ）



2　恵比須大黒図

3　雲龍図

4　竹図

1. 博多箔屋町白銀師柴田藤吉資料

2　覚書（安政三辰年四月ヨリ十二月迄長崎出島ニヲイテ鋳物並白銀師金蒸気車伝習中）

購入資料

（ 19 ）



3. 歴史資料

1　文政六歳未四月十一日より江戸三ツ井御注文取極之儀ニ付大坂三ツ井江罷登り取合之一件萬手控帳

3　文久三亥年都市中方角　御諸藩預場所並御屯之図

4　防長両国御国御名前附

6　八幡山瀧本坊書状

購入資料

（ 20 ）



＜資　料　解　題＞





1．財部一雄資料
　（寄贈者）財部敬子

寄贈者の父・財部一雄氏（1927 ～ 1994）に関する文書、

写真などからなる資料群。

財部氏は市内上名島町（現 中央区）に生まれ、大名

小学校から県立中学修猷館にすすみ、昭和19（1944）年

に卒業した。同年から美術教師として平尾国民学校に奉

職、その後は高宮中学校教諭、能古中学校教頭、姪浜中

学校長を歴任した。また、士族結社玄洋社の武道場を起

源とする柔術道場明道館の運営に関与した。『明道館史』

（編著、明道館、1984年）、『大名界隈史』（柳猛直と共著、

海鳥社、1989年）の著作がある。

本資料群には、財部氏の昭和30年代の日記をはじめ、

昭和から平成時代の、賞状・感謝状、書簡などの文書の

他、書籍、写真、絵画などが含まれる。

なお、本目録に掲載したのは文書、書籍、写真の一部

と絵葉書であり、他の資料については次号に掲載する予

定である。

2．中西裕子資料（追加分）
　（寄贈者）中西啓太

平成21、28年度寄贈資料の追加分。博多片土居町（現 

博多区下川端町）の博多織元であった中西金次郎家に生

まれた中西金作に関連する資料。

中西家は中西久吉が天保11（1840）年に博多織元富屋

の徒弟となって博多織業に関わり始めたとされる。久吉

の三男金次郎（初代）は明治24（1891）年に中西博多織

工場の跡を継ぎ、各地の織物技術を取り入れながら多く

の技術開発を行った。

本資料群は、金作が発明した電気紋織技術に関する文

書類からなり、主に特許証・実用新案・意匠登録証など

電気紋織機に関連する特許書類、ジャカード織機に用い

る紋紙などが含まれる。

3．小山喜美子資料
　（寄贈者）小山喜美子

寄贈者の父・井上照三氏（1908 ～ 1996）に関する昭

和時代の文書などからなる資料群。

井上氏は佐賀県出身で住友銀行に勤務していた。戦時期

は海軍の下士官、新兵の教育のために設置された佐世保鎮守

府の佐世保海兵団に所属し、終戦後は住友銀行に復職した。

本資料群中には、佐世保海兵団時代の軍服や、家族な

どに宛てた葉書、戦中・戦後の紙幣や貨幣などが含まれ

る。井上氏は銀行勤めだったため、給料は、紙幣は新札、

硬貨は紙に包まれた状態で支給されていたという。その

ため、特に紙幣は状態の良いものが多い。

4．合屋翠雲堂資料
　（寄贈者）合屋善克

本資料群は、福岡市東区箱崎などで2代にわたり表具

店・合屋翠雲堂を営む合屋家が収集した書画の一部91件

93点。先代・善吉氏および当代・善克氏が、趣味として

収集したものや、表装代金の代わりに受領したもの、交

友関係のなかで制作したり贈られたりしたものなどが含

まれる。ほとんどは収集後、善吉氏や善克氏によって表

装し直されている。

全体を見渡すと、表具師を起点とする画壇・文壇・市

井の様々な人間関係が浮かび上がることから、昭和時代

の福岡の文化シーンをひろく窺い知れる稀有な資料群だ

といえる。また個々の作品も、近世～近代の美術資料と

して、また近代表具の好資料として、多岐にわたる活用

が見込まれる。

寄贈者の別資料として、平成2年度寄贈の合屋善克資

料がある。

5．進藤美穂資料
　（寄贈者）進藤美穂

寄贈者の父・進藤澄男氏に関する書類、写真、勲章な

どからなる資料群。

進藤氏は、大正4（1915）年に糸島郡小富士村（現 糸

島市）に生まれ、全羅南道の木浦府で雇員となった。昭

和13（1938）年、14 ～ 17年、19 ～ 20年と3度の臨時召

集を受けた。終戦後は釜山から博多港に復員し、福岡食

糧事務所に勤務した。本資料群には、木浦府および朝鮮

総督府からの辞令、昭和戦後期に作成された履歴書、昭

和時代初期～戦中期における写真、昭和戦中期の貯金通

帳、勲章がある。この他、引揚者の生活援護措置として

発行された引揚者特別交付金国庫債券を含む。

6．坂田立子資料（追加分）
　（寄贈者）篠原耕造

平成14、28年度寄贈資料の追加分。坂田家は戦国期に

秋月の野鳥付近に居城をかまえて秋月氏に仕え、江戸期

は秋月藩士となり文政期には100石を受けている。今回

〈寄贈資料〉
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の資料は戦国期の坂田越後守を祀る上秋月神社（朝倉市）

の御神体、江戸時代後期の坂田家旗指物、幕末の剣術・

鎗術・馬術・砲術の免許などが中心。ほかに近世から残

された古銭類や什器もある。近代・現代資料としては幕

末当主の坂田忠左衛門の写真や大正～昭和期のアルバム

類、立子氏の戦時関係資料のほか、書籍や楽器、収集さ

れた書跡、絵画などが含まれる。

7．安陪光正資料
　（寄贈者）安陪光正

安陪氏は、福岡藩筆頭家老で朝倉郡三奈木（現 朝倉市）

周辺に給領地をもっていた三奈木黒田氏に仕え、維新後

に三奈木黒田家が東京へ移ったのちも地元の朝倉や福岡

に居住し、黒田家が地元と関係する際の諸世話を行った。

寄贈となった資料は、近世の安陪家に伝来した刀剣類

と極め等の関連文書、近世中期の三奈木黒田家当主黒田

一貫の漢詩など文芸作品、仙厓など近世後期の筑前の学

者・文化人の書跡・絵画作品類がある。さらに明治期の

三奈木黒田家の当主黒田一雄から、安陪氏に出された多

数の書簡類が含まれる。

8．妹尾俊見資料
　（寄贈者）妹尾俊見

江戸時代中期以後の福岡西職人町（現 中央区舞鶴）で

塗師を営んでいた妹尾家に残された古文書資料。妹尾家

は、黒田長政の城下町建設時に福岡に移ってきた白銀師

で、寛文12（1671）年から藩主の御腰物の塗御用を命じ

られ、宝暦年中より本式に塗師として、刀剣関係の数々

の藩御用を家職として勤めた。

資料群は以後代々の家職相続に関する藩の許可書、藩

や町方へ差し出した寸志銀や備蓄米に対する藩の褒状や

格式を与える書付類が中心で、ほかに同家でまとめた家

譜や勤功録も含まれる。このほか近代の写真類や大正期

に地元博多で発行された文芸雑誌も含む。

9．小川俊資料
　（寄贈者）小川俊

寄贈者の父および兄弟に関する大正～昭和時代の書

籍、書類、教材などからなる資料群。寄贈者の父・小川

和男氏（1903 ～ 1998）は北海道小樽区（現 小樽市）で

生まれ、大正4（1915）年に岡山県第二中学校に英語教

員として就職した。昭和16（1941）年、福岡高等商業学

校（現 福岡大学）の教授となった。昭和16 ～ 24年まで

の日記が刊行されている（福岡大学大学史資料室編集・

発行『福岡大学大学史資料集　第3集　小川和男日記』、

2005年）。本資料群中には、中学校在職中に使用した教

師用教科書、福岡大学創立50周年式典の招待状などが含

まれる。

10．小野寺龍太資料
　（寄贈者）小野寺龍太

寄贈者宅に伝来した近世から近代における書跡、書画

からなる資料群。寄贈者の祖父・小野寺直助（1883 ～

1968）が収集したものを主とする。小野寺直助は岩手県

胆沢郡前沢町（現 奥州市）に生まれ、第一高等学校か

ら京都帝国大学福岡医科大学（現 九州大学医学部）に

進み、卒業後に九州帝国大学医科大学教授となった。

本資料群中には、江戸時代後期の歌人大隈言道の和歌、

儒学者亀井南冥の孫である少 の書画、政治家伊藤博文

の漢詩、軍人・政治家山県有朋の和歌がある。昭和時代

の和歌短冊は、柳原白蓮や吉岡禅寺洞など、福岡ゆかり

の歌人によるものが含まれる。

11．石田琳彰資料
　（寄贈者）石田琳彰

在野の考古学者で郷土史家の故・高野孤鹿氏は昭和20

～ 40年代の福岡市や太宰府周辺を中心に考古資料の収集

と踏査記録を残し、中央区平和台の鴻臚館・福岡城の遺

跡保存にも貢献された。本資料群は氏のご子息が保管さ

れていたものである。資料には、高野氏の著作物と記録

類（各遺跡の踏査記録や各種の目録、瓦の拓本カード集

など）や、九州考古学の先駆者である中山平次郎博士か

ら譲り受けた著作物などがある。

12．塚本家資料（追加分）
　（寄贈者）塚本潔

昭和58、62年度、平成18、19、20、29年度の6度にわた

り寄贈を受けている福岡藩医塚本家資料の追加分。塚本家

は江戸時代を通じて外科医の筆頭として福岡藩に仕えた。

今回寄贈の資料群は、江戸時代に刊行された医学関係

の版本が中心。『重訂解体新書』をはじめ、杉田玄白の

次男で小浜藩の眼科医であった杉田立卿（錦腸）の『瘍

科新選』、立卿の息子で幕府天文台訳員や蕃書調所教授

を務めた杉田成卿の訳書など、西洋医学に関する書籍が

大半を占めており、塚本家における西洋医学の受容の様

子がうかがえる。
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13．竹川英次郎資料
　（寄贈者）竹川英次郎

寄贈者のおば・竹川ヤツエ（1893 ～ 1959）に関する

筑前琵琶関連の資料群。免状や筑前琵琶の楽譜などから

なる。筑前琵琶は、江戸時代の盲僧琵琶を基に明治時代

に考案された琵琶の奏法である。諸流派があったが、一

丸智定（初代橘旭翁）を会長とする旭流は明治時代終わ

りに全国各地で旭会を結成し、大日本旭会を創立するな

ど発展をとげた。橘旭翁は「筑前琵琶宗家」を称し、旭

会会員は琵琶の習熟度に応じて宗家から免状を授けられ

た。奥伝以上の免状を受けた者は、教師になることがで

きた。本資料群には2代目橘旭翁からの竹川への教師免

状が含まれる。

14．梅津忠弘資料
　（寄贈者）鹿田美佐子

筑前国下座郡甘木（現 朝倉市）に居住し、江戸時代、

筥崎八幡宮（東区箱崎）など諸社の神事能を行った、筑

前美麗梅津家に伝来した古文書。

梅津家は菅原道真とともに筑紫に下向、のちに筑後国

高良大社（久留米市）に奉仕した美麗田楽法師が出自と

伝える。その後、筑前国甘木に移り住み、元和年間に黒

田長政に召し出されたという。

寛永元（1624）年12月、美麗作右衛門重次が黒田忠之

に筑前国中楽頭に任じられ、元文3（1738）年には6代目

の金左衛門正明が福岡藩から永代3人扶持を与えられて

いる。正明は、寛保2（1742）年に士分となり、延享2（1745）

年に弟・金太夫直勝に美麗楽頭を譲った。これ以降、梅

津家は二家に分かれ、正明の家系は乱舞方として福岡藩

に仕え、後に梅津只圓を輩出した。

資料群は金太夫直勝の家に伝わったもので江戸時代後

期の古文書が多く、喜多流相伝書や喜多七太夫・六平太

からの書状からなる。3巻に仕立てられた系図類は、幕

末の当主正利によって整理が行われたもの。

15．石橋延枝資料
　（寄贈者）鈴木久美子・石橋養親

寄贈者の実家に伝来した江戸時代後期～明治時代の絵

画、書跡と、昭和20年代から40年代にかけての書類から

なる資料群。出所が同じ資料群として、石橋和夫資料（昭

和63年度寄贈、近世・近代文書10件10点）がある。

絵画、書跡については、旧福岡藩主家侯爵黒田長成

（1867 ～ 1939）の書などがある。

昭和20 ～ 40年代の書類は、寄贈者の母である石橋延

枝氏に関するもの。石橋氏は大正15（1926）年生まれで、

昭和20（1945）年3月に福岡第一師範学校を卒業後、国

民学校の訓導となった。本資料群には、師範学校の卒業

証書や単位認定証明書、教諭免許状などが含まれる。

16．牟田節子資料
　（寄贈者）牟田節子

寄贈者が撮影した写真と収集した印刷物からなる資料

群。

写真は、昭和50（1975）年に博多駅前で撮影された花

電車を含む。花電車は、生花・造花や電飾を用いて装飾

した電車のことで、イベントに際して運行されるもの。

昭和戦後の福岡市では、主として5月に開催される「博

多どんたく港まつり」で花電車が運行された。昭和50年

は、福岡市内線の貫通線、呉服町線、城南線が11月から

廃止となったため、10月30日から11月1日にわたり、3台

の花電車が運行された。この他、西日本鉄道が発行した

福岡市内線全線廃止記念の乗車証がある。

17．星野宜義資料（追加分）
　（寄贈者）星野宜義

平成20年度寄贈資料（近世書籍、武具類）、平成26年

度寄贈資料（近世文書）の追加分。本年度分は、寄贈者

宅に伝来した雑誌『世界画報』。

『世界画報』は国際情報社が発行した月刊誌。書店販

売はなく、本社もしくは地方支局に購読の申込を行った

者に配本する方式であった。本資料群中には、第11巻第

5号（昭和10年5月発行）から第12巻第5号（昭和11年5

月発行）までのうち第11巻第6号を除く12冊がある。内

容は、絵画や版画の原色版あるいはオフセット印刷の口絵、

「世界風俗めぐり」と題されたヨーロッパ、中東、アフリカ

大陸の街角や風景写真の紹介と時事報道などである。

18．久芳和喜資料（追加分）
　（寄贈者）久芳和喜

平成27年度寄贈資料（近世書画、近代文書、写真）お

よび平成28年度寄贈資料（昭和戦後のマッチ箱）の追加

分。本年度分は、大正から昭和時代にかけての写真と、

西明石家の系譜。

久芳家は江戸時代、福岡藩士明石家（西明石）に家臣

として仕えた。明治時代以降も親交は続き、現在は親戚

関係となった。本資料群中には、旧福岡藩主家侯爵黒田
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長礼（1889 ～ 1978）との集合写真や、西明石家出身の

陸軍軍人明石元二郎（1864 ～ 1919）の肖像写真などが

含まれる。

19．二宮健資料（追加分）
　（寄贈者）二宮健

平成25、29年度寄贈資料の追加分で、江戸時代の福岡

藩の学者、文化人の書状3点、および博多狂歌師の書簡

と作品3点の計6点の古文書。いずれも寄贈者が収集した

ものである。学者、文化人の書状は，藩校修猷館の儒者・

安井三蔵、国学者・石松元啓、藩医で書家としても知ら

れる上村米山のもので、いずれも江戸時代後期の人々の

もの。博多狂歌師とされる「観心亭釣庶」の書状には新

春関連狂歌が記載されている。

20．樋口家資料
　（寄贈者）樋口巖

西区金武字浦江の寄贈者宅敷地内の通称薬師堂の本尊

である木造薬師三尊、十二神将ほか堂内に安置されてい

た石仏など。滑石仏群は平たい石面に如来形像か毘沙門

天形像が刻まれそのうち、如来形像の1点には裏に平安

時代末期の治承3（1179）年銘が確認できる。

薬師堂は、延享2（1745）年の承天寺末寺の廃寺等目

録（青柳種信『筑前国続風土記拾遺』所収）にみられ、

そこには中世では原田氏の祈願寺であったが、江戸時代

にはすでに廃壊し、薬師堂のみが残る状態であったとあ

る。なお近代には「新四国」霊場の札所にもなっていた

ようで、堂内には年代不詳の18番、昭和46（1971）年の

75番の八十八ヶ所札が残っていた。近年は公開されてお

らず、令和元（2019）年に堂は閉じられた。

21．舌間輝吉資料
　（寄贈者）舌間輝吉

寄贈者宅に伝来した大正～昭和時代の漆器など。

金縁黒台付五段重は、福岡県在住の半田芳太郎という

人物が製作した黒漆塗の重箱。大正7（1918）年4月から

5月にかけて開催された九州沖縄物産共進会に出品され、

三等賞を受賞した。共進会の主催者は福岡県実業団体連

合会、会場は福岡市内須崎裏海岸の元監獄跡地であった。

漆器の審査は、福岡県技師三條栄三郎、県立福岡工業学

校教諭、郡立浮羽工業徒弟学校長、福岡市工芸技手、熊

本県物産陳列館技手などで行った。関連資料として出品

票がある。この他、黒漆塗の重台、角盆などが含まれる。

22．笠置美枝子資料
　（寄贈者）笠置美枝子

本資料群は、寄贈者の母（明治34年生まれ）が嫁入り

の際に田川市の実家から持ってきたタンスの中にあった

灯火管制用電球と下駄からなる。

灯火管制用電球（マツダランプ）は、戦時中の灯火管

制（すべての灯火を消滅あるいは遮蔽して来襲する敵機

の攻撃目標を惑わそうとする）時に使用するために作ら

れた電球。電球面に光源を遮蔽する塗料を塗り、真下だ

けに光源がくるようになっている。製造は神奈川県川崎

市の東京電機株式会社。寄贈者が5、6歳だった昭和15、

16（1940、1941）年頃に使用していたようである。

下駄は表に草履を貼った草履下駄で、寄贈者が子ども

の頃に庭で遊ぶ際に履いていたもの。

23．松尾孝司資料
　（寄贈者）松尾孝司

寄贈者が収集した資料からなる。

上新川端町（現 博多区上川端町）生まれで、九州大

学の技官であった園田武利氏が作成した鼓形とタヌキ形

の博多チャンポン。同氏は九州大学でガラス実験器具な

どを作成していたことから、その技を生かして退官後に

博多チャンポンを作り始めた。鼓形は両面の打ちの部分

の間隔が10㎝前後。その中央のくぼみの部分から直径1

㎝のガラス管がついたもの。その管の先端を吹くと、鼓

の両面から「ぺこんぽこん」と音が鳴る。九州大学で開

かれた有機合成低分子化学の国際学会に出席したノーベ

ル賞受賞者のブラウン博士に「思い出になるお土産を」

と頼まれて作ったのが始まり。タヌキ形は「明治時代に

はタヌキの形をしたチャンポンがあったらしい」との記

述からヒントを得て製作した。しかし、明治時代に製作

された現物を確認できなかったので、想像による産物。

標準的なチャンポンに頭と両手両足、尻尾などを付けた

もの。

経帷子は寄贈者の母に祖母（生まれは明治時代初め）

が用意したもの。葬儀の際に死者に着せる死装束になる。

背中に「南無高祖承陽大師 〇印/南無釈迦牟尼佛 〇印/

南無太祖常済大師 〇印」の経文（曹洞宗）の墨書きがある。

麻かばんは、国防婦人会（1932 ～ 42年まで存在した

日本の婦人団体）を表す「國婦」や支部などを記入する

ラベルの刺繍が施されている。
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24. 吉村慶二資料

（寄贈者）吉村桜二

大正～昭和時代に活動し、福岡県無形文化財保持者に

も認定された原田嘉平 (1894~ 1982) などの博多人形。

原田による大小2点の「達磨」は、謹厳さが求められる

道釈ものでありながら、抒l胄性やユーモアを加味した作

品。「熊野」は小島与一の弟子高尾八十二に師事した白

石一敏による能もの。「子扇」は原田の弟子原田吉太郎

に師事した藤和人によるモダンな造形惑此の美人もので

ある。いずれも寄贈者の父が北九州市に居住していた昭

利54(1979)年頃に百貨店で購入し、その後大阪に転居

し、自宅に飾っていたもの。

25.林信博資料 （追加分）

（寄贈者）林信博

平成28、29、30年度寄贈資料の追加分。本資料群は雑

誌に掲載された釣りに関する記事および写真、 川釣りに

関する書籍からなる。

寄贈者は現在、 北九州市八幡西区の黒崎駅前で時計店

を営む。同地で創業した先々代は、後に先代に店を譲る

と、新たに同区筒井町に釣具店を開いた。

本資料群は、釣具店を開いた先々代が収集し、手元に

おいていたものとみられる。

26. 郷司澄子資料

（寄贈者）郷司澄子

寄贈者の父が収集した書跡3点。寄贈者の父は昭和戦

前期、東京で普察官をつとめていた。

本資料群の頭山満一行書は、 業務の関係から東京 ・赤

坂で頭山と知り合った寄贈者の父が、 揮逢を依頼したも

の。頭山満 (1855~ 1944)は、早良郡西新町 （現早良

区） 出身で、士族結社玄洋社の設立に参画 した。また、

アジア各国の運動家と親交を結び、その活動を支援したc

この他、頭山と親交のあ ったジャーナ リス ト徳富蘇峰

(1863 ~ 1957)の一行書、歴史・法学者で炭応義坐塾長、

第二次世界大戦後に愛知大学学長などをつとめた林毅陸

(1872 ~ 1950) の一行書がある。

27. 坂本幸子資料（追加分）

（寄贈者）坂本幸子

平成25、28年度寄贈資料の追加分。

主に婚礼などのハレの 日に女性が身に着ける櫛・ 菩 ・

絆。これらは寄贈者が母から譲 り受けたもの。使用して

-7-
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いたのは寄贈者の母、あるいは祖母。索材はべっ甲が使

用され、蒔絵が施されている。現在、べっ甲の国内流通

は限られているため、民俗資料のみならず工芸品として

も貨重である。

28. 関義郎資料

（寄贈者）関義郎

寄贈者の祖父•関藤三郎に関する明治時代後期の文書

と従軍手帖、書籍。

関藤三郎は、明治13(1880)年席田郡席田村平尾（現

博多区）に生まれた。明治37年召集さ れ、翌年3月11日、

奉天附近での戦闘で戦死した。弔辞は、福岡県知事で福

岡県戦死者弔慰会長をつとめた河島醇によるもの。従軍

手帖は、 軍歴を記す。書籍 「筑紫光』は、筑紫郡出身の

日露戦争戦病死者90余名の事蹟をまとめる。編梨者の福

岡県筑紫郡尚武会の詳細は不明であるが、 会長は筑紫郡

長、 町村支部長の中にも町長、 村長が名を連ねており、

筑紫郡の官製団体であったと考えられる。

29. 益田敏夫資料 （追加分）

（寄贈者）益田敏夫

平成20年度寄贈資料（近世文書）の追加分。本年度分

は、明治時代から昭和10年代にかけての寄贈者の家（益

田家）の写真アルバム3冊。

益田家は、福岡藩主黒田家の草創期を支えた家臣であ

る黒田二十四騎の一人益田与助を鉗出 した益田家の分

家。19世紀はじめの当主道乙が外科医となり、明治時代

以降も医師となる者がいた。

本資料群中のアルバムは、 軍医であった益田狭槌(?

~ 1955) とその家族お よび友人の写真を収めたもの。

益田は明治30(1897)年に陸軍軍医学校を卒業 し日露戦

争に従軍 した。

30. 小川守資料

（寄贈者）小川國照

寄贈者の父親が所持していた甲冑で、 伝来は不詳であ

るが、兜は古風な六十二間筋兜に鍬形の前立がつく 。鉢

裏の銘には「早乙女家親」とあり、近世初期の関東（常

陸など）に多い早乙女系の作。また家親は桃山後期～江

戸時代前期の人とされることからかなり 古い物。胴は小

札が紺糸で威された二枚胴具足で小具足も一式揃ってい

る。このほか父親が従軍 して昭和20(1945) 年の8月終

戦前にうけた勲章な どがある。



31．長沼元資料（追加分）
　（寄贈者）長沼元

平成3年度寄贈資料（近代資料）の追加分。今年度分は、

水利組合の組合長をしていた関係で寄贈者宅に保管され

た水利施設の図面を含む文書類。なお、寄贈者は、平成

3年度寄贈資料の南区民俗文化財保存会資料の寄贈者で

ある南区民俗保存会の旧代表。

本資料群中の資料は、那珂川中流域の老司井堰（17世

紀初頭築造）から取水された用水路（老司川）の水利施

設について詳細に記録する。取調帳は、堰が設置された

場所ごとに分割して詳細を記す。用水路図は、老司井堰

から、用水路を省略なしの図面にしたもの。

32．吉原章資料（追加分）
　（寄贈者）吉原章

平成17年度寄贈資料の追加分。寄贈者が収集した資料

からなる。

蹴りロクロは、野間焼の窯元であった小林勝男氏が家

を解体する際に祖父・小林亦助氏が使用していたものを

見つけたもの。野間焼は黒田藩窯として安政元（1855）

年に野間皿山（現 南区皿山）で京焼を作ったのが始ま

りといわれる日用陶器だったが、昭和50年代頃には生産

されなくなった。同一資料は、西花畑公民館（南区）所

蔵の蹴りロクロが現存するのみである。

ベンチは平和台球場で使用されたもの。野球好きの寄

贈者の甥がネットオークションで購入したものを、寄贈

者が木材に固定した。平和台球場は昭和25（1950）年､

第3回国民体育大会が開催された平和台総合運動場の

サッカー場跡地に建設された｡ プロ野球・パシフィック

リーグの西鉄ライオンズ､ 福岡ダイエーホークスなどが

本拠地球場とした｡ 建設当初はナイター照明がなかった

が､ 昭和29年に設置された｡ また、昭和33年に全面が座

席化された｡ 福岡ダイエーホークスが本拠地を福岡ドー

ムに移したことに伴い､プロ野球の公式戦は平成4（1992）

年で終了した｡ 平成9年に完全閉鎖されることとなり､ 11

月24日にお別れイベント ｢さよなら平和台｣ が開催され

た｡ 平成19年から翌年にかけて解体された｡

33．大串誠寿資料
　（寄贈者）大串誠寿

本資料は、芸術工学博士である寄贈者が2016 ～ 2017

年に制作した宇賀神社（中央区）所蔵「お馬さん」の実

測図。「宇賀神社神馬像調査総合報告書」（2018）の説明

図として制作され、のちに鑑賞用作品としても民間ギャ

ラリーと公立美術館で3度にわたり一般公開された。

「お馬さん」とは、宇賀神社の拝殿に掲げられた全長

2.4mの馬の人形のことで、同社境内が甚大な被害を被っ

た福岡西方沖地震（2005年）で奇跡的に被害を免れたこ

とから人気を集めた。調査や修復（2015 ～ 16年）が行

われた結果、昭和初期に博多祇園山笠の飾りとして制作

された人形である可能性が指摘されている。

寄贈者は2016年の調査に参加して神馬像を採寸し、本

資料を製図した。また、2018年に「お馬さん」の価値を

啓蒙し維持費を募集するためのクラウドファンディング

（インターネットを介した寄付募集）を実施した。この

とき返礼品として、本資料を原画とするA3判の複製印刷

物（特殊オフセット版と活版による印刷）とL2判の複製

写真が頒布された（A3判：47名に計235枚、L2判：50名

に計134枚、2018年度末に終了）。「クラウンドファンディ

ングによる文化財保護費の調達」は、平成後半に知名度

を上げ、今後の展開が注目されている。本資料は福岡に

おける一事例の記録として、また山笠関連資料・美術資

料としても活用が見込まれる。

34．青木富美子資料
　（寄贈者）青木富美子

過去・現在・未来の三世諸仏の名を唱えて国家の安寧

を祈願する仏名会で用いられる三千仏図。3幅1組の絹本

掛幅装で、それぞれ中央に大きく阿弥陀・釈迦・薬師の

三世仏を配し、周囲には千仏を印仏で表す。阿弥陀幅の

裏に、文安3（1446）年に金剛仏子宗忍房が寄進し、永

正12（1515）年に今津の波佐右京助吉久が修理、元禄11

（1698）年に誓願寺（西区今津）の住持大泉坊栄信が再

修理したことを示す墨書があり、誓願寺の旧蔵であった

ことがわかる。墨書は元禄時に記されたものだが、画絹

や作風は室町時代の仏画の特色を示しており、文安3年

は制作時期と認められる。寄贈者は西区下山門に鎮座す

る壹岐神社の祀官を務めた青木氏の末裔である。

35．桐山恭二資料
　（寄贈者）桐山恭二

福岡藩初代藩主黒田長政とその父・如水に仕えた重臣

で、黒田二十四騎の一人にかぞえられる桐山丹波が所用

したと伝えられる兜と甲冑。兜は、金泥塗の瓢箪の頭立

を白熊の毛で飾り、蟹の鋏の脇立、および梵字の前立が

付くなど、かなり派手で重々しい仕立であるが、鉢自体
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は古風な星兜である。なお金泥瓢箪の頭立は、丹波の武

功をほめた豊臣秀吉に許されたという伝承が付く。胴は

白や茶、黄など華やかな糸で威された二枚胴で重臣クラ

スのもの。これら甲冑一式は寄贈者の父親により保持さ

れていた。

36．大黒流すの二（須崎町二区）資料
　（寄贈者）長澤正信

博多祇園山笠・大黒流の須崎町二区（すの二）（博多区）

に大正時代から伝わる台幕。藍染地に十二支裾柄雀踊り

が描かれる。

町の前身・旧下鰮町が大黒流の当番町を務めた記念に

作られた。題材は江戸時代に流行した「雀踊り」。編み

笠を被って、雀のしぐさを真似て踊る侍が描かれている。

高名な博多人形師・故小島与一が監修したとの話や、昭

和25（1945）年6月の福岡大空襲では猛火が迫る中、町

の神社から幕を持ち出した若者が近くの川に飛び込んで

難を逃れたという逸話も残る。また、台幕は山笠の際、

町の詰め所の周囲に張り巡らすとともに婚礼や葬儀の会

場にも張られて町のシンボルとして親しまれて代々受け

継がれてきた。

37．富﨑洋子資料
　（寄贈者）富﨑洋子

寄贈者の家で、正月や慶事に使用されてきた六曲屏風。

寄贈者の父方の祖父（前田氏）が唐津街道沿いの徳須恵

（現 佐賀県唐津市）で旅籠を経営しており、祖父あるい

は曽祖父の代に、宿泊者が宿代として置いていった源氏

物語図屏風であると伝わる。

源氏物語図屏風の定型には当てはまらないが、江戸時

代中～後期の町絵師による作とみられ、裏貼に使用され

た紙から近代になって福岡近辺で修復されたことなどが

分かる。近代福岡のくらしの中で、どのような書画が、

どのように受容されていたのかを示す資料として、展示

や研究での活用が見込まれる。

38．冨永美佐子資料
　（寄贈者）冨永美佐子

寄贈者の実家に伝来した陸軍用の毛布。昭和15（1940）

年製で、広島被服支廠で検品されたもの。

広島陸軍被服支廠は、陸軍の軍服などを製造する陸軍

被服廠の出張所として、明治38（1905）年に開設された。

装備の多様化と大量調達の必要姓に対応するため、軍

服・軍靴以外の物品については民間工場に製造を委託

し、被服廠は品質管理や配給業務を行った。

39．藤永喜美子資料
　（寄贈者）藤永喜美子

絹本着色の阿弥陀三尊来迎図。中央に雲に乗る正面向

きの阿弥陀如来、その前方左右には腰を屈めて蓮台を捧

げ持つ観音菩薩と合掌する勢至菩薩を描く。当初は掛幅

装であったが現状では額装に改められている。正確で均

整のとれた構図や描写、着衣部に施された精緻な截金文

様などから制作時期は鎌倉時代後期とみられる。旧箱書

きによれば、本図はもと円応寺（中央区唐人町）の宝物

であったが、明治8（1875）年に妙操という人物が「不

思議の因縁」によって請い求めて念持仏とし、また明治

18年には吉村氏によって表装されたことがわかる。妙操

については未詳だが、寄贈者の母方の先祖は福岡唐人町

の両替商で、祖父にあたる吉村貞次郎（のち荒木に改名）

の生家は円応寺の隣にあったという。円応寺は福岡藩主

黒田家ゆかりの浄土宗寺院で、昭和20（1945）年の米軍

による空襲のため什物の大半を失っている。

40．船津喜代子資料
　（寄贈者）船津喜代子

寄贈者の祖父・倉掛喜丈氏が骨董趣味の一環として収

集した刀剣。

戦国時代、末備前物の短刀1口で、茎の表に「備前國

住長舩清光」、裏に「永禄十二年二月日」の作者銘・紀

年銘を有し、末備前物の上作として基準作となる。三鈷

柄剣の彫物は、刀身部分を透かし、三鈷柄部分を陽刻と

する。

41．前田道子資料
　（寄贈者）前田道子

寄贈者の母方の伯母で、馬出小学校などで教諭をつと

めた大野ハル氏（1897 ～？）が収集した浮世絵。幕末

明治期に摺られた3枚続きの大判錦絵13作品（計39枚）

が巻子装にされ、全長10mに迫る貼交長巻に仕立てられ

ている。

この巻子装は簡略なもので、裏打ちにハル氏の家族が

尋常小学校で制作した書初めの反故紙などが用いられて

おり、近代の個人による浮世絵鑑賞およびコレクション

方法を如実に示す一例といえる。また貼り交ぜられた作

品はほとんどが歌川国芳一門による武者絵であり、歴史
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小説を好んだハル氏の母親（寄贈者の祖母）の嗜好が反

映された可能性や、ハル氏が授業などで生徒に供覧した

可能性が考えられる。大正～昭和時代における浮世絵受

容のあり方を示す、好資料である。

42．安松奈津子資料（追加分）
　（寄贈者）安松奈津子

平成21、26、29年度寄贈資料の追加分。

本資料は和裁用に生地を裁断、縫製やアイロン掛けな

どにも使用される6つ折りのヘラ台。その上に生地を載

せ、裁断・縫製したり、ヘラで引き伸ばしたり、アイロ

ンがけなどを行うもの。表面には実際に使用した痕跡が

残り、裏面には尺貫法とメートル法の対照一覧表や生地

の裁ち方を図解した4枚の用紙が貼られている。

43．八尋シノブ資料（追加分）
　（寄贈者）西村順子

平成27、29年度寄贈資料の追加分。八尋氏は近世では、

早良郡片江村（現 城南区）で庄屋を勤めていたとされる。

今回の寄贈は、明治12（1879）年に八尋茂三が購入した、

蓋つき方位磁石。内部は十二支で方位が示され、蓋裏に

「八尋茂三用」「代銭10銭」、裏に「3寸」などと墨書の記

入がある。同時期までに福岡の廻船など同様の方位磁石

が使われており、それらと技術的・商品的な比較のでき

る資料として貴重である。

1．桑原益男資料
　（寄託者）桑原益男

かつて筑前四代画家の一人に数えられた桑原鳳井

（1793 ～ 1841）の子孫宅に伝来した書画35件36点。う

ち33件は桑原鳳井の作品で、その多くに「桑原鳳井顕彰

会」および同会員・小野茂明による箱書きを伴う。同会

には小野茂明をはじめ萱島秀峰、古賀井卿など、福岡の

著名な画家や書家が名を連ねており、昭和前半期におけ

る鳳井顕彰の動きを物語る資料群として注目に値する。

また鳳井作品の中には、亀井南冥の次男・雲来によって

着賛された小品もあり、鳳井の人的交流が窺い知れる。

2．平井嘉樹資料
　（寄託者）平井嘉樹

平井氏は戦国期まで美作国に居住していた武士で、そ

の後筑前に移って福岡藩初代藩主黒田長政に300石で抱

えられた。その後一族から帰農した家が粕屋郡篠栗に居

をかまえたが、鉄砲による猟に優れていたため、4代藩

主綱政の宝永年間に再度召し出され、篠栗に在宅のまま

藩主の猟に関する世話をおこなう職務についた。以後は

近世後期までに御山目付、御開奉行、郡目付などもあわ

せて歴任している。資料は一族の系譜のほか、綱政自身

の手になる絵画の図巻があり、平井氏にとくに下賜され

たもの。また平井家の主な職務であった藩主の猟とのつ

ながりをしめす火縄銃も伝来している。

3．宗教法人小烏神社資料
　（寄託者）宗教法人小烏神社 宮司 前田安文

小烏神社は福岡市内の警固の丘陵に鎮座した八咫烏を

祀る神社で、江戸期以前には海よりの福崎（現 福岡城

一帯）にあり「小烏大明神」として信仰を集めていた。

黒田長政の福岡城築城により慶長6（1601）年、現在の

地に移された。近代以降は明治5（1872）年に村社に指

定され、戦後に小烏神社となった。

本資料は、朱塗り板に金泥で「小烏大明神」と書かれ

た扁額1枚で、裏には寄進者名および元禄15(1702)年9月

19日の寄進日が墨書されるなど、来歴が明らかなもので、

同社の歴史や地域の信仰を語るうえで貴重な資料である。

〈寄託資料〉

資料解題
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Ⅰ. 一括資料

　1．博多箔屋町白銀師柴田藤吉資料
博多の箔屋町（近世は箔屋番、現 博多区店屋町）に

居住し、刀装具などの細工をおこなう白銀師であった柴

田藤吉が残した、幕末から明治中期の手控・覚類。

柴田藤吉は安政3 (1856)年から、福岡藩11代藩主黒田

長溥の命で派遣された長崎伝習者の中に加えられ、出島

で冶金・化学・薬学などを学んだ。資料の中心はそれら

の伝習内容を記録した手控類で、その原本になった安政

期の覚・日記なども含まれる。さらに明治18（1885）年

頃の覚書類もあり、九州の地理案内や交通情報、旧幕府

時代の金銀貨幣と新政府発行の金銀貨の交換情報など、

明治初年～ 20年代前までの社会・経済的な各種の情報を

含む。

〈購入資料〉

資料解題
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＜寄　贈　資　料＞





1. 財部一雄資料

〈資料内訳〉

1. 近現代資料（文書）…………………………………  129件138点

2. 近現代資料（書籍）   …………………………………… 47件49点

3. 近現代資料（賞状類）   ………………………………… 64件64点

4. 近現代資料（写真）   ……………………………… 2267件2369点

5. 近現代資料（絵葉書）………………………………  142件176点

6. 近現代資料（絵画）   ……………………………………… 5件5点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〈総計〉2654件2801点

1. 近現代資料（文書） 

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 招待状 昭和36年9月21日 駐日アメリカ大使
アドウィン・ライ
シャワーより財部
一雄あて

印刷　ペン書　
額装

額寸39.3×30.3 1通 2019P1

2 〔記〕（日本画教室） 昭和13年6月 財部天崖 墨書　一紙　
額装

額寸39.5×30.2 １枚 2019P2

3 勅語 明治23年10月30日 作者不明 墨書　専用紙 32.0×44.0 1枚 3 ～ 4は箱で一括 2019P3

4 勅語 明治23年10月30日 作者不明 墨書　専用紙　
額装

額寸36.5×49.0 1枚 3 ～ 4は箱で一括 2019P4

5 〔記〕（財部家墓） （昭和63年） （財部一雄/作） 墨書　一紙 24.3×16.7 4枚 封筒で一括 2019P5
～ 8

6 〔記〕（印判） 昭和時代 （財部一雄/作） 一紙　朱印 24.3×16.7 1枚 朱文方印「天崖」 2019P9

7 昭和41年度教育表彰 （昭和41年度） 福岡市教育委員会 印刷　小冊子 21.3×15.2 1冊 2019P10

8 ノート（日本教師会福岡
県支部）

（昭和38 ～ 39年度）財部一雄/筆 鉛筆書　ペン
書　ノート

21.0×15.0 1冊 2019P11

9 日記（昭和38年） （昭和38年） 財部一雄/筆　高
橋書店/発行

ペン書　ノート 21.5×16.2 1冊 2019P12

10 日記（昭和39年） （昭和39年） 財部一雄/筆　文
進堂/発行

ペン書　ノート 21.5×16.2 1冊 1月1日～ 2月8日 2019P13

11 日記（昭和35年） （昭和35年） 財部一雄/筆　文
進堂/発行

ペン書　ノート 21.5×16.2 1冊 1月1日～ 6月1日 2019P14

12 欧米教育視察覚之書 （昭和30年代） 財部一雄/筆 ペン書　ノート 25.6×18.5 1冊 2019P15

13 昭和48年度職員手帳 （昭和48年） 財部一雄/使用 ペン書　ノート 18.5×11.0 1冊 2019P16

14 昭和51年度職員手帳 （昭和48年） 財部一雄/使用 ペン書　ノート 18.5×11.0 1冊 2019P17

15 昭和52年度職員手帳 （昭和48年） 財部一雄/使用 ペン書　ノート 18.5×11.0 1冊 2019P18

16 綴（教職員住所録） （昭和30年代） 不明 ペン書　罫紙　
綴

26.7×19.0 1部 2019P19

17 昭和55年度福岡市教育委員
会指導主事学校訪問資料

昭和55年5月13日 福岡市立姪浜中学
校

印刷　書冊 25.2×18.0 1部 2019P20

18 館誌（昭和43年度、昭和
44年度）

（昭和43年） 明道館 ペン書　ノート 25.3×18.0 1冊 2019P21

寄贈資料　1.財部一雄資料
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

19 館誌（昭和38年度、昭和
39年度、昭和40年度）

（昭和38年） 明道館 ペン書　ノート 25.6×18.0 1冊 2019P22

20 館誌（昭和45年度） （昭和45年） 明道館 ペン書　ノート 25.2×18.0 1冊 2019P23

21 欧米教育視察覚書 1964年 財部一雄/筆 ペン書　ノート 21.5×15.2 1冊 2019P24

22 原稿（杜牧七絶） 昭和戦後期 財部一雄/筆 ペン書　原稿
用紙

18.1×25.7 1枚 「玄洋社記念館用
箋」使用

2019P25

23 昭和52年度学校訪問協議
資料

昭和52年6月28日 福岡市立能古中学
校

印刷　綴 25.6×36.5 1部 2019P26

24 〔記〕（形表） （昭和時代） （財部一雄/作） 墨書　一紙 69.0×103.5 1枚 2019P27

25 〔記〕（形一覧） （昭和時代） （財部一雄/作） ペン書　罫紙　
綴

25.1×35.9 1部 2019P28

26 原稿（明道館史） （昭和50年代） （財部一雄/作） 鉛筆書　ペン
書　原稿用紙

25.5×15.3 1部 『明道館史』戦前部
分の原稿

2019P29

27 敵国降伏のいわれ 昭和58年1月1日/
発行

筥崎宮 印刷　書冊 18.2×12.8 1部 2019P30

28 記事複写（宰相レース　
10年後の『総理狙う10人』の

“金力”“脈”“アキレス腱”）

（1990年6月） （週刊現代） 複写 25.8×18.2 1部
（3枚）

週刊現代1990年6月
16日号複写

2019P31

29 〔記〕（中野正剛先生） （昭和時代） 進藤一馬/朗誦 印刷 25.5×36.0 1枚 2019P32

30 パンフレット（故阿部源
蔵殿福岡市葬）

昭和49年4月30日 （葬儀委員） 印刷 21.2×15.1 1部
（5枚）

2019P33

31 自得天真流極意当身箇所
図解書

（昭和時代） 横田自得天真流宗家
師範横田正米潔慶

印刷 36.4×25.7 1部
（4枚）

2019P34

32 原稿（自剛天真流柔術） （昭和時代） （財部一雄/作） 印刷 25.7×36.2 1部
（11枚）

2019P35

33 万行寺　竹田家墓地 （昭和57年11月） 小柳陽太郎/作成 印刷 36.4×25.7 1枚 2019P36

34 修猷館関係略地図 （昭和57年11月） 小柳陽太郎/作成 印刷 25.7×36.5 1枚 2019P37

35 〔記〕（旅程表） （昭和時代） 不明 印刷 18.2×25.7 1枚 修猷館高校発県庁着 2019P38

36 西日本新聞 昭和41年8月5日 西日本新聞社/発行 印刷　専用紙 55.0×41.0 1部 1 ～ 2面、13 ～ 14面 2019P39

37 修猷資料館資料御寄贈状
況

（昭和時代） （福岡県立修猷館
高等学校）

印刷 25.7×36.4 1枚 2019P40

38 福岡市立小、中学校管理
規則の一部条文の疑義に
ついて（照会）

昭和52年2月1日 福岡市立能古中学
校教頭福岡市中学
校教頭会総務財部
一雄より福岡市教
育委員会あて

印刷 25.7×36.4 1枚 2019P41

39 功績調書資料 （平成2年） （財部一雄/作） 印刷 25.7×36.5 2部
（各3枚）

2019P42
～ 43

40 西日本新聞 平成元年3月12日 西日本新聞社/発行 印刷　専用紙 55.0×41.0 1部 15 ～ 18面 2019P44

41 封筒（研究発表会要録） 平成3年10月9日 福岡市立大名小学
校

印刷　封筒 37.1×24.0 1枚 2019P45

42 研究発表会要録 平成3年10月9日 福岡市立大名小学
校

印刷　書冊 25.8×18.1 1部 2019P46

寄贈資料　1.財部一雄資料
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

43 平成3年度道徳年間指導
計画

（平成3年10月） 福岡市立大名小学
校

印刷　書冊 25.8×18.1 1部 2019P47

44 研究会発表のお礼 平成3年10月9日 福岡市立大名小学
校校長浅倉正三郎

印刷 25.7×18.2 1枚 2019P48

45 アンケートのお願い 平成3年10月9日 福岡市立大名小学
校校長浅倉正三郎

印刷 25.7×18.2 1枚 2019P49

46 平成3年度学校要覧 （平成3年） 福岡市立大名小学校 印刷　3ツ折 26.0×36.2 1部 2019P50

47 〔記〕（林家系図、地図） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） 鉛筆書　ペン
書　一紙

25.7×36.5 1枚 2019P51

48 〔記〕（町内会レクリエー
ション（日帰り旅行）の
お知らせ）

平成4年10月5日 （財部一雄/作） 鉛筆書　一紙 25.7×36.5 1枚 2019P52

49 〔記〕（猶興居ほか） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） 鉛筆書　ペン
書　一紙

36.5×25.7 1枚 2019P53

50 〔記〕（易儲事件の伝説） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） 鉛筆書　原稿
用紙

25.2×35.8 1枚 2019P54

51 〔記〕（光雲神社由緒） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） 鉛筆書　原稿
用紙

25.2×35.8 1枚 2019P55

52 〔記〕（筑前名所図会） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） 鉛筆書　罫紙 25.7×36.4 1枚 2019P56

53 〔記〕（杜牧） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） ペン書　一紙 25.8×36.4 1枚 2019P57

54 〔記〕（雪蓬遺老） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） ペン書　一紙 25.8×36.4 1枚 2019P58

55 〔記〕（頭山満翁） （昭和～平成時代）（財部一雄/作） ペン書　一紙 25.8×36.4 2枚 2019P59
～ 60

56 忘年会出席者 平成5年12月23日 （財部一雄/作） 印刷 25.8×18.2 1枚 2019P61

57 綴〔修猷五六会同窓会〕 （平成5年） （財部一雄/作） 印刷 25.8×18.2 1綴
（4枚）

2019P62

58 〔記〕（西郷南洲漢詩書下
ほか）

（昭和～平成時代）（財部一雄/作） 印刷 21.0×29.7 3枚 2019P63
～ 65

59 玄洋社関係の沿革 （昭和～平成時代） 財部一雄、西田研
三/共編

印刷　鉛筆書　
ペン書　一紙

（3枚継）

71.6×37.4 1枚 2019P66

60 玄洋社記念館用箋 （昭和～平成時代）（玄洋社記念館/作成）原稿用紙 18.5×25.8 2冊 未使用 2019P67
～ 68

61 学習指導ノート （昭和33年） 財部一雄/筆　三
省堂/発行

ペン書　印刷　
書冊

21.0×14.8 1冊 2019P69

62 同窓会名簿（附同窓会々
則）

昭和40年10月 住吉中学校同窓会 印刷　書冊 26.0×18.4 1冊 表紙にペン書「財
部用」と有

2019P70

63 学校運営計画案 1977年 福岡市立高宮中学校 印刷　書冊 25.2×18.0 1冊 2019P71

64 〔記〕（憲友会名簿） 昭和時代 （憲友会） カーボン複写 18.2×25.8 1部
（4枚）

64 ～ 73はバイン
ダーで一括

2019P72

65 財団法人修猷協会役員名
簿

（昭和45年） （財団法人修猷協
会）

印刷 36.0×25.7 1部 64 ～ 73はバイン
ダーで一括

2019P73

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 17 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

66 〔記〕（柔道大会一覧） 昭和時代 （財部一雄/作） ペン書 36.0×25.5 1枚 昭和28 ～ 38年の福
岡市、福岡地区、
福岡県大会の優勝
校名　64 ～ 73はバ
インダーで一括

2019P74

67 第二資料（教育制度、教
育内容改革案）

昭和時代 （日本教師会） 印刷 25.8×18.1 1部
（3枚）

64 ～ 73はバイン
ダーで一括

2019P75

68 第三資料（高等専門学校
改革試案）

昭和時代 （日本教師会） 印刷 25.8×18.1 1部 64 ～ 73はバイン
ダーで一括

2019P76

69 舌間慎吾碑 （昭和時代） 不明 印刷 26.6×37.8 1枚 明治12年建碑の碑
文翻刻　64 ～ 73は
バインダーで一括

2019P77

70 講道館柔道修行者心得 （昭和時代） （講道館） 印刷 18.7×26.3 1枚 70 ～ 71は同折　64
～ 73はバインダー
で一括

2019P78

71 入門心得 （昭和時代） 講道館 印刷 18.7×26.3 1枚 70 ～ 71は同折　64
～ 73はバインダー
で一括

2019P79

72 入門願書 （昭和時代） 講道館 印刷　専用紙 15.0×34.0 1通 64 ～ 73はバイン
ダーで一括

2019P80

73 嘉納治五郎師範遺訓 （昭和時代） （講道館） 印刷 6.1×8.3 1枚 64 ～ 73はバイン
ダーで一括

2019P81

74 日記 昭和12年 （義雄） 鉛筆書　書冊 19.6×14.2 1冊 博文館当用日記 2019P82

75 日記 昭和14年 義雄 鉛筆書　書冊 19.6×13.8 1冊 三省堂当用日記 2019P83

76 日記 昭和16年 （義雄） 鉛筆書　書冊 17.6×10.7 1冊 博文館当用日記 2019P84

77 日記 昭和26年 財部一雄 ペン書　書冊 21.5×15.5 1冊 博文館新社自由日記 2019P85

78 健康メモ 昭和戦後期 第一製薬株式会社 色刷 10.6×7.0 1点 裏面は千代の富士
写真

2019P86

79 書簡（ワシントン滞在7
日目の近況）

1964年11月11日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 9.0×14.0 1通 2019P87

80 書簡（セントルイス滞在）1964年11月25日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 8.9×14.0 1通 2019P88

81 書簡（ニューヨーク滞在）（1964年）12月26日 財部一雄より財部
ユキあて

ペン書　絵葉書 8.6×14.0 1通 2019P89

82 書簡（イヤリング入手） 1964年 財部一雄より財部
敬子あて

ペン書　絵葉書 13.8×8.8 1通 2019P90

83 書簡（教育事情視察と併
行して美術関係調査の予
定）

1964年12月 財部より西村直人
先生、草垣真一先
生あて

ペン書　絵葉書 9.1×14.0 1通 2019P91

84 書簡（ニューヨークで観
劇）

（1964年）12月26日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 8.9×14.0 1通 2019P92

85 書簡（貴翰うれしく拝受）1965年5月5日 上出雅孝より財部
一雄あて

ペン書　絵葉書 8.8×13.9 1通 2019P93

86 書簡（フィラデルフィア
滞在中の予定）

1964年11月18日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 9.0×14.0 1通 2019P94

寄贈資料　1.財部一雄資料
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

87 書簡（ホノルルの宿舎に
ついて）

（1964年） 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 9.0×14.0 1通 2019P95

88 書簡（ワシントンでの意
見交換、視察について）

1964年11月11日 財部一雄より奈良
崎劦ほか2名あて

ペン書　絵葉書 9.0×14.0 1通 2019P96

89 書簡（貴翰と写真3葉、「教
育と福岡」拝受）

1965年8月23日 上出雅孝より財部
一雄あて

ペン書　絵葉書 8.9×13.9 1通 2019P97

90 書簡（ミシシッピ川の船
着場見学）

1964年11月20日 財部一雄より財部
ユキあて

ペン書　絵葉書 9.0×13.9 1通 2019P98

91 書簡（『教育と福岡』所
載の「御視察記」拝読）

1966年9月2日 上出雅孝より財部
一雄あて

ペン書　絵葉書 13.9×8.9 1通 2019P99

92 書簡（帰国と東京での宿
泊先について）

1965年1月3日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 8.8×14.0 1通 2019P100

93 書簡（シカゴ滞在） 1964年11月30日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 8.9×14.0 1通 2019P101

94 書簡（ミネアポリス滞在
中の調査研究について）

1964年12月7日 財部一雄より財部
敬子あて

ペン書　絵葉書 8.8×13.9 1通 2019P102

95 書簡（ホノルルの留学生
と交歓）

（1964年）11月 財部一雄より住吉
中学校御中

ペン書　絵葉書 9.0×14.0 1通 2019P103

96 書簡（残暑見舞） 昭和戦後期 中川八津より財部
一雄あて

ペン書　絵葉書 10.0×14.5 1通 2019P104

97 書簡（パリから第一信） 1965年1月7日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 10.3×15.1 1通 2019P105

98 書簡（ロンドン市街の印
象）

昭和戦後期 丸太淳より財部一
雄あて

ペン書　絵葉書 15.1×10.0 1通 2019P106

99 書簡（パリの印象） 1965年7月1日 財部一雄より財部
ゆきあて

ペン書　絵葉書 10.3×15.1 1通 2019P107

100 書簡（ドイツの滞在と帰
国の予定）

1965年10月16日 財部一雄より財部
ユキあて

ペン書　絵葉書 10.4×14.9 1通 2019P108

101 書簡（シカゴ滞在の近況）（1964年）11月30
日

財部一雄より、奈
良崎劦先生、草垣
真一先生、西村直
人先生あて

ペン書　絵葉書 15.1×10.6 1通 2019P109

102 書簡（お菓子送付の礼） 昭和39年 福沢あい子より財
部倫子あて

ペン書　絵葉書 10.5×14.5 1通 2019P110

103 書簡（暑中見舞） 1970年7月23日 中野平八郎より財
部一雄あて

墨書　葉書 14.8×10.1 1通 2019P111

104 書簡（暑中見舞） 1970年8月2日 柴田美代子より財
部一雄あて

ペン書　葉書 14.8×10.1 1通 2019P112

105 書簡（玄界島での礼） 1969年8月3日 井口末志より財部
一雄あて

墨書　葉書 14.9×10.1 1通 2019P113

106 書簡（残暑見舞） 1970年盛夏 有田誠より財部一
雄あて

印刷　葉書 14.8×10.1 1通 2019P114

107 書簡（憲法問題講演会開
催の件）

昭和45年6月13日 福岡県郷友会より
教職員連盟御中

印刷　葉書 14.9×10.1 1通 2019P115

寄贈資料　1.財部一雄資料
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

108 書簡（暑中御見舞） 昭和45年盛夏 野見山佐一より財
部一雄あて

印刷　葉書 14.8×10.1 1通 2019P116

109 書簡（お便り有難く拝誦）昭和45年8月9日 山北敏夫より財部
一雄あて

ペン書　葉書 14.9×10.1 1通 2019P117

110 書簡（暑中見舞） 昭和45年8月10日 小見山登より財部
一雄あて

墨書　葉書 14.9×10.0 1通 2019P118

111 書簡（暑中見舞） 昭和45年8月盛夏 南原勇一郎より財
部一雄あて

印刷　葉書 14.9×10.1 1通 2019P119

112 封筒 昭和戦後期 松井俊規より財部
倫子あて

ペン書　封筒 22.5×16.4 1枚 2019P120

113 封筒 平成6年 福岡市教育委員会
より財部一雄あて

ペン書　封筒 23.6×12.0 1枚 2019P121

114 複写（官報第1380号） （平成6年4月14日）（印刷局） 複写 29.5×21.0 1枚 2019P122

115 叙位、叙勲について（通
知）

平成6年5月19日 福岡市教育委員会
教職員課長より財
部様あて

印刷 29.7×21.0 1通 2019P123

116 封筒 昭和戦後期 不明 白封筒 14.2×20.5 1枚 2019P124

117 書簡（フロリダ州マイア
ミ滞在）

（1964年）12月23日 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉
書

15.3×22.8 1通 2019P125

118 メモ（カメラの設定） 昭和戦後期 不明 ペン書 9.0×13.2 2枚 2019P126
～ 127

119 電気ご使用量のお知らせ 平成6年5月分 九州電力 印刷　専用紙 9.0×14.1 1枚 2019P128

120 記（無庵詩稿） 昭和戦後期 不明 印刷 19.3×12.0 1枚 2019P129

121 書簡（読後の感懐） 平成4年8月15日 財部一雄（朱印）
より吉岡孝二あて

ペン書　便箋 24.9×17.7 1通 2019P130

122 書簡草案（貴兄の文章謹
読）

（平成元年） 財部一雄か ペン書　便箋 23.1×17.8 1通
（6枚）

2019P131

123 年賀状 昭和33年元旦 筥崎宮 印刷　葉書 14.2×9.0 1枚 宛名未記入 2019P132

124 書簡（新春を寿ぐ） 1964年12月23日 財部天崖より住吉
中学校職員一同様
あて

ペン書　絵葉書 15.3×22.8 1枚 2019P133

125 書簡（ロックパンプトン
市での活動について）

昭和戦後期 財部一雄より財部
倫子あて

ペン書　絵葉書 10.0×14.2 1枚 2019P134

126 書簡（アンカラ滞在半年）（1972年） 吉村剛太郎より財
部一雄あて

ペン書　絵葉書 10.3×15.5 1枚 2019P135

127 書簡（東京修猷会につい
て）

10月3日 JOJI TANAKAよ
り財部一雄あて

ペン書　絵葉書 10.4×15.1 1枚 2019P136

128 書簡（新春挨拶） 1965年 財部一雄より藤原
二義あて

ペン書　絵葉書 10.5×15.0 1枚 2019P137

129 切手帳 （昭和～平成時代）（財部一雄/収集） 切手　アルバ
ム装

22.0×17.0 1冊 箱付 2019P138

寄贈資料　1.財部一雄資料
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

130 四体千字文　一六居士書　
完

明治26年9月20日/
発行

巌谷修/書者　田
中太右衛門/発行
者

木版　書冊 26.0×18.5 1冊 2019P139

131 南洲翁謫所逸話 明治42年2月27日/
発行　明治42年5
月15日/再版

東郷中介/著　川
上孝吉/発行

印刷　書冊 22.6×15.0 1冊 玄洋社記念館ラベ
ル有

2019P140

132 卒業記念写真帖 昭和19年3月 福岡県中学修猷館 印刷　書冊 18.2×26.7 1冊 2019P141

133 福岡市立高宮中学校10回
卒

昭和34年3月 福岡市立高宮中学
校/発行　髙知写
真場山下一郎/製作

印刷　書冊 26.4×19.0 1冊 2019P142

134 第9回卒業（福岡市立高
宮中学校）

昭和33年3月 福岡市立高宮中学
校/発行　髙知写
真場山下一郎/謹製

印刷　書冊 26.4×19.0 1冊 2019P143

135 卒業アルバム（福岡市立
姪浜中学校）

昭和55年3月 福岡市立姪浜中学
校

色刷　書冊 30.3×23.0 1冊 2019P144

136 卒業アルバム（福岡市立
姪浜中学校）

昭和56年3月 福岡市立姪浜中学
校

色刷　書冊 30.3×23.0 1冊 2019P145

137 56年度内容案内　美術 昭和56年 光村図書出版株式
会社/発行

色刷　書冊 25.7×18.3 1冊 137 ～ 140は箱で一
括

2019P146

138 昭和56年度用　美術1 昭和55年3月31日/
文部省検定済

河北倫明ほか7名/
著　光村図書出版
/発行

色刷　書冊 25.7×18.3 1冊 137 ～ 140は箱で一
括

2019P147

139 昭和56年度用　美術2 昭和55年3月31日/
文部省検定済

河北倫明ほか7名/
著　光村図書出版
/発行

色刷　書冊 25.7×18.3 1冊 137 ～ 140は箱で一
括

2019P148

140 昭和56年度用　美術3 昭和55年3月31日/
文部省検定済

河北倫明ほか7名/
著　光村図書出版
/発行

色刷　書冊 25.7×18.3 1冊 137 ～ 140は箱で一
括

2019P149

141 風雪三十年　修猷館卒業
三十周年記念誌

昭和50年11月23日
/発行

修猷五十六会/編
集、発行

印刷　書冊 30.3×22.0 2冊 2019P150
～ 151

142 贈正五位加藤司書概伝 明治43年1月5日／
発行

江島茂逸／編　節
信院／発行

印刷　書冊 23.0×15.3 1冊 2019P152

143 修猷学園10年誌 昭和49年11月16日
／発行

学校法人修猷学園
／発行

印刷　書冊 21.0×14.8 1冊 「学園通信」25号特
集

2019P153

144 福岡大学附属大濠高等学
校創立20周年記念誌

昭和44年2月28日
／発行

大濠高等学校／発
行

印刷　書冊 21.0×15.2 1冊 2019P154

145 大名校百年史 昭和48年11月20日
／発行

大名小学校同窓会
百年史編集委員会
／編、発

印刷　書冊 25.8×18.0 1冊 2019P155

146 大名校百十年史 昭和58年10月1日
／発行

百十年史編集委員
会／編　大名小創
立110周年記念会
／発行

印刷　書冊 25.8×18.2 1冊 2019P156

147 大名校百二十年史 平成5年10月2日／
発行

百二十年史編集委
員会／編　大名小
創立百二十周年記
念会／発行

印刷　書冊 25.8×18.2 1冊 2019P157

2. 近現代資料（書籍）
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

148 福岡市立博多第二中学校
創立三十周年記念誌「燃
えて博多っ子」

昭和53年11月11日
／発行

博多第二中学校／
発行

印刷　書冊 29.7×21.1 1冊 2019P158

149 中学校二十年の歩み 昭和43年3月1日／
発行

福岡県中学校長会
／発行

印刷　書冊 25.8×18.2 1冊 福岡県中学校長会
創立20周年記念誌

2019P159

150 20年のあゆみ 昭和46年3月／発
行

福岡銀行従業員組
合２０周年記念誌
編集委員会／編

印刷　書冊 21.2×15.3 1冊 2019P160

151 新天町20年の歩み 1967年10月10日／
発行

井上精三／編　新
天町商店街公社、
新天町商店街商業
協同組合／発行

印刷　書冊 20.8×18.5 1冊 箱付 2019P161

152 西日本新聞七十五年史 昭和26年4月15日
／発行

高野狐鹿／編、発　
西日本新聞者／発行

印刷　書冊 21.5×15.5 1冊 箱付 2019P162

153 国宝金印物語 昭和37年10月30日
／発行

岡部長章／著　日
本文化協会／発行

印刷　書冊 21.5×15.5 1冊 2019P163

154 九州弁論五十年 昭和53年9月10日
／発行

九州弁論協会／
編、発

印刷　書冊 21.7×15.8 1冊 箱付 2019P164

155 東亜同文書院大学史 昭和57年5月30日
／発行

大学史編纂委員会
／編　滬友会／発
行

印刷　書冊 26.5×19.0 1冊 箱付 2019P165

156 男爵山川先生伝 昭和14年12月25日
／発行

故山川先生記念会
／発行

印刷　書冊 22.2×16.0 1冊 箱付 2019P166

157 贈位諸賢伝　増補版　上
下全２冊

昭和50年7月30日
／発行

近藤出版社 印刷　書冊 21.5×16.0 2冊 箱付　初版昭和２
年発行

2019P167
～ 168

158 回想録 昭和47年2月20日
／発行

水月哲雄／発行 印刷　書冊 21.5×15.5 1冊 2019P169

159 真翁聞きかき 昭和39年11月／発
行

真藤慎太郎先生寿
筵会／発行

印刷　書冊 23.0×17.0 1冊 2019P170

160 史談会速記録　合本一 昭和46年7月20日
／発行

史談会／編　原書
房／発行

印刷　書冊 21.5×15.5 1冊 2019P171

161 高校と教育　130号 平成3年7月10日 小林國男/編集兼
発行人　福岡県教
師会高等学校部会
/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.3 1部 2019P172

162 那の津（福岡市庁内広報
誌第14号）

昭和52年3月22日/
発行

真鍋純哲/編集兼発
行者　福岡市市長
室広報課/発行所

印刷　書冊 25.6×18.2 1冊 2019P173

163 教育と福岡　No.12 昭和40年5月1日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P174

164 教育と福岡　No.13 昭和40年8月1日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P175

165 教育と福岡　No.14 昭和40年11月15日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P176
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166 教育と福岡　No.15 昭和41年4月1日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P177

167 教育と福岡　No.16 昭和41年8月20日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P178

168 教育と福岡　No.17 昭和42年3月21日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P179

169 教育と福岡　No.19 昭和43年3月20日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P180

170 教育と福岡　No.20 昭和43年7月15日 小柳陽太郎/編集
兼発行人　福岡県
教師会/発行所

印刷　小冊子 25.7×18.2 1部 8頁20円　163 ～
170はバインダーで
一括

2019P181

171 修猷　第75号 昭和10年12月／発
行

福岡県中学修猷館
学友会／発行

印刷　書冊 21.2×14.8 1部 2019P182

172 星座　No.9 昭和26年11月15日
／発行

福岡市高宮中学校
／発行

印刷　書冊 21.2×15.2 1部 2019P183

173 星座　No.10 昭和27年3月15日
／発行

福岡市高宮中学校
／発行

印刷　書冊 21.2×15.2 1部 第三回卒業記念号 2019P184

174 星座　No.14 昭和30年3月13日
／発行

福岡市高宮中学校
／発行

印刷　書冊 21.2×15.2 1部 2019P185

175 住吉　４号 昭和40年10月2日
／発行

住吉中学校「住吉」
編集委員会

印刷　書冊 20.4×15.5 1部 2019P186

176 阿古女　第18号 昭和54年3月16日
／発行

姪浜中学校生徒会
／編集

印刷　書冊 20.9×15.1 1部 2019P187

3. 近現代資料（賞状類）

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

177 賞状（本社主催学童ス
ケッチ大会）

昭和13年6月 福岡日日新聞社
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

額寸30.1×
39.4

1通 2019P188

178 表彰状（明道会創立百周
年記念日）

平成8年11月10日 財団法人明道会
（朱印）、柔道道場
明道館（朱印）よ
り故財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

31.0×43.8 1通 2019P189

179 感謝状（本県教育振興に
貢献）

昭和56年5月28日 福岡県教育委員会
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

29.6×42.2 1通 2019P190

180 感謝状（警固神社遷宮奉
賛会浄財奉納）

昭和35年4月30日 警固神社式年遷宮
奉賛会会長進藤一
馬（朱印）より財
部半右エ門あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

26.5×37.8 1通 180 ～ 181は箱で一
括

2019P191

181 感謝状（永年町世話人職
責遂行）

平成6年3月30日 福岡市長桑原敬一
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

29.7×42.2 1通 180 ～ 181は箱で一
括

2019P192
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182 表彰状（30年以上勤続） 昭和49年11月3日 福岡市教育委員会
（朱印）より福岡
市立能古中学校教
頭財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

29.7×21.0 1通 箱付 2019P193

183 感謝状（永年明道館幹事
長）

昭和47年4月8日 明道館（朱印）館
長進藤一馬（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

31.3×43.5 1通 2019P194

184 感謝状（第7回福岡市小
学生作品並郷土先輩書画
展覧会学出品）

昭和12年11月13日 大福岡発展研究会
栗野慎一郎（朱印）
より大名尋常小学
校第5年財部一雄
あて

墨書　一紙　
朱印　額装

額寸30.1×
39.4

1通 2019P195

185 感謝状（福岡市町世話人
制度40周年記念式典）

平成5年9月9日 福岡市長桑原敬一
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

29.7×42.0 1通 箱付 2019P196

186 委嘱状（警固神社責任委
員）

平成3年3月1日 警固神社宮司前田
稔（朱印）より財
部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
シール　額装

37.5×26.5 1通 2019P197

187 感謝状（修猷資料館寄贈）昭和51年9月1日 財団法人修猷協会
理事長江浦重成

（朱印）、修猷館第
18代館長佐村和春

（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
シール　額装

額寸36.5×
49.0

1通 2019P198

188 辞令（幹事長） 昭和28年6月1日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

墨書　一紙　
朱印　額装

額寸36.5×
44.0

1通 箱付 2019P199

189 表彰状（環境保健衛生優
秀地区）

平成4年11月27日 福岡市長桑原敬一
（朱印）より大名
二丁目四区衛生組
合あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

30.0×42.3 1通 箱付 2019P200

190 賞状（秀逸） 昭和10年10月16日 九州日報社（朱印）
より大名小学校尋
常3年財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

額寸36.0×
44.0

1通 2019P201

191 感謝状（修猷館開校190
周年記念）

昭和59年5月30日 修猷館同窓会会長
江浦重成（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

39.0×54.0 1通 2019P202

192 表彰状（本校創立110周
年）

昭和58年10月1日 大名小学校創立
110周年記念会会
長進藤一馬（朱
印）、大名小学校
校長相羽英彦（朱
印）より財部ユキ、
一雄、敬子あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

29.8×43.0 1通 2019P203

193 感謝状（公衆衛生向上寄
与）

平成3年9月20日 福岡市長桑原敬一
（朱印）より大名2
丁目4区衛生組合
あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印　
額装

30.0×42.1 1通 箱付　193、244は
額装で一括

2019P204

194 修了証（昭和50年度審判
講座）

昭和50年7月9日 福岡県柔道協会会
長岩崎茂成（朱印）
から財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

25.8×18.5 1通 2019P205
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195 修了証書（学校柔道指導
者講習会）

昭和26年3月3日 福岡県教育委員会
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.0×27.0 1通 2019P206

196 賞状（学業優等体位優良）昭和14年3月23日 大名尋常小学校
（朱印）より第6学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.4×26.8 1通 2019P207

197 賞状（5 ヶ年間武道寒稽
古皆勤）

昭和19年3月3日 福岡県中学修猷館
（朱印）より第5学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

18.1×26.3 1通 2019P208

198 賞状（6学年間皆勤） 昭和14年3月22日 大名尋常小学校
（朱印）より第6学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.2×26.8 1通 2019P209

199 賞状（本学年間操行善良）昭和13年3月23日 大名尋常小学校
（朱印）より第5学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.3×26.8 1通 2019P210

200 賞状（本学年間皆勤） 昭和12年3月24日 大名尋常小学校
（朱印）より第4学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.3×27.0 1通 2019P211

201 賞状（本学年間学業優等
ニシテ皆勤）

昭和11年3月25日 大名尋常小学校
（朱印）より第3学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.2×26.7 1通 2019P212

202 賞状（本学年間学業優等
ニシテ皆勤）

昭和10年3月23日 大名尋常小学校
（朱印）より第2学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.3×25.7 1通 2019P213

203 賞状（本学年間学業優等
ニシテ皆勤）

昭和9年3月24日 大名尋常小学校
（朱印）より第1学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.4×25.3 1通 2019P214

204 賞状（体格並体力測定ノ
結果成績優秀）

昭和8年11月30日 大名尋常小学校
（朱印）より第1学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

19.3×25.7 1通 2019P215

205 免許状（1級） 昭和24年8月8日 日本相撲研修会長
永井髙一郎（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

18.5×26.5 1通 第1759号 2019P216

206 証（昭和14年度本校寒稽
古皆勤）

昭和14年1月31日 大名尋常小学校
（朱印）より第6学
年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

25.0×17.4 1通 2019P217

207 委嘱状（九州近県高校柔
道大会記録係）

昭和33年7月 福岡県高等学校体
育連盟（朱印）ほ
か2名より財部一
雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

27.0×19.6 1通 2019P218

208 証（本年柔道寒稽古皆勤）昭和52年1月23日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

26.6×39.0 1通 2019P219

209 賞状（柔道暑稽古皆勤） 昭和12年8月6日 明道館（朱印）より
幼年財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

27.1×39.0 1通 2019P220

210 免許状（初段） 昭和28年2月1日 日本相撲研修会長
永井髙一郎（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

25.0×34.7 1通 2019P221

211 証（本年柔道寒稽古皆勤）昭和43年1月28日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

27.1×39.0 1通 2019P222
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212 証（本年柔道寒稽古皆勤）昭和39年1月26日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

26.4×33.6 1通 2019P223

213 修了証（柔道指導者講習
会）

昭和44年3月29日 全日本柔道連盟会
長嘉納履正（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

27.0×39.2 1通 2019P224

214 証（本年柔道寒稽古皆勤）昭和42年1月22日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

27.1×39.0 1通 2019P225

215 証（本年柔道暑稽古皆勤）昭和37年8月11日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

26.5×33.6 1通 2019P226

216 証（本年柔道寒稽古皆勤）昭和38年1月20日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

26.4×33.6 1通 2019P227

217 感謝状（第3回国民体育
大会青年団員）

昭和23年11月30日 第3回国民体育大
会福岡市実行委員
会会長三好弥六

（朱印）ほか2名よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

26.6×38.3 1通 2019P228

218 卒業証書（大名尋常小学
校）

昭和14年3月22日 大名尋常小学校長
麦野時雄（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

26.1×37.1 1通 2019P229

219 証（本年柔道暑稽古皆勤）昭和44年7月31日 明道館（朱印）よ
り財部敬子あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

27.1×39.1 1通 2019P230

220 卒業証書（福岡県中学修
猷館）

昭和19年3月5日 福岡県中学修猷館
長大内覚之助（朱
印）より財部一雄
あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

27.0×38.4 1通 第6897号 2019P231

221 感謝状（高宮中学校創立
10周年）

昭和32年11月23日 福岡市立高宮中学
校同窓会会長生島
康之（朱印）より
財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

30.0×42.3 1通 2019P232

222 感謝状（市政70周年記念）昭和34年11月3日 福岡市長奥村茂敏
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

30.5×43.2 1通 2019P233

223 感謝状（福岡県中学校体
育連盟役員）

昭和43年8月8日 福岡県中学校体育
連盟会長上野米次

（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

24.6×34.6 1通 2019P234

224 感謝状（本市教職員20年
以上精励）

昭和44年10月15日 福岡市長阿部源蔵
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

30.2×42.4 1通 市政80周年記念 2019P235

225 感謝状（地方自治法施行
20周年記念）

昭和42年11月16日 福岡市長阿部源蔵
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

30.2×42.0 1通 2019P236

226 感謝状（本館創立88周年
実行委員）

昭和59年9月16日 明道館創立88周年
記念会会長進藤一
馬（朱印）より館
史編集部長財部一
雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

31.5×43.8 1通 2019P237

227 賞状 昭和58年10月23日 福岡県弁論連盟会
長財部一雄（朱印）

印刷　専用紙　
朱印

30.8×43.5 1通 未使用 2019P238
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228 賞状（本館柔道寒稽古皆
勤）

平成3年1月20日 明道館（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

31.0×43.5 1通 2019P239

229 感謝状（とびうめ市民運
動推進員）

平成2年12月1日 福岡市長桑原敬一
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

29.5×42.0 1通 第45回国民体育大
会、第26回全国身体
障害者スポーツ大会

2019P240

230 表彰状（文部大臣杯第28
回青年弁論大会推進尽
力）

昭和58年10月8日 大会名誉総裁文部
大臣瀬戸山三男

（朱印）ほか4名よ
り財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

30.3×42.1 1通 社会福祉法人学正
会創立30周年記念

2019P241

231 感謝状（PTA創立35周年
記念）

昭和58年11月21日 福岡市PTA協議
会会長笠正宣（朱
印）より財部一雄
あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

30.8×43.5 1通 2019P242

232 感謝状（本市教職員30年
以上職務精励）

昭和54年10月18日 福岡市長進藤一馬
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

29.5×41.8 1通 2019P243

233 感謝状（中学校教育の向
上進展寄与）

昭和56年5月23日 全国中学校校長会
（朱印）より財部
一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

32.3×43.5 1通 2019P244

234 感謝状（中学校長並本会
員）

昭和56年5月23日 福岡県中学校長会
長森田武（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

31.2×45.2 1通 2019P245

235 感謝状（期成会役員） 昭和57年5月15日 広田弘毅先生銅像
建設期成会会長進
藤一馬（朱印）よ
り常任理事財部一
雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

30.3×42.1 1通 2019P246

236 証（3段） 昭和37年8月15日 全日本空手連盟福
岡県本部長藤原二
義（朱印）より財
部一雄あて

印刷　墨書　
専用紙　朱印

31.6×45.5 1通 第1062号 2019P247

237 証（1級） 昭和14年9月13日 福岡県中等学校体
育連盟会長水谷秀
雄（朱印）より財
部一雄

印刷　墨書　
専用紙　朱印

13.2×18.5 1通 県下中等学校生徒
行軍48粁踏破

2019P248

238 証（1級2年連続） 昭和15年5月18日 福岡県中等学校体
育連盟会長柳川久
雄（朱印）より財
部一雄

印刷　墨書　
専用紙　朱印

13.2×19.6 1通 2019P249

239 辞令（国勢調査員） 平成2年8月21日 国務大臣総務庁長
官塩崎潤（朱印）
より財部一雄あて

印刷　墨書　
一紙　朱印

20.8×29.6 1通 2019P250

240 証明書（司書資格） 昭和25年7月30日 文部省（朱印）よ
り財部一雄あて

印刷　ペン書　
朱印

25.5×18.3 1通 2019P251

4. 近現代資料（写真）

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

241 写真（広田弘毅像） （昭和57年） 広田弘毅先生銅像
建設期成会

カラー写真 23.5×18.4 1部 台紙付　碑銘文、
挨拶状有

2019P252
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242 写真（中野正剛、青年隊員）（昭和16年3月） 撮影者不明 白黒写真 34.0×42.0 1枚 額付 2019P253

243 写真（財部一雄） 昭和時代 撮影者不明 カラー写真　
額装

48.0×40.3 1枚 リンカーン記念堂
（ワシントン）

2019P254

244 写真（感謝状贈呈） （平成3年9月20日） 撮影者不明 カラー写真　 8.3×11.8 1枚 193、244は額装で
一括

2019P255

245 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 30.0×24.2 1枚 2019P256

246 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 18.0×13.0 1枚 2019P257

247 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 複写写真 25.3×20.3 1枚 2019P258

248 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 13.3×8.5 1枚 2019P259

249 写真（寒稽古納会） 昭和12年2月7日 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

15.7×29.7 1枚 裏に鉛筆書「寒稽
古納会　昭和12年2
月7日」と有　『明
道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P260

250 写真（日露交歓試合） （明治38年6月19
日）

撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

14.0×25.0 1枚 裏にペン書「17」、
鉛筆書「進藤一馬　
青柳喜平　河野桃
太郎　岩永久吉　
宮川一貫」と有　

『明道館史』（明道
館、1984年）収載

2019P261

251 写真（明道館館旗） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

20.7×11.1 1枚 裏にペン書「2」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P262

252 写真（玄洋社墓地） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

7.6×11.1 1枚 裏にペン書「28　
玄洋社墓地」と有　

『明道館史』（明道
館、1984年）収載

2019P263

253 写真（玄洋社員集合） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

10.4×15.8 1枚 裏にペン書「9」と
有　複写　『明道館
史』（明道館、1984
年）収載

2019P264

254 写真（柔道道場明道館） （昭和30 ～ 40年代）撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

13.6×10.8 1枚 裏にペン書「3」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P265

255 写真（玄洋社） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

11.1×15.5 1枚 裏にペン書「8」と
有　複写　『明道館
史』（明道館、1984
年）収載

2019P266

256 写真（和田三造画　猛虎）（昭和28年） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

10.2×15.5 1枚 裏にペン書「12」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P267

257 写真（道場開場式広告） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

15.0×11.5 1枚 裏にペン書「15」
と有　明治29年10
月の新聞記事　『明
道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P268
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258 写真（福岡城上ノ橋） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

11.4×16.1 1枚 裏にペン書「4」と
有　複写　『明道館
史』（明道館、1984
年）収載

2019P269

259 写真（明治37年京都武徳
大会福岡代表）

（昭和時代） 撮影者不明 印刷　トレー
ス紙

15.1×11.1 1枚 印刷物からの切り
抜き　台紙裏にペ
ン書「16」と有　『明
道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P270

260 写真（初代館長河村武道
肖像画）

（昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

14.6×11.3 1枚 裏にペン書「14」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P271

261 写真（扁額　剛猛） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

6.0×14.5 1枚 裏にペン書「11」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P272

262 写真（進藤一馬） （昭和50年代） 撮影者不明 カラーポジ
フィルム

12.5×9.9 1枚 『明道館史』（明道
館、1984年）収載

2019P273

263 写真（明治十年福岡の変
魂の碑）

（昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

7.6×11.1 1枚 裏にペン書「27　
明治十年福岡の変
魂の碑」と有　『明
道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P274

264 写真（寒稽古会） 昭和38年1月20日 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

9.9×19.8 1枚 裏にペン書「20」、鉛
筆書「寒稽古会　昭
和38年1月20日」と有　

『明道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P275

265 写真（安川第五郎） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

7.8×6.0 1枚 裏にペン書「22」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P276

266 写真（明道館顧問　真藤
慎太郎）

（昭和36年） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

8.1×12.0 1枚 裏にペン書「25」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P277

267 写真（福岡の変招魂場の
修復作業）

（昭和29年） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

7.5×11.0 1枚 裏にペン書「26」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P278

268 写真（和田三造） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

7.5×6.2 1枚 裏にペン書「23」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P279

269 写真（昭和28年納会） 昭和28年12月19日 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

10.0×19.0 1枚 裏にペン書「19」、
鉛筆書「昭和二十八
年納会　昭和28年12
月19日」と有　　『明
道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P280

270 写真（護国神社奉納武道
大会）

（昭和37年5月3日） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

9.0×13.0 1枚 裏にペン書「32」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P281

271 写真（櫛田神社奉納柔道
大会青年の部優勝）

（昭和56年10月18
日）

撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

7.8×12.0 1枚 裏にペン書「33」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P282
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272 写真（寒稽古登館風景） （昭和時代初期） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

14.3×11.1 1枚 裏にペン書「34」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P283

273 写真（教育連絡会） 昭和38年6月23日 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

10.8×15.3 1枚 裏にペン書「30　昭
和三十八年六月
二十三日　明道館　
教育連絡会」と有　

『明道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P284

274 写真（筥崎宮奉納少年柔
道大会）

（昭和42年5月5日） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

10.5×13.3 1枚 裏にペン書「31」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P285

275 写真（優勝旗、優勝杯） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

16.6×12.8 1枚 裏にペン書「24」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P286

276 写真（玄洋社物故者追悼
会）

昭和38年10月5日 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

14.1×20.0 1枚 裏にペン書「29　
昭和三十八年十月
五日　玄洋社物故
者追悼会於崇福寺
玄洋社墓地」と有　

『明道館史』（明道
館、1984年）収載

2019P287

277 写真（明道館仮道場開館
式）

昭和25年10月15日 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

7.6×12.8 1枚 裏にペン書「35」、
鉛筆書「昭和
二十五年十月十五
日　明道館仮設道
場開館式　福岡市
浜ノ町」と有

2019P288

278 写真（明道館暑稽古） 昭和38年7月 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

12.5×15.2 1枚 裏にペン書「37　明
道館暑稽古　昭和
三十八年七月」と有　

『明道館史』（明道館、
1984年）収載

2019P289

279 写真（青年部の稽古風景）（昭和時代） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

9.1×13.0 1枚 裏にペン書「36」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P290

280 写真（福岡の変殉難志士
招魂祭）

（大正時代初期） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

10.5×14.5 1枚 裏にペン書「7」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P291

281 写真（明道館柔道之碑） （昭和59年） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

11.4×11.7 1枚 裏にペン書「38」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P292

282 写真（明道館員、寒稽古
納会）

（昭和39年1月） 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

10.6×20.0 1枚 裏にペン書「10」と
有　『明道館史』（明
道館、1984年）収載

2019P293

283 集合写真（男性） （昭和戦中期） 撮影者不明 白黒写真 11.5×16.0 1枚 2019P294

284 写真複写（中野正剛、弁
論大会）

（昭和50年代） 渡邊亀吉 ペン書　印刷　
紐綴

18.4×26.1 1冊 2019P295

285 写真帳 昭和時代 撮影者不明 白黒写真　ア
ルバム装

18.0×26.0 1冊 2019P296
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286 写真帳 昭和時代 撮影者不明 白黒写真　ア
ルバム装

27.2×36.2 1冊 台紙はがれ写真6枚 2019P297

287 写真（緒方竹虎） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 27.1×19.4 1枚 台紙付 2019P298

288 写真（空無心） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×17.7 2枚 緒方竹虎の書 2019P299
～ 300

289 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P301

290 写真（仏画） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P302

291 写真（第三回国民体育大
会　国体旗リレー選手　
福岡市第四区）

昭和23年10月29日 撮影者不明 白黒写真 10.6×14.9 1枚 2019P303

292 写真（和田三造画伯　虎
ノ絵受領式　明道館）

昭和29年1月5日 撮影者不明 白黒写真 15.1×10.8 1枚 2019P304

293 写真（授業風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×12.4 1枚 2019P305

294 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×15.1 1枚 写真右下に「Hirano 
Fukuoka」の印有

2019P306

295 集合写真（福岡市平尾小
学校　第四期卒業記念）

昭和23年2月12日 撮影者不明 白黒写真 11.4×15.7 1枚 2019P307

296 集合写真（高宮中学校） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.9×15.8 1枚 2019P308

297 写真（男女） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.3×15.4 1枚 2019P309

298 集合写真（修猷館五十六
会同窓物故之霊）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.4×15.3 1枚 2019P310

299 写真（村上師範昇段並ニ
竹村小嶺両師範還暦祝賀
記念）

昭和35年1月24日 撮影者不明 白黒写真 10.6×15.9 1枚 2019P311

300 集合写真（大日本国防婦
人会）

昭和戦時期 撮影者不明 白黒写真 10.4×14.5 1枚 上万町家庭防空事
務所前にて

2019P312

301 集合写真 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×17.6 1枚 2019P313

302 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×17.6 1枚 2019P314

303 集合写真（役員会） 昭和37年2月 撮影者不明 白黒写真 11.3×15.1 1枚 2019P315

304 写真（運動会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.1×14.7 1枚 2019P316

305 写真（福岡県教職員連盟
結成記念）

昭和33年6月1日 撮影者不明 白黒写真 10.5×15.2 2枚 2019P317
～ 318

306 写真（仏画） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P319

307 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P320

308 写真（十一面観音菩薩立
像　聖林寺）

昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P321

309 集合写真 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.4 1枚 2019P322

310 写真（とり市） 昭和46年3月 撮影者不明 白黒写真 10.5×15.1 1枚 2019P323
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311 集合写真（いづみ） 昭和44年5月17日 撮影者不明 白黒写真 10.7×15.1 2枚 2019P324
～ 325

312 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×16.3 1枚 2019P326

313 写真（公園） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.2×11.8 1枚 2019P327

314 集合写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.4 4枚 2019P328
～ 331

315 写真（忠魂碑） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.0×15.0 1枚 2019P332

316 写真（建造物） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.2×11.7 1枚 2019P333

317 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.9×16.8 1枚 2019P334

318 写真（男性3人） 昭和戦後期　 撮影者不明 カラー写真 11.6×16.4 1枚 2019P335

319 集合写真（於東京、小林
繁太郎君結婚式）

昭和48年1月 撮影者不明 白黒写真 10.3×17.5 1枚 2019P336

320 写真（同窓会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.6×15.9 1枚 2019P337

321 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×16.3 1枚 写真下部にイタミ有 2019P338

322 写真（学校校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.3 1枚 2019P339

323 写真（修猷館同窓会総会
の日、於天神町竹村会館）

昭和25年5月30日 撮影者不明 白黒写真 10.8×15.0 1枚 2019P340

324 集合写真（柔道） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.5×15.8 1枚 2019P341

325 写真（扁額「有教無類」） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.4×17.6 3枚 2019P342
～ 344

326 写真（スピーチ） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×16.8 1枚 2019P345

327 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.7×16.4 1枚 2019P346

328 集合写真（学校演習林之碑）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.7×14.8 1枚 2019P347

329 写真（ゴーカート） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.8×16.3 1枚 2019P348

330 写真（竹藪） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.6×16.1 1枚 2019P349

331 写真（草刈り） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.1×14.5 1枚 2019P350

332 写真（ダム） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.8×16.2 1枚 2019P351

333 写真（進藤一馬） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.8×16.9 1枚 2019P352

334 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P353

335 写真（仏画） 昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P354

336 写真（仏像） 昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P355

337 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P356

338 写真（仏像） 昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P357

339 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P358
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340 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P359

341 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P360

342 写真（仏画） 昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P361

343 写真（仏像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P362

344 写真（明道館暑中稽古記
念）

昭和31年 撮影者不明 白黒写真 10.5×15.2 1枚 2019P363

345 写真（WELCOME 
SENSEI TAKARABE）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×15.7 1枚 2019P364

346 写真（柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×15.7 1枚 2019P365

347 集合写真（田んぼの前） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.7×16.4 1枚 2019P366

348 写真（福岡の変の戦死者
慰霊祭、東公園横の墓地）

大正時代初期 撮影者不明 白黒写真 11.2×14.8 1枚 2019P367

349 写真（住吉中学校相撲部
優勝記念）

昭和38年10月 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.3 1枚 2019P368

350 写真（柔道大会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×16.0 1枚 2019P369

351 写真（柔道着の少年） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×16.0 1枚 2019P370

352 写真（オペラハウス） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.3×15.9 1枚 2019P371

353 写真（柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×16.0 1枚 2019P372

354 写真（柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×16.1 1枚 2019P373

355 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.0×14.8 1枚 2019P374

356 集合写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.7×15.3 2枚 写真右下に「Hirano 
Fukuoka」の印有

2019P375
～ 376

357 集合写真（学校） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.4×15.0 1枚 2019P377

358 集合写真（遠足） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.0×14.5 1枚 2019P378

359 写真（広田弘毅） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 16.4×11.8 1枚 2019P379

360 写真（東大寺法華堂の日
光菩薩像）

昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.3×11.7 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P380

361 写真（英霊追悼碑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 16.2×11.6 1枚 2019P381

362 写真（友愛之碑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×16.4 1枚 2019P382

363 写真（以文会友以友輔仁）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 17.8×9.5 1枚 広田弘毅の書 2019P383

364 写真（祇園山笠） 昭和24年7月15日 撮影者不明 白黒写真 10.5×14.8 1枚 2019P384

365 写真（臨風恩故人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.5×17.8 2枚 徳富蘇峰の書 2019P385
～ 386

366 写真（福岡県教職員連盟
結成十周年）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.5 1枚 2019P387
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367 写真（修猷五十六会台湾
観光団）

昭和46年5月 撮影者不明 白黒写真 12.9×18.3 1枚 裏にペン書「昭和
四十六年（1971）
五月　於台北　孔
子廟」と有

2019P388

368 写真（河村武道肖像画） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 17.8×12.8 1枚 2019P389

369 写真（日本教師会福岡大
会記念）

昭和40年8月10日 撮影者不明 白黒写真 12.9×18.0 1枚 裏に印「日本教師
会福岡大会記念　
1965/8/10」と有

2019P390

370 写真（葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.3×17.7 2枚 2019P391
～ 392

371 写真（福岡県教職員連盟
結成十周年）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.6 1枚 2019P393

372 写真（体育の授業風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×18.0 1枚 2019P394

373 写真（授業風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×13.3 1枚 「心に太陽をもて」
の授業

2019P395

374 写真（授業風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×12.3 1枚 2019P396

375 集合写真（クラブ九州） 昭和37年3月 撮影者不明 白黒写真　ト
レース紙

9.3×14.9 1枚 裏にペン書「13」
と有、トレース紙
に青鉛筆書「90％、
63％」と有

2019P397

376 写真（魂の碑） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.9×11.2 1枚 2019P398

377 写真（男性、乾杯） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.7 1枚 2019P399

378 写真（筥崎宮） 昭和40年10月 撮影者不明 白黒写真 11.7×15.7 1枚 裏にペン書「昭和
四十年十月　於筥
崎宮」と有

2019P400

379 集合写真（野原） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.4 1枚 2019P401

380 集合写真（住吉中職員） 昭和38年度 撮影者不明 白黒写真 10.5×14.8 1枚 裏にペン書「昭和
三十八年度　住吉中
三年関係職員」と有

2019P402

381 集合写真（学生服） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.4×15.7 1枚 裏に鉛筆書「茶菓
羅部」と有

2019P403

382 集合写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.9 1枚 2019P404

383 写真（パーティー） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×17.3 2枚 2019P405
～ 406

384 写真（法事） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.6×17.8 2枚 2019P407
～ 408

385 写真（来島恒喜墓、法事）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.6×16.2 1枚 2019P409

386 集合写真（柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.4×17.9 1枚 2019P410

387 写真（女性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.8×16.4 1枚 2019P411

388 集合写真（高宮中学校） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.3 2枚 2019P412
～ 413

389 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.5×17.7 1枚 中央の男性の胸に修
猷館校章の名札有

2019P414

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 34 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

390 写真（男性2人） 昭和55年 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 裏にペン書「昭和
五十五年写」と有

2019P415

391 写真（サッカーコート） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.2 1枚 2019P416

392 写真（会議） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.6×17.8 1枚 2019P417

393 集合写真（明道館） 昭和56年5月11日 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.7 1枚 裏にペン書「昭和
五十六年五月十一日　
福岡の変　招魂祭　
於明道館」と有

2019P418

394 写真（オペラハウス） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.3 1枚 2019P419

395 写真（男性3人、柔道着）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 16.2×11.4 1枚 2019P420

396 写真（遠足） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.7×16.5 2枚 2019P421
～ 422

397 写真（教育を憂うる集い）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.4 1枚 2019P423

398 集合写真（平尾小創立五
周年）

昭和22年10月11日 撮影者不明 白黒写真 11.3×15.5 1枚 裏に鉛筆書「昭和
二十二年十月十一日　
平尾小学校創立五
周年日写」と有

2019P424

399 写真（男性2人、柔道着）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.4 1枚 2019P425

400 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P426

401 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.7×11.0 1枚 2019P427

402 写真（高台にて） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P428

403 写真（柔道指導） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.3 1枚 2019P429

404 写真（高宮中同窓会） 昭和62年11月28日 撮影者不明 カラー写真 10.2×14.9 1枚 裏に墨書「昭和
六十二年十一月
二十八日　於　京都　
高宮中学昭二十七年

（第三回）卒同窓会　
前列右ヨリ力丸恭子　
財部（還暦）　川島
順和　後列右ヨリ村
山瑠美　前田斐子　
八尋博子」と有

2019P430

405 集合写真（住吉中職員） 昭和36年5月 撮影者不明 白黒写真 8.9×15.4 1枚 裏にペン書「昭和
三十六年五月　住
吉中　財部」と有

2019P431

406 集合写真（福岡学芸大学
柔道部送別会記念）

昭和29年2月5日 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.0 1枚 写真右下に「Hirano 
Fukuoka」の印有

2019P432

407 写真（ダム） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.4×11.7 1枚 2019P433

408 写真（取材風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.1×16.6 1枚 2019P434

409 集合写真（福岡県教師会
結成記念撮影）

昭和38年6月16日 撮影者不明 白黒写真 10.8×15.6 2枚 裏にペン書「昭和
三十八年六月十六
日　福岡県教師会
結成記念撮影」鉛
筆でメモ書き有

2019P435
～ 436

410 集合写真（太宰府天満宮
崇敬会青年部発足式記念）

昭和46年1月15日 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.2 1枚 2019P437
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411 集合写真（学校） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.6×15.2 1枚 2019P438

412 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.9×16.4 1枚 2019P439

413 写真（見聞して来た欧米
の教育）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×18.0 1枚 2019P440

414 写真（見聞して来た欧米
の教育）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×18.0 1枚 2019P441

415 写真（展覧会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.5 1枚 2019P442

416 写真（川にかかる橋） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.5×17.7 1枚 2019P443

417 写真（畑の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.7 1枚 2019P444

418 写真（仏像） 昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.5×12.0 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P445

419 写真（東大寺法華堂の月
光菩薩像）

昭和戦後期 松山鹿鳴園 白黒写真 16.6×12.0 1枚 福岡県福岡市高宮
中学校印

2019P446

420 写真（畑の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.7 1枚 2019P447

421 集合写真（姪浜中職員） 昭和45年 撮影者不明 白黒写真 11.3×18.2 1枚 裏に墨書「昭和
四十五年　福岡市
立姪浜中学校　教
職員」と有

2019P448

422 写真（ダンスの授業） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.3 1枚 2019P449

423 写真（民族衣装） 昭和40年3月 撮影者不明 カラー写真 12.1×17.4 2枚 2019P450
～ 451

424 写真（明道館での葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.9×17.9 1枚 2019P452

425 集合写真（詰襟） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 12.6×18.7 1枚 2019P453

426 集合写真（中学修猷館生徒）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 12.5×17.7 2枚 2019P454
～ 455

427 集合写真（修猷館） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×17.8 1枚 2019P456

428 写真（校舎前） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.1×17.1 1枚 2019P457

429 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×18.1 1枚 2019P458

430 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.3 1枚 2019P459

431 写真（柔道着の外国人と）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.3 1枚 2019P460

432 集合写真（鎮国寺参拝記念）昭和63年10月2日 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.5 1枚 2019P461

433 写真（明道館、トロフィー
を持って）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.0×15.8 1枚 2019P462

434 写真（握手） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.4×16.5 1枚 2019P463

435 集合写真（学校） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.6×16.5 1枚 2019P464

436 集合写真（西文雄先生喜
寿祝賀会）

昭和48年10月6日 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.3 1枚 裏にペン書「西文
雄先生喜寿祝賀会　
昭和四十八年十月
六日　於一品香」
印「48.10.6」と有

2019P465

437 集合写真（東公園石碑前）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.3 1枚 2019P466
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438 集合写真（学生） 昭和30年5月 撮影者不明 白黒写真 11.4×16.2 1枚 裏にペン書「昭和
三十年五月写」と有

2019P467

439 写真（講演会、日本教師
会教育研究全国大会）

昭和40年8月10日 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.3 1枚 裏に「日本教師会
福岡大会記念　
1965/8/10」と有

2019P468

440 写真（賞状授与） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×17.8 1枚 2019P469

441 写真（中華料理店） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.8 1枚 2019P470

442 写真（台北車站） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.5×17.7 1枚 2019P471

443 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.7 1枚 2019P472

444 写真（光復大陸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.6×17.7 1枚 2019P473

445 集合写真（高宮中学校三
年教官）

昭和32年春 撮影者不明 白黒写真 11.6×15.8 1枚 裏にペン書「昭和
三十二年春　高中
第三学年教官」と有

2019P474

446 集合写真（第一回全九州
少年柔道錬成大会）

昭和38年8月26日 撮影者不明 白黒写真 12.1×16.5 1枚 2019P475

447 集合写真（柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×16.6 1枚 2019P476

448 写真（交流会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×17.4 1枚 写真左上イタミ有 2019P477

449 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.5×17.7 1枚 2019P478

450 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×18.0 1枚 2019P479

451 写真（会議） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×18.0 1枚 2019P480

452 写真（夫婦） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 17.6×12.7 1枚 2019P481

453 写真（女性、竜安寺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.8×17.7 1枚 2019P482

454 写真（街並み） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.9 1枚 2019P483

455 写真（高台、男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×18.0 1枚 2019P484

456 集合写真（学校） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.2 1枚 2019P485

457 集合写真（修猷柔道倶楽部）昭和31年夏 撮影者不明 白黒写真 12.2×17.7 1枚 2019P486

458 写真（ナイアガラの滝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.2×17.5 1枚 2019P487

459 写真（ロンドン） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.9 1枚 2019P488

460 写真（民族衣装） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 17.4×12.1 1枚 2019P489

461 写真（アルバカーキ） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.9 1枚 2019P490

462 写真（砂浜） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 17.9×12.6 1枚 2019P491

463 写真（ニューイングラン
ド　プリマスにて）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 17.4×12.1 1枚 2019P492

464 写真（竜安寺石庭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.9×18.1 1枚 2019P493

465 写真（修猷館200年記念
像前にて）

昭和59年頃 撮影者不明 カラー写真 16.7×11.4 2枚 2019P494
～ 495
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466 写真（不二歌道会） 昭和56年正月 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.7 1枚 裏にペン書「昭和
五十六年正月　不二
歌道会　宇都宮惟
中氏　六百田幸夫氏
出版記念会」と有

2019P496

467 写真（葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.6×17.8 2枚 2019P497
～ 498

468 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×17.3 1枚 2019P499

469 写真（海岸の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.1×17.4 1枚 2019P500

470 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 17.5×12.5 1枚 2019P501

471 写真（福岡県教職員連盟
結成十周年）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×17.8 1枚 2019P502

472 写真（福岡県教職員連盟
結成十周年）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×17.8 1枚 2019P503

473 写真（福岡県教職員連盟
結成十周年会場看板）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×17.8 1枚 2019P504

474 集合写真（男性7人） 昭和41年 撮影者不明 白黒写真 10.7×15.5 1枚 2019P505

475 写真（道頓堀） 昭和13年頃 撮影者不明 白黒写真 10.3×14.8 1枚 2019P506

476 写真（男性6人） 明治30年代 撮影者不明 白黒写真　和
紙

12.2×14.6 1枚 写真下に和紙貼り付
け、和紙に墨書「内
田良平　宮崎滔天　
清藤幸七郎　末永節　
小山雄太郎　孫文　

2019P507

477 写真（発表会） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.3×17.7 1枚 写真イタミ、上部に
脱落有　写真表面に
墨書「一雄」と有

2019P508

478 写真（財部一雄） 昭和46年2月 撮影者不明 白黒写真 11.8×16.3 1枚 裏にペン書「昭和
四十六年二月　姪
浜中時代　於残島
を背景に」と有

2019P509

479 写真（葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.8 1枚 2019P510

480 写真（尊きみはしらに捧く）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×16.5 1枚 2019P511

481 写真（黒部ダムについて）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×16.5 1枚 2019P512

482 家族写真（女性7人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 13.6×19.0 1枚 2019P513

483 集合写真（柔道着） 昭和38年 撮影者不明 白黒写真 14.0×19.7 2枚 2019P514
～ 515

484 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.7×20.0 1枚 2019P516

485 集合写真（明道館寒稽古
納会）

昭和31年1月22日 撮影者不明 白黒写真 13.5×19.3 2枚 2019P517
～ 518

486 集合写真（財部一雄、中
学生）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×20.2 1枚 2019P519

487 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×19.0 3枚 2019P520
～ 522

488 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.0 1枚 2019P523
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489 写真（観客） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×17.8 1枚 2019P524

490 写真（橋の下を通過する船）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.4×17.8 1枚 2019P525

491 集合写真 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×19.4 1枚 2019P526

492 集合写真（財部家葬儀） 昭和50年8月17日 撮影者不明 白黒写真 12.8×19.2 1枚 2019P527

493 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.4×19.5 1枚 2019P528

494 集合写真（修猷五十六会）昭和49年11月23日 撮影者不明 カラー写真 12.7×19.4 1枚 2019P529

495 集合写真（安川第五郎先
生追悼会　於柔道道場明
道館）

昭和51年6月 撮影者不明 白黒写真 13.0×19.3 2枚 裏に墨書「安川第
五郎先生追悼会　
於柔道道場　明道
館」と有

2019P530
～ 531

496 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.6 2枚 2019P532
～ 533

497 写真（福岡県青少年弁論
大会の盛会を祝し慰労会　
於亀屋大広間）

昭和58年10月23日 撮影者不明 カラー写真 12.8×17.8 1枚 2019P534

498 集合写真（第15回大名小
学校PTAOB会）

平成元年11月22日 撮影者不明 カラー写真 12.8×17.8 1枚 2019P535

499 写真（財部一雄、リンカー
ン記念堂）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 17.5×12.1 2枚 2019P536
～ 537

500 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 17.8×12.7 1枚 2019P538

501 集合写真（運動会） 平成2年10月14日 撮影者不明 カラー写真 12.7×18.0 1枚 2019P539

502 集合写真（山を背景に） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.1 1枚 2019P540

503 写真（財部一雄、福岡県
教職員連盟結成十周年）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×17.8 1枚 2019P541

504 写真（福岡県教職員連盟
結成十周年）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×17.8 1枚 2019P542

505 写真（屋形船） 昭和戦後期 財部写 白黒写真 13.0×18.4 1枚 裏にペン書「財部
写」と有

2019P543

506 集合写真（修猷五十六会
総会　於福新樓）

昭和62年5月16日 撮影者不明 カラー写真 12.8×21.2 1枚 2019P544

507 集合写真（修猷いそろく
会　伊藤、山北両先生喜
寿賀筵　於海王）

昭和61年5月17日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.1 1枚 2019P545

508 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×18.0 1枚 2019P546

509 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.8×17.6 1枚 2019P547

510 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.8 1枚 2019P548

511 写真（松江城天守） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.1×17.4 1枚 2019P549

512 写真（交流会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 17.3×12.0 1枚 2019P550

513 写真（財部一雄） 昭和41年 撮影者不明 白黒写真 17.8×12.7 1枚 裏にペン書「昭和
四十一年　於宮崎高
千穂　39才」と有

2019P551

514 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.1 1枚 2019P552
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515 集合写真（加藤司書公慰
霊祭）

昭和43年10月25日 撮影者不明 白黒写真 13.1×18.4 1枚 裏にペン書「明治維
新百年　昭和四十三
年十月廿五日　加藤
司書公慰霊祭　筑
前勤皇党慰霊祭　
向って右より　中野
長　真武信幸　龍
正　矢野憲一　水
野咲子　筒井トラ　
田村克喜　進藤一馬　
加藤昌弘　建部武四
郎夫妻　財部一雄

2019P553

516 写真（葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.8 1枚 2019P554

517 写真（葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.8 1枚 2019P555

518 写真（葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.8 1枚 2019P556

519 写真（葬儀） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.8 1枚 2019P557

520 集合写真（昭和32年度高
宮中学校卒業30周年記念
合同同窓会　於福岡ガー
デンパレス）

昭和62年8月16日 撮影者不明 カラー写真 12.8×21.2 1枚 2019P558

521 集合写真（自得天真流柔
術相伝式　聖武館）

昭和36年12月9日 撮影者不明 白黒写真 14.3×20.5 1枚 2019P559

522 集合写真（勝新太郎九州
後援会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.0×19.8 1枚 2019P560

523 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 14.0×20.0 1枚 2019P561

524 集合写真（財部ユキ葬儀）昭和60年2月28日 撮影者不明 カラー写真 12.8×21.2 1枚 2019P562

525 集合写真（修猷五十六会）平成元年5月16日 撮影者不明 カラー写真 12.8×21.2 1枚 2019P563

526 集合写真（住吉中学校職
員）

昭和41年5月 撮影者不明 白黒写真 14.4×19.8 1枚 裏に墨書「昭和
四十一年五月　住
吉中学校職員」と有

2019P564

527 集合写真（住吉中学校） 昭和34年11月 撮影者不明 白黒写真 14.1×19.1 1枚 裏に鉛筆書「昭和
三十四年十一月　
住吉中学校」と有

2019P565

528 集合写真（修猷石城会「余
香草」発刊記念祝賀会）

昭和63年3月19日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.1 1枚 2019P566

529 集合写真（西村美夫先生修
猷館勤続40年記念祝賀会）

昭和45年7月8日 撮影者不明 白黒写真 13.5×19.7 1枚 2019P567

530 集合写真（魂碑前） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.5×20.6 1枚 2019P568

531 集合写真（青少年の主張　
昭和58年度福岡県青少年
弁論大会）

昭和58年10月23日 撮影者不明 カラー写真 12.8×21.6 1枚 2019P569

532 写真（黒田長久（候）修
猷館御成り）

昭和56年 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.1 1枚 2019P570

533 集合写真（詰襟） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 13.5×19.2 2枚 2019P571
～ 572
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534 集合写真（福岡市平尾国
民学校第一回卒業生）

昭和20年3月 撮影者不明 白黒写真 14.2×19.1 1枚 裏にペン書「福岡市
平尾国民学校第一
回卒業生　昭和
二十年三月写」と有

2019P573

535 集合写真（相撲部） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.2×22.5 1枚 2019P574

536 集合写真（宴会場） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.2×19.3 1枚 2019P575

537 集合写真（姪浜中学校柔
道部）

昭和44年 撮影者不明 白黒写真 12.6×17.8 1枚 裏にペン書「昭和
四十四年　姪浜中
学校柔道部」

2019P576

538 集合写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.5×17.8 1枚 2019P577

539 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.7×20.0 2枚 2019P578
～ 579

540 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 14.0×19.7 1枚 2019P580

541 集合写真（自得天流柔術
宗家範士　株式会社横田
設備工業所相談役　横田
正米潔慶之葬儀）

昭和47年11月25日 撮影者不明 白黒写真 14.0×19.7 1枚 2019P581

542 集合写真（黒田長禮候御
夫婦　於修猷館）

昭和38年 撮影者不明 白黒写真 13.1×19.3 1枚 2019P582

543 集合写真 昭和55年1月 撮影者不明 カラー写真 15.4×20.7 1枚 裏に墨書「昭和
五十五年一月撮影」

2019P583

544 集合写真（明道館創立
八十八周年記念）

昭和59年9月16日 撮影者不明 白黒写真 14.9×20.3 1枚 2019P584

545 集合写真（相撲部） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.4×22.6 1枚 2019P585

546 集合写真（相撲部） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.2×22.0 1枚 2019P586

547 集合写真（博多老松） 昭和41年 撮影者不明 白黒写真　台
紙

14.7×21.0 1枚 2019P587

548 集合写真（浩々居同人古
鹿善郎理事長来福記念撮
影）

昭和43年6月 撮影者不明 白黒写真 14.1×19.7 1枚 裏にペン書「昭和
四十三年六月　
浩々居同人古鹿善
郎理事長来福記念
撮影　於出雲会館」

2019P588

549 集合写真（住吉中職員） 昭和39年4月 撮影者不明 白黒写真 14.6×20.0 1枚 裏にペン書「昭和
三十九年四月　住
中職員」と有

2019P589

550 集合写真（大和新報創刊
二十周年記念）

昭和48年4月15日 撮影者不明 白黒写真 15.2×20.3 1枚 2019P590

551 集合写真（千代中学校） 昭和46年度 撮影者不明 白黒写真 15.2×20.2 1枚 裏にペン書「千代
中学校　昭和
四十六年度」と有

2019P591

552 集合写真（教員） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.2×20.1 1枚 2019P592

553 集合写真（教員） 昭和40年 撮影者不明 白黒写真 13.4×19.4 1枚 裏にペン書「昭和
四十年」と有

2019P593

554 集合写真（中学生） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.3×20.2 1枚 2019P594

555 集合写真（五番山笠） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 13.5×19.4 1枚 2019P595
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556 集合写真（住吉中学職員）昭和38年度 撮影者不明 白黒写真 14.5×19.9 1枚 裏にペン書「昭和
三十八年度　住吉
中学職員」と有

2019P596

557 集合写真（恩師　山北敏
夫先生謝恩会）

昭和45年9月25日 撮影者不明 白黒写真 14.6×20.0 1枚 2019P597

558 集合写真（中野三之助翁
喜寿祝賀会記念）

昭和40年4月25日 撮影者不明 白黒写真 14.2×20.0 1枚 2019P598

559 集合写真（六番山笠千代
流）

昭和47年7月15日 撮影者不明 白黒写真 15.3×20.0 1枚 2019P599

560 集合写真（修猷五十六会
同窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 14.9×20.0 1枚 裏にペン書「修猷
五十六会同窓会　
修猷卒業廿周年記
念　「くすどいけ」
二本木植樹」と有

2019P600

561 集合写真（「魂の碑」平
尾霊園）

昭和39年 撮影者不明 白黒写真 15.2×19.9 1枚 裏にペン書「明治十
年福岡の変　招魂碑　
移転「魂の碑」平尾
霊園　昭三九.」と有

2019P601

562 写真（大隈重信像） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 2枚 2019P602
～ 603

563 写真（旅館、男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P604

564 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×10.9 1枚 2019P605

565 写真（龍源院） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×10.9 1枚 2019P606

566 写真（会議） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.2×10.4 1枚 2019P607

567 写真（財部一雄、考える
人像前）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.4×7.3 1枚 2019P608

568 写真（回廊） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.3×10.4 1枚 2019P609

569 写真（龍山寺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.0 1枚 裏にペン書「龍山
寺　台北市　乾隆
五年（西暦一七三五
年建立）」と有

2019P610

570 写真（畑の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P611

571 写真（八紘一宇の塔） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.6×7.6 2枚 2019P612
～ 613

572 写真（財部一雄、潮岬観
光タワー前）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.8 1枚 2019P614

573 写真（サボテン畑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.8 1枚 2019P615

574 写真（船上） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.6 1枚 2019P616

575 写真（灯台） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.9×7.6 1枚 2019P617

576 写真（財部一雄、台北孔
子廟前）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P618

577 写真（警固神社鳥居） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P619

578 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.9 1枚 2019P620
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579 集合写真（祖教連結成一
周年記念）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.5×12.3 1枚 2019P621

580 写真（財部一雄、坂本龍
馬像前）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×7.7 1枚 2019P622

581 写真（柔道の指導） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.8 1枚 2019P623

582 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.0 1枚 2019P624

583 写真（財部一雄） 昭和39年11月1日 撮影者不明 白黒写真 7.5×11.3 1枚 裏に鉛筆書「財部さ
ん（羽田、国際線ロ
ビー）64.11.1」と有

2019P625

584 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.3×10.4 1枚 2019P626

585 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.8 1枚 2019P627

586 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.5×10.7 1枚 2019P628

587 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.1×7.6 1枚 2019P629

588 写真（財部一雄、海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×7.6 1枚 2019P630

589 写真（財部一雄、鳥居前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.5×7.8 1枚 2019P631

590 写真（財部一雄、虹のはし）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P632

591 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.9 1枚 2019P633

592 写真（港） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.5×10.9 1枚 2019P634

593 写真（祖父母と孫） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 7.3×9.9 1枚 2019P635

594 写真（魂の碑） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.5×11.0 1枚 2019P636

595 写真（女性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.7×7.3 1枚 2019P637

596 集合写真（財部と女生徒）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×10.7 1枚 2019P638

597 集合写真（海岸前） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×10.7 1枚 2019P639

598 写真（先亡霊塔） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.5×11.1 1枚 2019P640

599 写真（魂の碑） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.0 1枚 2019P641

600 写真（地獄めぐり） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.2×9.4 1枚 2019P642

601 写真（文化祭） 昭和26年5月27日 撮影者不明 白黒写真 7.5×10.3 1枚 裏にペン書 「1951. 
5.27  文化祭」と有

2019P643

602 集合写真（観海寺温泉旅
館朝日館）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×9.8 1枚 2019P644

603 写真（会食） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.5×10.7 1枚 2019P645

604 写真（文化祭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P646

605 写真（男女4人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.2×11.1 1枚 2019P647

606 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P648

607 写真（財部一雄、石碑前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.6 1枚 2019P649

608 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.7 1枚 2019P650

609 写真（埴輪） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.7×7.5 1枚 2019P651
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610 写真（民族衣装を着た女
性と）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P652

611 写真（日本家屋と紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.7×7.5 1枚 2019P653

612 写真（山水館、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P654

613 集合写真（国見ケ丘） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.2×10.5 1枚 2019P655

614 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.7 1枚 2019P656

615 写真（天皇誕生日） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.2 1枚 2019P657

616 写真（紀伊勝浦駅） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.1 1枚 2019P658

617 写真（パリの風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.3×10.5 1枚 2019P659

618 集合写真（相撲部） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.5×11.1 1枚 2019P660

619 写真（木） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 裏に鉛筆書「財部」
と有

2019P661

620 集合写真（故藤校長先生
追悼）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 2枚 2019P662
～ 663

621 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.9 1枚 2019P664

622 写真（埴輪） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.8 1枚 2019P665

623 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×11.0 1枚 2019P666

624 写真（日本家屋） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.5 1枚 2019P667

625 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.7 1枚 2019P668

626 写真（財部一雄、魂の碑前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 3枚 2019P669
～ 671

627 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P672

628 写真（財部一雄と女性、
民族衣装）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P673

629 写真（山笠法被姿） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P674

630 写真（有教無類） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.8 1枚 裏に墨書「台北孔
子廟　蒋中正之扁
額」と有

2019P675

631 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.6×7.0 1枚 2019P676

632 写真（財部一雄、写真撮
影中）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.3 1枚 2019P677

633 写真（男性6人） 昭和45年9月1日 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.8 1枚 裏にペン書「昭
45,9,1」と有

2019P678

634 写真（財部一雄、魂の碑前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P679

635 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.8 1枚 2019P680

636 写真（財部一雄、埴輪） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.9×7.6 1枚 2019P681

637 集合写真（滝の前で） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.9 1枚 2019P682

638 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.5×11.3 2枚 2019P683
～ 684
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639 写真（橋の上） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.1×10.5 1枚 2019P685

640 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×11.0 1枚 2019P686

641 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×11.0 1枚 2019P687

642 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.5 1枚 2019P688

643 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.9×11.7 1枚 2019P689

644 写真（財部一雄、ボート
の上）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.8×10.8 1枚 2019P690

645 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.7 1枚 2019P691

646 写真（銅像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.5×7.4 1枚 2019P692

647 写真（潮岬タワー観光記念）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P693

648 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P694

649 集合写真（国見ケ丘） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P695

650 写真（埴輪） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.7 1枚 2019P696

651 写真（会議） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.5 1枚 2019P697

652 写真（レンガの上） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P698

653 写真（乗馬） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P699

654 写真（財部一雄、浴衣） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.3×7.7 1枚 2019P700

655 写真（戸井田房治） 昭和39年12月31日 撮影者不明 白黒写真 11.3×7.7 1枚 裏にペン書「埼玉県
利根川にて　戸井田
房治  39.12.31」と有

2019P701

656 写真（桜島） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×11.0 1枚 2019P702

657 集合写真（石碑前） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.8 1枚 2019P703

658 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.7 1枚 2019P704

659 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.9×7.7 1枚 2019P705

660 写真（男女） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P706

661 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P707

662 集合写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×10.8 1枚 2019P708

663 写真（修猷館200年記念
式典）

昭和59年頃 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P709

664 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P710

665 家族写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P711

666 家族写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P712

667 写真（夫婦） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P713

668 写真（学生） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.2 2枚 筑紫女学園の制服 2019P714
～ 715

669 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 後方に「昭和五十八年
癸亥 財部一雄謹書」
と書かれた看板有

2019P716
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670 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P717

671 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P718

672 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P719

673 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P720

674 写真（神事） 昭和63年10月1日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 警固神社か 2019P721

675 写真（大名二丁目第四区町
内会ファミリーパーティ）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P722

676 写真（大名二丁目第四区町
内会ファミリーパーティ）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P723

677 写真（男性5人、浴衣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P724

678 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.7 1枚 2019P725

679 写真（男性2人、狸の置
き物）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 2枚 2019P726
～ 727

680 写真（男性2人） 昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.8 1枚 裏に印で「財部一
雄撮」と有

2019P728

681 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 2枚 2019P729
～ 730

682 写真（結婚披露宴） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P731

683 写真（財部一雄、都庁前）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 2枚 2019P732
～ 733

684 写真（男性8人、柔道着）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P734

685 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P735

686 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P736

687 写真（九重にて） 昭和23年7月27日 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.4 1枚 裏にペン書「1948. 
7.27  九重ニテ」と有

2019P737

688 写真（財部一雄、屋形船
前）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P738

689 写真（平安神宮石碑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P739

690 写真（敬老会） 昭和45年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 裏にペン書「昭和
四十五年　七十七
才　敬老会」と有

2019P740

691 集合写真（住吉中柔道部）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.8 1枚 2019P741

692 写真（男女） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P742

693 写真（財部一雄、頭山満
墓前）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P743

694 写真（警固神社） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P744

695 写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P745

696 写真（柔道稽古） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P746

697 写真（警固神社、男性5人）昭和63年10月1日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P747

698 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P748
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699 写真（警固神社） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P749

700 写真（警固神社石碑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P750

701 写真（警固神社石碑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P751

702 写真（憂国忌） 平成2年11月25日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 裏にペン書「國學院
大學助教授大原康
男　元福岡大学教
授森三十郎　平成
二年十一月二十五日　
憂国忌　於筥崎宮　
此の写真は直会福
新楼」と有

2019P752

703 集合写真（住吉中柔道部）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.1×11.0 1枚 2019P753

704 集合写真（鎮国寺参拝記
念）

昭和63年10月2日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P754

705 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P755

706 写真（姪浜中卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P756

707 集合写真（ミシガン号乗
船）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P757

708 写真（運動会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×11.6 1枚 2019P758

709 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×11.7 1枚 裏に鉛筆書「22.12」
と有

2019P759

710 写真（男女6人、行者杉前）昭和57年5月8日 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 裏にペン書「昭
57.5.8」と有

2019P760

711 集合写真（料亭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.2×12.0 1枚 2019P761

712 写真（女性、テレビの前）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P762

713 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P763

714 写真（山水館、男性4人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P764

715 写真（祖母傾山、九重連山）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P765

716 写真（龍山寺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P766

717 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P767

718 写真（男女3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P768

719 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P769

720 写真（修猷館五十六会同
窓物故者慰霊祭）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P770

721 写真（男女6人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P771

722 写真（法事） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P772

723 写真（男性3人、喫茶店）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P773

724 写真（女性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.3 1枚 2019P774

725 写真（修猷館五十六会同
窓物故者慰霊祭）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×12.0 1枚 2019P775
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726 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P776

727 写真（講演） 昭和59年頃 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 後ろに「菁莪堂　
長成書」の額あり

2019P777

728 写真（講演） 昭和59年頃 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P778

729 写真（魂の碑） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P779

730 写真（高宮中学校体育大
会財部先生之近影）

昭和32年10月 撮影者不明 白黒写真 8.0×12.0 1枚 裏にペン書「高宮中
学校体育大会財部
先生之近影　昭和
丗二年十月」と有

2019P780

731 写真（オペラハウス） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P781

732 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P782

733 写真（街並み） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P783

734 写真（女性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P784

735 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.7 1枚 2019P785

736 写真（財部一雄、建設現
場にて）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P786

737 写真（男女） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P787

738 写真（オペラハウス） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P788

739 写真（男女7人、柔道着）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P789

740 集合写真（柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P790

741 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P791

742 写真（財部一雄、武蔵陵
墓地）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P792

743 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P793

744 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P794

745 集合写真（高宮中学校　
嬉野温泉　嬉野館にて）

昭和31年10月6日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P795

746 写真（修猷館200年記念
式典）

昭和59年頃 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P796

747 写真（結婚披露宴） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P797

748 写真（五条家にて） 昭和52年4月29日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 裏にペン書「八女郡
黒木町　五条家に
て　52.4.29」と有

2019P798

749 写真（お祓い） 昭和63年10月1日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P799

750 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P800

751 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×10.7 1枚 2019P801

752 集合写真（財部一雄、小
学生54人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.6 1枚 2019P802

753 集合写真（男子学生） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×10.9 1枚 2019P803

754 写真（財部と学生） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×12.1 1枚 2019P804
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755 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.3 1枚 2019P805

756 集合写真（柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.0×10.9 1枚 2019P806

757 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.2 1枚 2019P807

758 写真（財部） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.0×7.7 1枚 裏にペン書「財部」
と有

2019P808

759 写真（父子） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.1×7.3 1枚 2019P809

760 写真（山本守） 昭和48年5月12日 撮影者不明 白黒写真 10.9×7.6 1枚 裏にペン書「山本
守　48.5.12」と有

2019P810

761 写真（山の植物） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 裏に鉛筆書「財部」
と有

2019P811

762 写真（男性8人、山中） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.8 1枚 2019P812

763 写真（カメラを提げた男性）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×9.8 1枚 2019P813

764 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.9×7.6 1枚 2019P814

765 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.0×7.7 1枚 写真イタミ 2019P815

766 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.0×7.7 1枚 2019P816

767 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.3 1枚 写真左側イタミ 2019P817

768 写真（松江城、男女7人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.7×7.8 1枚 2019P818

769 写真（議長） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P819

770 写真（子供2人、着物） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.1×7.7 1枚 2019P820

771 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.5 1枚 2019P821

772 写真（日本国大使館前） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.5×7.4 1枚 2019P822

773 写真（財部一雄、船上） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.6 1枚 2019P823

774 写真（財部一雄、遊園地）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.8 1枚 香椎花園か 2019P824

775 写真（柔道、屋外） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×10.6 1枚 2019P825

776 写真（茶室） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.0×7.6 1枚 2019P826

777 写真（家族） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.1×7.4 1枚 2019P827

778 写真（磨崖仏、男性2人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×8.3 1枚 2019P828

779 写真（財部一雄、サボテ
ン）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×11.0 1枚 2019P829

780 写真（海外の家庭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.5 1枚 2019P830

781 写真（石畳の街並み） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.4×7.4 1枚 2019P831

782 集合写真（祐徳稲荷神社
鳥居前）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P832

783 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 裏に鉛筆書「財部さ
ん　64.11.1」ペン書

「井上忠一　S.39　
石橋正人　S.37　久
芳勝也　S.37」と有

2019P833

784 写真（男性2人、石碑横）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.8 1枚 2019P834

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 49 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

785 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P835

786 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×11.0 1枚 2019P836

787 写真（近畿修猷会総会） 昭和62年11月29日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P837

788 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P838

789 写真（男性8人、柔道着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.4 1枚 2019P839

790 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.8 1枚 裏に鉛筆書「1枚」
と有

2019P840

791 写真（中学校の卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P841

792 写真（子供） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×6.4 1枚 2019P842

793 写真（男性2人、白いドー
ムの建物前）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 6.4×9.0 1枚 2019P843

794 写真（銅像） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×6.4 1枚 2019P844

795 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×6.4 1枚 2019P845

796 写真（松江城天守） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 6.4×9.0 1枚 2019P846

797 写真（財部一雄、滝の前で）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.0×7.7 1枚 2019P847

798 写真（財部一雄、海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.8 1枚 2019P848

799 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.1×7.5 1枚 2019P849

800 写真（寄せ書き） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.8 1枚 2019P850

801 写真（黒部ダム展望台レ
ストハウス、財部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.7×7.7 1枚 2019P851

802 写真（財部一雄、岩場） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.0×7.6 1枚 2019P852

803 写真（男女4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.8×10.7 1枚 2019P853

804 写真（財部一雄、城郭前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.9×8.3 1枚 2019P854

805 写真（財部一雄、山中） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.8 1枚 2019P855

806 写真（橋） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.7 1枚 2019P856

807 写真（湖） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.8 1枚 2019P857

808 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P858

809 写真（男性2人、ボート上）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.8 1枚 2019P859

810 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P860

811 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.5×11.2 1枚 2019P861

812 写真（幼児を抱いた女性）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P862

813 写真（男女13人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.8×8.0 1枚 2019P863

814 写真（男性2人、電車内）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×8.9 1枚 2019P864

815 写真（広島平和公園、男
性2人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.9×8.0 1枚 2019P865

816 写真（財部一雄、船上） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.1 1枚 2019P866

817 集合写真 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.1×6.5 1枚 2019P867
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818 写真（財部一雄、学生） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 3.2×4.2 1枚 2019P868

819 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.7×4.8 1枚 2019P869

820 写真（軍事教練） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 6.1×6.1 1枚 2019P870

821 写真（柔道、屋外） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×5.7 1枚 2019P871

822 写真（教室） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×6.3 1枚 2019P872

823 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×6.3 1枚 2019P873

824 写真（財部一雄、学生） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×6.2 1枚 2019P874

825 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×6.1 1枚 2019P875

826 写真（女性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×5.7 1枚 2019P876

827 写真（女性、振袖） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×8.3 1枚 2019P877

828 写真（財部ユキ） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.3×7.4 1枚 裏にペン書「財部ユ
キ」と有、写真右上欠

2019P878

829 写真（かつらを被った男
児2人）

昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.0×6.5 1枚 2019P879

830 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 6.2×8.9 1枚 2019P880

831 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×6.4 1枚 2019P881

832 写真（財部一雄、船上） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.0 1枚 2019P882

833 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×9.0 1枚 2019P883

834 写真（財部一雄、乗馬） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.0 1枚 2019P884

835 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.1 1枚 2019P885

836 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.0 1枚 2019P886

837 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×6.5 1枚 2019P887

838 写真（銀閣寺、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×6.1 1枚 2019P888

839 写真（松江城、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×6.3 1枚 2019P889

840 写真（明道館、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.1 1枚 2019P890

841 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 6.4×9.0 1枚 2019P891

842 写真（女性2人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 9.8×6.7 1枚 2019P892

843 写真（幼児2人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 9.7×6.2 1枚 2019P893

844 写真（女性2人、モンペ）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.0 1枚 2019P894

845 写真（乳児） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 5.8×8.8 1枚 2019P895

846 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×6.2 1枚 2019P896

847 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×5.7 1枚 2019P897

848 写真（乳児） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.8×8.1 1枚 2019P898

849 写真（船上での宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.2×6.8 1枚 2019P899

850 写真（福岡県教員連盟結
成式）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.9×8.1 1枚 2019P900
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851 写真（女性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.9×8.0 1枚 2019P901

852 写真（男性2人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 6.1×6.1 1枚 2019P902

853 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.8×6.1 1枚 2019P903

854 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 4.0×4.1 2枚 2019P904
～ 905

855 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.1×5.0 1枚 2019P906

856 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.6×5.5 4枚 2019P907
～ 910

857 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.5×4.4 2枚 2019P911
～ 912

858 写真（財部一雄、山中にて）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.5×6.5 1枚 2019P913

859 写真（住中内野） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×5.7 1枚 2019P914

860 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×5.5 2枚 2019P915
～ 916

861 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.5×5.4 1枚 2019P917

862 写真（財部一雄） 昭和22年5月10日 撮影者不明 白黒写真 10.5×7.0 1枚 裏にペン書「昭和
二十二年五月十日
写　二十歳　財部
一雄」と有

2019P918

863 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.6×8.9 1枚 2019P919

864 写真（財部一雄） 昭和39年4月 撮影者不明 白黒写真 14.0×9.6 2枚 1点裏にペン書
「1964.4」と有

2019P920
～ 921

865 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.4×11.2 2枚 2019P922
～ 923

866 写真（居酒屋、男性2人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P924

867 写真（日本教師会講演会）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P925

868 写真（財部一雄、飛行場）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P926

869 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P927

870 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.0 2枚 2019P928
～ 929

871 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P930

872 写真（縦笛奏者） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P931

873 写真（明道館、大会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P932

874 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.2 1枚 2019P933

875 写真（生け花鑑賞） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P934

876 写真（中野正剛先生碑） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×6.5 1枚 2019P935

877 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×8.9 1枚 2019P936

878 写真（乳児） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P937

879 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P938
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880 写真（柔道稽古風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P939

881 写真（財部一雄、庭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×5.9 1枚 2019P940

882 写真（水着を着た幼児） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×6.4 1枚 2019P941

883 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P942

884 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P943

885 写真（男子学生スピーチ）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P944

886 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P945

887 写真（善光寺、男性2人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.3 1枚 2019P946

888 写真（聴衆） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P947

889 写真（男子学生スピーチ）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P948

890 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P949

891 写真（財部一雄、山中） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P950

892 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P951

893 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×6.4 1枚 2019P952

894 写真（財部一雄、山中） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.4 1枚 2019P953

895 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P954

896 写真（聴衆） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P955

897 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P956

898 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P957

899 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P958

900 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P959

901 写真（山の斜面） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P960

902 写真（財部一雄、駅にて）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.6 1枚 2019P961

903 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.4 1枚 2019P962

904 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P963

905 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.1 1枚 2019P964

906 写真（役員席、審査員席）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×8.9 1枚 2019P965

907 写真（聴衆） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P966

908 写真（財部一雄、山中） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P967

909 写真（来賓席） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P968

910 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P969

911 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P970

912 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P971

913 写真（屋形船） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P972

914 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.6×8.9 1枚 2019P973
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915 写真（明道館、大会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P974

916 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P975

917 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P976

918 写真（学校グラウンド、
遠景）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P977

919 写真（黒部川第四発電所
について）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×9.0 1枚 2019P978

920 写真（料亭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P979

921 写真（財部一雄、城郭前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.3 1枚 2019P980

922 写真（財部一雄、楠木正
成戦没地碑）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.1 1枚 2019P981

923 写真（乾杯） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P982

924 写真（女性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P983

925 写真（女性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P984

926 写真（お猪口を持つ男性）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P985

927 写真（男性2人、城郭前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P986

928 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P987

929 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P988

930 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×6.4 1枚 2019P989

931 写真（聴衆） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P990

932 写真（男性、舞踊） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P991

933 写真（財部一雄、山を背
景に）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P992

934 写真（座談会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P993

935 写真（立山連峰、黒部ダ
ム展望図）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P994

936 写真（役員席、審査員席）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P995

937 写真（財部一雄、司会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P996

938 写真（乳児を抱いた男性）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P997

939 写真（国会議事堂前、財
部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×6.4 1枚 2019P998

940 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.1 1枚 2019P999

941 写真（女性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1000

942 写真（男性2人、城郭前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×6.3 1枚 2019P1001

943 写真（水着を着た幼児） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P1002

944 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1003

945 写真（座談会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1004
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946 写真（聴衆） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1005

947 写真（黒部ダムについて）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P1006

948 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.8 1枚 2019P1007

949 写真（明道館入口、福岡
市中学校柔道大会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P1008

950 写真（聴衆） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P1009

951 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P1010

952 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×8.9 1枚 2019P1011

953 写真（座談会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1012

954 写真（座談会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P1013

955 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P1014

956 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P1015

957 写真（黒部湖について） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P1016

958 写真（日本教師会研究会、
男性2人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.8 1枚 2019P1017

959 写真（聴衆） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1018

960 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1019

961 写真（映画館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P1020

962 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×6.5 1枚 2019P1021

963 写真（大会Cパート席） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.0 1枚 2019P1022

964 写真（大会役員、審判員席）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.1 1枚 2019P1023

965 写真（山） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1024

966 写真（乳児1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1025

967 写真（男性三人、同窓会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×8.9 1枚 2019P1026

968 複写写真（越知彦四郎） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×8.3 1枚 2019P1027

969 集合写真（相撲大会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×11.9 1枚 2019P1028

970 写真（女性3人、乳児1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.6×9.2 1枚 2019P1029

971 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×13.1 1枚 2019P1030

972 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×9.2 1枚 2019P1031

973 写真（男性、門前） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.1×9.1 1枚 2019P1032

974 写真（講演会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1033

975 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×9.0 1枚 2019P1034

976 写真（財部一雄ほか8名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.9 1枚 2019P1035

977 写真（中山博物院、財部
一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.1×9.3 1枚 2019P1036

978 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.5×12.9 1枚 2019P1037
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979 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1038

980 写真（懇親会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1039

981 写真（宮崎市、八紘一宇
の塔、財部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×9.0 1枚 2019P1040

982 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.5 1枚 2019P1041

983 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.8×8.4 1枚 2019P1042

984 写真（五百羅漢像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.9×8.3 1枚 2019P1043

985 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.9×8.3 1枚 2019P1044

986 写真（男性3人） 平成3年6月22日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.8 1枚 2019P1045

987 写真（柔道大会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.5 1枚 2019P1046

988 写真（財部一雄ほか2名、
結婚式）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1047

989 写真（財部一雄ほか4名、
バス車内）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1048

990 写真（男性3人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×11.6 1枚 2019P1049

991 集合写真（財部一雄ほか
16名）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×13.1 1枚 2019P1050

992 写真（財部一雄ほか1名、
法被「千代若」）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P1051

993 写真（宮殿） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P1052

994 写真（男性六人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.6×13.0 1枚 裏に印「東京都千代
田丸ノ内三ノ十ノ一 
富士製鉄ビル421区 
財団法人日本武道館　
小西弥寿一」と有

2019P1053

995 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×10.9 1枚 2019P1054

996 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1055

997 写真（男性1人、女性3人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1056

998 写真（懇親会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.7 1枚 2019P1057

999 写真（男性8人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×13.0 1枚 2019P1058

1000 写真（馬に乗る男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.9 1枚 2019P1059

1001 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.9 1枚 2019P1060

1002 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P1061

1003 写真（日本国旗、校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.6×8.3 1枚 2019P1062

1004 写真（日本国旗、校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.5×8.2 1枚 2019P1063

1005 写真（進藤一馬ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1064

1006 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.4 1枚 2019P1065

1007 写真（山下湖畔荘、男性
8人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×13.0 1枚 2019P1066
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1008 写真（男性8人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×13.0 1枚 2019P1067

1009 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.5×12.0 1枚 2019P1068

1010 写真（宮殿） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P1069

1011 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.3×13.0 1枚 2019P1070

1012 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.3×13.1 1枚 2019P1071

1013 写真（財部一雄、法被） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P1072

1014 写真（男性3人、水辺に
て食事）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×12.8 1枚 2019P1073

1015 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.8 1枚 2019P1074

1016 写真（財部一雄ほか1名、
結婚式）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1075

1017 写真（財部一雄、進藤一
馬）

昭和58年4月17日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1076

1018 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×8.2 1枚 2019P1077

1019 写真（姪浜中校長3人会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1078

1020 写真（祝高宮中学第2回
生同窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.5×13.8 1枚 2019P1079

1021 写真（涵碧楼） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1080

1022 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×9.0 1枚 2019P1081

1023 写真（中華料理店） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1082

1024 写真（台湾バナナ畠） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 裏に「台湾バナナ
畠　平和也」と有

2019P1083

1025 写真（植物） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1084

1026 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1085

1027 写真（財部一雄、法被） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.8×8.3 1枚 2019P1086

1028 写真（能古中学校校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.6×8.2 1枚 2019P1087

1029 写真（能古中学校校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.5×8.2 1枚 2019P1088

1030 写真（水辺とフェンス） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×11.5 1枚 2019P1089

1031 写真（水辺とフェンス） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×11.6 1枚 2019P1090

1032 写真（能古中学校校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.5×8.3 1枚 2019P1091

1033 写真（水辺とフェンス） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.2×11.5 1枚 2019P1092

1034 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.9 1枚 2019P1093

1035 集合写真（平戸、田口樓）昭和33年夏 撮影者不明 白黒写真 10.8×8.7 1枚 裏に「昭和三十三年
夏　平戸にて」と有

2019P1094

1036 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.9 1枚 2019P1095

1037 集合写真（明道館、奉納
武道大会優勝）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×12.9 1枚 2019P1096

1038 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.8 1枚 2019P1097
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1039 写真（泉岳寺、財部一雄
ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1098

1040 写真（仏壇　修猷館
五十六会　同窓物故者之
霊）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1099

1041 写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1100

1042 写真（男性、柔道着） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×8.3 1枚 2019P1101

1043 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1102

1044 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1103

1045 写真（進藤一馬） 1984年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 修猷館200年記念式
典のインタビュー

2019P1104

1046 写真（米寿祝賀会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×13.1 1枚 2019P1105

1047 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.2×11.3 1枚 2019P1106

1048 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1107

1049 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×11.3 1枚 2019P1108

1050 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1109

1051 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1110

1052 写真（卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1111

1053 写真（西文雄先生米寿祝
賀会）

昭和戦後期 谷健太郎/撮影 白黒写真 9.0×13.2 1枚 2019P1112

1054 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.9×9.0 1枚 2019P1113

1055 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×12.2 1枚 2019P1114

1056 写真（歓迎会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.8 1枚 2019P1115

1057 写真（西文雄先生米寿祝
賀会）

昭和戦後期 谷健太郎/撮影 白黒写真 9.0×13.1 1枚 2019P1116

1058 写真（財部一雄、法被） 1971年 撮影者不明 カラー写真 12.6×8.8 1枚 2019P1117

1059 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×13.0 1枚 2019P1118

1060 集合写真（財部一雄ほか
19名）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×13.1 1枚 2019P1119

1061 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.6 1枚 2019P1120

1062 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1121

1063 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.1×9.3 1枚 2019P1122

1064 写真（リンカーン記念館、
財部一雄ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.6×8.8 1枚 2019P1123

1065 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.6 1枚 2019P1124

1066 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×13.1 1枚 2019P1125
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1067 写真（鶏卵の展示を見る
人々）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P1126

1068 写真（少年） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×13.0 1枚 2019P1127

1069 写真（男性8人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.1×14.2 1枚 2019P1128

1070 写真（男性11人、慰霊祭）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1129

1071 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.8 1枚 2019P1130

1072 集合写真（中学校生徒、
修学旅行）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1131

1073 写真（第4回日本教師会
教育研究会第一会場にて　
男性4人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.9 2枚 2019P1132
～ 1133

1074 写真（西文雄先生米寿祝
賀会）

昭和戦後期 谷健太郎/撮影 白黒写真 9.1×13.1 1枚 2019P1134

1075 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.9 1枚 2019P1135

1076 写真（嬉野館、財部一雄
ほか6名）

昭和31年秋 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.4 1枚 裏にペン書「昭和
三十一年秋　佐賀　
嬉野温泉」と有

2019P1136

1077 集合写真（島根立久恵峡、
財部一雄ほか8名）

昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1137

1078 写真（財部一雄、能古中
学校生徒）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1138

1079 集合写真（筥崎宮） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1139

1080 写真（絵画展） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.3 1枚 2019P1140

1081 写真（明道館、護国神社
奉納武道大会優勝）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.9 1枚 財部一雄編『明道館
史』（明道館、1984年）
口絵に掲載

2019P1141

1082 集合写真（中学校生徒） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×13.0 1枚 2019P1142

1083 写真（財部一雄、祝賀会）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×13.0 1枚 2019P1143

1084 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×13.0 1枚 2019P1144

1085 写真（修猷館五十六会同
窓物故者之霊位牌）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×13.0 1枚 2019P1145

1086 集合写真（財部一雄ほか
26名）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×13.0 1枚 2019P1146

1087 写真（進藤一馬、財部一雄）昭和戦後期 牛島元生/撮影 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P1147

1088 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.2 1枚 2019P1148

1089 写真（懇親会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1149

1090 写真（懇親会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1150

1091 写真（懇親会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1151

1092 写真（懇親会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1152

1093 写真（進藤一馬、懇親会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1153

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 59 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1094 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1154

1095 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.4×8.9 1枚 2019P1155

1096 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.3 1枚 2019P1156

1097 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P1157

1098 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×13.0 1枚 2019P1158

1099 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.7 1枚 2019P1159

1100 写真（財部一雄ほか8名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.6 1枚 2019P1160

1101 集合写真（財部一雄ほか
9名）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.6 1枚 2019P1161

1102 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×13.0 1枚 2019P1162

1103 写真（山の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×8.7 1枚 2019P1163

1104 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.9 1枚 2019P1164

1105 写真（財部一雄、中学校
生徒）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×12.6 1枚 2019P1165

1106 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.1×8.2 1枚 2019P1166

1107 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1167

1108 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.1×13.1 1枚 2019P1168

1109 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.3×7.8 1枚 2019P1169

1110 写真（加藤司書像台座、
進藤一馬、財部一雄ほか
6名）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.3×7.8 1枚 2019P1170

1111 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×12.7 1枚 2019P1171

1112 写真（西文雄先生米寿祝
賀会）

昭和戦後期 谷健太郎/撮影 白黒写真 9.1×13.2 1枚 2019P1172

1113 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.3 1枚 2019P1173

1114 写真（財部一雄ほか4名、
法被）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1174

1115 写真（財部一雄ほか7名、
浴衣）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×13.0 1枚 2019P1175

1116 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×12.0 1枚 2019P1176

1117 写真（日本教師会第2回
定期大会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.6 1枚 2019P1177

1118 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.6×12.7 1枚 2019P1178

1119 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1179

1120 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1180
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1121 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P1181

1122 写真（財部一雄ほか1名、
法被）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.7 1枚 2019P1182

1123 写真（駐台北大使館、財
部一雄ほか1名）

1971年5月 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.3 1枚 裏に墨書「駐壹北大
使館にて　激動の日
中情勢下　一九七一
年五月」と有

2019P1183

1124 写真（台湾バナナ畠） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.2 1枚 2019P1184

1125 写真（台北孔子廟、山北、
内丸両先生）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.1 1枚 裏に墨書「山北、
内丸両先生　於壹
北孔子廟」と有

2019P1185

1126 写真（校庭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×11.5 1枚 2019P1186

1127 写真（草木とフェンス） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1187

1128 写真（能古渡船場） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1188

1129 写真（校庭の生徒） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1189

1130 写真（校庭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.2×11.4 1枚 2019P1190

1131 写真（校庭） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×11.6 1枚 2019P1191

1132 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.9×9.0 1枚 2019P1192

1133 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P1193

1134 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 13.0×9.0 1枚 2019P1194

1135 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 13.1×9.0 1枚 2019P1195

1136 写真（財部一雄ほか7名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×13.0 1枚 2019P1196

1137 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.9×9.0 1枚 2019P1197

1138 写真（男性4人、灯台） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 13.0×9.1 1枚 2019P1198

1139 写真（日本教師会第二回
定期大会　議長）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.6 1枚 2019P1199

1140 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×9.3 1枚 2019P1200

1141 写真（財部一雄ほか7名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×13.0 1枚 2019P1201

1142 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.9 1枚 2019P1202

1143 写真（山下湖畔荘、財部
一雄ほか7名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×13.0 1枚 2019P1203

1144 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.6×9.1 1枚 2019P1204

1145 集合写真（財部一雄、中
学校生徒）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×13.1 1枚 2019P1205

1146 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P1206

1147 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P1207

1148 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.8 1枚 2019P1208
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1149 写真（財部一雄、ブルス、
柔道着）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 13.1×8.9 1枚 2019P1209

1150 集合写真（財部一雄ほか
11名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1210

1151 集合写真（財部一雄ほか
12名）

1989年8月11日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1211

1152 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1212

1153 写真（第一回修猷美術展）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.8 1枚 2019P1213

1154 写真（明道館、柔道試合）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.6 1枚 2019P1214

1155 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1215

1156 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×13.0 1枚 2019P1216

1157 集合写真（財部一雄ほか
12名）

昭和63年1月22日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1217

1158 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×13.0 1枚 2019P1218

1159 写真（財部一雄ほか3名、
修猷いそろく会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×9.1 1枚 2019P1219

1160 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×9.2 1枚 2019P1220

1161 写真（女児） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.9 1枚 2019P1221

1162 写真（NEA前、財部一雄
ほか4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.5×8.7 1枚 2019P1222

1163 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×9.0 1枚 2019P1223

1164 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.6 1枚 2019P1224

1165 写真（修猷いそろく会、
財部一雄ほか3名）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.1×9.2 1枚 2019P1225

1166 写真（財部一雄氏海外視
察壮行会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.6 1枚 2019P1226

1167 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.9 1枚 写真全体傷み、裏に
鉛筆書「109」と有

2019P1227

1168 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×8.4 1枚 裏に鉛筆書「11」
と有

2019P1228

1169 写真（財部一雄、海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×9.0 1枚 2019P1229

1170 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1230

1171 集合写真（明道館） 昭和56年1月2日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1231

1172 写真（桜島、財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.2 1枚 裏に鉛筆書「13-
22A」と有

2019P1232

1173 写真（卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1233

1174 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1234

1175 写真（菁莪堂） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 裏にペン書「30 C」
と有

2019P1235
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1176 写真（中学生、講堂） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1236

1177 写真（中学生、スピーチ）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1237

1178 写真（千代中柔道部） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×11.7 1枚 2019P1238

1179 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P1239

1180 写真（美商台湾貿易公司）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1240

1181 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.2 1枚 2019P1241

1182 写真（修猷いそろく会、
男性2人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1242

1183 写真（台湾の街並み） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1243

1184 写真（涵碧樓） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1244

1185 写真（男性10人、阿蘇駅）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1245

1186 写真（磨崖仏） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.2 1枚 2019P1246

1187 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1247

1188 写真（故宮博物館） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 裏に墨書「中華民
国　国立故宮博物
館　財部天崖　台
湾青年」と有 

2019P1248

1189 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1249

1190 写真（柔道稽古風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.9 1枚 2019P1250

1191 写真（男性11人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1251

1192 写真（男性3人、法被） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.4 1枚 2019P1252

1193 写真（男性3人、中学校内）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1253

1194 写真（史蹟岡城址） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×8.3 1枚 2019P1254

1195 写真（男性2人、魂の碑前）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P1255

1196 写真（中学校、講堂） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1256

1197 写真（卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1257

1198 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1258

1199 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1259

1200 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1260

1201 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1261

1202 写真（大名二丁目第四区
町内会）

昭和63年10月2日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1262

1203 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×12.1 1枚 2019P1263

1204 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.0 1枚 2019P1264

1205 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.1 1枚 2019P1265

1206 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1266

1207 写真（男女7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1267
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1208 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.8 1枚 2019P1268

1209 写真（柔道場） 昭和64年2月 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 裏にペン書「昭
64-2」と有

2019P1269

1210 写真（財部一雄、公演中）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.3 1枚 2019P1270

1211 写真（墓参り） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.3 1枚 2019P1271

1212 写真（石碑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 2019P1272

1213 写真（日本国大使館前、
男性2人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.3×7.4 1枚 2019P1273

1214 写真（真の平和は正しい
愛国心の発露）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.4×7.8 1枚 2019P1274

1215 写真（男性3人、石垣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1275

1216 写真（男性10人、石垣） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.3×10.5 1枚 2019P1276

1217 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.6 1枚 2019P1277

1218 写真（阿蘇駅、男性11人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1278

1219 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1279

1220 写真（男女2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1280

1221 写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1281

1222 写真（パーティー） 平成元年8月11日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1282

1223 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1283

1224 写真（男性2人、石段） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×8.3 1枚 2019P1284

1225 写真（男性2人、庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1285

1226 写真（柔道場） 昭和64年2月 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1286

1227 写真（披露宴） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1287

1228 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1288

1229 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.1 1枚 2019P1289

1230 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.3×8.2 1枚 2019P1290

1231 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1291

1232 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 1232 ～ 1235は同じ
場所

2019P1292

1233 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 1232 ～ 1235は同じ
場所

2019P1293

1234 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 1232 ～ 1235は同じ
場所

2019P1294

1235 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 1232 ～ 1235は同じ
場所

2019P1295

1236 写真（学生5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1296

1237 写真（棚田） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1297

1238 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1298
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1239 写真（棚田） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1299

1240 写真（学生7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1300

1241 写真（財部一雄、修学旅行）昭和46年10月 撮影者不明 カラー写真 11.3×8.2 1枚 裏に鉛筆書「昭和
四十六年十月　千
代中学校　修学旅
行　於指宿」と有

2019P1301

1242 写真（国立故宮博物館、
財部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1302

1243 写真（男性3人） 昭和41年10月28日 撮影者不明 カラー写真 10.8×7.7 1枚 裏に印「SAKURA 
COLOR PRINT 
41.10.28 
KITAKYUSHU 
COLOR」と有

2019P1303

1244 写真（銅像） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.0×7.7 1枚 裏にペン書「西公園
入口西側に建つ　情
熱の詩人　勤皇の
言」と有、写真イタミ

2019P1304

1245 写真（男性8人） 昭和41年11月12日 撮影者不明 カラー写真 7.7×10.9 1枚 裏に印「SAKURA 
COLOR PRINT 
41.11.12 
KITAKYUSHU 
COLOR」と有

2019P1305

1246 写真（男性6人） 昭和45年9月1日 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.7 1枚 裏にペン書「昭
45,9,1」と有

2019P1306

1247 写真（財部一雄、滑走路）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×12.0 1枚 2019P1307

1248 写真（坂本龍馬像、財部
一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.1×7.9 1枚 2019P1308

1249 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×12.0 1枚 2019P1309

1250 写真（海岸を見つめる男
性）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1310

1251 写真（太宰府天満宮、男性）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1311

1252 写真（松浦史料博物館前、
男性5人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.9 1枚 2019P1312

1253 写真（法事） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1313

1254 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×12.0 1枚 裏に印「T」と有 2019P1314

1255 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.7 1枚 写真右下イタミ 2019P1315

1256 写真（学校長挨拶） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.2×11.9 1枚 裏に印「T」と有 2019P1316

1257 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.2 1枚 2019P1317

1258 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1318

1259 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.4 1枚 2019P1319

1260 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1320

1261 写真（校庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1321

1262 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1322
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1263 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1323

1264 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1324

1265 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1325

1266 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1326

1267 写真（校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1327

1268 写真（校庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.4 1枚 2019P1328

1269 写真（荒地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1329

1270 写真（財部一雄、寺院） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1330

1271 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1331

1272 写真（磨崖仏） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1332

1273 写真（滝廉太郎銅像） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1333

1274 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1334

1275 写真（越知彦四郎） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真　ト
レース紙

9.8×10.2 1枚 財部一雄編『明道館
史』（明道館、1984年）
口絵に掲載

2019P1335

1276 写真（武部小四郎） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真　ト
レース紙

9.1×10.3 1枚 財部一雄編『明道館
史』（明道館、1984年）
口絵に掲載

2019P1336

1277 写真（新聞切抜） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.6×13.3 1枚 明道館の少年たち
の練習を見る広田
弘毅と頭山満

2019P1337

1278 写真（吉本人造温泉） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 15.2×10.8 1枚 2019P1338

1279 写真（男性8人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 22.7×16.1 1枚 2019P1339

1280 写真（修猷館柔道倶楽部　
慰霊祭）

平成元年3月26日 撮影者不明 カラー写真 16.7×25.4 1枚 2019P1340

1281 写真（財部一雄、ブルス） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 21.7×16.7 1枚 2019P1341

1282 写真（民族衣装を着た少
年）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 25.7×17.4 1枚 2019P1342

1283 写真（明道館道場、男性
集合）

昭和9年 撮影者不明 白黒写真 21.5×27.5 1枚 裏に墨書「昭和九年
玄洋社革正時　明
道館道場ニテ」と有

2019P1343

1284 写真（先祖之霊位） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 14.9×10.2 1枚 封筒付 2019P1344

1285 ネガフィルム 昭和戦後期 撮影者不明 カラーネガ
フィルム

11.2×24.6 1式 フィルム171点 2019P1345

1286 ネガフィルム 昭和戦後期 撮影者不明 カラーネガ
フィルム

11.1×24.6 1式 フィルム64点 2019P1346

1287 写真（男性2人、ホテル
にて）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1347

1288 写真（海） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1348

1289 写真（海辺の高地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1349

1290 写真（海） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1350
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1291 写真（海辺高地のプール）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1351

1292 写真（森） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1352

1293 写真（湯布院駅） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P1353

1294 写真（男性2人、ホテル
にて）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1354

1295 写真（男性2人、ホテル
にて）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1355

1296 写真（男性3人、食事会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1356

1297 写真（男性8人、食事会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1357

1298 写真（修猷館200年記念
事業）

昭和60年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1358

1299 写真（男性9人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1359

1300 写真（修猷館高等学校視察）1984年 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.2 1枚 2019P1360

1301 写真（修猷館高等学校視察）1984年 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.2 1枚 2019P1361

1302 写真（修猷館高等学校視察）1984年 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.2 1枚 2019P1362

1303 写真（修猷館高等学校視察）1984年 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P1363

1304 写真（馬に乗る男性2人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1364

1305 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1365

1306 写真（猫） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1366

1307 写真（男性5人） 1983年10月11日 撮影者不明 カラー写真 12.8×8.9 1枚 2019P1367

1308 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1368

1309 写真（男性2人、ホテル
にて）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1369

1310 写真（プール） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1370

1311 写真（プール） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1371

1312 写真（プール） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1372

1313 写真（海） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1373

1314 写真（海） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1374

1315 写真（海） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1375

1316 写真（海辺の高地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×10.6 1枚 2019P1376

1317 写真（海辺高地） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×10.7 1枚 2019P1377

1318 写真（男性2人） 1988年10月30日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1378

1319 写真（男性2人） 1988年10月30日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1379

1320 写真（男性2人、船上） 昭和52年5月29日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1380

1321 写真（男性2人、船上） 昭和52年5月29日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1381

1322 写真（男性3人、駅のホー
ムにて）

1991年2月14日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1382
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1323 写真（男性3人、ホテル
部屋にて）

1991年2月15日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1383

1324 写真（食事会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1384

1325 写真（食事会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1385

1326 写真（修猷館同窓会総会）昭和57年5月30日 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 裏に字「昭和五十七
年五月三十日修猷
館同窓会総会於国
際ホール　中央　
神田紅君」と有

2019P1386

1327 写真（会食） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1387

1328 写真（修猷館200周年） 昭和59年頃 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1388

1329 写真（修猷館200年記念
展、テープカット）

昭和59年頃 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1389

1330 写真（龍峨山佛山寺、財
部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1390

1331 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1391

1332 写真（談話） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1392

1333 写真（卒業式次第） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1393

1334 写真（姪浜中玄関前） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1394

1335 写真（法事） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1395

1336 写真（法事） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1396

1337 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1397

1338 写真（男性2人、修猷館
200年記念碑前）

昭和59年頃 撮影者不明 白黒写真 11.1×7.6 1枚 2019P1398

1339 写真（男性2人、電車内）昭和63年2月18日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 裏にペン書「63-2-
18」と有

2019P1399

1340 写真（談話） 昭和61年8月19日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 裏に印「61.8.19」と有 2019P1400

1341 写真（相撲練習風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P1401

1342 写真（卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1402

1343 写真（卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1403

1344 写真（西田幾多郎碑文、
哲学の道）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1404

1345 写真（音羽の滝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1405

1346 写真（太秦映画村） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1406

1347 写真（チンパンジーショー）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1407

1348 集合写真（筥崎宮、男性
11人、女性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1408

1349 写真（菁莪堂） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1409

1350 写真（男性2人、電車内）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1410

1351 写真（男性4人、食事会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.2 1枚 2019P1411
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1352 写真（男性、船上） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1412

1353 写真（晴鶴醸造元合名会
社萬屋商店、男性3人）

昭和60年2月11日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 裏にペン書「粕屋郡
新宮町晴鶴醸造元
酒蔵蔵開き」と有

2019P1413

1354 写真（財部一雄、船上） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1414

1355 写真（池田邸前、男性6人）総和戦後 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1415

1356 写真（修猷館200年記念
碑前、男性2人）

昭和59年頃 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.6 1枚 2019P1416

1357 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.4 1枚 2019P1417

1358 写真（財部一雄、干潟） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1418

1359 写真（男性、マイク） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1419

1360 写真（梵鐘、観世音寺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1420

1361 写真（銀杏） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 2019P1421

1362 写真（プール） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.3 1枚 2019P1422

1363 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1423

1364 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P1424

1365 写真（男性2人、海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1425

1366 写真（法事） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1426

1367 写真（男性2人、会食） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.9×8.9 1枚 2019P1427

1368 写真（男女3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.4×10.2 1枚 2019P1428

1369 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1429

1370 写真（財部一雄、紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1430

1371 写真（大名同窓会） 昭和54年5月9日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 裏に墨書「昭和五十四
年五月九日大名同窓会
於岩戸屋　前列左より
外山隆史　福島先生　
角市嘉彦　後列左より
鞍垣五郎　中島忠男　
財部一雄　小舘善輔　
牧野一男」と有

2019P1431

1372 写真（天然記念物太宰府
神社の樟、男女2人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1432

1373 写真（神社） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1433

1374 写真（旅荘ゆつぼ亭、男
性7人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 大分県玖珠郡九重
町

2019P1434

1375 写真（坂本龍馬像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×12.2 1枚 2019P1435

1376 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.4 1枚 2019P1436

1377 集合写真（海辺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.9 1枚 2019P1437

1378 写真（白虎楼立札） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 2019P1438

1379 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.3 1枚 2019P1439
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1380 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×12.2 1枚 2019P1440

1381 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 119×8.3 1枚 2019P1441

1382 写真（石塔） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1442

1383 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1443

1384 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1444

1385 写真（寺院入口） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1445

1386 写真（庭園） 昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.3×11.8 1枚 裏に印「財部一雄
撮」と有

2019P1446

1387 写真（少弐資能顕彰碑の
由来）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.0 1枚 2019P1447

1388 写真（石灯籠） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1448

1389 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1449

1390 写真（屋内ショー） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1450

1391 写真（男女3人、会食） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×11.4 1枚 2019P1451

1392 写真（男女3人、会食） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1452

1393 写真（築城守城両将軍、
熊本市観光協会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.3 1枚 2019P1453

1394 写真（来賓席） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.9 1枚 2019P1454

1395 写真（龍光院） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1455

1396 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1456

1397 写真（神社境内） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1457

1398 写真（池） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1458

1399 写真（西田幾多郎碑文） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1459

1400 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.7 1枚 2019P1460

1401 写真（妹尾憲介事務所） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1461

1402 写真（野村望東尼之旧趾）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1462

1403 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1463

1404 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1464

1405 写真（男性2人、船上） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1465

1406 写真（男性4人、鍋料理）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1466

1407 写真（武藤資頼の墓） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1467

1408 写真（男性3人、公園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1468

1409 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1469

1410 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1470

1411 写真（財部一雄） 1986年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1471

1412 写真（家） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 裏にペン書「47/12に
建てた舩橋の家です」

2019P1472
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1413 写真（猫） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.2 1枚 2019P1473

1414 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1474

1415 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1475

1416 写真（男女9人、山中） 1986年 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1476

1417 写真（男性3人、喫茶店）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1477

1418 写真（男女6人、会食） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.9 1枚 2019P1478

1419 写真（食事風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1479

1420 写真（第八期卒業生25周
年記念同窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P1480

1421 写真（会食風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1481

1422 写真（男女7人、山中） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1482

1423 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×10.9 1枚 2019P1483

1424 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1484

1425 写真（祠） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.0×8.3 1枚 2019P1485

1426 写真（妹尾憲介事務所） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1486

1427 集合写真（筥崎宮） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1487

1428 写真（猫） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1488

1429 写真（男性、車） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1489

1430 集合写真（神社境内） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1490

1431 写真（財部一雄挨拶、会
食風景）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1491

1432 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.9×9.0 1枚 2019P1492

1433 集合写真（筥崎宮） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1493

1434 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.8×8.9 1枚 2019P1494

1435 写真（会食、女性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1495

1436 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1496

1437 写真（猫） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.2 1枚 2019P1497

1438 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1498

1439 写真（白百合） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1499

1440 写真（結婚式） 1977年 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1500

1441 写真（百合） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.8×8.9 1枚 2019P1501

1442 写真（男女） 昭和58年10月30日 財部一雄/撮影 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1502

1443 写真（船上の男女） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1503

1444 写真（江戸時代の町並み）1982年 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1504

1445 写真（森と川） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.6×12.7 1枚 2019P1505

1446 写真（財部一雄、会場案内）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1506
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1447 写真（銀座） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P1507

1448 写真（太宰府天満宮、女
性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.9 1枚 2019P1508

1449 写真（阿蘇山、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1509

1450 写真（軍服を着た男性2人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.6×10.8 1枚 2019P1510

1451 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1511

1452 写真（国土計画株式会社、
財部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1512

1453 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1513

1454 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.2 1枚 2019P1514

1455 写真（男女） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1515

1456 写真（山の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.6×9.0 1枚 2019P1516

1457 写真（食事） 昭和63年2月18日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1517

1458 写真（宴会） 1977年 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1518

1459 写真（岩の上の男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.1×12.1 1枚 2019P1519

1460 写真（庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.0×8.3 1枚 2019P1520

1461 写真（庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1521

1462 写真（金屏風前に集まる人々）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1522

1463 写真（財部一雄、にわか）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1523

1464 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1524

1465 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1525

1466 写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1526

1467 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1527

1468 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1528

1469 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1529

1470 写真（男性2人、バス） 昭和63年2月18日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1530

1471 集合写真（男性9人、食
事会）

1986年11月8日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1531

1472 写真（男性3人、食事会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1532

1473 写真（ホテル前か） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1533

1474 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1534

1475 写真（男性10人） 1985年3月29日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1535

1476 写真（修猷館同窓会視察）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.2 1枚 2019P1536

1477 写真（修猷館物故者之霊）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P1537

1478 写真（芳名帳に記帳する
男性）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.2 1枚 2019P1538
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1479 写真（男性1人、女性9人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.9 1枚 2019P1539

1480 集合写真（大名校区旅行）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.6 1枚 2019P1540

1481 写真（女性2人、窓際） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.3 1枚 2019P1541

1482 写真（食事会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1542

1483 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1543

1484 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×1.8 1枚 2019P1544

1485 写真（海岸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1545

1486 集合写真（男性3人、女
性3人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.3 1枚 2019P1546

1487 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.1×12.9 1枚 2019P1547

1488 写真（川辺） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.6×12.9 1枚 2019P1548

1489 写真（公園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.8 1枚 2019P1549

1490 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P1550

1491 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P1551

1492 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1552

1493 写真（天草5橋、松島橋）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1553

1494 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.7×8.2 1枚 2019P1554

1495 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1555

1496 写真（財部一雄） 昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1556

1497 写真（男性1人、庭園前）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1557

1498 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1558

1499 写真（男性4人） 1981年 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1559

1500 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1560

1501 写真（財部一雄、美術展）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.3×8.2 1枚 2019P1561

1502 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×8.9 1枚 2019P1562

1503 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1563

1504 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1564

1505 写真（公園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1565

1506 写真（同窓会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.0 1枚 2019P1566

1507 写真（渓谷） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1567

1508 写真（男性2人、金屏風前）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1568

1509 写真（米子行の道） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1569

1510 写真（青峩記念館、男性
2人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.8 1枚 2019P1570

1511 写真（平成元年度桑の実
会総会）

（平成元年） 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 2019P1571
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1512 写真（頭山精神忠孝の碑
を偲ぶ会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1572

1513 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 2019P1573

1514 写真（寺院、見学者） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1574

1515 写真（太秦、時代劇セット）1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1575

1516 写真（太秦、時代劇の撮影）1982年 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1576

1517 写真（桜島、財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1577

1518 集合写真（大名小学校
110年記念、男性11人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1578

1519 写真（当選御祝、男性2人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1579

1520 写真（太秦、時代劇撮影
風景）

1982年 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1580

1521 写真（太秦、時代劇撮影
風景）

1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1581

1522 写真（太秦、時代劇撮影
風景）

1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1582

1523 写真（太秦、時代劇撮影
風景）

1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1583

1524 写真（明治通巡査派出所、　
男性）

1982年 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1584

1525 写真（太秦、時代劇撮影
風景）

1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1585

1526 写真（太秦、時代劇撮影
風景）

1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1586

1527 写真（財部一雄、銅像） 昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P1587

1528 写真（庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1588

1529 写真（修猷館200年記念
大同窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1589

1530 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 2019P1590

1531 写真（歩行者天国） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1591

1532 写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1592

1533 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1593

1534 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1594

1535 写真（男性7人） 1985年4月18日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1595

1536 写真（男性5人） 1985年4月11日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.8 1枚 2019P1596

1537 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1597

1538 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1598

1539 写真（男女9人） 1983年 矢野憲一/撮影 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1599

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 74 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1540 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか4名）

1983年4月17日 矢野憲一/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1600

1541 写真（男女9人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.8 1枚 2019P1601

1542 写真（男性7人） 1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1602

1543 写真（男性13人） 1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1603

1544 写真（男性5人） 1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1604

1545 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか2名）

1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1605

1546 写真（小戸、元寇奮戦之図）1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1606

1547 写真（男性5人、飲食店）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1607

1548 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1608

1549 写真（姪浜中第八期卒業
生25周年記念同窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.0 1枚 2019P1609

1550 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1610

1551 写真（男性3人） 1983年10月11日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1611

1552 写真（男女6人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1612

1553 写真（明道館、直会） 昭和58年5月8日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1613

1554 写真（男性2人） 昭和58年10月30日 財部倫子/撮影 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1614

1555 写真（祝　個展と米寿　
田中先生おめでとうござ
います）

1990年10月10日 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P1615

1556 写真（財部一雄、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1616

1557 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか5名）

昭和戦後期 牛島元生/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1617

1558 写真（男性4人　女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1618

1559 集合写真（男性9人、女
性1人）

1985年4月20日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1619

1560 写真（対馬空港） 1985年4月20日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1620

1561 集合写真（財部一雄、進
藤一馬ほか11名）

1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1621

1562 集合写真（財部一雄ほか
4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1622

1563 写真（男性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1623

1564 写真（進藤一馬ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1624

1565 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか2名）

1983年4月17日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1625

1566 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P1626

1567 集合写真（財部一雄、進
藤一馬ほか11名）

1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1627
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1568 集合写真（財部一雄、進
藤一馬ほか4名）

1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1628

1569 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか5名）

1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1629

1570 写真（岩場） 1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1630

1571 写真（財部一雄ほか11名）1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1631

1572 写真（対馬、進藤一馬、
財部一雄ほか1名）

1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1632

1573 写真（進藤一馬ほか3名）1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1633

1574 集合写真（財部一雄ほか
8名）

1985年4月20日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1634

1575 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか5名）

1983年4月17日 矢野憲一/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1635

1576 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1636

1577 集合写真（出雲大社、財
部一雄、進藤一馬ほか6名）

昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1637

1578 写真（財部一雄、進藤一馬）昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1638

1579 写真（進藤一馬ほか2名）1985年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1639

1580 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1640

1581 写真（宴会、財部一雄ほ
か3名）

昭和戦後期 高山久雄/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1641

1582 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P1642

1583 写真（進藤一馬ほか） 昭和戦後期 石橋太郎/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1643

1584 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 石橋太郎/撮影 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1644

1585 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P1645

1586 写真（男性2人） 1988年12月8日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1646

1587 写真（力士、手形） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1647

1588 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1648

1589 写真（箱根湯本、財部一
雄ほか1名）

1991年2月14日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1649

1590 写真（財部一雄ほか1名）1991年2月15日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1650

1591 写真（男性2人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.8 1枚 2019P1651

1592 集合写真（男性14人、女
性8人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.2 1枚 2019P1652

1593 写真（男性2人） 1988年12月8日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1653

1594 集合写真（男性9人、女
性7人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1654

1595 写真（男性4人、女性6人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1655

1596 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1656
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1597 写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1657

1598 写真（男性4人、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1658

1599 写真（男子学生4人） 1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1659

1600 写真（財部一雄ほか2名）昭和58年11月19日 撮影者不明 カラー写真 10.6×8.2 1枚 2019P1660

1601 写真（結婚式、新郎新婦）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.2×8.2 1枚 2019P1661

1602 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.2 1枚 2019P1662

1603 写真（男性3人） 1977年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1663

1604 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.3×8.9 1枚 2019P1664

1605 集合写真（財部一雄ほか
9名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1665

1606 写真（修猷館200年記念）1985年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1666

1607 写真（修猷館高等学校同
窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11，1 1枚 2019P1667

1608 写真（修猷館高等学校同
窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P1668

1609 写真（修猷館高等学校の
時計台デザイン図）

1974年 撮影者不明 カラー写真 11.4×8.3 1枚 2019P1669

1610 集合写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1670

1611 写真（財部一雄、プール縁）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.3 1枚 2019P1671

1612 写真（財部一雄ほか10名、
直会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1672

1613 写真（財部一雄ほか1名、
直会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1673

1614 集合写真（財部一雄ほか
4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1674

1615 集合写真（財部一雄ほか
4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.3 1枚 2019P1675

1616 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1676

1617 写真（卒業証書授与式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1677

1618 写真（男性1人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P1678

1619 写真（女性1人、女児1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.3 1枚 2019P1679

1620 写真（相撲稽古） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1680

1621 写真（千代の富士、結婚式）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1681

1622 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1682

1623 写真（千代の富士、結婚式）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1683

1624 写真（着物の女性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1684

1625 写真（修猷館200年記念
展覧会、開会式）

1985年 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1685
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1626 集合写真（財部一雄ほか
5名）

1986年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1686

1627 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1687

1628 写真（少貳資能顕彰之碑）1982年 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.2 1枚 表に「FUJICOLOR
∞82」の印有

2019P1688

1629 写真（女児1人） 1985年11月 撮影者不明 カラー写真 10.3×7.7 1枚 裏に「KITAKYUSHU　
COLOR」の印有

2019P1689

1630 写真（財部一雄ほか2名、
結婚式）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×11.5 1枚 2019P1690

1631 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1691

1632 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1692

1633 写真（庭園、門） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1693

1634 写真（庭園、小径） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1694

1635 写真（平安神宮、左近の桜）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1695

1636 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 裏に「FUJICOLOR　
SERVICE」の印有

2019P1696

1637 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 裏に「FUJICOLOR　
SERVICE」の印有

2019P1697

1638 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1698

1639 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1699

1640 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1700

1641 集合写真（財部一雄ほか
6名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1701

1642 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1702

1643 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1703

1644 写真（男性1人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1704

1645 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1705

1646 集合写真（男性7名） 1986年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1706

1647 写真（財部一雄、石仏） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.6 1枚 2019P1707

1648 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.8×8.9 1枚 2019P1708

1649 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1709

1650 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1710

1651 写真（財部一雄、紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1711

1652 写真（寺院、紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1712

1653 写真（石庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1713

1654 写真（石庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1714

1655 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1715

1656 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1716
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1657 集合写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 1671と同じ構図 2019P1717

1658 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1718

1659 写真（西田幾多郎碑文） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1719

1660 写真（発表会） 1985年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1720

1661 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1721

1662 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.3 1枚 2019P1722

1663 写真（石庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1723

1664 写真（石庭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1724

1665 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1725

1666 写真（藤岡吟道会創立20周
年記念藤岡八景詩碑建設）

昭和58年3月27日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1726

1667 写真（宴会） 昭和61年8月19日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 裏に印「61.8.19」
と有

2019P1727

1668 写真（都督府古趾） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1728

1669 写真（林） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1729

1670 集合写真（財部一雄ほか
4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1730

1671 集合写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 1657と同じ構図 2019P1731

1672 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×10.8 1枚 2019P1732

1673 写真（財部一雄、祠） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1733

1674 写真（福岡銀行福岡空港
支店前、男女10人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.2 1枚 2019P1734

1675 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1735

1676 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1736

1677 写真（女性1人、絵画「花
叢」）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1737

1678 写真（集会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1738

1679 写真（松島橋、男性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1739

1680 集合写真（大名小学校
110周年）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1740

1681 写真（映画村） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1741

1682 写真（映画村） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1742

1683 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1743

1684 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1744

1685 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.3 1枚 2019P1745

1686 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1746

1687 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1747
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1688 写真（外壁修理） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.0×8.2 1枚 2019P1748

1689 集合写真（姪浜、財部一
雄ほか10名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1749

1690 写真（男女3人） 昭和49年10月 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1750

1691 集合写真（江川ダム、男
女6人）

昭和57年5月8日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1751

1692 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1752

1693 写真（財部一雄、浴衣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1753

1694 写真（財部一雄ほか2名、
浴衣）

昭和63年2月19日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1754

1695 写真（財部一雄、浴衣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×7.5 1枚 2019P1755

1696 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.9 1枚 2019P1756

1697 写真（女性1人） 昭和58年10月13日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.4 1枚 1761と同じ構図 2019P1757

1698 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.2 1枚 2019P1758

1699 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1759

1700 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×11.5 1枚 2019P1760

1701 写真（京都） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1761

1702 写真（玄関） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1762

1703 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1763

1704 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1764

1705 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1765

1706 写真（女性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×11.5 1枚 2019P1766

1707 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1767

1708 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1768

1709 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1769

1710 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1770

1711 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.9×8.3 1枚 2019P1771

1712 写真（昭和52年度修猷館
大同窓会）

（昭和52年） 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1772

1713 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1773

1714 写真（直会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1774

1715 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1775

1716 写真（山） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1776

1717 集合写真（男性7人、女
性7人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1777

1718 写真（中学生、集会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.8 1枚 2019P1778

1719 写真（中学生、集会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1779

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 80 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1720 写真（財部一雄、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1780

1721 写真（財部一雄、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 裏にペン書「4109」
と有

2019P1781

1722 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1782

1723 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1783

1724 写真（財部一雄ほか2名、
宴会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1784

1725 写真（男性4人、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1785

1726 写真（にわか） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1786

1727 集合写真（修猷館高等学
校校舎、財部一雄ほか6名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 1752と同じ構図 2019P1787

1728 写真（菁莪堂、直会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1788

1729 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1789

1730 写真（男児、民族衣装） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.9×7.7 1枚 一部擦れ 2019P1790

1731 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1791

1732 写真（Welcome to 
ROCKHAMPTON）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×8.2 1枚 2019P1792

1733 集合写真（財部一雄ほか
4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1793

1734 写真（稚加栄、財部一雄
ほか1名）

昭和58年11月19日 撮影者不明 カラー写真 8.2×10.5 1枚 裏にペン書「財部
先生　58.11.19　稚
加栄にて」と有

2019P1794

1735 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×11.4 1枚 2019P1795

1736 写真（港の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×8.2 1枚 2019P1796

1737 写真（財部一雄ほか6名、
宴会）

昭和63年10月30日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1797

1738 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.8 1枚 2019P1798

1739 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1799

1740 写真（女性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1800

1741 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1801

1742 写真（財部一雄ほか1名、
修猷館200年記念）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1802

1743 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×10.9 1枚 2019P1803

1744 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1804

1745 写真（宴会、男性2人、
女性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1805

1746 写真（福澤家之墓） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P1806
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1747 写真（東京大名会、男性
4人）

昭和54年2月18日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 裏にペン書「昭和
五十四年二月十八日

（日）　東京大名会　
福島正義先生　宮
崎照雄　執行季雄　
田村清市」と有

2019P1807

1748 写真（財部一雄ほか4名、
宴会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1808

1749 写真（かすがい会、男女
7人）

昭和61年6月 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 裏にペン書「かすがい
会　昭61年6月」と有

2019P1809

1750 写真（映画村、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1810

1751 写真（修猷館物故者之霊
慰霊祭）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P1811

1752 集合写真（修猷館高等学
校校舎、財部一雄ほか6名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 1727と同じ構図 2019P1812

1753 写真（修猷館同窓会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1813

1754 写真（第11回長崎修猷会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1814

1755 集合写真（財部一雄ほか
8名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1815

1756 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1816

1757 写真（財部一雄ほか2名、
稚加栄）

昭和58年11月19日 撮影者不明 カラー写真 8.2×10.6 1枚 裏にペン書「財部
先生　58.11.19　稚
加栄にて」と有

2019P1817

1758 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1818

1759 写真（財部一雄ほか1名、
宴会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.5 1枚 2019P1819

1760 写真（財部一雄、祝賀会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1820

1761 写真（女性1人） 昭和58年10月30日 髙橋務/撮影 カラー写真 8.3×11.5 1枚 1697と同じ構図　裏
にペン書「58 10/30
日　髙橋務　マン
ションベランダにて　
倫子様　務ウツス」
と有、日付ママ

2019P1821

1762 写真（音羽の滝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1822

1763 写真（女性、庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1823

1764 写真（男女6人、民族衣装）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.6×10.9 1枚 2019P1824

1765 写真（男女7人、仏閣前）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1825

1766 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P1826

1767 写真（武藤資能の墓、看板）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P1827

1768 写真（男性9人、仏閣前）昭和52年4月29日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1828

1769 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1829

1770 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P1830
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1771 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 1769と同じ構図 2019P1831

1772 写真（男性7人、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P1832

1773 写真（川原） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1833

1774 写真（男性2人　展望台）1965年3月 撮影者不明 カラー写真 6.3×8.9 1枚 2019P1834

1775 写真（明道館青年部の稽
古）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 財部一雄編『明道館
史』（明道館、1984年）
口絵に掲載

2019P1835

1776 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1836

1777 写真（明道館、柔道大会）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1837

1778 写真（高校生柔道大会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1838

1779 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P1839

1780 写真（熊本、谷干城像碑文）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1840

1781 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1841

1782 写真（妹尾憲介事務所） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1842

1783 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1843

1784 写真（中学校卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1844

1785 写真（卒業式生徒代表挨拶）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1845

1786 写真（少弐資能顕彰碑の
由来看板）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1846

1787 写真（財部一雄ほか2名）1985年 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1847

1788 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1848

1789 写真（清水寺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1849

1790 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1850

1791 写真（筥崎宮前、財部一
雄ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1851

1792 写真（仏閣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1852

1793 写真（仏閣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1853

1794 写真（墓石） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1854

1795 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1855

1796 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1856

1797 写真（千代の富士、結婚式）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1857

1798 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.0×8.2 1枚 2019P1858

1799 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1859

1800 写真（会食） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 2枚 2019P1860
～ 1861

1801 写真（財部一雄邸） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1862

1802 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1863
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1803 写真（結婚式） 昭和49年10月10日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1864

1804 写真（結婚式） 昭和49年10月 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1865

1805 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1866

1806 写真（男性2人） 1971年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1867

1807 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1868

1808 写真（財部一雄ほか4名　
浴衣）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1869

1809 写真（財部一雄ほか2名、
喫茶店）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1870

1810 写真（男性1人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1871

1811 写真（海辺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1872

1812 写真（清水寺） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1873

1813 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1874

1814 集合写真（男性8人、女
性10人）

1978年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1875

1815 集合写真（男性8人、女
性10人）

1978年 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1876

1816 写真（男性2人） 1985年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1877

1817 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1878

1818 写真（財部一雄、奉幣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1879

1819 集合写真 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1880

1820 写真（店舗内装） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1881

1821 写真（西田幾多郎歌碑） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1882

1822 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1883

1823 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1884

1824 写真（結婚式） 1977年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1885

1825 写真（結婚式） 1977年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1886

1826 写真（結婚式） 1977年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1887

1827 写真（結婚式） 1977年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1888

1828 写真（女性3人） 1967年11月8日 撮影者不明 カラー写真 10.7×7.7 1枚 2019P1889

1829 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1890

1830 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1891

1831 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1892

1832 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1893

1833 集合写真（財部一雄ほか
21名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P1894

1834 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1895
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1835 写真（財部一雄ほか1名）1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1896

1836 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1897

1837 写真（財部一雄ほか1名）1961年8月19日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1898

1838 写真（殉節三烈士の墓前、
財部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1899

1839 写真（財部一雄、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1900

1840 写真（修猷館同窓会、財
部一雄ほか2名）

1985年 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1901

1841 写真（財部一雄、直会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1902

1842 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1903

1843 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P1904

1844 写真（泉岳寺、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1905

1845 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1906

1846 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1907

1847 写真（男性8名） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1908

1848 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1909

1849 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P1910

1850 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1911

1851 写真（財部一雄邸、宴会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P1912

1852 写真（財部一雄ほか2名）1989年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1913

1853 写真（庭園、男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1914

1854 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1915

1855 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1916

1856 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1917

1857 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1918

1858 写真（平成元年桑の実会
総会）

平成元年 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.6 1枚 2019P1919

1859 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1920

1860 写真（ビル） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1921

1861 写真（除幕式） 1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1922

1862 写真（石仏） 1976年10月28日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1923

1863 写真（修学旅行） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1924

1864 集合写真（財部一雄ほか
5名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1925

1865 写真（歩行者天国、歩道橋）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.1×8.1 1枚 2019P1926

1866 写真（公園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1927

1867 写真（財部一雄ほか5名）1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1928
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1868 集合写真（財部一雄ほか
8名）

1981年 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1929

1869 写真（男性9人） 昭和52年4月29日 撮影者不明 カラー写真 11.5×8.2 1枚 2019P1930

1870 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1931

1871 写真（財部一雄ほか2名、
結婚式）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1932

1872 写真（妹尾憲介事務所） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1933

1873 写真（男性3人） 昭和52年4月29日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P1934

1874 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.3 1枚 2019P1935

1875 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.1 1枚 2019P1936

1876 写真（男性7人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1937

1877 写真（財部一雄ほか1名、
修猷館記念展）

1985年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1938

1878 写真（すすき） 1968年 撮影者不明 カラー写真 7.6×11.1 1枚 2019P1939

1879 写真（修猷館高等学校同
窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P1940

1880 写真（修猷館五十六会　
同窓物故者慰霊祭）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 2019P1941

1881 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P1942

1882 写真（財部一雄） 1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1943

1883 写真（湖） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1944

1884 写真（財部一雄） 1984年6月23日 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1945

1885 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1946

1886 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1947

1887 写真（男性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.7×5.8 1枚 2019P1948

1888 写真（明道館、柔道大会）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1949

1889 写真（財部一雄、家族） 1965年3月 撮影者不明 カラー写真 8.9×6.4 1枚 2019P1950

1890 写真（男性8人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P1951

1891 写真（男性6人、宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×9.0 1枚 2019P1952

1892 写真（今津、元寇防塁） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P1953

1893 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P1954

1894 写真（男子学生3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P1955

1895 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1956

1896 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P1957

1897 写真（進藤一馬ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1958

1898 写真（中学校卒業式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1959
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1899 写真（財部一雄ほか3名、
浴衣）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P1960

1900 写真（仏閣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1961

1901 集合写真 1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1962

1902 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1963

1903 集合写真（財部一雄ほか
6名）

1986年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P1964

1904 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1965

1905 写真（財部一雄ほか1名、
結婚式）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1966

1906 写真（妹尾憲介事務所） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1967

1907 写真（都督府古趾、財部
一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P1968

1908 写真（滝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.2×8.2 2枚 2019P1969
～ 1970

1909 写真（川原） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1971

1910 写真（渓谷） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1972

1911 写真（明道館、財部一雄
ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1973

1912 集合写真（明道館、櫛田
神社秋季大会優勝）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P1974

1913 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P1975

1914 集合写真（財部一雄、進
藤一馬ほか11名）

1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P1976

1915 写真（財部一雄、進藤一馬）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P1977

1916 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか6名）

昭和戦後期 石橋太郎/撮影 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P1978

1917 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか4名）

昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P1979

1918 写真（明道館、財部一雄
ほか4名）

昭和56年1月2日 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1980

1919 写真（対馬空港、進藤一
馬、財部一雄ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P1981

1920 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.5×10.7 1枚 2019P1982

1921 写真（崇福寺玄洋社墓地、
財部一雄ほか5名）

1983年11月7日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.8 1枚 2019P1983

1922 写真（妹尾憲介事務所） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1984

1923 写真（進藤一馬ほか5名 ）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P1985

1924 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P1986

1925 集合写真（進藤一馬ほか
7名）

1983年4月18日 矢野憲一/撮影 カラー写真 8.7×12.7 1枚 2019P1987
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1926 集合写真（財部一雄、進
藤一馬ほか9名）

1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1988

1927 写真（明道館、柔道稽古）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.8 1枚 2019P1989

1928 写真（修猷館館旗） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 13.4×10.1 1枚 2019P1990

1929 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1991

1930 写真（結婚式） 1977年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1992

1931 写真（新婦） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1993

1932 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P1994

1933 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1995

1934 写真（男性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 7.6×10.8 1枚 2019P1996

1935 写真（明道館、財部一雄
ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P1997

1936 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P1998

1937 写真（男性5人、女性1人）1982年 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P1999

1938 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P2000

1939 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか5名）

昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2001

1940 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 進藤一馬/撮影 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2002

1941 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか7名）

昭和戦後期 石橋太郎/撮影 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2003

1942 写真（財部一雄、進藤一
馬ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2004

1943 写真（男性5人） 1985年4月20日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2005

1944 写真（海神神社、財部一
雄ほか3名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2006

1945 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2007

1946 写真（明道館、櫛田神社
奉納柔道大会成年の部優
勝）

昭和56年10月18日 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P2008

1947 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか5名）

昭和戦後期 高山久雄/撮影 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2009

1948 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか6名）

昭和戦後期 牛島元生/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2010

1949 集合写真（進藤一馬、財
部一雄ほか10名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2011

1950 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2012

1951 写真（男性5人） 1985年4月20日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2013

1952 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2014

1953 写真（財部一雄ほか1名）1984年6月23日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2015

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 88 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1954 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか4名）

昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.7×11.8 1枚 2019P2016

1955 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2017

1956 写真（財部一雄ほか2名）1984年6月23日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2018

1957 写真（豊後森駅、財部一
雄ほか6名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2019

1958 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2020

1959 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2021

1960 集合写真（進藤一馬、財
部一雄ほか10名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2022

1961 集合写真（明道館、財部
一雄ほか9名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.2 1枚 2019P2023

1962 写真（進藤一馬、財部一雄）昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2024

1963 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか2名）

昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2025

1964 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか3名）

昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P2026

1965 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2027

1966 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか6名）

昭和戦後期 牛島元夫/撮影 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2028

1967 写真（明道館、副島種臣
扁額「剛猛」）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P2029

1968 写真（進藤一馬ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P2030

1969 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2031

1970 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか5名）

昭和戦後期 牛島元夫/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2032

1971 集合写真（財部一雄ほか
14名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 3枚 2019P2033
～ 2035

1972 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2036

1973 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか7名）

昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2037

1974 写真（進藤一馬、財部一雄）昭和58年4月11日 矢野憲一/撮影 カラー写真 9.0×12.8 1枚 2019P2038

1975 写真（女性2人、日本舞踊）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.9 1枚 2019P2039

1976 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 高山久雄/撮影 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2040

1977 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2041

1978 写真（神社境内） 昭和戦後期 牛島元夫/撮影 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2042

1979 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか7名）

昭和58年4月18日 矢野憲一/撮影 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2043
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1980 写真（大山寺灯明杉、財
部一雄、進藤一馬ほか7名）

昭和戦後期 石橋太郎/撮影 カラー写真 12.8×8.9 1枚 2019P2044

1981 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.2 1枚 2019P2045

1982 写真（明道館、財部一雄
ほか4名）

昭和56年1月2日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.2 1枚 2019P2046

1983 集合写真（明道館、櫛田
神社秋季柔道大会優勝）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.0×13.1 2枚 2019P2047
～ 2048

1984 写真（男性2人） 昭和63年11月14日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.7 1枚 2019P2049

1985 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2050

1986 写真（明道館、柔道稽古）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P2051

1987 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P2052

1988 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか3名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P2053

1989 写真（男性7人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2054

1990 写真（松江城、進藤一馬
ほか6名）

昭和戦後期 財部一雄/撮影 カラー写真 12.8×8.9 1枚 2019P2055

1991 集合写真（進藤一馬、財
部一雄ほか11名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2056

1992 写真（進藤一馬ほか4名）昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 12.8×8.9 1枚 2019P2057

1993 写真（対馬空港、進藤一
馬ほか3名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2058

1994 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2059

1995 写真（進藤一馬） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P2060

1996 写真（明道館、直会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2061

1997 写真（明道館、柔道大会
優勝旗）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2062

1998 写真（浄満寺、財部一雄
ほか5名）

昭和58年11月7日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2063

1999 写真（松江城、進藤一馬、
財部一雄ほか7名）

昭和戦後期 牛島元夫/撮影 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2064

2000 写真（男性4人） 昭和戦後期 坂本人志/撮影 カラー写真 12.8×9.0 1枚 2019P2065

2001 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか4名）

昭和戦後期 牛島元夫/撮影 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2066

2002 写真（進藤一馬、財部一
雄ほか7名）

昭和戦後期 高山久雄/撮影 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2067

2003 写真（進藤一馬） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 1枚 2019P2068

2004 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.5 1枚 2019P2069

2005 集合写真（大名小学校
110年同窓会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.9 1枚 2019P2070

2006 写真（渡船） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.4 1枚 2019P2071
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2007 写真（横浜千賀、建部武
四郎）

昭和58年2月18日 撮影者不明 カラー写真 13.0×8.9 1枚 裏にペン書「東京都
港区　天真寺　養
照院様御塔ノ前ニテ　
昭和五十八年二月
十八日　建部武四
郎　横浜市在住の
妹　横浜千賀」と有

2019P2072

2008 写真（対馬空港） 昭和60年4月20日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2073

2009 写真（進藤一馬ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 2枚 2019P2074
～ 2075

2010 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2076

2011 写真（進藤一馬ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2077

2012 写真（進藤一馬ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2078

2013 写真（男性8人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2079

2014 写真（頭山満「忠孝」碑）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2080

2015 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2081

2016 写真（千代の富士、結婚式）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2082

2017 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P2083

2018 写真（高台から港を望む）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.8 1枚 2019P2084

2019 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.5×10.8 1枚 2019P2085

2020 集合写真（明道館、護国
神社奉納柔道大会）

昭和37年5月3日 撮影者不明 白黒写真 9.0×12.9 1枚 財部一雄編『明道館
史』（明道館、1984年）
口絵に掲載

2019P2086

2021 写真（財部一雄ほか8名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2087

2022 集合写真（菁莪堂） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.2×15.3 1枚 2019P2088

2023 写真（歩行者天国） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 20.4×25.4 1枚 2019P2089

2024 集合写真（明道館館員） 昭和戦中期 撮影者不明 白黒写真 20.9×25.9 1枚 2019P2090

2025 集合写真（明道館、寒稽
古納会）

昭和11年1月 撮影者不明 白黒写真 20.4×26.3 1枚 裏に墨書「昭和十一
年一月　明道館寒稽
古」と有　財部一雄
編『明道館史』（明道館、
1984年）口絵に掲載

2019P2091

2026 集合写真（明道館館員） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 20.9×27.4 1枚 2019P2092

2027 集合写真（明道館、護国
神社奉納柔道大会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 25.0×30.5 1枚 財部一雄編『明道館
史』（明道館、1984年）
口絵に掲載

2019P2093

2028 写真（中野正剛先生碑、
男性9人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.8×10.2 1枚 2019P2094

2029 集合写真（筥崎宮、筥崎
宮奉納少年柔道大会）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 21.9×30.3 1枚 2019P2095

2030 集合写真（第24回卒業記
念　能古中学校）

昭和51年3月17日 撮影者不明 白黒写真 13.7×20.5 1枚 2019P2096
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2031 集合写真（姪浜中学校教
職員）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 14.8×20.3 1枚 2019P2097

2032 集合写真（日本教師会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 14.4×20.2 1枚 2019P2098

2033 集合写真（進藤一馬会長、
福岡市長四選祝賀会、定
例忘年会　主催藤香会）

昭和59年12月8日 撮影者不明 カラー写真 15.0×20.7 1枚 2019P2099

2034 集合写真（阿蘇火山博物館）昭和61年10月12日 撮影者不明 カラー写真 16.5×21.7 1枚 2019P2100

2035 集合写真（福岡出身の柔
道関係者）

（大正7年8月） 撮影者不明 複写写真 16.4×21.4 1枚 2019P2101

2036 集合写真（修猷五十六会
同窓会　於大福うどん）

昭和63年5月16日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.1 1枚 2019P2102

2037 集合写真（明道館、昭和
六十二年度暑稽古納会）

昭和62年7月19日 撮影者不明 白黒写真 14.1×20.4 1枚 2019P2103

2038 集合写真（昭和55年度教育
論文、教育実践記録等受賞
記念　於博多東急ホテル）

昭和55年11月20日 撮影者不明 カラー写真 12.4×22.4 1枚 2019P2104

2039 写真（崇福寺、明道館柔
道之碑、男性2人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.8×11.4 2枚 2019P2105
～ 2106

2040 写真（崇福寺、明道館柔
道之碑）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.7×11.4 2枚 2019P2107
～ 2108

2041 集合写真（明道館暑稽古
納会記念）

昭和30年8月9日 撮影者不明 白黒写真 10.5×14.9 1枚 2019P2109

2042 写真（崇福寺、明道館柔
道之碑、自剛天真流奥義
相伝者銘塔）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.7×11.5 2枚 2019P2110
～ 2111

2043 写真（平尾霊園、福岡の
変魂の碑）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 14.2×11.0 1枚 2019P2112

2044 写真（西文雄先生1周年
祭、財部一雄ほか7名）

平成3年8月25日 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.5 1枚 裏にペン書「西文雄
先生一周年祭　平成
三年八月廿五日」と有

2019P2113

2045 集合写真（財部一雄ほか
9名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.6 1枚 2019P2114

2046 写真（仏閣） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2115

2047 写真（明道館、財部一雄
ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.2 1枚 2019P2116

2048 写真（明道館、柔道稽古）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×17.8 3枚 2019P2117
～ 2119

2049 写真（明道館、柔道稽古）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.9×17.8 1枚 2019P2120

2050 写真（進藤一馬） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 18.2×12.9 1枚 2019P2121

2051 写真（進藤一馬ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2122

2052 集合写真（恩師西文雄先
生八十歳賀筵）

昭和52年11月27日 撮影者不明 カラー写真 11.8×16.6 1枚 裏にペン書「昭和52
年11月27日」と有

2019P2123

2053 写真（鹿児島市、西郷隆
盛像）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.5 1枚 2019P2124
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2054 写真（新郎新婦） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2125

2055 写真（新郎新婦） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2126

2056 写真（明道館、柔道大会
優勝旗、優勝杯等）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.9×12.5 1枚 2019P2127

2057 写真（大名小学校記念式
典次第）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.6 1枚 2019P2128

2058 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.4 1枚 2019P2129

2059 写真（新郎新婦） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2130

2060 写真（新郎新婦） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 16.6×11.5 1枚 2019P2131

2061 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2132

2062 写真（湖、山） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2133

2063 写真（中学生） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2134

2064 写真（湖、山） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2135

2065 写真（修猷館展覧会、財
部一雄ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 2枚 2019P2136
～ 2137

2066 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.5 2枚 2019P2138
～ 2139

2067 写真（桜島） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.4 1枚 2019P2140

2068 集合写真（柔道道場） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.5 1枚 2019P2141

2069 集合写真（財部一雄ほか
19名）

昭和63年10月30日 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.9 1枚 2019P2142

2070 写真（財部一雄ほか8名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×17.0 1枚 2019P2143

2071 集合写真（大生禅寺、財
部一雄ほか10名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.5 1枚 2019P2144

2072 集合写真（修猷五十六会
恩師伊東（西村）先生謝
恩会　於稚加栄）

昭和50年12月13日 撮影者不明 カラー写真 12.2×17.4 1枚 2019P2145

2073 写真（男性6人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.9×17.3 1枚 2019P2146

2074 集合写真（財部一雄ほか
30名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.7 1枚 2019P2147

2075 集合写真（『玄洋社発掘』
出版祝賀会）

昭和56年5月23日 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.5 1枚 裏にペン書「56.5.23
サンパレス」と有

2019P2148

2076 写真（大名校110周年記
念式典）

昭和58年 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.7 1枚 2019P2149

2077 写真（明道館、財部一雄
ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.5 1枚 2019P2150

2078 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.3 1枚 2019P2151

2079 写真（筥崎宮、福岡黎明
社）

昭和57年1月10日 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 裏に「昭和五十七年
一月十日　福岡黎明
社於筥崎宮」と有

2019P2152
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2080 写真（大観峰、財部一雄
ほか3名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 16.5×11.4 1枚 2019P2153

2081 写真（校舎） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.4 1枚 2019P2154

2082 写真（修猷館200年記念会）1984年 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.4 1枚 2019P2155

2083 写真（中学生、旅行） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.4 1枚 2019P2156

2084 写真（財部一雄ほか7名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.4×15.9 1枚 裏に字「財部」と有 2019P2157

2085 写真（修猷館200年記念
式典、男性3人）

1984年 撮影者不明 カラー写真 16.4×11.4 2枚 2019P2158
～ 2159

2086 写真（修猷館200年記念
式典、財部一雄ほか2名）

1984年 撮影者不明 カラー写真 16.4×11.3 1枚 2019P2160

2087 写真（体育館、財部一雄ほ
か8名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×16.4 1枚 2019P2161

2088 集合写真（修猷館二百年
記念碑）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×16.6 1枚 2019P2162

2089 集合写真（中学校生徒） （昭和55年） 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.7 1枚 2019P2163

2090 集合写真（磯庭園、姪浜
中学校生徒）

昭和55年10月8日 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.7 1枚 2019P2164

2091 集合写真（桜島、姪浜中
学校生徒）

（昭和55年） 撮影者不明 カラー写真 12.6×17.7 1枚 2019P2165

2092 写真（玄洋社記念館、財
部一雄ほか4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 18.0×12.7 1枚 2019P2166

2093 集合写真（故内藤用一郎
七回忌法要）

昭和53年7月23日 撮影者不明 カラー写真 12.8×17.8 1枚 2019P2167

2094 集合写真（磯庭園、姪浜
中学校生徒）

昭和55年10月8日 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.6 1枚 2019P2168

2095 集合写真（桜島、姪浜中
学校教職員）

（昭和55年） 撮影者不明 カラー写真 12.7×17.7 1枚 2019P2169

2096 写真（修猷館物故者慰霊祭）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.1 1枚 2019P2170

2097 写真（日本教師会福岡大
会、男性8名）

1965年8月10日 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.2 1枚 裏に印「日本教師会
福岡大会記念　1965
年8月10日」と有

2019P2171

2098 写真（女児、七五三） 1965年11月 撮影者不明 カラー写真 17.1×11.8 1枚 2019P2172

2099 集合写真（修猷五十六会）昭和49年11月23日 撮影者不明 カラー写真 12.6×19.4 4枚 2019P2173
～ 2176

2100 集合写真（昭和32年卒高
宮中学校合同同窓会）

平成3年8月10日 撮影者不明 カラー写真 12.5×21.0 2枚 2019P2177
～ 2178

2101 集合写真（十五代黒田長
久様御歓迎会、藤香会）

昭和56年11月21日 撮影者不明 カラー写真 12.6×21.1 1枚 2019P2179

2102 集合写真（西文雄先生米
寿祝賀会）

昭和59年6月23日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.0 1枚 2019P2180

2103 集合写真（修猷いそろく
会）

1984年5月16日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.1 1枚 2019P2181
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2104 集合写真（高宮中学校第
2回卒業生同窓会）

昭和57年8月28日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.5 1枚 裏に「昭和五十七年
八月二十八日」と有

2019P2182

2105 写真（明道館館旗） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 20.5×11.2 2枚 財部一雄編『明道館
史』（明道館、1984年）
口絵に掲載

2019P2183
～ 2184

2106 集合写真（姫島） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×18.0 2枚 2019P2185
～ 2186

2107 写真（玄洋社道場（明道
館）開場式広告）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.0×11.4 1枚 2019P2187

2108 集合写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×19.2 3枚 2019P2188
～ 2190

2109 集合写真（小学校生徒） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.2×19.2 1枚 2019P2191

2110 写真（明道館　外観） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 17.5×13.7 3枚 2019P2192
～ 2194

2111 写真（明道館、柔道大会
優勝旗、優勝杯等）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 16.6×13.7 2枚 2019P2195
～ 2196

2112 写真（明道館、柔道大会
優勝旗、優勝杯等）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 19.3×13.7 1枚 2019P2197

2113 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.9×17.8 1枚 2019P2198

2114 写真（明道館　入口） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.2×19.2 1枚 2019P2199

2115 集合写真（和田三造画伯　
虎ノ絵受領式　明道館）

昭和29年1月5日 撮影者不明 白黒写真 18.0×14.0 1枚 2019P2200

2116 集合写真（修猷五十六会
卒業35周年同窓会）

昭和54年10月13日 撮影者不明 カラー写真 12.5×22.4 1枚 2019P2201

2117 集合写真（修猷五十六会　
同窓会）

昭和56年5月16日 撮影者不明 カラー写真 12.4×22.4 1枚 2019P2202

2118 集合写真（福岡県青少年
弁論大会）

昭和59年9月30日 撮影者不明 カラー写真 12.6×21.6 1枚 2019P2203

2119 写真包紙 昭和戦後期 福岡　高木/撮影 印刷 23.7×17.0 1枚 表にペン書「 ㉗福岡の
変魂の碑　㉘玄洋社
基地　祟福寺」と有

2019P2204

2120 集合写真（国民学校生徒
10名）

昭和10年代 撮影者不明 白黒写真 6.8×10.2 1枚 2019P2205

2121 集合写真（男性16人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.0×15.5 1枚 2019P2206

2122 集合写真（中学修猷館、
生徒）

昭和10年代 撮影者不明 白黒写真 12.5×17.7 1枚 2019P2207

2123 写真（財部一雄ほか1名）1990年9月29日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2208

2124 写真（男性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.2×15.2 1枚 2019P2209

2125 写真（直会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2210

2126 集合写真（男性13人、女
性3人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2211

2127 写真（財部一雄ほか7名）1991年12月13日 撮影者不明 カラー写真 10.2×15.2 1枚 2019P2212

2128 写真（財部一雄ほか2名）1991年12月13日 撮影者不明 カラー写真 10.2×15.2 1枚 2019P2213
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2129 写真（大手門、財部一雄
ほか1名）

平成四年四月五日 撮影者不明 カラー写真 10.1×14.9 1枚 2019P2214

2130 写真（玄洋社記念館、財
部一雄ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 14.8×10.1 1枚 2019P2215

2131 写真（福岡大空襲） 昭和戦後期 （野田篤司/撮影） 複写写真 10.5×14.3 1枚 裏に赤鉛筆書「撮
影野田篤司氏」と有

2019P2216

2132 写真（昭和天皇） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 15.8×10.9 1枚 2019P2217

2133 写真（和田三造「南風」） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.0×14.3 1枚 2019P2218

2134 写真（松井玄枝文先生御
退職慰労プロ入り祝賀会）

昭和45年5月7日 撮影者不明 カラー写真 11.0×15.2 1枚 2019P2219

2135 集合写真（財部一雄ほか
14名）

1947年12月24日 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.5 1枚 裏にペン書「昭和
二十二年余満二十歳　
1947.12.24」と有

2019P2220

2136 写真（福岡県教職員連盟
結成式）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×13.5 1枚 2019P2221

2137 写真（男性2人） 昭和時代 撮影者不明 複写写真 10.5×15.0 1枚 2019P2222

2138 集合写真（旧福岡藩就義
隊士）

昭和時代 撮影者不明 複写写真 11.5×14.3 1枚 2019P2223

2139 写真（越智彦四郎） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真 15.5×11.1 1枚 2019P2224

2140 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.1×16.5 1枚 2019P2225

2141 写真（泉岳寺、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 16.4×11.4 1枚 2019P2226

2142 写真（財部一雄ほか2名）1991年7月6日 撮影者不明 カラー写真 10.2×15.2 1枚 2019P2227

2143 写真（緒方竹虎） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真 16.4×10.6 1枚 2019P2228

2144 写真（玄洋社記念館、男
性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.1×14.8 1枚 2019P2229

2145 写真（明道館） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×17.8 1枚 2019P2230

2146 集合写真（男性13人） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真 12.0×16.5 1枚 2019P2231

2147 写真（財部一雄ほか4名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×25.5 2枚 2019P2232
～ 2233

2148 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×25.4 1枚 2019P2234

2149 写真（有田ポーセリンパー
ク、財部一雄ほか4名）

平成時代 撮影者不明 カラー写真 8.8×25.5 1枚 2019P2235

2150 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×25.3 1枚 2019P2236

2151 写真（財部一雄ほか2名）1992年 撮影者不明 カラー写真 8.8×25.2 1枚 2019P2237

2152 写真（財部一雄ほか1名）1992年 撮影者不明 カラー写真 8.8×25.2 1枚 2019P2238

2153 写真（頭山満） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 18.0×12.2 1枚 2019P2239

2154 集合写真（明道館、福岡
義士会柔道大会優勝）

昭和三十一年一月
二十六日（旧暦
十二月十四日）

撮影者不明 白黒写真 10.6×15.6 1枚 2019P2240

2155 写真（男性5人） （1960年代）3月 撮影者不明 カラー写真 17.9×12.7 1枚 2019P2241
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2156 集合写真（田中先生個展、
米寿祝賀会）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×17.8 1枚 2019P2242

2157 集合写真（明道館、財部
一雄、進藤一馬ほか）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.0×19.2 1枚 2019P2243

2158 写真（福岡県教職連盟結
成十周年記念式典）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.9×17.8 1枚 2019P2244

2159 写真（福岡県教職連盟結
成十周年記念式典）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.9×17.7 1枚 2019P2245

2160 写真（崇福寺、「満洲義
軍志士之碑」除幕式）

昭和40年10月31日 撮影者不明 白黒写真 12.5×17.9 1枚 2019P2246

2161 写真（福岡県教職連盟結
成十周年記念式典）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.8×17.7 1枚 2019P2247

2162 写真（財部一雄ほか3名）昭和41年8月 撮影者不明 白黒写真 11.9×17.2 1枚 裏にペン書「昭和
41年8月」と有

2019P2248

2163 集合写真（昭和47年度卒
業生千代中学校同窓会）

昭和52年5月4日 撮影者不明 カラー写真 12.6×22.7 1枚 2019P2249

2164 写真（財部ユキ　葬儀） 昭和60年2月28日 撮影者不明 カラー写真 12.6×21.0 1枚 2019P2250

2165 写真（西島弘先生　出版
祝賀筵）

（平成時代） 撮影者不明 カラー写真 11.7×17.8 1枚 2019P2251

2166 集合写真（かすがい会　
姪浜郷土史出版記念）

平成5年4月4日 撮影者不明 カラー写真 11.6 ×17.8 1枚 2019P2252

2167 集合写真（修猷館同窓会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×18.9 1枚 2019P2253

2168 写真（中野正剛二行書「豪
傑之士雖無文王猶興」）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 18.0×13.0 1枚 2019P2254

2169 集合写真（大名小学校　
PTAOB会）

昭和63年3月11日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.5 1枚 2019P2255

2170 集合写真（男性7人、女
性6人）

昭和時代 撮影者不明 白黒写真 13.3×18.8 1枚 2019P2256

2171 集合写真（明道会） 平和2年11月20日 撮影者不明 カラー写真 12.7×21.6 1枚 2019P2257

2172 集合写真（頭山満翁五十
回忌法要）

平成五年十月五日 撮影者不明 カラー写真 16.5×21.6 2枚 2019P2258
～ 2259

2173 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2260

2174 集合写真（正剛会発会式
紀念）

昭和27年10月27日 合資会社紅梅写真
館/撮影

白黒写真 13.2×20.7 1枚 裏に墨書「正剛会発
会式紀念写真　昭和
二十七年十月二十七
日　於福岡市大学通
り崇福寺」と有

2019P2261

2175 写真（男性2人　旅館にて）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.4×16.5 1枚 2019P2262

2176 写真（高場乱像、部分） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 14.6×10.6 1枚 2019P2263

2177 写真（崇福寺、石碑除幕式）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.5×17.8 1枚 2019P2264

2178 写真（中林梧竹書「棋聲
栞韻」）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.6×17.7 1枚 裏に赤鉛筆書「中
林梧竹」と有

2019P2265
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2179 写真（董其昌書） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 12.6×17.8 3枚 裏に赤鉛筆書「董
其昌」と有

2019P2266
～ 2268

2180 写真（平成4年度藤香会
総会）

平成4年5月9日 撮影者不明 カラー写真 15.2×20.2 1枚 2019P2269

2181 写真（坂本龍馬） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真 19.8×15.0 1枚 2019P2270

2182 写真（文部大臣杯第28回
全国青年弁論大会）

昭和58年10月8日 撮影者不明 カラー写真 16.5×21.4 1枚 2019P2271

2183 写真（平尾、魂の碑、進
藤一馬）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 25.1×20.5 1枚 2019P2272

2184 集合写真（第20回永年勤
続者表彰紀念）

昭和47年4月23日 撮影者不明 白黒写真 21.9×27.3 1枚 2019P2273

2185 集合写真（第20回永年勤
続者表彰紀念）

昭和47年4月23日 撮影者不明 白黒写真 21.7×27.2 1枚 2019P2274

2186 集合写真（第20回永年勤
続者表彰紀念）

昭和47年4月23日 撮影者不明 白黒写真 21.5×27.1 1枚 2019P2275

2187 集合写真（明道館、渡米
壮行会）

昭和39年10月5日 撮影者不明 白黒写真 19.5×29.0 1枚 裏にペン書「渡米壮
行会　昭和三十九
年十月五日」と有

2019P2276

2188 写真（財部一雄） 1965年5月 撮影者不明 カラー写真 23.9×29.9 1枚 2019P2277

2189 写真（無著菩薩立像） 昭和戦後期 飛鳥園/撮影 白黒写真 27.5×22.3 1枚 裏に印「不許複製　
奈良　飛鳥園」と有

2019P2278

2190 写真（八部衆立像のうち
阿修羅）

昭和戦後期 飛鳥園/撮影 白黒写真 27.6×22.8 1枚 裏に印「不許複製　
奈良　飛鳥園」と有

2019P2279

2191 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 30.7×22.8 1枚 2019P2280

2192 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 20.3×25.4 1枚 2019P2281

2193 写真（正岡子規肖像） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真 27.7×21.2 1枚 2019P2282

2194 集合写真（九州学生柔道
大会優勝）

昭和戦前期 撮影者不明 白黒写真 20.8×30.0 1枚 2019P2283

2195 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 24.8×19.5 1枚 2019P2284

2196 集合写真（孔柏基先生来
福記念）

1985年6月5日 撮影者不明 カラー写真 16.5×21.6 1枚 2019P2285

2197 集合写真（新年経済人の
集い勉強会）

平成4年2月3日 撮影者不明 カラー写真 16.5×25.4 1枚 2019P2286

2198 集合写真（筑前一之宮住
吉神社　日本古武道古典
芸能奉納）

昭和60年10月20日 撮影者不明 カラー写真 16.3×21.5 1枚 2019P2287

2199 集合写真（明道館） 昭和戦前期 撮影者不明 白黒写真 20.7×27.6 1枚 2019P2288

2200 写真（財部一雄ほか1名）1988年2月17日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2289

2201 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2290

2202 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2291

2203 写真（結婚式） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2292
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2204 写真（玄洋社墓地、明道
館、慰霊祭）

1992年10月5日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2293

2205 写真（財部一雄ほか1名）1988年1月2日 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.0 1枚 2019P2294

2206 写真（女性4人） 1988年1月2日 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.0 1枚 2019P2295

2207 写真（高場乱像） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 15.0×9.3 1枚 2019P2296

2208 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 8.9×7.8 1枚 2019P2297

2209 写真（財部一雄、国際線
ロビー）

1964年11月1日 撮影者不明 白黒写真 7.5×11.0 1枚 2019P2298

2210 写真（新聞切抜、男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 9.4×8.8 2枚 2019P2299
～ 2300

2211 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 4.0×3.4 1枚 2019P2301

2212 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 6.7×5.3 1枚 2019P2302

2213 写真（清水勇一） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.0×5.0 1枚 裏にペン書「福岡大学　
体育学部、体育学科　
清水勇一」と有

2019P2303

2214 写真（男性） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 8.0×6.0 1枚 2019P2304

2215 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 9.2×7.4 1枚 2019P2305

2216 写真（男性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×6.3 1枚 2019P2306

2217 写真（河野半次郎） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 8.7×6.3 1枚 2019P2307

2218 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P2308

2219 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.1 1枚 2019P2309

2220 写真（男性） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.1 1枚 2019P2310

2221 集合写真（学生） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 7.5×10.2 1枚 2019P2311

2222 写真（男児1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.9×6.4 1枚 2019P2312

2223 写真（大濠公園、財部一
雄ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P2313

2224 写真（財部一雄、大名校
区法被）

1989年5月21日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2314

2225 写真（紅葉） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2315

2226 写真（由布院駅） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.6 2枚 2019P2316
～ 2317

2227 写真（女性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2318

2228 写真（大名2丁目） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2319

2229 写真（財部一雄、黒田長
久）

平成5年1月18日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 裏にペン書「平成
五年一月十八日　
進藤一馬氏顕彰像
除幕式典にて　黒
田家第十五代当主
黒田長久氏」と有

2019P2320

2230 写真（玄洋社記念館、財
部一雄ほか4名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2321
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2231 写真（財部一雄ほか4名、
テープカット）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P2322

2232 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2253と同じ構図 2019P2323

2233 写真（屏風） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2324

2234 写真（桧原桜） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 「あまたあまた　恩ちょ
う　うけし　花の宴」

2019P2325

2235 写真（財部一雄、西島弘
ほか1名）

1993年4月4日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.6 1枚 2019P2326

2236 写真（財部一雄、西島弘
ほか1名）

1993年4月4日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2327

2237 写真（男性12人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2328

2238 集合写真（男性15人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2329

2239 写真（修猷館講堂、修猷
館同窓会員11名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2330

2240 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.6 1枚 2019P2331

2241 写真（大名2丁目） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2356と同じ構図 2019P2332

2242 写真（玄洋社記念館、男
性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2333

2243 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P2334

2244 写真（来賓役員席） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2335

2245 写真（近畿修猷会総会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2336

2246 写真（男性） 平成5年7月10日 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.1 1枚 2019P2337

2247 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.8 1枚 2019P2338

2248 写真（玄洋社記念館、男
性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2339

2249 写真（玄洋社記念館、男
性1人女性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 2枚 2019P2340
～ 2341

2250 写真（男性3人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P2342

2251 写真（男性3人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2343

2252 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2344

2253 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 2枚 2232と同じ構図 2019P2345
～ 2346

2254 写真（玄洋社記念館、男
性3人、女性2人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2347

2255 写真（財部一雄ほか4名、
テープカット）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P2348

2256 写真（財部一雄ほか2名）1992年5月17日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2349

2257 写真（男性3人、女性1人、
披露宴）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P2350

2258 写真（明道館、財部一雄）1992年6月6日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P2351
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2259 写真（節信院、加藤司書
慰霊祭）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.8 1枚 2019P2352

2260 写真（崇福寺、明道館柔
道場碑）

1992年10月5日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 裏にペン書「4.10.5」
と有

2019P2353

2261 集合写真（男性15人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2354

2262 写真（財部一雄ほか2名）1992年10月31日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2355

2263 写真（青山熊治画「アイ
ヌ」）

平成4年4月3日/撮
影

撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 裏にペン書「青山熊
治画伯作　大正三
年作　アイヌ酒盛図　
平4.4.3」と有

2019P2356

2264 写真（財部一雄ほか2名）1992年9月17日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2357

2265 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P2358

2266 写真（パイプ椅子に座る
男性たち）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P2359

2267 写真（節信院、司書太鼓）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.8 1枚 2019P2360

2268 写真（加藤司書墓所） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2361

2269 写真（池） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.6×8.8 1枚 2019P2362

2270 写真（財部一雄ほか7名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2363

2271 写真（財部一雄ほか9名）1991年12月12日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2364

2272 写真（男性4人、直会） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2365

2273 写真（財部一雄、テープ
カット）

1990年9月17日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2366

2274 写真（明道館、財部一雄
ほか4名）

1992年6月6日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2367

2275 写真（財部一雄ほか3名）平成4年1月12日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.6 1枚 2019P2368

2276 写真（財部一雄ほか3名）1992年5月17日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2369

2277 写真（庭園） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.8×8.9 1枚 2019P2370

2278 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2371

2279 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2372

2280 写真（男性1人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2373

2281 写真（財部一雄、進藤一馬）1985年4月21日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 裏に鉛筆書「矢野」
と有

2019P2374

2282 写真（屏風左隻） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 3枚 2019P2375
～ 2377

2283 写真（屏風、御製重修孔
子廟碑拓本）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 3枚 2019P2378
～ 2380

2284 写真（明道館、玉串奉奠）1992年6月6日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2381

2285 写真（財部邸玄関、男性
2人、女性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.0×8.2 1枚 2019P2382

2286 写真（財部一雄ほか2名）平成4年12月6日 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 裏に印「堺禎蔵　平
成4年12月6日」と有

2019P2383
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2287 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2384

2288 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.7 1枚 2019P2385

2289 写真（護摩焚き） 1990年11月1日 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2386

2290 集合写真（財部一雄ほか
12名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2387

2291 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 2019P2388

2292 写真（財部一雄ほか7名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P2389

2293 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×11.7 2枚 2019P2390
～ 2391

2294 写真（慰霊祭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 3枚 2019P2392
～ 2394

2295 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2395

2296 写真（屏風右隻） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 3枚 2019P2396
～ 2398

2297 集合写真（財部一雄ほか
12名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2399

2298 写真（多久聖廟、旅行客）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2400

2299 写真（財部一雄、交礼会）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2401

2300 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2402

2301 写真（財部一雄） 1992年5月17日 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.6 1枚 2019P2403

2302 写真（多久聖廟、旅行客）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.7 1枚 2019P2404

2303 写真（多久聖廟、旅行客）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2405

2304 写真（大手門、桜並木） 1992年4月5日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 裏に印「平4.4.5」と有 2019P2406

2305 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2407

2306 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2408

2307 写真（大手門、桜並木） 平成4年4月5日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.0 1枚 裏に印「平4.4.5」と有 2019P2409

2308 写真（節信院、加藤司書
慰霊祭）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P2410

2309 写真（崇福寺玄洋社墓地、
明道館慰霊祭）

平成4年10月5日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 裏にペン書「4.10.5」
と有

2019P2411

2310 写真（高台寺、財部一雄）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.2 1枚 2019P2412

2311 写真（公園、石垣） 平成4年4月5日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.1 1枚 裏に印「平4.4.5」と有 2019P2413

2312 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2414

2313 写真（多久聖廟、旅行客）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2415

2314 写真（財部一雄、どんど
焼き）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2416

2315 写真（陶芸体験） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 2枚 2019P2417
～ 2418

2316 写真（財部一雄ほか7名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.8 1枚 2019P2419
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2317 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.1×9.0 1枚 2019P2420

2318 写真（平尾霊園魂の碑、
男性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.1×7.7 1枚 2019P2421

2319 写真（平尾霊園魂の碑、
財部一雄、進藤一馬）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P2422

2320 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.6×8.9 1枚 2019P2423

2321 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2424

2322 写真（財部一雄） 平成4年4月5日 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 裏に印「平4.4.5」と有 2019P2425

2323 写真（男性2人、女性6人）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 9.1×12.2 1枚 2019P2426

2324 集合写真（明道館、財部
一雄ほか9名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.3 1枚 2019P2427

2325 写真（男性8人、学生） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.8 1枚 2019P2428

2326 集合写真（明道館、男性
16人）

昭和31年1月29日 撮影者不明 白黒写真 7.9×11.5 1枚 裏にペン書「財部一
雄君恵存　31.1.29　
小森俊雄」と有

2019P2429

2327 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.3×10.2 1枚 2019P2430

2328 写真（財部一雄ほか5名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 10.3×10.2 1枚 2019P2431

2329 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.8 2枚 2019P2432
～ 2433

2330 写真（修猷館講堂、財部
一雄ほか6名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2434

2331 写真（玄洋社記念館、財
部一雄ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2435

2332 写真（真藤慎太郎） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.2 2枚 2019P2436
～ 2437

2333 写真（扁額「神徳殿」） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 2枚 2019P2438
～ 2439

2334 写真（有田ポーセリン
パーク）

平成時代 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P2440

2335 写真（鳥居「仰高」） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2441

2336 写真（明道館、財部一雄、
進藤一馬ほか7名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.9 1枚 2019P2442

2337 写真（玄洋社扁額、男性
1人）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2443

2338 写真（皿の絵付け） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 3枚 2019P2444
～ 2446

2339 写真（山中の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.6 1枚 2019P2447

2340 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2448

2341 写真（修猷館講堂、財部
一雄ほか7名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2449

2342 写真（平成2年度第15回
近畿修猷会総会）

1990年11月10日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2450

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 103 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

2343 写真（滝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.6×8.1 1枚 2019P2451

2344 写真（玄洋社扁額、財部
一雄ほか3名）

平成5年7月26日 撮影者不明 カラー写真 8.3×11.8 1枚 裏にペン書「平成五年
七月二十六日　江上後
郎　坪田英則」と有

2019P2452

2345 写真（進藤一馬告別式） 平成時代 撮影者不明 カラー写真 8.9×11..6 1枚 2019P2453

2346 写真（進藤一馬） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.5×8.3 1枚 2019P2454

2347 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P2455

2348 写真（男性、集合写真拡大）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.3×10.2 1枚 2019P2456

2349 複写写真（武部小四郎） 昭和戦後期 撮影者不明 複写写真 12.0×8.2 1枚 2019P2457

2350 写真（玄洋社扁額、財部
一雄ほか2名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.8×8.3 1枚 2019P2458

2351 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 9.0×127 3枚 2019P2459
～ 2461

2352 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P2462

2353 写真（男性4人） 平成5年7月10日 撮影者不明 カラー写真 8,2×12.1 1枚 裏に印「平成5年7
月10日」と有

2019P2463

2354 写真（財部一雄） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2464

2355 写真（財部一雄、結婚式）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×13.1 1枚 2019P2465

2356 写真（福岡市内の車道） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.1 1枚 2241と同じ構図 2019P2466

2357 写真（財部一雄ほか5名、
神事）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×12.0 1枚 2019P2467

2358 写真（ホテル霧島キャッ
スル、財部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2468

2359 写真（神社参拝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2469

2360 写真（神社参拝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2470

2361 写真（崇福寺、明道館慰
霊祭）

平成4年10月5日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 裏にペン書「4.10.5」
と有

2019P2471

2362 写真（山中の風景） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2472

2363 集合写真（明道館、進藤
一馬葬儀）

（平成4年） 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2473

2364 写真（警固神社由緒書） 1992年12月11日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2474

2365 写真（警固神社社務所、
財部一雄）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P2475

2366 写真（修猷館講堂、財部
一雄ほか9名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2476

2367 写真（崇福寺、明道館慰
霊祭）

平成4年10月5日 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.7 1枚 裏にペン書「4.10.5」
と有

2019P2477

2368 写真（没後50周年中野正
剛回顧展、財部一雄）

（平成5年） 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.6 1枚 2019P2478

2369 写真（慰霊祭） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.6 1枚 2019P2479
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2370 写真（財部一雄、慰霊祭）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2480

2371 写真（崇福寺、明道館慰
霊祭）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2481

2372 写真（没後50周年中野正
剛回顧展、財部一雄）

（平成5年） 撮影者不明 カラー写真 9.0×12.7 1枚 2019P2482

2373 写真（財部一雄ほか3名）1988年1月2日 撮影者不明 カラー写真 8.8×13.1 1枚 2019P2483

2374 写真（財部一雄ほか2名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2484

2375 写真（財部一雄ほか6名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2485

2376 写真（進藤一馬） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 12.7×8.9 1枚 2019P2486

2377 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 2019P2487

2378 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.1×11.7 1枚 2019P2488

2379 写真（神社参拝） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2489

2380 写真（屏風、御製重脩孔
子廟碑）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2490

2381 写真（財部一雄ほか1名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2491

2382 写真（高宮中同窓会、財
部一雄ほか7名）

平成4年 撮影者不明 カラー写真 8.9×12.7 1枚 裏にペン書「平成
四年　高中同窓会　
於　能古島」と有

2019P2492

2383 写真（能古渡船場、財部
一雄ほか5名）

平成4年 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2493

2384 写真（福岡） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.4×11.7 2枚 2019P2494
～ 2495

2385 写真（財部一雄ほか5名）1993年11月2日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.7 1枚 2019P2496

2386 写真（東公園、財部一雄
ほか4名）

平成5年10月15日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2497

2387 写真（東公園、財部一雄
ほか4名）

平成5年10月15日 撮影者不明 カラー写真 8.2×11.8 1枚 2019P2498

2388 写真（財部邸玄関、財部
一雄ほか1名）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.3×12.1 1枚 2019P2499

2389 写真（僧侶） 1990年10月31日 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.6 1枚 2019P2500

2390 写真（飯田覚兵衛屋敷の
大銀杏）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 14.9×10.1 1枚 2019P2501

2391 写真（福岡の車道） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2502

2392 写真（福岡の車道） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2503

2393 写真（福岡の車道） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2504

2394 写真（福岡の車道） 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 11.7×8.2 1枚 2019P2505

2395 写真（財部一雄ほか7名）昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真 8.8×12.7 1枚 2019P2506

2396 写真（平尾霊園、魂の碑）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.0×14.6 1枚 2019P2507

2397 アルバム（COLOR 
ALBUM）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真　
アルバム

19.7×14.0 1冊 2019P2508
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2398 アルバム（COLOR 
ALBUM）

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真　
アルバム

20.4×14.0 1冊 2019P2509

2399 CAMERA'S TAIYO 昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真　
アルバム

20.4×14.0 1冊 2019P2510

2400 サクラカラーポケットア
ルバムミニ

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真　
アルバム

11.1×26.0 1冊 2019P2511

2401 サクラカラーポケットア
ルバムミニ

昭和戦後期 撮影者不明 カラー写真　
アルバム

11.1×26.0 1冊 2019P2512

2402 写真（女性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×4.6 1枚 2019P2513

2403 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×4.6 1枚 2019P2514

2404 写真（女性2人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×4.7 1枚 2019P2515

2405 写真（女性1人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 7.7×5.5 1枚 2019P2516

2406 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×6.1 1枚 2019P2517

2407 写真（女性3人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×5.9 2枚 2019P2518
～ 2519

2408 写真（女性1人、男児1人）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 7.9×3.5 1枚 2019P2520

2409 写真（女性2人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×4.6 1枚 2019P2521

2410 写真（女性2人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×4.7 1枚 2019P2522

2411 写真（女性2人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×4.7 1枚 2019P2523

2412 写真（女性1人、厨房） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×6.0 2枚 2019P2524
～ 2525

2413 写真（女性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×9.0 1枚 2019P2526

2414 写真（料理屋） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.6×6.3 1枚 2019P2527

2415 写真（女性1人、男児1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×4.6 1枚 裏にペン書「正月　
少 ヨ々ツテイル」と有

2019P2528

2416 写真（女性2人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×8.7 1枚 2019P2529

2417 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×6.3 1枚 2019P2530

2418 写真（傘を持った女性、
浴衣）

昭和時代 撮影者不明 白黒写真 8.9×5.7 1枚 2019P2531

2419 写真（女性2人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×8.8 1枚 2019P2532

2420 写真（女性1人、着物） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×8.7 1枚 2019P2533

2421 写真（財部一雄ほか3名）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×8.7 1枚 2019P2534

2422 写真（男女1人、女性7人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.8 1枚 2019P2535

2423 写真（幼児） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×6.2 1枚 2019P2536

2424 写真（男性1人、女性1人、
幼児1人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.6×8.1 1枚 裏にペン書「浜作
ニテ」と有

2019P2537

2425 写真（女性7人、男児2人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×8.6 1枚 裏に鉛筆書「新村」
と有

2019P2538

2426 写真（女性2人、男児2人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.7 1枚 2019P2539
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2427 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.2×8.7 1枚 2019P2540

2428 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.6 1枚 2019P2541

2429 写真（男性3人、女性2人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.7×7.8 1枚 2019P2542

2430 写真（女性5人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.6 1枚 2019P2543

2431 写真（女性8人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.3×8.9 1枚 2019P2544

2432 写真（女性2人、厨房） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.4×8.9 1枚 2019P2545

2433 写真（女性2人、厨房） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.5×9.1 1枚 2019P2546

2434 写真（男性1人、女性1人）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 8.9×5.9 1枚 2019P2547

2435 写真（猿） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×6.2 1枚 2019P2548

2436 写真（女性と幼児） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×6.3 1枚 2019P2549

2437 写真（別府、海地獄、男
性1人女性7人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.1×8.7 1枚 2019P2550

2438 写真（女性1人、割烹着、
のれんの前）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×6.4 1枚 2019P2551

2439 写真（女性1人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 6.0×8.8 1枚 2019P2552

2440 写真（女性1人、厨房） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.7×7.8 1枚 2019P2553

2441 写真（女児1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 5.9×8.3 1枚 2019P2554

2442 写真（男性1人、女性1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.8×8.1 1枚 2019P2555

2443 集合写真（男性2人、女
性6人、男児2人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.9×8.0 1枚 2019P2556

2444 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.8 1枚 2019P2557

2445 写真（居間） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.5 1枚 2019P2558

2446 写真（女性4人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.7×7.9 1枚 2019P2559

2447 写真（女性1人、着物） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×7.7 1枚 2019P2560

2448 写真（女性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P2561

2449 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.9×11.5 1枚 2019P2562

2450 写真（男性1人、女性4人、
男児1人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.5 1枚 2019P2563

2451 写真（女性1人、幼児1人）（1964年） 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.6 1枚 2019P2564

2452 写真（女性1人、幼児1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.5 1枚 2019P2565

2453 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P2566

2454 写真（女性2人、厨房） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.2 1枚 2019P2567

2455 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P2568

2456 集合写真（男性6人、女
性9人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 2019P2569

2457 写真（海辺、スイカ割り）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.9×11.7 1枚 2019P2570

2458 写真（船着場） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.7 1枚 2019P2571
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2459 写真（新郎新婦と家族） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.9×11.8 1枚 2019P2572

2460 写真（女性1人、割烹着）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.1 1枚 2019P2573

2461 写真（女性3人と乳児、
神社）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P2574

2462 写真（女性2人、厨房） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.5 1枚 2019P2575

2463 写真（女性1人、乳児1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.5 1枚 2019P2576

2464 写真（幼児と鹿） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.4×7.3 1枚 2019P2577

2465 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 裏に印「110」と有 2019P2578

2466 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×7.5 1枚 2019P2579

2467 写真（女性1人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.5×7.5 1枚 2019P2580

2468 写真（レストランの店内）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×11.0 1枚 裏に印「113」と有 2019P2581

2469 写真（女性3人、幼児1人）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 7.5×9.9 1枚 2019P2582

2470 写真（女性1人、男児1人）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.6×7.6 1枚 2019P2583

2471 写真（女性6人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7.×11.2 1枚 裏に印「309」と有 2019P2584

2472 写真（女性1人） （1954年） 撮影者不明 白黒写真 10.2×7.7 1枚 2019P2585

2473 写真（藤棚） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.3 1枚 裏に印「309」と有 2019P2586

2474 写真（女性2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 裏に印「302」と有 2019P2587

2475 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.5×7.8 1枚 2019P2588

2476 写真（女性1人、幼児1人）（1964年） 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 2019P2589

2477 写真（浴衣の女性たち） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 裏に印「113」と有 2019P2590

2478 写真（宴会） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×11.2 1枚 裏に印「113」と有 2019P2591

2479 写真（水着の子供たち、
食事）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.6 1枚 2019P2592

2480 写真（阿蘇山、女性2人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.7×10.9 1枚 裏に印「0563910」
と有

2019P2593

2481 写真（女性2人、着物） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 10.9×6.8 1枚 2019P2594

2482 写真（男性2人、女性3人）昭和時代 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 裏に印「302」と有 2019P2595

2483 写真（女性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×7.7 1枚 裏に印「309」と有 2019P2596

2484 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.8×7.7 1枚 2019P2597

2485 写真（幼児2人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.3×7.7 1枚 裏に印「007」と有 2019P2598

2486 写真（女性3人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.6×11.2 1枚 裏に印「309」と有 2019P2599

2487 写真（春日神社、新郎新婦）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.7×8.0 1枚 2019P2600

2488 写真（男性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×8.4 1枚 2019P2601

2489 写真（女性1人、乳児1人）昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.5 1枚 2019P2602

2490 写真（ワンピース姿の女
性1人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.2×11.8 1枚 2019P2603

2491 写真（女性2人、厨房） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.8×12.7 1枚 2019P2604
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2492 集合写真（男性8人、男
児4人、女性3人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.7×12.7 1枚 2019P2605

2493 写真（女性1人） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 13.9×9.9 1枚 2019P2606

2494 写真（車） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 8.6×12.7 1枚 2019P2607

2495 写真（男性1人、女性2人、
女児1人）

昭和時代 撮影者不明 白黒写真 9.8×14.0 1枚 2019P2608

2496 写真（福澤家玄関） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.7 1枚 2019P2609

2497 集合写真（男性9人、女
性11人、幼児4人）

昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 11.1×15.2 1枚 2019P2610

2498 集合写真（海水浴場） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 10.7×16.2 1枚 2019P2611

2499 写真（乳児） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 19.4×14.1 1枚 2019P2612

2500 写真（新郎新婦） 昭和戦後期 撮影者不明 白黒写真 19.0×13.5 1枚 2019P2613

2501 写真（女性1人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 19.0×13.5 1枚 2019P2614

2502 写真（女性1人） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 19.0×12.5 1枚 2019P2615

2503 フィルム 昭和戦後期 撮影者不明 ネガフィルム 11.0×24.0 1式 16コマ 2019P2616

2504 集合写真（高宮中学校昭
和32年度卒業財部学級同
窓会）

昭和60年6月30日 撮影者不明 カラー写真 12.4×20.7 1枚 2019P2617

2505 集合写真（財部ユキ葬儀）昭和60年2月28日 本松写真場/撮影 カラー写真 12.7×21.2 1枚 封筒付 2019P2618

2506 写真（男性2人） 昭和時代 M.Fujisawa/撮影 白黒写真　台
紙

10.6×7.9 1枚 2019P2619

2507 写真（財部一雄家族写真）昭和44年写 片山摂三写真館 白黒写真　台
紙

14.8×10.2 1枚 ペン書「昭和四十四
年写ル」と有

2019P2620

5. 近現代資料（絵葉書）

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

2508 絵葉書（ナポレオンの戴
冠式）

昭和戦後期 ルーブル美術館 色刷　絵葉書 9.0×14.2 1枚 2019P2621

2509 絵葉書（18世紀中国学者
の机）

昭和戦後期 フィラデルフィア
美術館

色刷　絵葉書 9.0×13.9 1枚 2019P2622

2510 絵葉書（ホワイトハウス）昭和戦後期 L.B.Prince 色刷　絵葉書 9.0×14.1 4枚 2019P2623
～ 2626

2511 絵葉書（THE CHASE- 
PARK PLAZA HOTEL）

昭和戦後期 THE CHASE- 
PARK PLAZA 
HOTEL

色刷　絵葉書 8.9×14.0 3枚 2019P2627
～ 2629

2512 絵葉書（ワシントン生家、
マウントバーノン）

昭和戦後期 L.B.Prince 色刷　絵葉書 9.0×14.1 1枚 2019P2630

2513 絵葉書（ネフェルティティ
の胸像）

昭和戦後期 Bob Wyer Photo 
cards

色刷　絵葉書 14.0×9.0 1枚 2019P2631

2514 絵葉書（寿亭、セントル
イス）

昭和戦後期 Art Grossmann 
Foto

色刷　絵葉書 9.3×14.0 2枚 2019P2632
～ 2633
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2515 絵葉書（HOTEL 
Canterbury GARDEN 
PATIO）

昭和戦後期 HOTEL 
Canterbury

色刷　絵葉書 9.0×14.0 2枚 2019P2634
～ 2635

2516 絵葉書（HOW 
MUSICAL TONES ARE 
PRODUCED）

昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 8.9×14.0 1枚 2019P2636

2517 絵葉書（THE CHASE- 
PARK PLAZA HOTEL）

昭和戦後期 Freeman Studios 色刷　絵葉書 9.0×13.9 1枚 2019P2637

2518 絵葉書（トラファルガー
広場のクリスマス）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 8.7×14.0 1枚 2019P2638

2519 絵葉書（ヴァグラムの戦い）昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 9.0×14.1 1枚 2019P2639

2520 絵葉書（リヴォリの戦い）昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 9.1×14.1 1枚 2019P2640

2521 絵葉書（ナポレオンと村
人の子供たち）

昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 9.0×14.1 1枚 2019P2641

2522 絵葉書（ナポレオン、マ
リー、ルイーザとローマ王）

昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 9.0×14.1 1枚 2019P2642

2523 絵葉書（日本庭園） 昭和戦後期 フィラデルフィア
美術館

色刷　絵葉書 8.9×13.8 1枚 2019P2643

2524 絵葉書（アメリカ合衆国
国会議事堂）

昭和戦後期 Prince Lithograph 色刷　絵葉書 8.9×14.0 3枚 2019P2644
～ 2646

2525 絵葉書（大樽、ハイデル
ベルク）

昭和戦後期 Kruger 色刷　絵葉書 14.6×10.2 1枚 2019P2647

2526 絵葉書（SUN 
WORSHIP）

昭和戦後期 フィールド自然史
博物館

色刷　絵葉書 9.0×14.0 1枚 2019P2648

2527 絵葉書（ティルジットで
のナポレオン）

昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 9.0×14.0 1枚 2019P2649

2528 絵葉書（国連本部ビル） 昭和戦後期 Official United 
Nations,Office of 
Public information

色刷　絵葉書 14.2×9.0 1枚 2019P2650

2529 絵葉書（ボストン美術館）昭和戦後期 Bromely & 
Company,inc.

色刷　絵葉書 8.8×13.8 1枚 2019P2651

2530 絵葉書（DISASTER 
AID BY TELEPHONE）

昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 8.8×14.0 1枚 2019P2652

2531 絵葉書（国連本部ビル） 昭和戦後期 Plastichrome 色刷　絵葉書 9.0×14.1 3枚 2019P2653
～ 2655

2532 絵葉書（HARVESTER 
FARM）

昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 8.7×14.0 1枚 2019P2656

2533 絵葉書（セントルイス美
術館）

昭和戦後期 Lusterchrome 色刷　絵葉書 9.0×14.1 2枚 2019P2657
～ 2658

2534 絵葉書（国連本部、壁画）昭和戦後期 Official United 
Nations Photo 

（Office of Public 
information）

色刷　絵葉書 9.0×13.9 1枚 下部傷み 2019P2659

2535 絵葉書（HOTEL 
CABANA and YACHT 
CLUB）

昭和戦後期 Dexter Press 色刷　絵葉書 8.9×14.0 1枚 2019P2660
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2536 絵葉書（アムステルダム）昭和戦後期 Kruger 色刷　絵葉書 8.7×13.8 2枚 2019P2661
～ 2662

2537 絵葉書（SOLUTREAN 
SCULPTOR）

昭和戦後期 フィールド自然史
博物館

色刷　絵葉書 8.9×14.1 1枚 2019P2663

2538 絵葉書（RESTORATION 
OF AN AURIGNACIAN 
CAVE）

昭和戦後期 フィールド自然史
博物館

色刷　絵葉書 9.0×14.0 1枚 2019P2664

2539 絵葉書（AN AZILIAN 
BOAR HUNT）

昭和戦後期 フィールド自然史
博物館

色刷　絵葉書 9.0×14.0 1枚 2019P2665

2540 絵葉書（シカゴ大学） 昭和戦後期 Bob Wyer Photo 
cards

色刷　絵葉書 9.1×14.0 1枚 2019P2666

2541 絵葉書（VISITED BY 
MILLIONS）

昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 8.8×14.0 1枚 2019P2667

2542 絵葉書（ゲーテハウス、
フランクフルト）

昭和戦後期 Goethemuseum 色刷　絵葉書 9.7×14.9 1枚 2019P2668

2543 絵葉書（リンカーン記念堂）昭和戦後期 Prince Lithograph 色刷　絵葉書 14.0×9.0 1枚 2019P2669

2544 絵葉書（HALL OF 
ELEMENTS）

昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 8.7×14.0 1枚 2019P2670

2545 絵葉書（THE SUN AND 
SWIM CLUB POOL）

昭和戦後期 THE CHASE- 
PARK PLAZA 
HOTEL

色刷　絵葉書 8.9×14.0 2枚 2019P2671
～ 2672

2546 絵葉書（TRINITY 
LUTHERAN CHURCH）

昭和戦後期 J.C.Spencer 
Photography

色刷　絵葉書 13.9×9.0 1枚 2019P2673

2547 絵葉書（TOMORROW’S 
BIG CITY）

昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 8.9×13.9 1枚 2019P2674

2548 絵葉書（ディノサウルス）昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 14.1×9.0 1枚 2019P2675

2549 絵葉書（RAMADA INN 
ROADSIDE HOTELS）

昭和戦後期 CURTEICHCOLOR 色刷　絵葉書 8.8×13.8 1枚 2019P2676

2550 絵葉書（国際連合経済社
会理事会会議場）

昭和戦後期 Official United 
Nations Photo 

（Office of Public 
information）

色刷　絵葉書 9.0×13.9 1枚 2019P2677

2551 絵葉書（メソニエ、ナポ
レオン1世の行軍）

昭和戦後期 ルーブル美術館 色刷　絵葉書 9.1×14.1 1枚 2019P2678

2552 絵葉書（旅客機、トラン
スワールド航空）

昭和戦後期 The TWA Star 
Stream

色刷　絵葉書 9.0×14.2 1枚 2019P2679

2553 絵葉書（The 
NIGHTWATCH）

昭和戦後期 KNOTT'S 
BERRY FARM

色刷　絵葉書 8.5×13.8 1枚 2019P2680

2554 絵葉書（TELEFUN 
TOWN）

昭和戦後期 シカゴ科学産業博
物館

色刷　絵葉書 8.8×14.1 1枚 2019P2681

2555 絵葉書（ベートーベン像）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.7×10.5 1枚 2019P2682

2556 絵葉書（ルイス聖教会） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 9.0×14.2 1枚 2019P2683

2557 絵葉書（リンカーン像） 昭和戦後期 L.B.Prince 色刷　絵葉書 14.0×9.0 1枚 2019P2684

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 111 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

2558 絵葉書（サンアンドスイ
ムクラブプール）

昭和戦後期 THE CHASE- 
PARK PLAZA 
HOTEL

色刷　絵葉書 14.1×8.9 1枚 2019P2685

2559 絵葉書（音と音調の科学館）昭和戦後期 Plastichrome 色刷　絵葉書 8.9×13.9 1枚 2019P2686

2560 絵葉書（THE CHASE 
- PARK PLAZA 
HOTEL）

昭和戦後期 THE CHASE- 
PARK PLAZA 
HOTEL

色刷　絵葉書 8.9×14.0 2枚 2019P2687
～ 2688

2561 絵葉書（ベルリンヒルトン）昭和戦後期 ベルリンヒルトン 色刷　絵葉書 10.2×15.5 6枚 2019P2689
～ 2694

2562 絵葉書（パリ） 昭和戦後期 IRIS 色刷　絵葉書 10.5×15.0 1枚 2019P2695

2563 絵葉書（ベルリン） 昭和戦後期 HAUPTSATADT 
DER DDR

色刷　絵葉書 10.5×14.9 1枚 2019P2696

2564 絵葉書（potteery horse） 昭和戦後期 bruder hartmann 色刷　絵葉書 10.6×14.9 2枚 2019P2697
～ 2698

2565 絵葉書（american gothic）昭和戦後期 artext orints,inc 色刷　絵葉書 15.0×10.6 3枚 　 2019P2699
～ 2701

2566 絵葉書（最後の晩餐） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×15.0 1枚 2019P2702

2567 絵葉書（山下湖畔荘） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.2 1枚 2019P2703

2568 絵葉書（セーヌ川） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.8×10.6 2枚 2019P2704
～ 2705

2569 絵葉書（テュイルリー庭園）昭和戦後期 IRES 色刷　絵葉書 10.5×15.1 1枚 2019P2706

2570 絵葉書（パリ市街） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.6×10.5 1枚 2019P2707

2571 絵葉書（ABERDEEN） 昭和戦後期 WINSOME 
PRINTING 
PRESS　
LIMITED HONK 
KONG

色刷　絵葉書 10.2×15.8 1枚 2019P2708

2572 絵葉書（香港、漁師の子供）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.2×15.1 1枚 2019P2709

2573 絵葉書（モスク） 昭和戦後期 印刷地/イスタン
ブール

色刷　絵葉書 9.7×14.6 1枚 2019P2710

2574 絵葉書（HEIDELBRRG）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.0×14.5 1枚 2019P2711

2575 絵葉書（香港、シティホー
ル）

昭和戦後期 WINSOME 
PRINTING 
PRESS　
LIMITED HONK 
KONG

色刷　絵葉書 10.2×15.3 1枚 2019P2712

2576 絵葉書（ムーラン、ルー
ジュ）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.4×15.1 1枚 2019P2713

2577 絵葉書（ニューヨーク、
RAMP GALLERIES）

昭和戦後期 グッゲンハイム美
術館

色刷　絵葉書 10.2×15.4 2枚 2019P2714
～ 2715

2578 絵葉書（ケルン、ライン川）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.3×14.8 1枚 2019P2716

2579 絵葉書（パリ、夜景五選）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.4×15.2 1枚 2019P2717

2580 絵葉書（サン、ベネジッ
ト、フジーナを望む）

昭和戦後期 パラスギャラリー 色刷　絵葉書 10.7×15.0 2枚 2019P2718
～ 2719

寄贈資料　1.財部一雄資料

― 112 ―



番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

2581 絵葉書（ボン、市庁舎と
市場）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.6×14.8 1枚 2019P2720

2582 絵葉書（セリミエ、モスク）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 9.6×14.6 1枚 2019P2721

2583 絵葉書（パリ、ブローニュ
の森）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.7 1枚 2019P2722

2584 絵葉書（ベルリン、記念碑）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.7×10.4 1枚 2019P2723

2585 絵葉書（グッゲンハイム
美術館）

昭和戦後期 グッゲンハイム美
術館

色刷　絵葉書 10.3×15.3 2枚 2019P2724
～ 2725

2586 絵葉書（ベルリン、銅像）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.7×10.2 1枚 2019P2726

2587 絵葉書（ボン、ライン川
の遊歩道）

昭和戦後期 Rhein-Bild J. 
spatz

色刷　絵葉書 10.5×14.7 1枚 2019P2727

2588 絵葉書（香港、釣舩） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.2×15.3 1枚 2019P2728

2589 絵葉書（ノートルダム大
聖堂前の書店）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.6×14.7 1枚 2019P2729

2590 絵葉書（パリ、モンマル
トル）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.7×10.6 1枚 2019P2730

2591 絵葉書（ミュンスター） 昭和戦後期 Rhein-Bild J. 
spatz

色刷　絵葉書 14.9×10.6 1枚 2019P2731

2592 絵葉書（ハイデルベルク）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.8×10.4 1枚 2019P2732

2593 絵葉書（ケルン大聖堂） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.9×10.8 1枚 2019P2733

2594 絵葉書（エッフェル塔） 昭和戦後期 MEXICHROME 色刷　絵葉書 15.2×10.5 1枚 2019P2734

2595 絵葉書（小学館版世界の
旅シリーズ）

昭和戦後期 小学館 色刷　絵葉書 10.6×42.8 1枚 2019P2735

2596 絵葉書（ゴッホ、自画像）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 15.1×10.6 1枚 2019P2736

2597 絵葉書（トロイを描いた
陶器）

昭和戦後期 bruder hartmann 色刷　絵葉書 14.9×10.6 1枚 2019P2737

2598 絵葉書（赤像式陶器） 昭和戦後期 Draeger 色刷　絵葉書 14.9×10.6 1枚 2019P2738

2599 絵葉書（聖母を描く聖ルカ）昭和戦後期 bruder hartmann 色刷　絵葉書 14.8×10.6 1枚 2019P2739

2600 絵葉書（ターナー、戦艦
テメレール号）

昭和戦後期 Tillotsons 色刷　絵葉書 10.4×15.0 2枚 2019P2740
～ 2741

2601 絵葉書（モネ、日没時の
干し草の山）

昭和戦後期 bruder hartmann 色刷　絵葉書 10.6×14.9 1枚 2019P2742

2602 絵葉書（ベルト・モリゾ、
夏の日）

昭和戦後期 Fine Art 
Engravers,Ltd

色刷　絵葉書 10.5×14.9 1枚 2019P2743

2603 絵葉書（若い男性の肖像
画）

昭和戦後期 印刷地/オースト
リア

色刷　絵葉書 15.1×10.5 1枚 2019P2744

2604 絵葉書（エジプトの彫刻）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 15.1×10.6」 1枚 2019P2745

2605 絵葉書（ルノアール、ブー
ジヴァルのダンス）

昭和戦後期 University Press 色刷　絵葉書 14.0×9.2 2枚 2019P2746
～ 2747

2606 絵葉書（モネ、ルーアン
大聖堂朝）

昭和戦後期 University Press, 
Boston

色刷　絵葉書 15.0×10.7 1枚 2019P2748
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2607 絵葉書（メラネシアの着
色木製仮面）

昭和戦後期 シカゴ自然歴史博
物館

色刷　絵葉書 13.9×9.0 1枚 2019P2749

2608 絵葉書（フランソワ・ジェ
ラール、戴冠式の正装の
ナポレオン）

昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 14.1×9.1 1枚 2019P2750

2609 絵葉書（ジャン・グロ、
アルコレ橋のボナパルト）

昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 14.1×9.0 1枚 2019P2751

2610 絵葉書（ゴッホ、郵便配
達夫ルーラン）

昭和戦後期 University Press, 
Boston

色刷　絵葉書 14.1×9.1 1枚 2019P2752

2611 絵葉書（ゴーギャン、我々
はどこから来たのか、
我々は何者か、我々はど
こへ行くのか）

昭和戦後期 Skira 色刷　絵葉書 14.8×10.6 1枚 2019P2753

2612 絵葉書（レンブラント、
アムステルダムの織物商
組合の見本調査官たち）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.2×15．0 1枚 2019P2754

2613 絵葉書（ヨハン・ハイン
リヒ・ヴィルヘルム・
ティシュバイン、カン
パーニャのゲーテ）

昭和戦後期 ゲーテ博物館 色刷　絵葉書 10.6×14.8 1枚 2019P2755

2614 絵葉書（ターナー、雨、
蒸気、速度―グレート、
ウエスタン鉄道）

昭和戦後期 Henry Stone & 
Son（Printers） 
Ltd,

色刷　絵葉書 10.7×15.1 3枚 2019P2756
～ 2758

2615 絵葉書（モンフォール、
フォンテンブローで近衛
兵に訣別するナポレオン）

昭和戦後期 ヴェルサイユ宮殿 色刷　絵葉書 9.1×14.1 1枚 2019P2759

2616 絵葉書（王と王妃の二体像）昭和戦後期 ボストン美術館 色刷　絵葉書 14.0×9.0 1枚 2019P2760

2617 絵葉書（ゴッホ、自画像）昭和戦後期 ルーブル美術館 色刷　絵葉書 15.1×10.3 1枚 2019P2761

2618 絵葉書（雪舟、猿猴図屏風）昭和戦後期 ボストン美術館 色刷　絵葉書 14.0×9.0 1枚 2019P2762

2619 絵葉書（ブラック、静物画）昭和戦後期 フィラデルフィア
美術館

色刷　絵葉書 10.5×15.0 1枚 2019P2763

2620 絵葉書（ピカソ、母と子）昭和戦後期 印刷地/オランダ 色刷　絵葉書 10.6×15.0 1枚 2019P2764

2621 絵葉書（セザンヌ、シャ
トーノワールの庭の石臼）

昭和戦後期 フィラデルフィア
美術館

色刷　絵葉書 10.9×14.0 1枚 2019P2765

2622 絵葉書（レンブラント、テュ
ルプ博士の解剖学講義）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.6×14.3 1枚 2019P2766

2623 絵葉書（ハイデルベルグ）昭和戦後期 HK 色刷　絵葉書 10.5×14.8 4枚 2019P2767
～ 2770

2624 絵葉書（ボン、ベートー
ベン、ハウス）

昭和戦後期 ベートーベン、ハ
ウス

色刷　絵葉書 18.0×13.0 1枚 2019P2771

2625 絵葉書（ベルリン、コン
グレス、ホール）

昭和戦後期 HANS ANDRES 
VERLAG

色刷　絵葉書 14.7×20.8 1枚 2019P2772

2626 絵葉書（レンブラント、
夜警）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 13.8×19.2 1枚 2019P2773

2627 絵葉書（楽譜） 昭和戦後期 ベートーベン、ハウス 色刷　絵葉書 13.0×18.0 1枚 2019P2774
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2628 絵葉書（ボン、ベートー
ベン像）

昭和戦後期 ベートーベン、ハウス 色刷　絵葉書 17.9×13.0 1枚 2019P2775

2629 絵葉書（ボン、ベートー
ベン像）

昭和戦後期 ベートーベン、ハウス 色刷　絵葉書 13.1×18.2 1枚 2019P2776

2630 絵葉書（ベルリン、ブラ
ンデンブルグ門）

昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.6×21.0 1枚 2019P2777

2631 絵葉書（ポインセチア） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.8×10．5 1枚 2019P2778

2632 絵葉書（ほうづき） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.6×14.8 1枚 2019P2779

2633 絵葉書（アーティチョーク）昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.8×10.5 1枚 2019P2780

2634 絵葉書（ひなげし） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.6×14.8 1枚 2019P2781

2635 絵葉書（風景） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.8 1枚 2019P2782

2636 絵葉書（山茶花） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.8 1枚 2019P2783

2637 絵葉書（かのこゆり） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.8×10.6 1枚 2019P2784

2638 絵葉書（サイネリア） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 14.8×10.5 1枚 2019P2785

2639 絵葉書（水仙） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.6×14.8 1枚 2019P2786

2640 絵葉書（バラと柿） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.8 1枚 2019P2787

2641 絵葉書（風景） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.8 1枚 2019P2788

2642 絵葉書（椿） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.8 1枚 2019P2789

2643 絵葉書（木立ベゴニア） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.8 1枚 2019P2790

2644 絵葉書（風景） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.8 1枚 2019P2791

2645 絵葉書（バラ） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.6×14.8 1枚 2019P2792

2646 絵葉書（ひなげし） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.9 1枚 2019P2793

2647 絵葉書（いちじく） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 10.5×14.6 1枚 2019P2794

2648 絵葉書（自画像） 昭和戦後期 不明 色刷　絵葉書 15.6×10.5 1枚 2019P2795

2649 絵葉書（マンハッタン
ミッドタウン）

昭和戦後期 Manhattan Post 
Card Pub Co., Inc.

色刷　絵葉書 15.3×22.8 1枚 2019P2796

6. 近現代資料（絵画）

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

2650 象図 不明 不明 木版着色 25.6×36.2 1枚 2019P2797

2651 スケッチ（不空羂索観音
立像）

昭和時代 不明 鉛筆書　墨書　
一紙

51.0×27.5 1枚 太宰府・観世音寺
像の写生

2019P2798

2652 水彩画（菅公） 昭和10年代 財部一雄 彩色　一紙 28.7×38.0 1枚 裏に鉛筆書「大名
校　六ノ二　財部
一雄」と有

2019P2799

2653 水彩画（山水） 昭和10年代 清風（財部一雄） 彩色　一紙 36.4×27.1 1枚 裏に墨書「修猷館三
年財部一雄」と白文
方印「財部天涯」有

2019P2800

2654 扇面（玄魂） 昭和時代 玄人 墨書　扇面　
朱印　額装

36.6×47.2 1点 箱付 2019P2801
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2. 中西裕子資料（追加分）

〈資料内訳〉

1.生産の用具………………………………………………  1件27点

2.民俗知識関連の用具………………………………… 231件361点

3.その他………………………………………………… 132件152点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〈総計〉364件540点

1. 生産の用具

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 紋紙（パンチカード） 昭和時代 中西金作 紙 縦6.5 横47.0 27枚 紋紙の他に紋紙から外
れた台紙数点あり

2019P2802
～ 2828

2. 民俗知識関連の用具

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

2 特許出願公告第8261号 
電気的紋織装置

大正14年 中西金作 紙 綴 縦27.8 横20.0 1綴 封筒入 2019P2829

3 特許第85028号 書写電信
装置／特許第84722号 書
写電信装置

昭和4 ～ 5年 中西金作 墨書 封筒 縦28.2 横22.0 1枚 封筒「NE式写真電送機
日本電気株式会社関係
書類一切 17.2.1933」あ
り

2019P2830

4 アメリカ特許状（Letters 
Patent） No.1721787 
ELECTRICAL-
LY-CONTROLLED DE-
VICES FOR USE IN 
SHEDDING MOTION 
IN LOOMS FOR 
WEAVING FIGURED 
FABRICS AND FOR 
USE IN FIGURED 
-CARD-CUTTING 
MACHINES

昭和4年7月23日 UNITED 
STATES 
PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2831

5 アメリカ特許状（Letters 
Patent） No.1728438 
ELECTRICALLY-CON-
TROLLED SHEDDING 
DEVICES IN LOOMS 
FOR WEAVING FIG-
URED FABRICS

昭和4年9月17日 UNITED 
STATES 
PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2832

6 アメリカ特許状（Letters 
Patent） No.1822306 
PHOTOELECTRICALLY 
CONTROLLED PAT-
TERN APPARATUS

昭和6年9月8日 UNITED 
STATES 
PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2833

7 アメリカ特許状（Letters 
Patent） 
No.2020429 SELEC-
TIVE CONTROLLING 
DEVICES FOR ELEC-
TRICALLY OPERAT-
ED BROCADE LOOMS

昭和10年11月12日 UNITED
STATES 
PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2834
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8 アメリカ特許状（Letters 
Patent） No.2058095 
PATTERN MECHA-
NISM FOR LOOMS

昭和11年10月20日 UNITED
STATES 
PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2835

9 アメリカ特許状（Letters 
Patent） No.2083960 
APPARATUS AND 
METHODS FOR SI-
MULTANEOUSLY 
MANUFACTURING 
BROCADES AND 
PATTERN CARDS

昭和12年6月15日 UNITED 
STATES 
PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2836

10 アメリカ特許状（Letters 
Patent） No.2097234 
PHOTOELECTRIC 
SELECTING SYSTEMS

昭和12年10月26日 UNITED 
STATES 
PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2837

11 フランス特許状 
No.753979

昭和8年8月21日 紙 印刷 縦34.0 横24.5 1部 2019P2838

12 フランス特許状 
No.768255

昭和9年5月14日 紙 印刷 縦34.0 横24.5 1部 2019P2839

13 フランス特許状 
No.770730

昭和9年7月2日 紙 印刷 縦34.0 横24.5 1部 2019P2840

14 フランス特許状 
No.770731

昭和9年7月2日 紙 印刷 縦34.0 横24.5 1部 2019P2841

15 スイス特許状 No.180370 昭和11年1月2日 紙 印刷 縦31.5 横21.0 1部 2019P2842

16 スイス特許状 No.180371 昭和11年1月2日 紙 印刷 縦31.5 横21.0 1部 2019P2843

17 スイス特許状 No.182691 昭和11年5月1日 紙 印刷 縦31.5 横21.0 1部 2019P2844

18 イタリア特許状 
No.318567

昭和9年6月15日 紙 印刷 縦34.0 横22.0 1部 2019P2845

19 イタリア特許状 
No.318568

昭和9年6月15日 紙 印刷 縦34.0 横22.0 1部 2019P2846

20 イタリア特許状 
No.330883

昭和10年10月25日 紙 印刷 縦34.0 横22.0 1部 2019P2847

21 ドイツ特許状 No.630820 昭和9年2月13日 紙 印刷 縦28.0 横19.0 1部 2019P2848

22 ドイツ特許状 No.645320 昭和9年2月11日 紙 印刷 縦28.0 横19.0 1部 2019P2849

23 カナダ特許状 No.343246 昭和8年4月4日 紙 印刷 縦35.0 横22.7 1部 2019P2850

24 イギリス特許状 
No.417387

昭和9年12月27日 PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦28.0 横19.5 1部 2019P2851

25 イギリス特許状 
No.418623

昭和10年1月18日 PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦28.0 横19.5 1部 2019P2852

26 イギリス特許状 
No.427357

昭和10年7月24日 PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦28.0 横19.5 1部 2019P2853

27 イギリス特許状 
No.432812

昭和10年10月24日 PATENT 
OFFICE

紙 印刷 縦40.3 横28.2 1部 2019P2854
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28 特許証 特許第62615号 
伝票整理器

大正14年2月27日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2855

29 特許証 特許第68809号 
電気的紋織装置

大正15年7月5日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2856

30 特許証 特許第71039号 電
気装置ニ於テ紋型ト接触
シテ動作スル「ブラツシ」 

昭和2年2月15日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2857

31 特許証 特許第71487号 
電気的紋織装置

昭和2年3月24日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2858

32 特許証 特許第72395号 
電気的紋織装置

昭和2年6月22日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2859

33 特許証 特許第72396号 
電気的紋織装置

昭和2年6月22日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2860

34 特許証 特許第72508号 
電気的紋紙穿孔機

昭和2年7月8日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2861

35 特許証 特許第72773号 
電気的紋紙穿孔機

昭和2年7月26日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2862

36 特許証 特許第75098号 
紋紙穿孔機

昭和3年1月17日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2863

37 特許証 特許第75596号 
電気的紋紙穿孔機

昭和3年2月21日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2864

38 特許証 特許第76363号 
光電管ヲ応用セル電気的
紋織装置

昭和3年4月14日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2865

39 特許証 特許第78438号 
ヂャカード用電気的紋紙
穿孔装置

昭和3年10月1日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2866

40 特許証 特許第78514号 
織機用紋型紙製造装置

昭和3年10月10日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2867

41 特許証 特許第78515号 
紋織機又ハ紋紙穿孔機ニ
於ケル電路開閉装置

昭和3年10月10日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2868

42 特許証 特許第80592号 
紋織機又ハ紋紙穿孔機ニ
使用スル鈎針ノ改良 

昭和4年2月19日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2869

43 特許証 特許第82141号 
紋織機又ハ紋紙穿孔機ニ
使用スル多数吸引片ヲ制
御スベキ電気方式

昭和4年1月22日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2870

44 特許証 特許第82983号 
紋織機又ハ紋紙穿孔機ニ
応用スル電気回路変換方
式

昭和4年8月26日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2871

45 特許証 特許第88461号 
紋織機又ハ紋紙穿孔機若
クハ之等類似機ニ応用ス
ル電気方式

昭和5年9月25日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2872
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46 特許証 特許第90141号 
紋織機又ハ紋紙穿孔機用
電気的制御方式

昭和5年10月31日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2873

47 特許証 特許第98418号 
電気的選別方式

昭和7年11月30日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2874

48 特許証 特許第98566号 
光電流発生装置

昭和7年12月7日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2875

49 特許証 特許第99470号 
光電流発生用採光装置

昭和8年2月9日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2876

50 特許証 特許第103882号 
脈動光束発生装置

昭和8年11月28日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2877

51 特許証 特許第105825号 
紋織及紋紙同時製造方式

昭和8年12月1日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2878

52 特許証 特許第105826号 
電気的紋織機又ハ電気紋
紙製造機或ハ類似機械ニ
於ケル撰出制御装置

昭和9年4月20日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2879

53 特許証 特許第107928号 
紋様ニ応ジテ基本組織ヲ
紋出スベク為シタル電気
紋織機又ハ電気紋紙製造
機又ハ類似機械

昭和9年10月4日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2880

54 特許証 特許第107929号 
「ロール」彫刻装置

昭和9年10月4日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2881

55 特許証 特許第107930号 
自動彫刻装置

昭和9年10月4日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2882

56 特許証 特許第108638号 
紋織機又ハ紋紙製造機或
ハ類似機械ニ於ケル手動
電磁的撰出装置

昭和9年11月26日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2883

57 特許証 特許第109279号 
紋織機又ハ紋紙製造機ニ
於ケル選出装置

昭和10年1月22日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2884

58 特許証 特許第113222号 
光変調装置

昭和10年11月13日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2885

59 特許証 特許第133356号 
彫刻装置

昭和14年11月18日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2886

60 特許証 特許第133357号 
彫刻装置

昭和14年11月18日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2887

61 特許証 特許第133358号 
彫刻装置

昭和14年11月18日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2888

62 特許証 特許第133744号 
噴射記録装置

昭和14年12月8日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2889

63 特許証 特許第134707号 
回動間隙制御ニ依ル固定
噴嘴記録装置

昭和15年2月9日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2890
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64 特許証 特許第134708号 
「インターラプター」ヲ
有スル固定噴嘴記録装置

昭和15年2月9日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2891

65 特許証 特許第134709号 
複制御可動噴嘴記録装置

昭和15年2月9日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2892

66 特許証 特許第134710号 
「インターラプター」ヲ
有スル可動噴嘴記録装置

昭和15年2月9日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2893

67 特許証 特許第134711号 
静電制御ニ可動噴嘴記録
装置

昭和15年2月9日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2894

68 特許証 特許第135570号 
線條振動記録方式

昭和15年3月25日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2895

69 特許証 特許第135656号
「ロール」彫刻装置

昭和15年3月30日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2896

70 特許証 特許第135696号 
音声自動記録装置

昭和15年4月1日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2897

71 特許証 特許第135861号 
音源標定装置

昭和15年4月9日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2898

72 特許証 特許第136861号 
固定噴嘴記録装置ノ改良

昭和15年1月15日 特許局 紙 印刷 縦31.0 横20.5 1部 2019P2899

73 特許証 特許第136862号 
固定噴嘴記録再生装置

昭和15年6月11日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2900

74 特許証 特許第136863号 
可動噴嘴ニ依ル記録装置

昭和15年6月11日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2901

75 特許証 特許第136864号 
細管噴射記録装置

昭和15年6月11日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2902

76 特許証 特許第136865号 
可動噴嘴記録兼再生装置

昭和15年6月11日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2903

77 特許証 特許第139370号 
圧力自動記録装置

昭和15年10月29日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2904

78 特許証 特許第140020号 
記録装置ノ改良

昭和15年11月26日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2905

79 特許証 特許第143928号 
固定噴嘴記録方式

昭和16年6月5日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2906

80 特許証 特許第143929号 
可動噴嘴記録方式

昭和16年6月5日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2907

81 特許証 特許第147361号 
可動噴嘴記録装置ヲ使用
スル書画伝達装置

昭和16年12月23日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2908

82 特許証 特許第164663号 
圧接式線條記録装置

昭和19年6月30日 技術院 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2909

83 追加ノ特許証 特許第
72504号 電気的紋織装置

昭和2年7月6日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2910
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84 追加ノ特許証 特許第75910
号 電気的紋紙穿孔機

昭和3年3月8日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2911

85 追加ノ特許証 特許第82160
号 光電管ヲ応用シテ多数
電磁石ヲ制御スベキ紋織
機又ハ紋紙穿孔機用電気
方式

昭和4年6月14日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2912

86 追加ノ特許証 特許第85359
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
ニ使用スル多数電磁石ヲ
制御スベキ電気方式

昭和5年2月12日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2913

87 追加ノ特許証 特許第85360
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
ニ使用スル多数電磁石ヲ
制御スベキ電気方式

昭和5年2月12日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2914

88 追加ノ特許証 特許第85361
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
ニ使用スル多数吸引片ヲ
制御スベキ電気方式

昭和5年2月12日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2915

89 追加ノ特許証 特許第85362
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
ニ使用スル多数吸引片ヲ
制御スベキ電気方式

昭和5年2月12日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2916

90 追加ノ特許証 特許第86011
号 光電管ヲ使用シテ多数
吸引片ヲ制御スベキ紋織
機又ハ紋紙穿孔機ニ使用
スル電気的装置

昭和5年3月27日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2917

91 追加ノ特許証 特許第
113962号 紋織機又ハ紋紙
製造機ニ於ケル撰出装置

昭和11年1月11日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2918

92 追加ノ特許証 特許第
113963号 紋織機又ハ紋紙
製造機ニ於ケル撰出装置

昭和11年1月11日 特許局 紙 印刷 縦31.7 横26.4 1部 2019P2919

93 追加ノ特許証 特許第
137130号 音源測定装置

昭和15年7月1日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2920

94 追加ノ特許証 特許第
145597号 固定嘴子ヨリ
記録物質ヲ噴射セシムル
記録装置

昭和16年9月17日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2921

95 追加ノ特許証 特許第
145598号 固定嘴子記録
装置ノ改良

昭和16年9月17日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2922

96 追加ノ特許証 特許第
145599号 噴射記録装置
ノ改良

昭和16年9月17日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横19.5 1部 2019P2923

97 実用新案登録証 第71012
号 煽風機

大正12年6月15日 特許局 紙 印刷 縦32.0 横23.3 1部 2019P2924

98 実用新案登録証 第72668
号 包紙紐切断器

大正12年8月16日 特許局 紙 印刷 縦32.0 横23.3 1部 2019P2925
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99 実用新案登録証 第84037
号 帳簿整理器

大正14年2月18日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2926

100 実用新案登録証 第85825
号 包紙紐切断器

大正14年4月10日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2927

101 実用新案登録証 第87850
号 伝票整理器

大正14年7月1日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2928

102 実用新案登録証 第
122136号 紋織用紋型紙
製造装置

昭和3年10月20日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2929

103 実用新案登録証 第
124829号 電気的紋織機
ニ使用スル「ブラツシ」

昭和4年1月11日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2930

104 実用新案登録証 第147975
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
用電気的制御装置 

昭和5年12月2日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2931

105 実用新案登録証 第147985
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
用電気的制御装置 

昭和5年12月2日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2932

106 実用新案登録証 第147986
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
用電気的制御装置 

昭和5年12月2日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2933

107 実用新案登録証 第148074
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
用電気的制御装置

昭和5年12月4日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2934

108 実用新案登録証 第148075
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
用電気的制御装置 

昭和5年12月4日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2935

109 実用新案登録証 第148076
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
用電気的制御装置 

昭和5年12月4日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2936

110 実用新案登録証 第148107
号 紋織機又ハ紋紙穿孔機
用電気的制御装置 

昭和5年12月5日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2937

111 実用新案登録証 第184471
号 光電流発生用採光装置

昭和8年10月2日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2938

112 実用新案登録証 第190796
号 光電流発生装置

昭和9年2月15日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2939

113 実用新案登録証 第217661
号 「ロール」彫刻装置

昭和11年1月13日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2940

114 実用新案登録証 第224275
号 自動彫刻装置

昭和11年6月2日 特許局 紙 印刷 縦31.5 横26.5 1部 2019P2941

115 実用新案登録証 第269231
号 脈動焦点結成装置

昭和14年6月17日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2942

116 実用新案登録証 第269232
号 脈動焦点結成装置

昭和14年6月17日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2943

117 実用新案登録証 第282502
号 「ロール」彫刻装置

昭和15年4月4日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2944
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118 実用新案登録証 第292889
号 光電流ヲ以テ制御スル
彫刻装置 

昭和15年12月4日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2945

119 実用新案登録証 第292890
号 光電流ヲ以テ制御スル
彫刻装置

昭和15年12月4日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2946

120 実用新案登録証 第292891
号 光電流ヲ以テ制御スル
彫刻装置

昭和15年12月4日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2947

121 実用新案登録証 第292892
号 光電流ヲ以テ制御スル
彫刻装置

昭和15年12月4日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2948

122 実用新案登録証 第317655
号 複数信号同時記録装置

昭和17年5月14日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2949

123 実用新案登録証 第321096号 
樞着噴嘴ニ依ル記録装置 

昭和17年8月20日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2950

124 実用新案登録証 第321097
号 樞着噴嘴記録装置 

昭和17年8月20日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2951

125 実用新案登録証 第321098
号 可動噴嘴記録装置

昭和17年8月20日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2952

126 実用新案登録証 第321099
号 振動噴嘴記録装置

昭和17年8月20日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2953

127 実用新案登録証 第324661
号 高速度電信符號發信装
置

昭和17年11月27日 特許局 紙 印刷 縦26.0 横18.0 1部 2019P2954

128 商標登録証 第50349号 
博多織物

明治45年2月3日 特許局 紙 印刷 縦32.0 横46.0 1部 2019P2955

129 意匠登録証 第37714号 
博多織献上模様幅物地

昭和3年4月23日 特許局 紙 印刷 縦32.0 横26.3 1部 2019P2956

130 意匠登録証 第37713号 昭和3年4月23日 特許局 紙 印刷 縦32.0 横26.3 1部 2019P2957

131 ファイル「電子織機計画」昭和33年1月 中西金作 紙 ファイル 縦31.5 横24.0 1綴 電子織機の「企業目論見
書」や「収支予測」など

2019P2958

132 ファイル「高橋政雄氏関
係書類」

昭和47年8月24日 中西金作 紙 ファイル 縦27.0 横19.0 1綴 高橋政雄→中西金作の
S47.9.5付書簡

2019P2959

133 ファイル「研究題目」 昭和戦後期 中西金作 ペン書 ファ
イル

縦27.0 横20.5 1綴 三角形無結節網原理に
関する研究のまとめ

2019P2960

134 ファイル「八郎の事 関連
工場 No.2 中西電紋」

昭和50 ～ 52年 中西金作 ペン書 ファ
イル

縦26.5 横19.8 1綴 2019P2961

135 ファイル「電気紋織機」 昭和33年11月 中西（調査室） 印刷 ペン書 
ファイル

縦31.5 横24.5 1綴 起業目論見など 2019P2962

136 ファイル「愛知大蔵大臣
御注文」

昭和48年 中西金作 ペン書 ファ
イル

縦27.0 横19.8 1綴 愛知揆一大蔵大臣へ送っ
た織物の制作過程が記さ
れたファイル 田中角栄首
相にも送っていると思わ
れる 織物化するもとの写
真の選定などのメモ ファ
イル奥から時系列順

2019P2963
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137 ファイル「丹後織物協同
組合」

昭和45 ～ 54年 中西電気紋織 紙 ファイル 縦27.0 横19.8 1綴 織物協同組合とのやり
とりなどさまざまな書
類やメモ

2019P2964

138 ファイル「中西関連（鹿
児島と）高橋氏関係（印
刷物）」

昭和47年8月24日 中西金作 紙 ファイル 縦27.0 横19.5 1綴 株式会社高橋機料（本
社京都、支店福岡）と
の書簡のやり取り（中
西金作側の下書きと思
われる文書もあり）、一
手販売の契約書など

2019P2965

139 ファイル「孫子」 昭和38年3月17 ～
昭和39年3月29日

サンデー毎日 複写 ファイ
ル

縦26.4 横20.0 1綴 サンデー毎日連載の「小
説孫子」切抜

2019P2966

140 ファイル「朝日学術奨励
金」

昭和41年 中西金作 紙 ファイル 縦26.5 横19.3 1綴 朝日学術奨励金の募集ス
クラップや履歴書など

2019P2967

141 ファイル「新聞見出5」 昭和時代 中西金作 専用紙 印刷 
ファイル

縦30.0 横22.5 1綴 紋織の見本として新聞
を切り抜いてスクラッ
プしたもの

2019P2968

142 ファイル「新聞見出6」 昭和時代 中西金作 専用紙 印刷 
ファイル

縦30.0 横22.5 1綴 紋織の見本として新聞
を切り抜いてスクラッ
プしたもの

2019P2969

143 ファイル「正人に贈る」 昭和46年8月15日 中西金作 ペン書 ファ
イル

縦27.0 横19.5 1綴 金作氏の人生観やメモ
などをまとめたもの

2019P2970

144 切抜「ジャカード織紋紙
2 ～ 3日で作成 じゅらく
工芸など3社」

昭和47年6月 不明 紙 複写 縦18.2 横8.5 3枚 2019P2971
～ 2973

145 Kata-Doimachi Tochi 
Menseki Kakaku Ichiran 
Hyo

昭和時代 不明 紙 印刷 縦18.5 横16.5 1枚 八郎氏、金次郎氏、金
作氏それぞれが所有す
る土地面積と価格一覧

2019P2974

146 研究 大島紬装置 昭和48 ～ 49年 中西金作 紙 冊子 縦20.0 横18.0 1綴 スケッチ（「昔のジャガ
ド」）、メモ（テレビを
見て衣服の価格や「繊
維不況」など

2019P2975

147 産業技術記念物に関する
アンケートについて（お
願い）

昭和56年12月15日 日本科学技術振
興財団会長稲山
嘉寛

複写 縦25.5 横36.0 1綴 2019P2976

148 電気紋織機及紋紙製造機
の工業化（西日本新聞文
化賞候補提出）

昭和25年9月 中西金作 和紙 印刷 ペ
ン書

縦28.0 横20.0 1綴 戦後直後の時点までの履
歴の紹介 推薦人九州大
学前総長荒川文六の推
薦書や機械の図面と思わ
れる書類がつづられる

2019P2977

149 電気紋織原図（詩・ポエ
ムの印刷物）

昭和戦後期 不明 紙 複写 縦26.0 横36.3 5枚 電気紋織に原図に使用
したものヵ

2019P2978
～ 2982

150 でんでん福岡 6月号 ホー
ムテレホンでさわやか
コール

昭和49年6月 日本電信電話公
社

印刷 冊子 縦20.6 横19.0 1冊 2019P2983

151 土地家屋台帳 昭和26年1月 中西金作 墨書 縦28.0 横21.0 1綴 綴りが壊れるが、表紙・
裏表紙に挟まれる書類
を収録部分と考え、ま
とめた

2019P2984
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152 博多織物語（夕刊フクニ
チのスクラップ）

昭和51年 中西金作 専用紙 印刷 縦28.5 横19.3 1綴 2019P2985

153 必要保存書類 昭和25 ～ 52年 中西金作 墨書 縦27.0 横19.7 1綴 2019P2986

154 履歴書特許関係綴 昭和33年 中西金作 紙 縦26.0 横18.7 1綴 2019P2987

155 安川電気製作所 ニュー
ウェルフェア 関九、ウエ
コ.中西

昭和50年9月 紙 ペン書 縦25.8 横18.5 1綴 来訪者名簿など 2019P2988

156 家屋台帳謄本 昭和21年6月20日 福岡税務所 和紙 墨書 縦25.7 横18.0 1枚 2019P2989

157 家屋台帳謄本 昭和21年6月20日 福岡税務所 和紙 墨書 縦25.7 横18.0 1枚 2019P2990

158 家屋賃借證書 昭和17年1月31日 田中岩吉 紙 鉛筆書 縦25.7 横18.0 2枚 2019P2991
～ 2992

159 絵葉書（大島紬の泥染の
様子）

昭和49年 乃ぐちや呉服部 印刷 絵葉書 縦10.5 横14.7 1枚 中西政子宛 
「本場 奄美大島紬とし
ぼり羽織の大展示会」
の案内

2019P2993

160 外国特許 昭和戦前期 中西金作 複写 縦26.5 横18.2 1綴 特許関係の書類をまと
めたもの

2019P2994

161 企業許可第七條ニ依ル事
業報告書

昭和17年2月10日 福岡県知事 本
間精

紙 ペン書 縦25.5 横18.0 1枚 2019P2995

162 議事録 ニューウェルフェ
アKK ウエコKK

昭和50年8月19日 紙 ペン書 縦27.0 横18.5 1綴 議事録など 2019P2996

163 協定書 昭和48年3月29日 大島紬撚糸工業
株式会社

紙 ペン書 印
刷

縦18.1 横26.0 3点 添書1点含む 2019P2997
～ 2999

164 メモ（金作の方針） 昭和54年 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横19.2 1綴 様々メモ書き 2019P3000

165 見舞品 送状 昭和20年6月28日 中西金作 紙 墨書 縦26.0 横36.7 1枚 2019P3001

166 受領証 昭和21年4月26日 中西十二夫・代
井上誠

紙 印刷 縦16.5 横18.0 1綴 大型、小型プレス機の
受領証

2019P3002

167 昭和12年上半期 研究所 
生糸原料店

昭和12年 不明 紙 墨書 縦25.5 横20.0 1枚 帳簿 2019P3003

168 昭和12年上半期 研究所 
立替1分

昭和12年 不明 紙 墨書 縦25.5 横20.0 1枚 帳簿 2019P3004

169 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 専用紙 縦39.5 横55.5 1枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」

2019P3005

170 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 専用紙 縦39.5 横55.5 1枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」

2019P3006

171 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 専用紙 縦39.5 横55.5 1枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」

2019P3007

172 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 専用紙 縦39.5 横55.5 1枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」

2019P3008

173 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 専用紙 縦28.2 横39.4 1枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」

2019P3009

174 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 紙 複写 縦39.5 横56.0 5枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」朱
書「Ａ」

2019P3010
～ 3014
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175 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 紙 複写 縦39.5 横56.0 5枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」朱
書「Ｂ」

2019P3015
～ 3019

176 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 紙 複写 縦39.5 横56.0 5枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」朱
書「Ｃ」

2019P3020
～ 3024

177 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 紙 複写 縦39.5 横56.0 5枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」朱
書「Ｄ」

2019P3025
～ 3029

178 図面（中西研究所） 昭和戦前期 不明 紙 複写 縦39.5 横56.0 5枚 封筒一括 ペン書「二日
市 中西研究所 図面」朱
書「Ｅ」

2019P3030
～ 3034

179 創刊100周年西日本新聞 
西日本新聞

昭和52年 西日本新聞 紙 冊子 縦35.5 横25.3 1冊 名簿と紋織になる原図
（肖像写真）など

2019P3035

180 相続税課税価格決定通知
書

昭和12年9月29日 福岡税務署長 紙 ペン書 縦24.3 横16.5 1枚 2019P3036

181 大日本帝国海軍省艦政法
部 航空本部

昭和11 ～ 17年 中西金作 紙 ペン書 縦27.5 横20.0 1綴 2019P3037

182 宅地ノ部 田之部 田及宅
地合計表 

昭和23日10月1日 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.0 1綴 片土居の宅地、二日市
の宅地、二日市の田の
地租一覧

2019P3038

183 宅地之部 雑地之部 田以
外ノ種目分賃貸価格合計
表

昭和20年3月7日 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.0 1綴 太宰府の宅地、山林な
どの地租一覧

2019P3039

184 中西電気紋織 提出目録 昭和50年9月18日 紙 縦27.0 横19.5 1綴 ウエコ株式会社へ電気
紋織を借用した際の預
かり証など

2019P3040

185 中西電気紋織株式会社 株
主一覧表

昭和戦後期 中西金作 複写 紙 縦20.9 横29.9 1部 封筒ペン書「会社計画」2019P3041

186 中西電気紋織株式会社株
券

昭和24年 中西電気紋織株
式会社 中西金
作

複写 紙 縦31.0 横24.0 3部 封筒ペン書「会社計画」2019P3042
～ 3044

187 中西電気紋織の再建発足
記念会について

昭和39年7月10日 中西金作 ペン書 縦27.0 横19.5 1綴 2019P3045

188 電気紋織機の研究経過資
料（大切なもの）No.1

昭和52年12月22年 中西金作 ペン書 縦25.7 横18.2 1冊 2019P3046

189 電気紋織機の研究経過資
料（大切なもの）No.2

昭和52年12月22年 中西金作 ペン書 縦25.7 横18.2 1冊 2019P3047

190 電気紋織原図（「寿」） 昭和戦後期 不明 紙 複写 縦36.0 横26.0 1枚 2019P3048

191 電気紋織原図（喜転苦） 昭和戦後期 南秀 紙 墨書 縦39.0 横52.5 1枚 2019P3049

192 電気紋織原図（切手） 昭和31年11月5日 不明 紙 複写 縦27.7 横21.5 1枚 2019P3050

193 電気紋織原図（麒麟・鳳
凰等）

昭和戦後期 不明 紙 複写 縦36.0 横25.7 1枚 2019P3051

194 電報 昭和33年10月28日 中西金作 紙 墨書 縦21.5 横12.5 1枚 秘密の話のため太宰府
に来るよう中西八郎宛
に送ったもの

2019P3052

寄贈資料　2.中西裕子資料（追加分）

― 126 ―



番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

195 土地台帳謄本 昭和21年8月5日 福岡税務所 紙 墨書 縦25.7 横18.0 1枚 2019P3053

196 東芝電子館ハンドブック 
真空館光電管

昭和48年8月 中西電気紋織株
式会社

紙 複写 縦20.3 横14.3 1綴 2019P3054

197 売渡証 昭和27年7月9日 和紙 ペン書 縦27.0 横39.5 1枚 金作氏が買いとったリ
スト

2019P3055

198 売渡証 昭和17年5月23日 中西金作 紙 墨書 縦26.0 横18.0 2枚 金作氏が永岡新平宛に
作成

2019P3056
～ 3057

199 領収証 昭和16年12月2日 和紙 ペン書 縦25.0 横33.5 1枚 2019P3058

200 領収証 昭和19年12月24日 武石源太郎 和紙 ペン書 縦25.5 横36.0 1枚 2019P3059

201 領収証 昭和17年5月21日 中西金作 紙 墨書 縦26.0 横18.0 1枚 金作氏が永岡新平宛に
作成

2019P3060

202（ジャカード・電気紋織
について）

昭和10年 大日本織物協会 紙 複写 縦18.5 横17.2 1枚 2019P3061

203（ジャカード機の改良に
ついて）

昭和時代 不明 紙 複写 縦25.7 横18.0 1綴 2019P3062

204（ジャカード用自動紋紙
穿孔装置について）

昭和戦後期 不明 紙 複写 縦12.5 横8.5 1枚 2019P3063

205（プリントゴッコのサン
プル）

昭和54年 不明 葉書 印刷 縦15.0 横10.0 5枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3064
～ 3068

206（安川清三郎氏、文面印
刷物）

昭和9年 不明 複写 縦25.6 横18.0 11枚 神戸高等工業学校長古
宇田實／長岡高等工業
学校長福田為造／福岡
工業学校長志村良光／
安川清三郎と日付が印
刷された用紙（11点）
ペン書「安川清三郎氏」

2019P3069
～ 3079

207（印刷物のサンプル） 昭和54年 不明 紙 布 フィル
ム 印刷

縦29.7 横21.0 19枚 普通紙（17枚）、布（1枚）、
フィルム（1枚） 
封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3080
～ 3098

208（機械借用書等） 昭和19年3月28日 おたふく科学工
業株式会社

和紙 ペン書 
綴

縦26.0 横19.5 1綴 2019P3099

209（原稿下書き） 昭和時代 不明 紙 印刷 縦25.5 横36.0 5枚 2019P3100
～ 3104

210（御品代と目録） 昭和20年6月24日 鬼木忠造 紙 墨書 縦27.6 横19.8 3枚 畳、建具、戸棚などの
御品代と目録

2019P3105
～ 3107

211（再評価税・富裕税など
綴）

昭和25 ～ 26年 中西金作 ペン書 朱書 
綴

縦21.3 横30.5 1綴 税務関連の申告書綴り
控えヵ

2019P3108

212（借用書） 昭和戦前期 冨田勝次郎 紙 ペン書 綴 縦27.5 横19.7 1綴 2019P3109

213（織物の見本） 昭和49年5月27日 中西金作 紙 複写 糸 縦25.6 横36.2 3綴 注文を受けて製作した織
物を印刷したもの（2点） 
使用した糸束（1点）が
付属

2019P3110
～ 3112

214（印刷物） 昭和戦後期 中西金作 紙 複写 縦25.6 横36.2 28枚 誤ってプリントしたも
のヵ

2019P3113
～ 3140
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215（請求書） 昭和15年4月 中西博多織工場
販売部

紙 墨書 縦17.5 横13.5 1綴 2019P3141

216（貸与品一覧表） 昭和時代 中西金作ヵ 紙 ペン書 縦25.5 横18.0 1枚 2019P3142

217（宅地や機材などの小計） 昭和戦前期 中西金作ヵ 紙 ペン書 縦25.5 横18.0 1枚 2019P3143

218（担保のために借り入れ
ていた株券の返却に関す
る手紙）

昭和47年10月25日 九絹会社 井出 紙 ペン書 綴 縦23.7 横17.5 1綴 金作氏に宛てたもの 2019P3144

219（地租一覧） 昭和17年6月1日 中西金作 紙 ペン書 縦25.8 横17.7 1枚 二日市の家屋の地租一
覧

2019P3145

220（帳簿） 昭和12年 不明 紙 墨書 縦25.5 横20.0 2枚 2019P3146
～ 3147

221（電気紋織機および紋紙
製造機などのスケッチ）

昭和戦後期 紙 縦26.5 横19.0 1綴 2019P3148

222（電気紋織装置について） 昭和時代 中西金作 紙 複写 縦21.0 横13.3 1枚 2019P3149

223（電気紋織注文書） 昭和50年 紙 縦26.5 横18.5 1綴 電気紋織設計図や請求
書、納品書などが綴ら
れる

2019P3150

224（土地売却等に関わる内
訳など）

昭和21年 中西金作 紙 鉛筆書 縦15.4 横17.7 1綴 2019P3151

225（特許、実用新案、意匠
登録、商標登録数に関す
る文書）

大正時代 中西金次郎 複写 縦25.7 横18.5 1綴 特許、実用新案、意匠登
録、商標登録一覧が記さ
れた綴り（1点）、それか
ら外れたもの（2点）

2019P3152

226（特許に関する書類など
をまとめた綴）

昭和戦前期 中西金作 印刷 縦26.5 横19.8 1綴 今まで取得した特許書
類のコピー

2019P3153

227（特許関係一覧表） 昭和戦後期 中西金作 複写 縦26.0 横18.3 8綴 特許関係について 2019P3154
～ 3161

228（特許関係一覧表） 昭和戦後期 中西金作 複写 縦26.0 横18.3 1綴 特許関係について 2019P3162

229（二日市の耕地面積） 昭和23年7月17日 二日市農地委員
会事務局

紙 鉛筆書 縦18.0 横25.8 1枚 2019P3163

230（書簡） 昭和16年12月3日 進藤五右衛門 紙 ペン書 縦25.7 横18.0 1枚 金作氏に宛てたもの 2019P3164

231（文部省教科書） 明治33年1月 不明 複写 綴 縦26.0 横18.7 23綴 『高等学校用 紋織』「第
6章各種ジャカード第5
節電子装置によるジャ
カード」をコピーして
綴ったもの（1点）、他
に年号、西暦、年令対
応表および表紙のコ
ピー（22点）

2019P3165
～ 3187

232（柄出し機について） 昭和時代 不明 紙 複写 縦18.2 横8.7 2枚 2019P3188
～ 3189
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233 パンフレット「本場大島
つむぎ」

昭和戦後期 鹿児島県織物工
業協同組合

専用紙 印刷 縦13.7 横12.7 1枚 2019P3190

234 パンフレット「総合カタ
ログ」

昭和54年 CASIO 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 1部 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3191

235 パンフレット「トラペン
アップ」

昭和54年 RISO 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 1部 プリントゴッコのパン
フレット 
封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3192

236 パンフレット「NE-
FAX-3500/3200/ 3000」

昭和54年 NEC 冊子 印刷 縦29.7 横21.0 1部 FAXのパンフレット 
封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3193

237 パンフレット「ジャンピ
ング・エース」

昭和54年 Canon 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 1部 プリンターのパンフレット 
封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3194

238 パンフレット「プリント
ゴッコB5B6B7」

昭和54年 RISO 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 1部 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3195

239 パンフレット「RISO製
品価格表一覧」

昭和54年4月 RISO 冊子 印刷 縦29.7 横21.0 1部 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3196

240 パンフレット「FUJI CB 
COLOR COPY」

昭和54年 富士写真フィル
ム株式会社

専用紙 印刷 縦28.0 横21.0 1部 カラープリンターのパ
ンフレット 
封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3197

241 パンフレット「富士フィ
ルムのAV情報機器 総合
カタログ」

昭和54年 富士写真フィル
ム株式会社

冊子 印刷 縦21.0 横14.8 1部 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3198

242 パンフレット「電卓は
CASIO」

昭和54年 CASIO 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 1部 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3199

243 パンフレット「中小企業
事業団のごあんない」

昭和57年10月 中小企業事業団 冊子 印刷 縦25.5 横18.2 1冊 2019P3200

244 パンフレット「中小企業
者のための技術開発」

昭和58年 中小企業事業団 冊子 印刷 縦25.5 横18.0 1冊 2019P3201

245 パンフレット「博多織デ
ザイン技術システム」

昭和58年 中小企業事業団 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 1冊 2019P3202

246 パンフレット「博多織デ
ザイン技術システム公開
普及説明会」

昭和58年 中小企業事業団 冊子 印刷 縦30.0 横21.3 1冊 2019P3203

247 パンフレット「博多織の
魅力を訪ねて」

昭和戦後期ヵ 博多織工業組合 専用紙 印刷 縦20.7 横15.0 2冊 2019P3204
～ 3205

248 広告「紋紙づくりの自動
化」

昭和戦後期 日立電子株式会
社

複写 縦29.5 横20.7 2枚 2019P3206
～ 3207

3. その他
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249 広告「NEFAX- 1000S」 昭和54年 NEC 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 2枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3208
～ 3209

250 広告「プリントゴッコ
B6」

昭和54年 RISO 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 2枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3210
～ 3211

251 広告「オーバーヘッドプ
ロジェクター」

昭和54年 RISO 専用紙 印刷 縦29.7 横21.0 1枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3212

252 国鉄東局特別承認新聞切
抜「代替エネの本命 安全、
稼働率向上に全力」

昭和54年9月6日 不明 専用紙 印刷 縦29.0 横15.5 1枚 2019P3213

253 朝日新聞切抜（エネル
ギー関係書籍の紹介）

昭和54年 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦18.0 横9.5 1枚 書籍紹介 2019P3214

254 西日本新聞切抜「原宿に、
"浮世絵の殿堂"」

昭和54年12月13日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦24.3 横29.0 1枚 2019P3215

255 西日本新聞切抜「今も全
くの手仕事 一枚彫るのに
一ヶ月も」

昭和44年12月18日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦27.2 横39.0 1枚 2019P3216

256 西日本新聞切抜「世界最
大の実験棟 太陽熱使い冷
暖房」

昭和54年2月9日 西日本新聞 専用紙 印刷 縦12.2 横26.0 1枚 2019P3217

257 西日本新聞切抜「石英系
光ファイバ！」

昭和54年4月26日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦8.8 横14.1 1枚 2019P3218

258 西日本新聞切抜「足元に
まで絞り染め 伝統の模
様、逆輸入とは・・・／
しぼり染め 規格品化に反
発？ヒッピーから逆輸
入」

昭和45年6月13日
／昭和45年6月14
日

西日本新聞社 専用紙 印刷 縦26.5 横18.2 1枚 2019P3219

259 西日本新聞切抜「太陽熱」昭和51年7月23日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦7.3 横10.8 1枚 2019P3220

260 西日本新聞切抜「太陽熱
使い ビル冷暖房」

昭和51年8月25日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦29.5 横11.3 1枚 2019P3221

261 西日本新聞切抜「大容量
の光送信」」

昭和54年9月6日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦21.0 横14.5 1枚 2019P3222

262 西日本新聞切抜「博多織
スピード製作 新兵器のデ
ザインシステム 10数分
で色柄編集 中小企業事業
団開発」

昭和58年12月13日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦27.0 横40.0 1枚 封筒に一括
博多織の記事あり

2019P3223

263 西日本新聞切抜「布用接
着シート 縫う手間が省け
ます」

昭和44年12月31日 西日本新聞社 専用紙 印刷 縦26.5 横18.2 1枚 2019P3224

264 全国中小企業タイムス切
抜「十日町のキモノ（広
告）」

昭和48年11月1日 日本中小企業団
体連盟

専用紙 印刷 縦10.0 横12.5 1枚 2019P3225

寄贈資料　2.中西裕子資料（追加分）

― 130 ―



番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

265 全国中小企業タイムス切
抜「先行き不安で廃業も 
深刻さ増す"つむぎ"関連
業者」

昭和49年5月1日 日本中小企業団
体連盟

専用紙 印刷 縦14.0 横10.1 1枚 2019P3226

266 朝日新聞（夕刊）切抜
「ヒートパイプ省エネで
脚光」

昭和54年12月19日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦19.5 横27.8 1枚 2019P3227

267 朝日新聞（単ページ） 平成元年9月7日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦54.5 横40.5 1枚 記事切抜ではなく面で
残る

2019P3228

268 朝日新聞（単ページ） 平成元年9月16日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦54.5 横40.5 1枚 電気紋織で使用する原
図（人物写真など）ヵ

2019P3229

269 朝日新聞（単ページ） 平成元年9月29日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦54.5 横40.5 1枚 2019P3230

270 朝日新聞（単ページ） 平成元年11月6日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦54.5 横40.5 1枚 2019P3231

271 朝日新聞（単ページ） 平成元年11月29日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦54.5 横40.5 1枚 2019P3232

272 朝日新聞「食料と新エネ
ルギーの宝庫」

昭和53年8月23日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦55.0 横40.0 1枚 2019P3233

273 朝日新聞切抜「つむぎ
ブームと織工と」

昭和48年5月11日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦27.6 横18.1 1枚 2019P3234

274 朝日新聞切抜「「光の工
場」あす起工式 筑波科学
研究に幅広く利用」

昭和54年1月24日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦12.2 横26.0 1枚 2019P3235

275 朝日新聞切抜「30キロ無
中継で送信 電電公社実用
化へ大きく前進」

昭和54年9月6日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦17.7 横13.0 1枚 2019P3236

276 朝日新聞切抜「かすり」 昭和49年2月24日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦8.6 横16.5 1枚 2019P3237

277 朝日新聞切抜「シャツに
模様を染める 4色ぐらい
が手ごろ」

昭和48年7月22日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦16.8 横21.0 1枚 2019P3238

278 朝日新聞切抜「個人で「遺
伝学賞」制定 浜松の実業
家」

昭和53年12月14日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦23.0 横26.5 1枚 2019P3239

279 朝日新聞切抜「合成樹脂
製の自動車部品 軽量化で
売り込みに成功」

昭和51年7月25日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦7.8 横20.5 1枚 2019P3240

280 朝日新聞切抜「黒球寒暖
計 放射熱をキャッチ」

昭和51年7月19日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦22.7 横16.4 1枚 2019P3241

281 朝日新聞切抜「最良のも
の・・・平和」

昭和47年5月2日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦27.5 横13.3 1枚 2019P3242

282 朝日新聞切抜「染色の伝
統」

昭和47年6月29日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦27.5 横14.0 1枚 2019P3243

283 日刊工業新聞切抜「織物
の図柄自動分析」

昭和47年6月23日 日刊工業新聞社 紙 複写 縦13.0 横18.0 2枚 2019P3244
～ 3245

284 日刊工業新聞切抜「電算
機で丸編み制御」

昭和時代 日刊工業新聞社 紙 複写 縦29.0 横25.7 2枚 2019P3246
～ 3247
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285 日刊工業新聞切抜「30キ
ロを無中継伝送 電電が世
界初めて 光ファイバー通
信」

昭和54年9月6日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦20.8 横8.2 1枚 2019P3248

286 日刊工業新聞切抜「アル
ミ直接研摩で反射鏡を製
造」

昭和51年5月25日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦12.0 横12.7 1枚 2019P3249

287 日刊工業新聞切抜「ギリ
シャ、トルコへ輸出」

昭和51年5月25日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦10.3 横8.5 1枚 2019P3250

288 日刊工業新聞切抜「ネガ
フィルムを使って露光 凸
版印刷が新捺染法」

昭和49年5月30日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦26.5 横18.2 1枚 2019P3251

289 日刊工業新聞切抜「経糸
の結束を自動化」

昭和49年6月1日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦26.5 横18.2 1枚 2019P3252

290 日刊工業新聞切抜「生き
ている伝統 「弟子はあき
らめた」江戸以来の板締
め染色」

昭和51年7月24日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦28.5 横16.0 1枚 2019P3253

291 日刊工業新聞切抜「赤外
線レーザー・レーダー使
い 大気汚染を遠隔測定」

昭和51年5月25日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦22.3 横15.2 1枚 2019P3254

292 日刊工業新聞切抜「本格
稼働始める CSIROの大
型太陽熱実験装置 産業用
に開発」

昭和51年5月25日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 縦10.3 横10.5 1枚 2019P3255

293 日刊工業新聞「銀製仏像」昭和53年4月22日 日刊工業新聞社 専用紙 印刷 
ペン書（朱）

縦54.3 横40.0 1枚 朱「コノ裏の仏像入用
ナリ」裏面に仏像の図
案あり

2019P3256

294 日経新聞切抜（夕刊見出
し）

昭和51年7月10日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦15.5 横13.3 1枚 2019P3257

295 日経新聞切抜「「職人の
腕落ちた」業界、技術向
上に必死」

昭和53年12月5日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦27.5 横23.6 1枚 2019P3258

296 日経新聞切抜「サイエン
ス（広告）」

昭和戦後期 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦11.3 横6.8 1枚 2019P3259

297 日経新聞切抜「海水淡水
化」

昭和51年8月14日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦14.0 横8.2 1枚 2019P3260

298 日経新聞切抜「光通信で
電話1万回線分 30キロ
メートル無中継伝送」

昭和54年9月6日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦18.0 横17.5 1枚 2019P3261

299 日経新聞切抜「砂漠の太
陽エネルギーで水造り」

昭和54年1月6日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦24.7 横14.2 1枚 2019P3262

300 日経新聞切抜「水利用の
再考を促す」

昭和54年1月6日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦16.0 横15.0 1枚 2019P3263

301 日経新聞切抜「葬式業務
も手がける」

昭和51年7月10日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦13.5 横4.5 1枚 2019P3264

302 日経新聞切抜「立体写真
像」

昭和51年6月2日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦4.5 横7.7 1枚 2019P3265
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303 日本経済新聞切抜「レー
ザービーム使い ステレオ
光学録音」

昭和55年6月28日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦21.5 横20.3 1枚 2019P3266

304 日本経済新聞切抜「百歳
までは留守と伝えよ」

昭和46年9月7日 日本経済新聞社 専用紙 印刷 縦28.2 横24.5 2枚 2019P3267
～ 3268

305 本場大島紬新聞「韓国に
流出したら大打撃」

昭和49年4月20日 不明 紙 複写 縦25.3 横36.0 1枚 2019P3269

306 毎日新聞切抜「エネル
ギー点検 次の時代を担う 
光を集める」

昭和53年12月5日 毎日新聞社 専用紙 印刷 縦27.0 横24.5 1枚 2019P3270

307 朝日新聞 昭和54年10月28日 朝日新聞社 専用紙 印刷 縦54.5 横40.3 1部 至る所に朱線あり 2019P3271

308 新聞切抜（不明） 昭和54年 中西金作 専用紙 印刷 縦25.5 横18.0 1冊 「甲州美術工芸織」の二
つ折りの冊子に新聞の
切抜が貼られる 状態が
悪く開けない

2019P3272

309 新聞切抜「新・三六五日
の金銭訓/処世訓」

昭和戦後期 中西金作 専用紙 印刷 縦18.5 横5.3 1枚 書籍紹介 2019P3273

310 書籍切抜「東田高炉記念
広場」

昭和戦後期 不明 専用紙 印刷 縦10.5 横6.5 1枚 写真と説明あり 2019P3274

311 書籍切抜「高炉台公園」 昭和戦後期 不明 専用紙 印刷 縦10.5 横6.5 1枚 写真と説明あり 2019P3275

312 名刺 昭和54年 ダイアド株式会
社 営業 勅使川
原 学

専用紙 印刷 縦5.5 横9.0 1枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3276

313 名刺 昭和54年 NEC 古賀敏彦 専用紙 印刷 縦5.5 横9.0 1枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3277

314 名刺 昭和54年 Casio 福岡営業
所 システム課 
古川勝俊

専用紙 印刷 縦5.5 横9.0 1枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3278

315 名刺 昭和54年 日本事務器株式
会社 福岡支店
事務機器営業グ
ループ 松尾正裕

専用紙 印刷 縦5.5 横9.0 1枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3279

316 名刺 昭和54年 東芝コンピュータ 専用紙 印刷 縦5.5 横9.0 1枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3280

317 名刺 昭和54年 原事務機株式会社 専用紙 印刷 縦9.0 横5.5 1枚 封筒「ビジネスショウ
にて入用カタログ（電
紋に役に立つ）」に挿入

2019P3281

318 名刺 昭和49年7月22日 有限会社 ふき
だ織物 代表者 
柊田勝次

専用紙 印刷 縦9.0 横5.4 1枚 2019P3282

319 メモ「＃1（備忘録）」 昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦36.5 横25.8 1枚 金作が亡くなる前に残
した様々なメモ書き

2019P3283

320 メモ「＃2（備忘録）」 昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦36.5 横25.8 1枚 金作が亡くなる前に残
した様々なメモ書き

2019P3284
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321 メモ（アイディアなどの
備忘録）

昭和63年3月5日 中西金作 紙 ペン書 縦27.3 横38.0 1枚 アイディアなどメモ書
き

2019P3285

322 メモ（テレビ視聴につい
て）

昭和54年 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.0 1冊 2019P3286

323 メモ（ドップラー効果に
関して）

昭和54年12月21日 中西金作 紙 ペン書 縦24.0 横17.5 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3287

324 メモ（マイクロ写真に関
して）

昭和51年11月5日 中西金作 紙 ペン書 縦26.2 横36.0 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書き

2019P3288

325 メモ（レンズに関して） 昭和51年9月3日 中西金作 紙 ペン書 縦10.5 横18.3 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書き

2019P3289

326 メモ（下書き原稿） 昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦18.3 横384.0 1枚 チラシをつなげる 2019P3290

327 メモ（下書き原稿） 昭和時代 中西金作 紙 ペン書 縦25.8 横18.2 1枚 2019P3291

328 メモ（下書き原稿） 昭和時代 中西金作 紙 ペン書 縦18.2 横29.0 1枚 2019P3292

329 メモ（下書き原稿） 昭和時代 中西金作 紙 ペン書 縦18.0 横25.7 1枚 2019P3293

330 メモ（機械に関して） 昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.5 1枚 金作氏の備忘録ヵ 2019P3294

331 メモ（金作に関係する組
織一覧）

昭和53年4月28日 中西金作 紙 ペン書 縦18.0 横25.5 2枚 2019P3295
～ 3296

332 メモ（金銭を巡ってのト
ラブルに関して）

昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.0 1枚 2019P3297

333 メモ（光とレンズに関し
て）

昭和54年12月23日 中西金作 紙 ペン書 縦25.5 横18.2 4枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3298
～ 3301

334 メモ（光に関して） 昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦13.2 横9.5 1枚 2019P3302

335 メモ（時間帯による影の
できかた）

昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.5 1枚 図面の下書きヵ 2019P3303

336 メモ（朱竹の版画） 昭和戦後期 中西金作 紙 朱 縦29.5 横19.5 1枚 朱のインクで竹の版を
押す

2019P3304

337 メモ（新しい印刷技術に
ついてのメモ書き）

昭和49年3月11日 中西金作 紙 ペン書 縦25.6 横36.2 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3305

338 メモ（人物名リスト） 昭和時代 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.6 1枚 電気紋織のリストヵ 2019P3306

339 メモ（青シリカゲルの使
用法）

昭和45年2月24日 中西金作 紙 ペン書 縦25.5 横14.5 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書き

2019P3307

340 メモ（石炭から染料や薬
品を取り出すための図
解）

昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦25.6 横36.2 1枚 2019P3308

341 メモ（太陽エネルギーに
ついてメモ書き）

昭和51年3月 中西金作 紙 ペン書 縦27.2 横19.5 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3309

342 メモ（太陽エネルギーに
関するメモ書き）

昭和54年10月20日 中西金作 紙 ペン書 縦25.7 横18.0 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3310

343 メモ（太陽の動きなどに
ついて）

昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横36.5 1枚 2019P3311

344 メモ（太陽電池に関する
メモ書き）

昭和55年1月4日 中西金作 紙 ペン書 縦25.3 横18.7 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3312
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345 メモ（太陽熱・ソーラー
ハウスに関するメモ書
き）

昭和54年1月13日 中西金作 紙 ペン書 縦26.3 横37.0 1枚 テレビを視聴してメモ
に残したもの

2019P3313

346 メモ（太陽熱に関するメ
モ書き）

昭和54年1月6日 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.0 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3314

347 メモ（太陽熱に関するメ
モ書き）

昭和55年1月1日 中西金作 紙 ペン書 縦25.5 横36.2 1枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3315

348 メモ（太陽熱に関するメ
モ書き）

昭和54年12月25日 中西金作 紙 ペン書 縦26.2 横18.2 3枚 テレビを視聴した際の
メモ書きヵ

2019P3316
～ 3318

349 メモ（中西研究所土地図
面）

昭和16年 中西金作 紙 ペン書 縦23.5 横33.0 1枚 2019P3319

350 メモ（電気紋織寄贈に関
するメモ書き）

（昭和63年） 中西金作 紙 ペン書 縦27.3 横38.0 1枚 電気紋織資料の寄贈に
関するメモ 中西記念館
を作ってもらいたいな
ど

2019P3320

351 メモ（電気紋織試作機の
所感）

昭和戦前期ヵ 中西金作 紙 鉛筆書 縦36.0 横25.7 1枚 2019P3321

352 メモ（二日市に購入した
土地の略図）

昭和戦前期ヵ 中西金作ヵ 紙 ペン書 縦36.0 横25.5 1枚 2019P3322

353 メモ（備忘録） 昭和53年1月21日 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.2 1枚 ToDoリスト 2019P3323

354 メモ（備忘録） 昭和52年 中西金作 紙 ペン書 縦25.7 横18.2 1枚 謄本ついてなどの備忘
録

2019P3324

355 メモ（備忘録） 昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦18.2 横26.0 1枚 2019P3325

356 メモ（備忘録） 昭和53年4月28日 中西金作 紙 ペン書 縦18.0 横25.5 1枚 ToDoリスト 2019P3326

357 メモ（備忘録） 昭和51年11月9日 中西金作 紙 ペン書 縦25.5 横18.0 1枚 会社名などとともに連
絡先などが記される

2019P3327

358 メモ（備忘録） 昭和54年 中西金作 紙 ペン書 封
筒

縦21.3 横12.3 8枚 封筒ペン書「金作の方
針に入れること」

2019P3328
～ 3335

359 メモ「研究 太陽熱その他」昭和54年 中西金作 紙 ペン書 縦26.5 横19.0 1綴 NHKの番組などを見て
のノート チラシなどを
再利用し綴る

2019P3336

360 メモ「国際電気KK」 昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦13.5 横10.0 1綴 雑多なメモを綴ったも
の

2019P3337

361 メモ「太陽熱利用の為の
レンズ出展の件」

昭和戦後期 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.5 1枚 2019P3338

362 メモ「特許、実用新案、
意匠登録、商標登録の集
計」

（大正時代） 中西金次郎 ペン書 紙 縦25.7 横36.9 1枚 2019P3339

363 メモ（税務関係） 昭和53年 中西金作 紙 ペン書 縦26.0 横18.2 1冊 2019P3340

364（裏紙ノート） 昭和時代 中西金作 紙 縦26.0 横18.5 1綴 裏紙を綴ってノートに
したもの 白紙

2019P3341
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3. 小山喜美子資料

〈資料内訳〉

近現代資料…………………………………………103件478点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 日の丸寄書「祝征途 
祈武運長久 井上照
三君」

昭和戦中期 井上照三あて 墨書 スフ製ヵ 70.0×86.0 1点 2019P3342

2 帽子（第三種略帽） 昭和戦中期 不明 ラシャ製ヵ 長28.0 1点 井上照三使用 2019P3343

3 上衣 昭和戦中期 不明 木綿製 丈64.0 1点 井上照三使用 2019P3344

4 ズボン 昭和戦中期 不明 木綿製 丈92.0 1点 未使用ヵ 2019P3345

5 ズボン 昭和戦中期 佐世保軍需部 木綿製 丈95.0 1点 井上照三使用 2019P3346

6 上衣 昭和戦中期 佐世保軍需部 木綿製 丈68.0 1点 井上照三使用 背広型 2019P3347

7 水筒 昭和戦中期 不明 アルマイト製 9.5×7.0×21.0 1点 井上照三使用 2019P3348

8 慰問袋（余命無丸） 昭和戦中期 不明 2色刷 木綿製 34.0×19.5 1点 2019P3349

9 ゲートル 昭和戦中期 不明 ラシャ製ヵ 幅8.3 1点 井上照三使用ヵ 2019P3350

10 ゲートル 昭和戦中期 不明 ラシャ製ヵ 幅8.5 1点 未使用ヵ 岡山県繊維
品査定委員会の札付き 
小売業者販売価格3円
80銭

2019P3351

11 書簡「始めて通信が
許された…」

（昭和19年）7月
29日/受取

井上照三（相浦海
兵団北川分隊第4
教班）→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3352

12 書簡「入団以来極め
て元気です…」

（昭和19年）7月
29日/受取

井上照三（相浦海
兵団北川分隊第4
教班）→井上常一

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3353

13 書簡「拝啓小生先般
の入団に際しては
…」

昭和19年8月18
日/消印

井上照三（相浦海
兵団金原分隊乙20
班）→井上為市・
井上末吉

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3354

14 書簡「其後御両親様
には如何お暮しです
か…」

（昭和19年）9月
1日/受取

井上照三（佐世保
海兵団郵便室止置）
→井上常一

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3355

15 書簡「前略其後相変
らず元気に…」

（昭和19年）9月
1日/受取

井上照三（佐世保
海兵団郵便室止置）
→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3356

16 書簡「前略先日は有
りがたう 文吾様に
…」

（昭和19年9月）
9月15日/受取

井上照三（佐世保
海兵団郵便室止置）
→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3357

17 書簡「前略先日は
態々有りがたう 例
の痔と腸の…」

（昭和19年） 井上照三（佐世保
海兵団郵便室止置）
→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3358

18 書簡「拝啓御信り有
りがたう 菊子さん
に…」

（昭和19年）10
月20日/受取

井上照三（佐世保
海兵団10分隊2区9
班）→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3359
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19 書簡「先日は有りが
たう 其後相変らず
無事に…」

昭和19年10月23
日/消印

井上照三（佐世保
海兵団第10分隊2区
9班）→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 10月24日受取 2019P3360

20 書簡「先日は有りが
たう お貞叔母様も
…」

（昭和19年）10
月27日/受取

井上照三（佐世保
海兵団第10分隊2区
9班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3361

21 書簡「先日の信りを
見て全く驚いた…」

（昭和19年）11
月18日/受取

井上照三（佐世保
海兵団第10分隊2区
9班）→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3362

22 書簡「拝啓其後相変
らず精進して居る
…」

（昭和19年）12
月4日/受取

井上照三（佐世保
海兵団第10分隊2区
9班）→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3363

23 書簡「前略其後皆様
にはお元気かね…」

（昭和19年） 井上照三（佐世保
海兵団10分隊2区9
班）→井上サヤ子

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3364

24 書簡「前略其後皆々
様お変りなく…」

（昭和19年） 井上照三（佐世保
海兵団10分隊2区9
班）→井上常一

鉛筆書 葉書 14.0×9.0 1点 2銭＋切手1銭 2019P3365

25 書簡「前略其後皆様
にはお元気に…」

（昭和19～20年）井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3366

26 書簡「前略お便り有
り難く拝見した…」

（昭和19～20年）井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3367

27 書簡「前略今回無事
修業した…」

（昭和19～20年）井上照三（佐世保
海兵団第6分隊第2
班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3368

28 書簡「前略其後至極
元気に勤務してゐる
から…」

（昭和20年）3月
9日/受取

井上照三（佐世保
海兵団第10分隊2区
9班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭 2019P3369

29 書簡「前略其後御両
親様には如何…」

昭和20年4月6日
/消印

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上常一・
井上ツヤ

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 2019P3370

30 書簡「先日は有り難
う 其後愈張切って
…」

昭和20年4月12
日/消印

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 4月13日
受取

2019P3371

31 書簡「前略お信り並
に小包は確かに入手
した…」

昭和20年4月24
日/消印

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 4月26日 2019P3372

32 書簡「前略先日御送
付の書留小包は…」

昭和20年4月24
日/消印

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 4月26日 2019P3373

33 書簡「前略其の後御
両親様始め…」

（昭和20年）4月
24日/受取

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 4月26日 2019P3374

34 書簡「今回進級の命
令を受けた…」

昭和20年5月4日
/消印

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 2019P3375
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35 書簡「前略御便り有
りがたう…」

昭和20年5月29
日/受取

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 2019P3376

36 書簡「拝啓其後皆々
様には愈御情福…」

昭和20年6月18
日/消印

井上照三（佐世保
海兵団29分隊第3
班）→松尾キタ・
サヤコ

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 2019P3377

37 書簡「父上様母上様
外皆々様には如何
…」

昭和20年6月21
日/消印

井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 5銭 6月23日 2019P3378

38 書簡「前略御信り拝
見其後相変ず元気に
勤務…」

（昭和20年） 井上照三（佐世保
海兵団第29分隊第
3班）→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 2019P3379

39 書簡「拝啓盛夏の候
と相成りましたが
…」

（昭和20年）8月
17日/消印

井上照三（相浦海
兵団第12分隊1班）
→井上常一・ツヤ

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 2019P3380

40 書簡「其後愈張り
切って責務遂行に
…」

（昭和20年） 井上照三（相浦海
兵団副官部庶務）
→井上サヤ子

ペン書 葉書 14.0×9.0 1点 3銭＋切手2銭 2019P3381

41 債券（第12回割増金
附戦時郵便貯金切
手、2円）

昭和18年5月/発
行

大日本帝国政府 色刷 6.0×12.7 1点 25ノ組057627 2019P3382

42 債券（第1回奨金附
勝札、10円）

昭和20年 株式会社日本勧業
銀行

色刷 4.8×10.6 1点 九の組171624 2019P3383

43 貨幣（一朱銀） 近世後期～明治
初年

（江戸幕府） 銀 1.5×0.8 1点 2019P3384

44 貨幣（一分銀） 近世後期～明治
初年

（江戸幕府） 銀 2.5×1.6 1点 2019P3385

45 貨幣（寛永通宝） 近世 （江戸幕府） 銅・鉄 径2.5 1点 2019P3386

46 貨幣（文久永宝） 幕末（1963～67）（江戸幕府） 銅製 径2.7 1点 2019P3387

47 貨幣（桐1銭青銅貨）大正9年 造幣局 銅・錫・亜鉛 径2.3 1点 2019P3388

48 貨幣（桐1銭青銅貨）昭和11年 造幣局 銅・錫・亜鉛 径2.3 1点 2019P3389

49 貨幣（カラス1銭黄
銅貨）

昭和13年 造幣局 銅・亜鉛 径2.3 1点 2019P3390

50 貨幣（カラス1銭ア
ルミ貨）

昭和14年 造幣局 アルミ 径1.8 1点 2019P3391

51 貨幣（カラス1銭ア
ルミ貨）

昭和15年 造幣局 アルミ 径1.8 1点 2019P3392

52 貨幣（富士1銭アル
ミ貨）

昭和16年 造幣局 アルミ 径1.6 2点 2019P3393
～ 3394

53 貨幣（富士1銭アル
ミ貨）

昭和17年 造幣局 アルミ 径1.6 2点 2019P3395
～ 3396

54 貨幣（富士1銭アル
ミ貨）

昭和18年 造幣局 アルミ 径1.6 4点 2019P3397
～ 3400

55 貨幣（1銭錫貨） 昭和19年 造幣局 錫・亜鉛 径1.5 15点 2019P3401
～ 3415
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56 貨幣（1銭錫貨） 昭和20年 造幣局 錫・亜鉛 径1.5 2点 2019P3416
～ 3417

57 貨幣（5銭アルミ貨）昭和15年 造幣局 アルミ 径1.9 1点 2019P3418

58 貨幣（5銭アルミ貨）昭和16年 造幣局 アルミ 径1.9 2点 2019P3419
～ 3420

59 貨幣（5銭アルミ貨）昭和17年 造幣局 アルミ 径1.9 3点 2019P3421
～ 3423

60 貨幣（鳩5銭錫貨） 昭和21年 造幣局 錫・亜鉛 径1.7 1点 2019P3424

61 貨幣（旭日10銭銀貨）明治45年 造幣局 銀・銅 径1.8 1点 2019P3425

62 貨幣（10銭白銅貨） 大正11年 造幣局 銅・ニッケル 径2.2 1点 2019P3426

63 貨幣（菊10銭アルミ
貨）

昭和15年 造幣局 アルミ 径2.2 3点 2019P3427
～ 3429

64 貨幣（菊10銭アルミ
貨）

昭和16年 造幣局 アルミ 径2.2 4点 2019P3430
～ 3433

65 貨幣（菊10銭アルミ
貨）

昭和17年 造幣局 アルミ 径2.2 11点 2019P3434
～ 3444

66 貨幣（菊10銭アルミ
貨）

昭和18年 造幣局 アルミ 径2.2 2点 2019P3445
～ 3446

67 貨幣（10銭錫貨） 昭和19年 造幣局 錫・亜鉛 径1.9 19点 2019P3447
～ 3465

68 貨幣（稲10銭アルミ
貨）

昭和20年 造幣局 アルミ 径2.2 4点 2019P3466
～ 3469

69 貨幣（稲10銭アルミ
貨）

昭和21年 造幣局 アルミ 径2.2 20点 2019P3470
～ 3489

70 貨幣（小型50銭銀貨）大正12年 造幣局 銀・銅 径2.4 2点 2019P3490
～ 3491

71 貨幣（小型50銭銀貨）大正15年 造幣局 銀・銅 径2.4 2点 2019P3492
～ 3493

72 硬貨50枚包（大型50
銭黄銅貨）

昭和21年 造幣局 銅・亜鉛 径2.4 長8.0 2点 包紙印刷「五拾銭貨 弐
拾五円」スタンプ

「21.12.4」

2019P3494
～ 3495

73 硬貨（大型50銭黄銅
貨）

昭和21年 造幣局 銅・亜鉛 径2.4 99点 2019P3496
～ 3594

74 貨幣（小型50銭黄銅
貨）

昭和22年 造幣局 銅・亜鉛 径1.9 25点 2019P3595
～ 3619

75 貨幣（小型50銭黄銅
貨）

昭和23年 造幣局 銅・亜鉛 径1.9 10点 2019P3620
～ 3629

76 貨幣（新1円銀貨） 明治21年 造幣局 銀・銅 径3.8 1点 2019P3630

77 貨幣（1円黄銅貨） 昭和23年 造幣局 銅・亜鉛 径2.0 18点 2019P3631
～ 3648

78 貨幣（1円黄銅貨） 昭和24年 造幣局 銅・亜鉛 径2.0 78点 2019P3649
～ 3726

79 貨幣（1円黄銅貨） 昭和25年 造幣局 銅・亜鉛 径2.0 3点 2019P3727
～ 3729
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80 日本銀行券（5銭、
楠木正成像）

昭和戦中期（昭
和19年）

大日本帝国印刷局 色刷 4.8×10.0 3点 2019P3730
～ 3732

81 日本政府紙幣（50銭、
板垣退助）

昭和戦後期（昭
和23年）

日本政府 色刷 6.0×10.8 2点 2019P3733
～ 3734

82 日本銀行兌換銀券
（大正兌換銀行券1
円、武内宿禰）

大正5年～昭和
戦前期

日本銀行 色刷 8.5×14.5 20点 2019P3735
～ 3754

83 日本銀行券（A号1
円、二宮尊徳）

昭和戦後期 日本銀行 色刷 6.8×12.4 27点 2019P3755
～ 3781

84 日本銀行券（1円、
武内宿禰）

昭和戦中期（昭
和18年）

日本銀行 色刷 7.0×12.2 1点 2019P3782

85 日本銀行券（A号5
円、彩紋）

昭和戦後期（昭
和21年）

日本銀行 色刷 6.8×13.2 7点 2019P3783
～ 3789

86 日本銀行券（A号10
円、国会議事堂）

昭和戦後期（昭
和21年）

日本銀行 色刷 7.6×14.0 11点 2019P3790
～ 3800

87 日本銀行券（A号
100円、聖徳太子）

昭和戦後期 日本銀行 色刷 9.3×16.2 1点 2019P3801

88 大日本帝国政府軍用
手票（10銭）

昭和戦中期（昭
和14年）

大日本帝国内閣印
刷局

色刷 5.1×10.7 1点 2019P3802

89 紙幣（1000ウォン、
退渓李滉と投壺）

1983 ～ 2005年 THE BANK OF 
KOREA（韓国銀行）

色刷 7.6×15.1 1点 2019P3803

90 紙幣（中華民国50円、
孫文）

中華民国61年
（1972）製版

台湾銀行 中央印製
廠

色刷 6.8×16.2 1点 2019P3804

91 貨幣セット 昭和55年 大蔵省造幣局 ビニル製フォ
ルダー

12.0×9.0 1組 1円、5円、10円、50円、
100円、年銘板

2019P3805

92 昭和61年貨幣セット 昭和61年 大蔵省造幣局 プラスチック
ケース

8.9×13.8 1組 1円、5円、10円、50円、
100円、500円、年銘板 
紙箱入り

2019P3806

93 パンフレット（昭和
61年貨幣セットのご
案内）

昭和61年 大蔵省造幣局 色刷 20.0×11.0 1点 2019P3807

94 弁当箱 昭和戦中期ヵ 不明 アルマイト製 11.5×17.5×4.3 1点 2019P3808

95 風呂敷（新村 井上
氏）

昭和時代ヵ 不明 木綿製 90.0×95.0 3点 2019P3809
～ 3811

96 算盤 昭和時代 不明 木・竹製 7.4×32.5 1点 井上照三使用 5つ玉 2019P3812

97 計算尺（Relay No.83）昭和30年代ヵ 三愛計器 竹製 3.0×22.7 1点 箱付き 330円 2019P3813

98 便箋 昭和戦後期ヵ 株式会社住友銀行 罫紙 冊子 25.7×18.3 1冊 井上照三使用 2019P3814

99 原動機付自転車運転
許可証

昭和27年9月30
日/交付

佐賀市公安委員会 印刷・ペン書 
紙製

7.1×11.2 1点 写真貼付 2019P3815

100 紙入れ （昭和時代） 不明 博多織 9.5×19.3 1点 井上照三使用 2019P3816

101 紙入れ （昭和時代） 不明 紙製 10.5×20.0 1点 井上照三使用 2019P3817

102 紙入れ （昭和時代） 不明 絹製 10.0×19.5 1点 井上照三使用 2019P3818

103 銭太鼓 昭和戦後期 不明 銅銭・竹製 径3.5 長21.0 1点 佐賀県嘉瀬町の風流
（秋祭り）で使用

2019P3819
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4. 合屋翠雲堂資料

〈資料内訳〉

書画……………………………………………………91件93点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 山水図 江戸時代（18-19
世紀）

雲谷等明 紙本墨画 掛幅
装

38.0×56.6 1幅 落款印「雲谷」（白文
瓢箪印）･「等明」（朱
文方印）

2019P3820

2 蓮図 江戸時代後期 伝木下逸雲 紙本墨画淡彩 
掛幅装

121.6×53.0 1幅 落款印「相宰之印」（白
文方印）･「逸雲」（朱
文方印）

2019P3821

3 二行書 江戸時代後期 二川相近 紙本墨書 掛幅
装

131.6×51.8 1幅 「清点士與女／餅言盈
五人」、落款「相近」･「相
近」（朱文長方印）･「二
川相近」（朱文方印）、
元は六曲屏風の一部

2019P3822

4 月見布袋図 江戸時代後期 衣笠探雪 紙本墨画 掛幅
装

61.5×26.1 1幅 落款「探雪」･「衣笠」
朱文方印、箱は別物

2019P3823

5 一行書「梨花一枝春」江戸時代後期 香樹院釋徳龍 紙本墨書 掛幅
装

94.6×28.3 1幅 引首印「淖明蜀□」（白
文長方印）、賛「梨花
一枝春」、落款印「釋氏」

（白文方印）･「德龍」（朱
文方印）、便箋2枚付属

（作者略歴のメモ･似顔
絵）

2019P3824

6 竹林賢人図 弘化3（1845）
年

伝斎藤秋圃 紙本墨画淡彩 
掛幅装

117.5×50.4 1幅 落款「七十八叟秋圃」
･「秋圃」（朱文長方印）

2019P3825

7 双鶴図 嘉永3（1850）
年

伝斎藤秋圃 紙本墨画淡彩 
掛幅装

62.4×27.2 1幅 落款「行年八十三歳秋
圃」･「秋圃」（朱文長
方印）

2019P3826

8 双鯉図 江戸時代後期 桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

52.9×84.6 1幅 落款「鳳井桑辰寫」･「梧
竹園主」（朱文方印）、

「斉藤秋甫と筑前の絵
師たち」展（平成14年
･福岡県立美術館）出
品作

2019P3827

9 亀図 江戸時代後期 吉嗣梅僊 紙本墨画 掛幅
装

26.6×38.8 1幅 落款「梅僊□中」･「梅
仙」（白文方印）･「寛」

（白文方印）、巻止墨書
「亀之図」

2019P3828

10 蓮蟹図 江戸時代後期 吉嗣梅僊 紙本墨画 掛幅
装

23.1×15.5 1幅 落款「六十七翁梅僊」
･「梅仙」（朱文方印）
･「寛」（白文方印）、
遊印「□□」（白文長
方印）

2019P3829

11 冬景山水図 安政2（1856）
年

中西耕石 紙本墨画淡彩 
掛幅装

29.5×42.2 1幅 賛「仿倪雲／林意図／
成為桐／玄遠□」、落
款「時在丙／辰之仲／
冬／耕石」･「翆墨□談」

（朱文方印）

2019P3830
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12 羅婦仙図 不明 松涛 絹本着色 掛幅
装

93.5×39.7 1幅 落款「松濤畫」･「□
直之印」（白文方印）

2019P3831

13 寿老神 近代 鈴木百年 紙本淡彩金泥
引 掛幅装

84.2×34.4 1幅 落款「百年」･「三万六千
日」（朱文方印）

2019P3832

14 山水図 近代 田能村直入 絹本墨画 掛幅
装

111.6×28.1 1幅 引首印「□」（白文変
形印）、賛「渓雲□不
流唯見秋山碧／直入山
樵田癡」、賛落款「田
癡之印」（白文方印）･

「直入□平」（白文方
印）、 絵落款「游戯翰
墨」（白文長方印）、巻
止墨書「直入山水」

2019P3833

15 秋景山水図 近代 阿南竹 紙本墨画淡彩 
掛幅装

164.5×38.2 1幅 「日痩林光□山深雪意
□一鐘何□南／前笠獨
歸僧」、落款「庚申黄
梅節寫幷題於／来城之
青於堂□中 竹 衡」

「衡印」（白文方印）「竹
室□」（朱文方印）

2019P3834

16 碧梧翠竹図 明治14（1881）
年

吉嗣拝山 紙本墨画 掛幅
装

134.0×45.0 1幅 引首印「□□□」（白
文長方印）、「碧梧翆竹
／辛巳記夏□於／古香
宝軒南／拝山左手」･

「吉達之印」（白文長方
印）･「拝山□」（朱文
方印）、落款印「一房山」
白文変形印、箱は別物

（表書「秋竹／少集筆
／題空石／一幅」）

2019P3835

17 松鷹図 明治28（1895）
年

竹富清嘯 紙本墨画墨書 
掛幅装

134.1×33.7 1幅 引首印「画癡」（朱文
長方印）、賛「乕眊□
前石龍揺底／上松誰知
千載究共是出／心胸」、
落款「乙未晩秋□於比
多究舎／併題児清嘯
生」･「半炷名香」（白
文方印）･「清嘯」（白
文方印）

2019P3836

18 山水図 明治29（1896）
年

大城谷桂樵 紙本墨画淡彩 
掛幅装

22.2×33.6 1幅 引首印「日□中」（白
文長方印）、賛「深舟
□／曲渓斜／与空亭／
接□人／石帰／去日暮
／踏紅葉」、落款「丙
申秋／作於／三池□舎
／七十三翁／桂樵」･

「桂」（白文方印）･「翁」
（朱文方印）、遊印:「手
□」（白文長方印）

2019P3837

19 渓渡樵歌図 明治39（1906）
年

秦金石 絹本墨画淡彩 
掛幅装

127.3×42.7 1幅 落款「渓渡樵歌／丙午
嘉平月金石山人」･「□
辰之印」（白文方印）･「金
石」（朱文方印）、遊印「金
石斎」（朱文長円印）

2019P3838
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20 雪中山水図 明治42年 作者不詳 絹本墨画淡彩 
掛幅装

128.5×53.0 1幅 引首印「天香堂」（朱
文長方印）、賛「一白
冬山合清光／照膽寒」、
落款「明治己酉夏日／
滋嵒川潔」･「川□潔」

（白文方印）･「憺□征」
（朱文方印）

2019P3839

21 蘭 明治時代 東久世通禧 絹本墨画 掛幅
装

124.6×43.2 1幅 引首印「何々一日□此
君」（白文長方印）、賛

「軽香無□處／墜露玉
参差／九□空多夢／湘
霊有所思」、落款「竹
亭併題」･「古□馬」（朱
文方印）･「通禧和印」

（白文方印）

2019P3840

22 勅題 社頭杉 大正3（1914）
年

賛：吉嗣拝山 
画：萱島秀山

絹本墨書墨画
淡彩 掛幅装

128.3×41.0 1幅 引首印「□□□□」（白
文長方印）、賛「宿霧
吹開暁色晴峰々離嶺／
旭光□森林人絶神鹿鎖
一路／杉風静有聲／勅
題社頭杉」、賛落款「拝
山并題」･「吉嗣」（白
文方印）･「拝山」（朱
文方印）、 絵落款「秀
山」･「萱島秀山」（白
文方印）･「□夾秀山」

（朱文方印）

2019P3841

23 飛鶴 大正14年 藤瀬冠邨 紙本墨画淡彩 
掛幅装

121.0×34.2 1幅 引首印「□□忘貧」（白
文長方印）、賛「層巒
□嶂翆桐連縹緲遵瀛□
曙天／一□暁過妙白電
或□南嶽送□仙」、落
款「大正十四年歳次己
丑元旦謹寫／勅題山色
連天之意并□蕪詞冠邨
洵」･「藤洵」（白文方印）
･「冠邨」（朱文方印）、
遊印「詩耘耕文」（白
文方印）

2019P3842

24 二行書「十里青松」 明治～大正時代 東瀛自閑 紙本墨書 掛幅
装

106.0×30.7 1幅 引首印「□□正□」（白
文長方印）、「十里青松
七里灘□沙雪蹟足真観
老僧／□有長生術日汲
冷泉澆謄肝」、落款「汲
古」･「釋東瀛印」（白
文方印）

2019P3843

25 山水図 近代 宅野田夫 紙本墨画 掛幅
装

130.2×39.0 1幅 落款「田夫」･「田夫」（白
朱混合方印）

2019P3844

26 岩に菊 近代 益田楳岳 紙本着色 掛幅
装

127.0×33.0 1幅 落款「小華舫主人 楳岳」
･「益田之印」（白文方
印）･「某岳」（朱文方印）

2019P3845

27 南天 近代 萱島秀山 絹本着色 掛幅
装

114.2×33.1 1幅 落款「秀山」 2019P3846
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28 月とあやめ 近代 萱島秀峰 紙本墨画淡彩 
掛幅装

27.0×24.1 
（台紙）44.7×
31.0

1幅 引首印「□□」（白文
長方印）、落款「秀峰」
･「秀峰」（白文方印）
･「所乍」（朱文方印） 

2019P3847

29 俵にねずみ 近代 海老崎雪渓ヵ 紙本墨画 掛幅
装

126.8×31.0 1幅 落款「雪渓」･「雪渓」（白
文方印） 

2019P3848

30 一行書「以不欺人為
第一」

近代 頭山満 絹本墨書 掛幅
装

102.3×32.1 1幅 引首印「□□□人」（朱
文長円印）、落款印「立
雲」（朱文方印）･「頭
山満」（白文方印）

2019P3849

31 「忍」 近代 渡辺玄外 紙本墨書 掛幅
装

114.5×29.0 1幅 引首印「艸 雖小法□」
（白文長方印）、墨書「忍 
百戦百勝不如一忍」、
落款「横岳老隠玄外書」
･「□都法窟」（白文方
印）･「玄外」（白文方印）

2019P3850

32 七言絶句 昭和7（1932）
年

宮崎来城 紙本墨書 掛幅
装

137.0×33.0 1幅 引首印「□□」（白文
長方印）、「沙煖泥融春
欲煙細風江上草／芊綿
行逢童子問君宅遙指／
青松緑竹邉」、落款「来
城」･「宮繁長□」（白
文方印）･「来城」（朱
文方印）、箱蓋表墨書

「宮嵜来城二十八字」、
蓋裏墨書「昭和壬申孟
春 来城自簽」･「□□
印」（白文方印）･「子寔」

（朱文方印）

2019P3851

33 七言絶句 昭和時代 松浦鎮次郎 紙本墨書 掛幅
装

136.7×34.2 1幅 引首印「静直適」（白
文長方印）、「□髪従軍
□箭□八洲草木識威／
風白旗不動兵楚静立馬
邊城見／乱鴻」、落款

「録頼翁詩 松浦鎮」「松
浦鎮印」（白文方印）「黄
寉平人」（朱文方印）

2019P3852

34 一行書「帰依三宝…」昭和13（1938）
年9月

樋川天海 紙本墨書 掛幅
装

138.6×33.5 1幅 「帰依三寶□□□」、落
款「戊寅菊月黙 方天
海」「□公後人」（朱文
方印）「方天海印」（白
文方印）

2019P3853

35 一行書「萬物発光輝」昭和時代 樋川天海 紙本墨書 掛幅
装

94.7×25.3 1幅 引首印「古香」（白文
長円印）、落款「天海
道人書」･「髙志」（白
文方印）･「天海」（朱
文方印）

2019P3854
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36 一行書「妙技人神」 昭和14（1939）
年

樋川天海 紙本墨書 掛幅
装

149.1×20.5 1幅 引首印「□心□□」（白
文変形印）、落款「為
合屋大兄／昭和十四年
五月吉日 天海拝書」･

「樋川」（白文方印）･「天
海」（朱文方印）、遊印

「□筋刻雲」（朱文変形
印）、箱蓋側面ペン書

「為合屋大兄／昭和
十四年／天海」

2019P3855

37 椿図 昭和時代 樋川天海 紙本墨画淡彩 
掛幅装

38.4×34.8 1幅 落款「天海画」 2019P3856

38 百寿百福 昭和15（1940）
年3月

樋川天海 紙本朱書 掛幅
装

各）122.8×32.0 2幅 各幅とも、「壽」「福」
の字を100の書体で朱
書きする、下部に墨書

「皇紀二千六百年三月
吉日」･「樋川」（白文
方印）･「天海」（朱文
方印）あり、落款「甲
斐住人 天海謹書」･「樋
川」（白文方印）･「天海」

（朱文方印）、箱蓋表墨
書「百壽百福」、蓋裏
墨書「為合屋善吉雅君
／昭和五十二年六月
十五日／日向国高千穂
住／甲斐産／天海 樋
川勉拝書（花押）」

2019P3857
～ 3858

39 梅図 昭和15（1940）
年

瓜生涓泉 紙本墨画 掛幅
装

140.6×34.0 1幅 引首印「虚心而能容」
（朱文円印）、賛 引首
印「□□□□」（白文
長方印）･「昧爽尋梅
到水郷横枝倒影／ 新
装村娘迎客供茶處意態
和春引外清」、落款「昭
和庚辰新年試毫 
七十三叟涓泉處士」･

「瓜生」（白文変形印）
･「涓泉」（朱文変形印） 

2019P3859

40 秋景山水図 近代 月小路石朋 絹本墨画淡彩 
掛幅装

20.5×18.1 1幅 「南山与秋色氣勢西／
争□閑者□其紛君／今
己間未」、落款「呉重
生寫」･「重印」（白文
方印）･「子直」（朱文
方印）、遊印「□□□□」

（白文長方印）

2019P3860

41 ジャンク 昭和2（1927）
年

月小路石朋 紙本墨画 掛幅
装

15.5×21.7 
（台紙）34.3×
21.7

1幅 「江山清□」、落款「丁
卯之晩春／石朋□」･

「石朋」（朱文方印）、
遊印「閑如斉」（白文
方印）

2019P3861
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42 久原崇徳寺雅集 昭和17（1942）
年4月29日

賛:松口月城 
画:月小路石朋

紙本墨画 掛幅
装

136.5×41.2 1幅 賛落款「昭和十七年四
月廿九日同誌友遊久原 
崇徳寺坊石朋先生／月
城」･「松口」（白文方印）
･「月城」（朱文方印）、
絵落款「石朋写」･「月
小路」（白文方印）･「石
朋」（朱文方印）、箱蓋
表墨書「久原崇徳寺雅
集合作 松口月城書」･

「月城」（朱文方印）･「松
口」（白文方印）、付属
物あり（昭和50年9月
18日付の松口氏による
作者情報メモ1枚）

2019P3862

43 蒋介石之詩 昭和20（1945）
年頃

松口月城 紙本墨書 掛幅
装

133.4×34.7 1幅 「勿以暴酬暴□戈在此
言/偉哉蒋介石正氣動
乾坤」、引首印あり、落
款「終戦時蒋介石総統
全軍民布告感謝作此/
月城」･「松口榮太」（白
文方印）･「月城」（朱
文方印）、箱蓋表墨書「蒋
介石総統布令感謝之
詩」、箱蓋裏「松口月城
詩」･「松口」（白文方印）
･「月城」（朱文方印）

2019P3863

44 心乃竹 昭和35（1960）
年

松口月城 紙本墨画 掛幅
装

134.6×33.9 1幅 引首印「□□」（白文
長方印）、落款「心乃
竹  昭和三十五年夏日/
月城」･「松口」（白文
方印）･「月城」（朱文
方印）、遊印「松口榮」（白
文方印）、箱蓋表墨書

「心乃竹 松口月城作」･
不明白文方印2顆あり

2019P3864

45 朱竹 昭和24（1949）
年12月

阿南大耘 紙本朱画墨書 
掛幅装

100.7×19.5 1幅 「丹倒石室発奇夢宝□
透□珊瑚枝」、落款「干
時昭和二十四師走月佳
日□拙大耘併題」、箱
蓋表ペン書「竹南筆 朱
竹」

2019P3865

46 牡丹 昭和39（1964）
年

阿南大耘 紙本墨画墨書 
掛幅装

134.5×53.5 1幅 合屋善吉新築記念、賛
「合糊用箟是神技／屋
内床襖漂雅趣／善行従
義温厚仁／吉祥寫貴常
満堂／新装瓦壁輝陽光
／築城将軍望樓慨」、
賛落款「記秋昭和卅九
年／念願成就万々歳」
･「大耘」（白文方印）
･「阿南」（朱文方印）、 
画落款「乾坤画人 大
耘画」･「大耘」（白文
方印）、遊印「楽大入
知命」（朱文変形印）

2019P3866
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47 寿合作 昭和47（1972）
年1月

合屋善吉 吉岡滋郎 
杉山光弘 安川重義 
北村茂男 伊賀孝一

紙本墨書 掛幅
装

134.5×34.3 1幅 「昭和四十七年正月於
日 合屋善吉 吉岡滋郎 
杉山光弘 安川重義 北
村茂男 伊賀孝一」、七
翠会（七福会時代）の
合作、巻止墨書「昭和
四十七年記」

2019P3867

48 五言絶句「新年無万
事…」

昭和52（1977）
年

作者不詳 絹本墨書 掛幅
装

35.9×27.3 1幅 「新年無万事／□起の
常□思／白静塵墨々濃
／詩又来」、落款「丁
巳歳首試豪／六々□
人」･「鴻雪画印」（白
文方印）

2019P3868

49 王之渙詩句「登鸛鵲
楼」

1982年 李 紙本墨書 掛幅
装

118.8×49.2 1幅 「欲窮千里目更／上一
層樓」、落款「王之渙
詩句／一九八二年夏 
李 」･「李 」（白文
方印）･「虚其心」（朱
文方印）

2019P3869

50 玉せせり 昭和時代 仙厓印 紙本墨画 掛幅
装

89.2×27.2 1幅 坂東平助氏による仙厓
模作、賛「鷲の□□□
の／ちめる／寺川に□
なる／□□に／神の□
代」、「仙厓」（朱文達
磨印）

2019P3870

51 芥屋の大門 昭和時代 仙厓印 紙本墨画 掛幅
装

90.3×28.0 1幅 坂東平助氏による仙厓
模作、賛「玄海□遅／
海岸裂潮受東朝／處影
□待□宮／直島三拝知
行□／一片風帆眠□
生」、「仙厓」（朱文達
磨印）

2019P3871

52 鶏合作 昭和時代 画：坂東平助 
賛：合屋善吉

紙本墨画淡彩 
掛幅装

46.5×34.0 1幅 「□筆」、「鶏の初声高
く／星光る／禅喜智」
･「合屋」（白文方印）
･「翠雲」（朱文方印）

2019P3872

53 梅椿 近代 大坪柊軒 紙本墨画 掛幅
装

69.5×30.6 1幅 落款「柊軒」、付属物
あり（紙片ペン書「大
坪柊軒〈書家〉／福岡
市荒戸町の人（明治中
期より昭和）」）

2019P3873

54 朧月 近代 大坪柊軒 紙本墨書 掛幅
装

各）135.5×22.4 2幅 引首印「□□」（白文
長方印）、本文「川に
沿と朧明りに野為行
く」「故山の野川に遊
ぶ朧月」、落款「柊軒」
･「愛□印」（白文方印）
･「柊軒」（朱文方印）

2019P3874
～ 3875

55 扇面「関無関」 近代 大坪柊軒 紙本墨書 掛幅
装

18.2×49.5 
（台紙）41.5×
59.0

1幅 落款「柊軒」･「愛□印」
（白文方印）･「柊軒」（朱
文方印）

2019P3876
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56 長江舟遊之図 近代 田能村竹南 紙本墨画淡彩 
掛幅装

113.2×35.1 1幅 引首印「□□」（白文
変形印）、賛「釣水逸
事也／尚持生殺之柄／
変棋清戯也且／動戦争
之心／可見喜事不／如
省事之為／適多能万若
無／能之全眞 落款:干
時壬申長月／於筑前宮
陽山客道中／発星山下
人田能村竹南」･「竹」

（白文方印）･「南」（白
文方印）、箱蓋表墨書

「田能村竹南作長江舟
遊之図」

2019P3877

57 達磨 近代 作者不詳 紙本墨画 掛幅
装

91.5×24.5 1幅 引首印「□□」（白文
長方印）、賛「人若向
平常心事笑指留山□古
雪 逸言」･「幾百年人
家無非□□」（白文方
印）･「□□□心□□
壺山人」（朱文方印）

2019P3878

58 ジャンク 近代 作者不詳 紙本墨画淡彩 
掛幅装

38.0×34.0 1幅 落款「并之助畫」 2019P3879

59 俳画 西行 近代 巌谷小波 紙本墨画淡彩 
掛幅装

23.5×35.6 1幅 元は折本、「西行を／
のこして／富士に／霞
みけり」、落款「小□」

「小波」（朱白混合方印） 

2019P3880

60 初暦 近代 無祥 紙本墨画淡彩 
掛幅装

131.4×34.7 1幅 「初暦森羅萬象之更」、
落款「無祥併題」･「無
祥」（朱文円印）

2019P3881

61 つわに小鳥 近代 柴原希祥 紙本着色 掛幅
装

45.7×25.5 1幅 落款「希祥写」･「希祥」
（朱文方印）、包紙ペン
書「つわに小鳥 □□
□茂子／平成十二年 
わら屋」

2019P3882

62 旭日兎 近代 南嶺 紙本墨画淡彩 
掛幅装

34.7×52.7 1幅 落款「南嶺寫」･「清」（白
文方印）･「風」（朱文
方印）

2019P3883

63 七草之図 近代 桑原恒秀（桑原萬
次郎）

紙本着色 43.0×29.0 1幅 巻止墨書「七草之図 桑
原恒秀通称万次郎」

2019P3884

64 四君子合作 近代 桑原恒秀（桑原萬
次郎）、半田鶴城、
合屋善吉、合屋善
克

紙本墨画淡彩 
掛幅装

131.4×33.0 1幅 落款:菊）「恒秀」 蘭）「翠
雲」･「翠雲」（朱文方印） 
竹）「印善」 梅）「鶴城」
･「鶴城」（朱文長円印）

2019P3885

65 蘭 近代 坂東莞晴 紙本淡彩 掛幅
装

31.8×28.8 1幅 落款「莞晴」･「莞晴」（朱
文長方印）、包紙ペン
書「坂東莞晴「蘭」」

2019P3886

66 なすび 近代 坂東莞晴 紙本淡彩 掛幅
装

31.8×28.8 1幅 落款「莞晴」･「莞晴」（朱
文長方印）

2019P3887

67 蓮に小禽 近代 坂東莞晴 紙本墨画淡彩 
掛幅装

130.7×34.4 1幅 落款「莞晴」･「莞晴」（朱
文長方印）

2019P3888
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68 梅図 近代 作者不詳 紙本墨画 掛幅
装

23.3×17.0 1幅 「淮邨」（朱文方印） 2019P3889

69 二行書「新林二月」 近代 中野正剛 紙本墨書 掛幅
装

137.5×32.3 1幅 引首印「□□□」（白
文長方印）／「新林二
月孤舟還／水満壽江並
満山」／落款「正剛」
･「中野正剛」（白文方
印）･「猷興學人」（朱
文方印）

2019P3890

70 李白詩 近代 王頌餘 紙本墨書 掛幅
装

115.6×51.5 1幅 引首印「知不足」（朱
文変形印）、「古人今人
若流水共看明／月皆如
此唯願當歌對酒／時月
光常照金樽裏」、落款

「李白詩 王頌餘」･「王
頌餘印」（白文方印）、
付属物あり（本文の詩
が掲載されている本の
コピー）

2019P3891

71 一行書 近代 北畠石聊 紙本墨書 掛幅
装

135.7×34.5 1幅 引首印「師心」（白文
長方印）、「国馳無礎」、
落款「□子孟夏 石聊
書」･「正廣之印」（白
文方印）･「石聊」（朱
文方印）

2019P3892

72 一行書 近代 北畠石聊 紙本墨書 掛幅
装

128.2×32.3 1幅 引首印「師心」（白文
長方印）、「□□心逾
静」、落款「甲□孟夏 
石聊書」･「正廣之印」

（白文方印）･「石聊」（朱
文方印）

2019P3893

73 二大字「可也」 近代 野田竹禅 紙本墨書 掛幅
装

36.7×69.2 1幅 引首印「自得」（白文
長方印））、「可也」、落
款「竹禅書」･「野田
照印」（白文方印）･「竹
禅」（朱文方印）

2019P3894

74 一行書「清如玉壷氷」近代 大坪籃海（大坪如
庵）

紙本墨書 掛幅
装

107.7×32.2 1幅 墨書「清如玉壷氷」（鮑
照「白頭吟」の一節）、
落款「籃影」

2019P3895

75 「雪」 近代 大坪籃海（大坪如
庵）

紙本扇面墨書 
掛幅装

14.6×48.0 
（台紙）38.0×
55.1

1幅 「雲」ヵ、落款「籃」･「古
魚狂人」（白文方印）

2019P3896

76 如意 近代 碧雲 紙本墨画 掛幅
装

31.7×45.6 1幅 引首印「□□省」（白
文長方印）、賛「萬里
一條□ 落款:碧雲□」･

「瑞嵒承□」（白文方印）
･「碧雲」（朱文方印）

2019P3897

77 掩八紘為宇 近代 蓮生観善 紙本墨書 掛幅
装

134.3×36.5 1幅 引首印「五岳山」（朱
文長方印）、墨書「掩
八紘為宇」、落款「善
通寺観善」･「善山主
大僧正観善印」（朱文
方印）、紙片3枚あり（釈
文のメモ）

2019P3898
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78 一行書「今日好日多
因縁」

近代 秀空（日輪山曼陀
羅寺65世）

紙本墨書 掛幅
装

134.7×33.8 1幅 引首印「□光」（朱文
長方印）、「今日好日多
因縁」、落款「日輪山
第六十五世秀空書」･

「秀空」（白文方印）･「大
俺」（朱文方印）

2019P3899

79 お酒天国 近代 孑孑（ぼうふら） 紙本墨書 掛幅
装

85.6×25.7 1幅 落款「孑孑戯」／本文
6行「朝は朝ざけ昼も
酒宵も夜中もこれだけ
はやめるどころかやめ
られぬ…」

2019P3900

80 俳句「春泥の…」 近代 孑孑（ぼうふら） 紙本墨書 掛幅
装

106.7×20.5 1幅 「春泥の芽桜山をのぼ
りきり」、落款「孑孑」、
巻止墨書「春泥之句」

2019P3901

81 拓本「梵鐘」 昭和49（1984）
年2月11日

― 紙本拓本 掛幅
装

63.5×50.8 1幅 「韓國／智異山実相寺
梵鐘 李榮俊／昭和
四十九年二月十一日」、
付属物（韓国語の新聞
切り抜き「本校博物館
所蔵 仏教美術巡礼

（7）」※巡礼の二字は
ハングル）

2019P3902

82 短冊「月瀬のさと」 昭和56（1981）
年

野村望東尼詠 紙本印刷 短冊 
掛幅装

35.8×6.0 1幅 昭和56年『向陵集』出
版記念品を表装したも
の、「いのちにもかけ
たる梅の花を見て／老
のゝぞみも月瀬のさと
／望東」、箱蓋表墨書

「月瀬のさと」、封紙（解
説付）付属

2019P3903

83 拓本「楓橋夜泊」 近代 ― 紙本拓本 掛幅
装

132.7×65.0 1幅 寒山寺石碑拓本、蘇州
版画

2019P3904

84 拓本「東海の･･･」 近代 ― 紙本拓本 掛幅
装

33.2×40.2 1幅 「東海の／小島の磯の
／白砂に／われ泣きぬ
れて／蟹とたはむる／
啄木」

2019P3905

85 銅車馬 近代 ― 紙本墨摺 掛幅
装

45.0×68.8 1幅 「銅車馬」･「秦始皇兵
馬俑」（朱文方印）･「中
國長安」（白文変円印）、

「丁丑歳」･「苗塙之印」
（白文方印）

2019P3906

86 飛天 近代 ― 紙本墨摺 掛幅
装

58.0×67.8 1幅 付箋（墨書「御祝 鶴
田」）あり、H13年福岡
県技能功労賞受賞祝

2019P3907

87 大津絵（鬼の念仏） 近代 ― 紙本木版色摺 
掛幅装

18.0×12.4 1幅 髙橋松山版のうち 2019P3908

88 拓本「タイ民族舞踊」近代 ― 紙本拓本 掛幅
装

59.6×31.0 1幅 2019P3909

89 拓本「タイ民族舞踊
（笛）」

近代 ― 紙本拓本 掛幅
装

50.7×29.3 1幅 2019P3910
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90 敵國降伏 近代 ― 紙本印刷 掛幅
装

127.5×45.9 1幅 付属物2点（紙片「醍
醐天皇宸翰／官幣大社
筥崎宮伏敵門勅額写／
筥崎神苑会蔵版」･紙
片「醍醐天皇ノ御宇延
喜…（以下7行）」）

2019P3911

91 紅型「チンチン馬」 近代 ― 紅型 掛幅装 26.0×33.8 1幅 2019P3912

寄贈資料　4.合屋翠雲堂資料

― 151 ―



5. 進藤美穂資料

〈資料内訳〉

近代資料………………………………………………65件65点

名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 辞令（書記） 昭和17年12月11
日

木浦府より進藤澄
男あて

墨書 一紙 朱印 23.0×31.5 1通 2019P3913

2 辞令（任朝鮮総督府
全羅南道郡属）

昭和19年1月20
日

朝鮮総督府より進
藤澄男あて

墨書 一紙 朱印 20.8×30.0 1通 2019P3914

3 履歴書 （昭和32年） 進藤澄男 複写 専用紙 朱
印

24.1×35.1 1通
（2枚）

「福岡食糧事務所」履
歴書用紙使用

2019P3915

4 履歴書写 （昭和31年） 進藤澄男 ペン書 罫紙 25.8×36.0 1通 2019P3916

5 軍事履歴書 昭和27年11月5
日

進藤澄男 複写 罫紙 朱印 24.8×35.0 1通 「食糧庁」罫紙 2019P3917

6 一時恩給請求書控 昭和25年2月10
日

進藤澄男より総理
府恩給局長あて

複写 朱印 26.0×36.6 1通 6・7は同折 2019P3918

7 履歴書控 昭和25年1月30
日

進藤澄男 複写 朱印 26.7×36.5 1通 6・7は同折 2019P3919

8 履歴書控 昭和25年1月30
日

進藤澄男 複写 朱印 25.7×36.7 1通 2019P3920

9 記（軍歴） （昭和20年） （進藤澄男） ペン書 鉛筆書 36.0×13.0 1枚 右半分欠 裏に赤鉛筆
書「恩給請求」と有

2019P3921

10 履歴書写 昭和31年10月12
日

外務大臣官房人事
課長

ペン書 25.8×35.8 1通 2019P3922

11 在職年計算書写 昭和31年10月12
日

外務大臣官房人事
課長

ペン書 鉛筆書 25.6×35.8 1枚 2019P3923

12 履歴証明書写 昭和31年6月16
日

福岡県民生部世話
課長西田文雄

ペン書 鉛筆書 25.8×35.8 1通 2019P3924

13 郵便貯金通帳 昭和17年 逓信省下関貯金支
局

ペン書 印刷 朱
印 スタンプ

18.5×30.5 1通 2019P3925

14 引揚者特別交付金国
庫債券

昭和42年8月16
日/発行

大蔵省 印刷 専用紙 9.0×21.0 1枚 「特別交付金認定通知
書」貼付

2019P3926

15 （特別交付金認定通
知書）

昭和43年7月25
日

福岡県知事亀井光 印刷 ペン書 朱
印 スタンプ

10.8×17.0 1枚 上部（14 ヵ）欠 日本
銀行福岡支店印有

2019P3927

16 第一月分保険料領収
証

昭和18年1月11
日

木浦郵便局書記補
嬉野厳（朱印）よ
り進藤澄男あて

ペン書 印刷 専
用紙 朱印

12.2×8.1 1枚 「朝鮮簡易生命保険」
用紙

2019P3928

17 書簡 （昭和18年）4月
3日

進藤速水から進藤
澄男あて

鉛筆書 ペン書 
便箋 白黒写真

15.1×22.2 1通 裏面に白黒写真4枚貼
付け

2019P3929

18 記（昭和20年配属先）（昭和20年代） （進藤澄男） ペン書 封筒 13.3×12.0 1枚 昭和20年4月から9月に
かけての部隊配属先と
本土送還の経緯

2019P3930

19 写真（進藤澄男） 大正～昭和時代
初期

撮影者不明 白黒写真 5.7×3.9 1枚 裏にペン書「姉様ニ最
後ノ御別レヲ告ゲタ
時」と有

2019P3931
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20 写真（進藤澄男） 昭和10年6月14
日

撮影者不明 白黒写真 8.6×5.8 1枚 裏にペン書「二十一才
帰国ノ時 昭和拾年六
月十四日なつかしの姫
路ニテ写」と有

2019P3932

21 写真（進藤澄男・昇
平）

昭和12年1月3日 御手洗写真館/撮影 白黒写真 10.2×7.2 1枚 裏にペン書「昭和拾二
年一月三日撮ル 木浦
御手洗写真館ニテ 小
生二十三才ノ春 昇平
二十二才ノ春 カフ
エー衆天ニ行キ昇平一
パイのビールで真赤な
顔して居たつけ 阿々」
と有

2019P3933

22 写真（進藤澄男） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.4×7.5 1枚 テニスコート 2019P3934

23 写真（進藤澄男） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.4×7.6 1枚 防具姿 2019P3935

24 写真（進藤澄男） 昭和11年7月21
日

撮影者不明 白黒写真 9.9×7.0 1枚 裏に墨書「昭和拾壱年
七月二十一日 火薬学
並鑿岩機学講習ノ為在
京城当時 於京城本町
四丁目 ××写真館 進
藤澄男」と有

2019P3936

25 写真（男子学生3人）（昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.6×7.5 1枚 裏にペン書・鉛筆書有 2019P3937

26 写真（男性1人・女
性1人）

（昭和時代） F.SHIBATA/撮影 白黒写真 8.5×5.5 1枚 裏にペン書「南鮮時代」
と有

2019P3938

27 写真（卒業当日の進
藤澄男）

（昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 8.7×5.7 1枚 裏にペン書・鉛筆書有 2019P3939

28 写真（武道大会前日
の進藤澄男）

（昭和8年） 撮影者不明 白黒写真 6.4×4.5 1枚 裏にペン書有 2019P3940

29 写真（男性2人） （昭和6年5月17
日）

撮影者不明 白黒写真 8.6×5.7 1枚 裏にペン書「昭和六年
五月十七日 二十二才 
十七才」と有

2019P3941

30 写真（集合） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 5.7×4.4 1枚 男性3人・女性3人・小
児2人

2019P3942

31 写真（男性4人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 5.5×8.5 1枚 裏にペン書「小生の最
後の学徒生活□夏だっ
たと想ふ」と有

2019P3943

32 写真（進藤澄男） 昭和12年11月 大村/撮影 白黒写真 12.0×7.9 1枚 裏にペン書「昭和十弐
年十一月 玉東小学校
長大村氏撮ス 木浦府
テ勤務当時」と有

2019P3944

33 写真（集合） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 9.8×14.0 1枚 男性2人・女性2人・学
生1人

2019P3945

34 写真（テニスコート
集合）

（昭和9年） 撮影者不明 白黒写真 11.2×15.5 1枚 裏にペン書「九年十月
の弐拾日の晩高岸氏ニ
受之 十九才の春写っ
たものだ 未だ若かり
し 当時を想へば 十年
二月記之」と有 鉛筆
書有

2019P3946
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35 写真（集合） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.9×15.0 1枚 男性7人・テニスコー
ト

2019P3947

36 写真（男性3人） 昭和17年元旦 撮影者不明 白黒写真 10.4×7.4 1枚 右上部欠 裏にペン書
「昭和十七年元旦 小生 
井崎未春 佐藤三郎」と
有

2019P3948

37 写真（進藤澄男） （昭和16年3月2
日）

撮影者不明 ペン書 白黒写
真

9.6×7.0 1枚 ペン書で「16.3.2」と
有 裏にペン書「撮昭
和拾六年参月八日 四
号作戦中泌水ニテ」と
有

2019P3949

38 写真（進藤澄男） （昭和14年12月）撮影者不明 ペン書 白黒写
真

8.0×6.7 1枚 2019P3950

39 写真（進藤澄男） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 7.2×5.4 1枚 2019P3951

40 写真（男性） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 7.6×5.6 1枚 2019P3952

41 写真（男性） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 8.0×5.0 1枚 2019P3953

42 写真（進藤澄男） （昭和14年10月
18日）

撮影者不明 白黒写真 8.6×5.8 1枚 裏にペン書「昭和十四
年十月十八日 征途ヲ
前ニシテ 竜山第八中
隊舎前ニテ進藤澄男」
と有

2019P3954

43 写真（男性6人） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 8.9×6.0 1枚 裏にペン書有 2019P3955

44 写真（男性5人） （昭和15年1月14
日）

撮影者不明 白黒写真 7.5×10.3 1枚 2019P3956

45 写真（男性3人） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.6×7.6 1枚 2019P3957

46 写真（男性5人） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 7.4×10.3 1枚 2019P3958

47 写真（進藤澄男） （昭和18年11月3
日）

撮影者不明 白黒写真 10.7×7.5 1枚 裏にペン書「28才 
18.11.3」

2019P3959

48 写真（進藤澄男） （昭和16年9月10
日）

撮影者不明 白黒写真 9.9×7.0 1枚 裏に赤鉛筆書「19.9.10」
と有

2019P3960

49 写真（進藤澄男） （昭和17年1月18
日）

撮影者不明 白黒写真 10.5×7.5 1枚 2019P3961

50 写真（進藤澄男） （昭和17年1月1
日）

撮影者不明 白黒写真 10.5×7.4 1枚 裏にペン書「17.1.1」
と有

2019P3962

51 写真（男性2人、小
児2人）

（昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.2×7.2 1枚 2019P3963

52 写真（進藤澄男） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 11.3×7.7 1枚 2019P3964

53 写真（男性3人） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.5×7.5 1枚 2019P3965

54 写真（男性集合） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 10.8×14.8 1枚 裏にペン書有 2019P3966

55 写真（男性集合） （昭和14年12月
中旬）

撮影者不明 ペン書 白黒写
真

10.4×14.6 1枚 裏にペン書「昭和十四
年十二月中旬 装甲列
車勤務時代」と有

2019P3967
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56 写真（男性集合） （昭和14年7月） 撮影者不明 ペン書 白黒写
真

10.8×15.7 1枚 裏にペン書「昭和十四
年七月 写守康協会裏
ニテ」と有

2019P3968

57 写真（男性4人） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 14.8×10.6 1枚 2019P3969

58 写真（男性集合） （昭和10年代） 撮影者不明 白黒写真 15.0×10.8 1枚 2019P3970

59 写真（恩賜財団軍人
援護会朝鮮本部派遣
第9回北支皇軍慰問
団）

（昭和16年） 撮影者不明 白黒写真 10.2×14.8 1枚 新聞切抜「元気な顔便
り」（昭和16年5月14日
朝日新聞）貼付

2019P3971

60 写真（男性4人） （昭和16年） 撮影者不明 白黒写真 14.6×10.8 1枚 57と同構図 裏に新聞
切抜「身は病床に思ふ
戦友の事」貼付

2019P3972

61 勲八等白色桐葉章 （昭和10年代） 内閣賞勲局 金属製 リボン 3.3×3.3 1点 箱付 2019P3973

62 支那事変従軍記章 （昭和10年代） 内閣賞勲局 金属製 リボン 径3.0 1点 箱付 2019P3974

63 赤十字社員章 （昭和時代） 日本赤十字社 金属製 リボン 径3.0 1点 箱・徽章付 2019P3975

64 50銭硬貨 明治40年 造幣局 金属製 径2.7 1枚 2019P3976

65 50銭硬貨 昭和22年 造幣局 金属製 径2.0 1枚 2019P3977
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6. 坂田立子資料（追加分）

〈資料内訳〉

1. 武術・兵法免許関係 ……………………………… 19件22点

2. 絵画・書跡 …………………………………………… 9件9点

3. 教育絵画・書跡……………………………………   8件10点

4. 書籍・楽器・手回品その他……………………… 13件22点

5. 写真…………………………………………………… 7件7点

6. 彫刻…………………………………………………… 1件1点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〈総計〉57件71点        

1. 武術・兵法免許関係

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1-1 （胆石流兵法書断簡）文政10年11月 
安政5年3月

藤田仲智規より吉
村平蔵
菊池香衛門より吉
村武之充尚邦

紙本墨書 
巻子装（破損）

16.6×83.6 1点 黄色罫線 「衣装胆石」 
調査番1①

2019P3978

1-2 （丹石流居合術） （江戸時代） 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

16.6×93.2 1点 前後破損 黄色罫線 
調査番1①の続きか 
調査番1②

2019P3979

2 丹石流兵法書断簡 （江戸時代） 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

16.6×94.0 1点 破損 前後散逸
黄色罫線「胆石流操達
琢磨剣用之巻」ほか 
調査番1⑤

2019P3980

3-1 丹石流打太刀琢磨剣
用之巻

天保4年9月 
慶応2年11月

藤田仲智規より吉
村平蔵 藤田仲智治
より坂田忠衛門

紙本墨書 
巻子装（破損）

17.9×91.0 1点 黄色罫線 破損 途中よ
り張り付き開けず 表
装残る 調査番1④

2019P3981

3-2 丹石流小太刀琢磨剣
用之巻

江戸時代 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

17.9×91.5 1点 黄色罫線 破損 途中よ
り張り付き開けず 
調査番1③

2019P3982

4-1 兵法
（剣術伝授書断簡）

天明6年4月 三宅健五郎（印）
より坂田忠左衛門

紙本墨書 
巻子装（破損）

18.5×187.0 1点 うす緑色罫線 破損2枚 
調査番2①

2019P3983

4-2 （兵法書断簡） 不詳 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

18.5×93.8 1点 うす緑色罫線 破損  
調査番2③

2019P3984

5 自得流目録 天保9年 井上兵左衛門得一 紙本墨書 
巻子装（破損）

17.8×92.8 1点 うす緑色罫線 
調査番2⑤

2019P3985

6 自得流式方伝（鎗術）万延元年9月 伊藤蛟正俊より
吉村武之充

紙本墨書 
巻子装（破損）

18.0×182.0 1点 黄色罫線 調査番2⑦ 2019P3986

7 （自得流鎗法序 目録
一巻）

明治2年12月吉
日

伊藤 （印）より
坂田又三

紙本墨書 
巻子装（破損）

18.0×182.0 1点 途中「天保九年井上兵
左衛門得一より吉村平
蔵」 調査番2④

2019P3987

8 兵法目録（十一巻） 明治2年12月 伊藤正俊（印）よ
り坂田諸澄

紙本墨書 
巻子装（破損）

18.5×46.6 1点 うす緑色罫線 破損 巻
末部分のみ 調査番2②

2019P3988

9 目録断簡（自得流） 明治2年12月 伊藤 より坂田又
三

紙本墨書 
巻子装（破損）

17.8×49.6 1点 破損 巻末部分 途中「吉
村平蔵」宛残存 
調査番2⑥

2019P3989

10 以心流目録 （江戸時代） 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

18.4×91.4 1点 調査番3 2019P3990
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11 （鏡智流鎗術書） 嘉永元年8月吉
日

吉村武大夫尚鎮
（印）より坂田助之
丞

紙本墨書 
巻子装（破損）

19.6×41.2 1点 赤色罫線 朱筆あり 
調査番4③ 

2019P3991

12 （鏡智流・鎗法目録 
直鎗 長太刀ほか ）

不詳 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

19.6×98.6 1点 赤色罫線 調査番4① 2019P3992

13 （鏡智流鎗術書 穂 鎗
術）

不詳 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

19.6×95.6 1点 赤色罫線 調査番4② 2019P3993

14 本心鏡智流鍵鎗目録 不詳 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

19.6×96.0 1点 赤色罫線 調査番4④ 2019P3994

15 初目録 不詳 不詳 紙本墨書 
巻子装（破損）

19.6×94.6 1点 赤色罫線 うす緑色罫
線 調査番5

2019P3995

16 上悪中好下用
（馬術十五ヶ条）

文化2年8月28日 毛利二三次利美
（印）より吉村武三

紙本墨書 
巻子装（破損）

18.0×134.2 1点 赤色罫線 2019P3996

17 上悪中好下用 文化3年8月28日 毛利二三次利美
（印）、内山權兵衛
信澄より吉村武三

紙本墨書 
巻子装（破損）

19.0×153.0 1点 赤色罫線 調査番6② 2019P3997

18 目良流砲術目録
（次第等）

慶応2年10月 原田勝大夫より
坂田忠右衛門

紙本墨書 
巻子装（破損）

18.2×267.0 1点 表装残る 調査番7 2019P3998

19 籐箱 近代 不詳 木製 布 糸 軸長21.0 布18.0 1点 巻子表装布7枚 軸木3
本 表装紐2本 調査番8

2019P3999

2. 絵画・書跡

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

20 背旗「坂田助之丞」 江戸時代後期 坂田家 絹本着色 
掛幅装

136.5×28.5 1幅 木箱（上書き）「坂田
助之丞」（表具修理 元
の背旗革紐・布など入
る） 調査番5

2019P4000

21 書「筆成塚墨成池」 甲子夏二月
（江戸～大正時代）

八十四叟棟書 紙本墨書 
掛幅装

131.0×59.4 1幅 天保5年または明治27
年 調査番4

2019P4001

22 書「福海深無際」 （江戸～大正時代）黄檗木庵ヵ 紙本着色 
掛幅装

123.5×37.5 1幅 調査番7 2019P4002

23 猿図 （江戸～大正時代）不詳 紙本着色 
掛幅装

横29.5 1幅 縦の折れ、切れの破損
激しい

2019P4003

24 明治乙酉達山書・山
水図

明治乙酉（18年）
立秋前九月

達山 絹本着色 
掛幅装

158.0×52.9 1幅 調査番8 2019P4004

25 大日本艇億貨幣古今
集

大正5年6月8日
発行

秋好善太郎編集・
発行 東洋印刷

石版色刷 
掛幅装

129.5×77.5 1幅 下部に掲載された貨幣
の説明つく 調査番6

2019P4005

26 達磨図 近代 鐵 （朱印） 紙本着色 
掛幅装

130.3×50.5 1幅 木箱（上書き）「鐵
達る磨」 調査番1

2019P4006

27 柳葦に水村図 近代 盛来 絹本着色 
掛幅装

98.5×32.0 1幅 調査番2 2019P4007

28 福神藻刈図 昭和時代 愛山ヵ 絹本着色 
掛幅装

1018×39.3 1幅 紙箱 山渓村で川船で
藻刈する恵比須と大黒 
調査番3

2019P4008
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29 木箱（軸装入れ） 近代 作成不詳 木製 縦83.0 横16.8 縦
10.2

1点 軸装表装布2枚「清嘯 
道人 水墨山水」 
調査番18

2019P4009

30 歴史教育絵画「神武
天皇 自ら集を率い
て東国を平定し給
う」

明治35年5月27
日

乾南陽原画 細井種
生画 松声堂編纂 
中島丑松編集発行 
勢栄社田中栄治郎
印刷

石版色刷 縦45.2 1枚 横破損 調査番1 2019P4010

31 七夕飾り（奉七夕の
和歌）

昭和3年7月7日 渡辺リツ、立子 紙本墨書 
めくり

235.0×25.0 3点 万葉集一首、自作和歌
1首 色紙飾付き竹棒1本 

「天の川（万葉集）」 「く
にのためいよいよつく
せ千万の民の心を一つ
になして」 調査番2

2019P4011
～ 4013

32 竹図 近代 作成不詳 紙本墨画 
掛幅装

横68.0 1点 破損し巻の状態、中に
破損軸等を包む 
調査番3

2019P4014

33 書「天神忠孝」 明治甲辰 作成不詳 紙本墨書 
めくり

35.0×130.0 1枚 調査番4 2019P4015

34 書「己の欲せざると
ころは人に施すなか
れ」

近代 停雲 紙本墨書 
めくり

35.0×125.0 1枚 調査番5 2019P4016

35 書「漱清泉」 近代 環雲居 紙本墨書 
めくり

35.0×130.0 1枚 調査番6 2019P4017

36 書「漢詩 一夜秋風
鴈声送」

近代 弧鶴 紙本墨書 
めくり

35.0×130.0 1枚 調査番7 2019P4018

4. 書籍・楽器・手回品その他

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

37 手鏡 江戸時代 松岡豊前守藤原政
重

青銅製 径9.4 
長17.2（柄込み）

1面 調査番18 2019P4019

38 木箱（古銭入り） 近世～近代 作成不詳 木製 一部漆塗
り 銅 上紐

縦24.0 横11.0 高
4.7

1箱 差銭（寛永通宝1 宣徳
通宝1 皇宋通宝24、欠
け銭錆銭多数）  
調査番14

2019P4020

39 木箱（水天宮御守） 近代 久留米水天宮 木製 紙  縦21.1 横9.0 高
3.0 
縦16.5 横6.4（水
天宮御守）

1点 「水天宮御守」包紙入
り4枚 「香椎宮御神供

（印）」「宮地嶽神社御
（印刷）」 調査番15

2019P4021

40 木箱 近代 作成不詳 木製 一部漆塗
り

縦29.0 横13.4 高
8.0

1点 蓋の上部朱漆塗あり 
桟木、仏具破損部品等
入る

2019P4022

41 三階菱紋入経箱 年代不詳 作成不詳 木製 漆塗 金泥
紋

縦22.8 横4.8 高
4.0

1点 箱中区切りあり、数珠
1本（破損）入り 
調査番14

2019P4023

3. 教育絵画・書跡

寄贈資料　6.坂田立子資料（追加分）

― 158 ―



番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

42 日俄交渉戦記初編 光緒甲辰孟春
（1904年）

香港清記書局 寒江
釣幸叟編 世外逍遥
客字

印刷 書冊 17.5×10.3 6冊 露分華語訳（日露戦争） 
調査番16

2019P4024
～ 4029

43 謡本（土蜘蛛、吉野
天人、項羽、経政、
猩々）

明治32年出版、
41年製本

観世清廉 京都桧常
之助

印刷 書冊 22.6×16.0 5冊 （印）「馬場」 調査番19 2019P4030
～ 4034

44 和歌「都鄙年」 近代 七十歳照文 墨書 色紙 17.8×3.4 1枚 台紙1枚付き「朝かす
み大内山をたちそめて
なひくも広き御代の春
かな」

2019P4035

45 籐あみ籠箱 近代 作成不詳 籐製 24.0×13.5 1箱 中に紐入り 2019P4036

46 三味線 昭和時代 作成不詳 木製 革 紙 糸
布 金属

縦98.0 横20.0 1竿 収納袋入り 坂田立子
氏使用か 調査番23

2019P4037

47 大正琴 近代 作成不詳 木製漆塗り 金
属 上

縦11.8 横60.0 高
7.0

1竿 坂田立子氏使用か 表
に三保松原・富士図 
調査番24

2019P4038

48 縞地折たたみ小物入 昭和時代前期 （渡辺家） 布 鉄 水晶 10.3×16.9 1点 久留米朝倉方面にて戦
災を受け、一部焦げる
数珠と和ハサミ（折れ） 
毛抜きが入る  
調査番12

2019P4039

49 花模様簪 （明治時代） 作成不詳 銀 鉄 長9.9 1本 鎖7本付先にメダル、
編籠入り 調査番15

2019P4040

5. 写真

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

50 写真（坂田忠右衛門）明治31年 撮影不詳 紙焼き 11.6×7.7
（台紙込み）

1枚 台紙より剥がれあり 
（裏）「明治三十五年写 
同ねんない二月二十八
日也 坂田忠左衛門 行
年六十五才 長男諸政
大阪ニテ死亡 次男武
之介所持」 調査番21

2019P4041

51 写真（秋月種樹肖
像・秋月種樹選万歳
亭記）

明治31年2月
（万歳亭記）

小川一眞
（肖像写真撮影）

紙焼き 額装 20.9×51.1（額） 1面 写真2枚を額装  「旧高
鍋藩主貴族院議員従三
位」「秋月種樹公」 
調査番9

2019P4042

52 写真「昭和十年十一
月十八日於鹿児島大
本営前撮影」

昭和10年以降 撮影不詳 紙焼き 額装 22.0×29.5 
34.5×43.0（額）

1面 記念写真（使用乗用車
と運転手（複数） 坂田
氏も写る）

2019P4043

53 写真アルバム 大正～昭和時代
前期　
昭和40年代

（坂田家） 白黒写真、カ
ラー写真貼り
付け アルバム
帖

34.0×31.0 1冊 古人物 秋月町祭礼、秋
月藩主関係祭礼 ハワイ
時代の知人（雇い主家
族）、戦後坂田越後守
墓参ほか 調査番13①

2019P4044
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

54 写真アルバム 大正時代～昭和
10年代、昭和30
～ 40年代

（坂田家） 白黒写真、カ
ラー写真貼り
付け アルバム
帖

33.3×28.0 1冊 大正から昭和初期小学
校集合写真、昭和11年
ごろBS（ブリジスト
ン）工場関係写真 在
支兵士写真、戦後西鉄
ライオンズパレード、
運輸会社、社員、大工
町中スナップ、九州各
地旅行 坂田越後守墓
碑慰霊祭 調査番13②

2019P4045

55 写真アルバム 昭和10年代、昭
和30年代

（坂田家） 白黒写真貼り
付け アルバム
帖

32.2×28.0 1冊 九州各地旅行スナップ 
博多どんたく参加会社
スナップ、どんたく行
列写真、大工町中祭礼
スナップなど ほかに
昭和10年紫水会旅行記
念写真を含む 
調査番13③

2019P4046

56 写真アルバム 昭和40 ～ 50年代（坂田立子） カラー写真貼
り付け アルバ
ム帖

16.6×29.0 1冊 「日南人形作家協会」
用アルバム、人形制
作・研修、作品の写真 
調査番13④

2019P4047

6. 彫刻

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

57 神像（上秋月神社御
神体）

江戸時代前期 （坂田家） 木製 着色 高22.0 横16.5 1躯 上秋月神社（坂田越後
守居城跡） 箱入り 木蔵
表面状態は破損、とこ
ろどころ色剥げ、左手
部分よわい 調査番16

2019P4048
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7. 安陪光正資料

〈資料内訳〉

1. 刀剣…………………………………………………… 4件4点 

2. 刀剣関係文書……………………………………… 12件12点

3. 書跡・絵画等……………………………………… 11件11点

4. 近代書簡等………………………………………… 26件26点

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　  〈総計〉53件53点        

1. 刀剣

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 刀 無銘 伝 大和志津 鎌倉時代末期 伝大和志津 鎬造 庵棟 腰反
り、中鋒延びる、
鍛え板目肌流
れ 目釘穴2

刃長69.3 
反り1.8

1振 肌よく約まり、地沸つ
き地景入る、湯走り・
沸こぼれあり 刃文は、
匂出来、焼きの低い小
乱れ、足・金筋・砂流
し入る 帽子は差表は
火焔、差裏は乱れこみ
小丸尖りごころ 茎は
大磨上、先浅い刃上が
り栗尻、鑢目やや勝手
下がり 彫物は、表裏
共棒樋に添樋、樋先上
がり、茎の目釘穴横で
掻き流す

2019P4049

2 太刀 銘 備前国長船
住□□

南北朝時代 長船□□ 鎬造 庵棟 華表
反り、中鋒、
板目肌に杢交
じり、目釘穴3

刃長73.3 
反り2.8

1振 肌よく約み、地沸細か
に入り、地景・湯走り・
沸こぼれ入る、鎬筋に
沿って映りあり 刃文は
匂出来、小沸つき、小
乱れに互の目、足・逆
足・金筋・砂流し入る 
帽子は掃き掛け、返り
強し 茎は、磨上げ、先
刃上がり栗尻、鑢目切 
彫物は、佩表に草の倶
利伽羅文、佩裏に梵字

2019P4050

3 刀 無銘 桃山時代 不詳 鎬造 庵棟 やや
腰よりの中反
り、中鋒延び
る。鍛え板目
肌柾がかり、
目釘穴2

刃長76.2 
反り2.2

1振 肌よく約み、地沸入り、
湯走りつく 鎬地・樋中
は肌立つ 刃文は、沸出
来、大乱れ、焼き幅広く、
刃縁に働きあり、荒沸・
足・逆足・丁子足・
玉・金筋・砂流し入り、
鎬に沿いさかんに飛び
焼き入る 帽子は一枚、
返り浅し 茎は大磨上、
先切 彫物は表裏とも刀
樋、樋先やや上がり、
茎目釘横で掻き流す

2019P4051

4 脇差 無銘 戦国時代 不詳 鎬造 庵棟 先反
り 中鋒、鍛え
板目肌、目釘
穴1

刃長52.8 
反り1.1

1振 鍛えは板目肌、地沸つ
き、地景入る 刃文は
匂出来、細直刃 帽子
は突き上げ 茎は大磨
上、先尻、鑢目勝手下
がり

2019P4052
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

5 重国之折紙 安永9年極月3日 本阿（花押） 墨書 折紙 32.6×48.9 1枚 「南紀重国」「代金子拾
五枚」 （包紙）「重国之
折紙」 （裏）（印）「本」  
整理番号1

2019P4053

6 師光之折紙 元禄9年7月3日 本阿（花押） 墨書 折紙 33.8×49.8 1枚 （包紙）師光之折紙」 
（裏）（印）「本」 整理
番号刀2①

2019P4054

7 下札「備前国師光代
金百枚」

江戸時代 （本阿弥家） 切紙 長35.0 1枚 整理番号刀2② 2019P4055

8 下札「摺上師光刀拵
迄 金弐枚五両」

江戸時代 （本阿弥家） 切紙 長31.2 1枚 （裏）（印）「本」 整理
番号刀2③

2019P4056

9 包紙（師光之札） 江戸時代 （本阿弥家） 墨書 包紙 19.5×8.2（折状
態）

1包 付箋「はじめより中な
し」 整理番号刀3

2019P4057

10 下札（嶋田刀） 江戸時代 （本阿弥家） 墨書 包紙 17.2×8.0（折状
態）

1包 札「スリ上島田刀金壱
枚五両」 包紙「嶋田刀
札」 整理番号4

2019P4058

11 下札（佑定脇指札） 江戸時代 （本阿弥家） 紙 墨書 長30.0 1枚 札「佑定刀金壱枚」 包
紙「佑定脇指之札」 整
理番号5① 

2019P4059

12 祐定大小拵注文 江戸時代 不詳 墨書 継紙  14.9×53.2 1通 整理番号5② 2019P4060

13 下札（山城国信国） 江戸時代 不詳 墨書 切紙 長34.0 1枚 「山城国信国代金百枚］ 
整理番号6

2019P4061

14 下札「直井兼信」 江戸時代 不詳 墨書 切紙 長30.0 1枚 「直井兼信代金百参拾
枚」 整理番号7

2019P4062

15 下札（越中国佐伯則
重）

江戸時代 不詳 墨書 切紙 長16.5 1枚 「越中国佐伯則重代金
参百五拾枚」 整理番号8

2019P4063

16 鑑定子札（大和志津
包氏）

江戸時代 （本阿弥家） 紙 墨書 長33.2 1枚 包（上摺）「鑑定子札」 
札「大和志津包氏 観
王 長弐尺弐寸九分」

（裏）「本阿弥光顕」 整
理番号9

2019P4064

3. 書跡・絵画等

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

17 黒田一貫漢詩巻 江戸時代中期 「黒田一貫筆（印）」紙本 墨書 巻子
装

29.2×88.0 1巻 紙箱（元の表装材入り） 
題箋「無流（滄）様御筆」

（詩題）「煙寺晩鐘」「遠
浦帰帆」「山一晴嵐」「漁
村夕照」「江天暮雲」「平
沙落雁」  題箋写真1枚、 
整理番号1

2019P4065

18 黒田一雄書「厚生」 明治時代 「従五位黒田一雄
（印）」

紙本 墨書 掛幅
装

27.5×39.0 1幅 木箱（箱書）「一雄 厚生」 
表具変え 整理番号2

2019P4066

2. 刀剣関係文書
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

19 小堀遠州書状 江戸時代初期 小堀遠州より清泉
寺様

紙本 墨書 掛幅
装

30.7×43.6 1幅 木箱（箱書） 「清泉治
宛小堀遠州書状」　解
読原稿（三昧堂孝介）
1枚入り  整理番号3

2019P4067

20 亀井南冥書「今日水
猶寒」

江戸時代後期 亀井南冥（印）「東
西南北」

紙本 墨書 掛幅 21.7×43.5 1幅 木箱（貼）「南冥 秋水」 
（箱蓋裏書）「安陪士伝
来亀井南明書昭和50年
秋表装 三枚堂孝介」 

（箱入り）「書と人 庄
野寿人西日本文化」コ
ピー 3枚、堂山解読・
解説原稿「駱賓王「易
水送別」の4句目」 整
理番号4

2019P4068

21 仙厓書画「世尽美女」江戸時代後期 仙厓（印） 紙本 墨書画 掛
幅装

23.7×57.2 1幅 木箱（箱蓋表書）「仙
厓図美女」　（付属）仙
厓年表、西日本新聞切
り抜き「クローズアッ
プ 三宅秀雄（表具師）」  
整理番号5

2019P4069

22 仙厓書画「東風ふか
ば」

江戸時代後期 仙厓（印） 紙本 墨書画 掛
幅装

86.5×25.9 1幅 木箱 （出光仙厓展作品
リスト）入り  整理番
号6

2019P4070

23 韃靼人雪中乗馬狩行
図

江戸時代後期 斎藤秋圃 紙本 淡彩 掛幅
装

120.5×55.5 1幅 木箱（箱蓋裏） 「行年
八十二土筆翁秋圃」 （ほ
か三宅氏旧蔵とあり）
整理番号7

2019P4071

24 菊図 江戸時代後期 「霞樵」（印）（池大
雅）

紙本 墨書 掛幅
装

37.7×50.4 1幅 箱蓋裏（昭和40年「船
島伴作娘」より求め） 
整理番号8

2019P4072

25 農夫図 江戸時代後期 「竹田」（印）（田能
村竹田）

紙本 墨書 掛幅
装

32.7×34.8 1幅 箱蓋裏（昭和40年「船
島伴作娘」より求め） 
整理番号9

2019P4073

26 山水図 天保11年 （平野五岳） 紙本 淡彩 掛幅
装

103.5×34.8 1幅 木箱 古表装具入り 解
読文3枚入り　蓋裏墨
書あり 整理番号10

2019P4074

27 豪湖書「愛高日星眠」江戸時代中期 豪湖 紙本 墨書 掛幅
装

95.8×26.7 1幅 木箱（箱蓋裏）昭和45
年求める） 整理番号11

2019P4075

4. 近代書簡等

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

28 黒田一雄書簡 （明治時代）9月
17日

（黒田）一雄より安
陪庄作殿

墨書 継紙 16.5×58.8 1通 封筒 （上書き）「安陪
正作殿要用 正作殿不
在ニ候ハハ勝太郎殿御
披見」  「10月9日」（後
鉛筆書） 整理番号5

2019P4076

29 黒田一雄書簡 （明治時代）3月
30日

（黒田）一雄より（安
陪）正作殿（ママ）

墨書 一紙 15.9×26.7 1通 本紙のみ 整理番号7 2019P4077
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

30 黒田一雄書簡 （明治時代）4月
5日

（黒田）一雄より
（安陪）正作殿

墨書 継紙 16.2×44.6 1通 封筒 （上書き）「正作
殿 一雄」 整理番号10

2019P4078

31 黒田一雄書簡 （明治時代）7月
10日

（黒田）一雄より
（安陪）庄作殿

墨書 継紙 16.7×63.8 1通 封紙  「於下座郡三奈木
村安陪正作様 於博多
岡新地黒田一雄」 整理
番号4

2019P4079

32 黒田氏書簡 （明治時代）10
月8日

黒□より安陪先生 墨書 継紙 16.0×60.5 1通 （裏書）「安陪先生御直
披 黒□（破損)」 整理
番号15

2019P4080

33 三奈木隠宅書簡 （明治時代）4月
月19日

三奈木隠宅より
（安陪）庄作様

墨書 罫紙（青
線） 

17.1×32.4 1通 整理番号2 2019P4081

34 黒田一雄書簡 （明治時代）1月
15日

（記載なし） 墨書 継紙 16.5×37.5 1通 （裏書）「急キ 安陪庄
作様 黒田一雄」 整理番
号14

2019P4082

35 黒田一雄書簡 （明治時代）2月
10日

（黒田）一雄（印）
より（安陪）庄作
殿

墨書 継紙 16.6×45.2 1通 （一つ書による指示書） 
整理番号16

2019P4083

36 「舌 」 （明治時代）5月
1日

作成不詳 墨書 一紙 16.8×34.2 1通 整理番号19 2019P4084

37 黒田一雄書簡 （明治時代）10
月30日

（黒田一雄） 墨書 一紙 16.3×55.8 1通 （本紙裏書）「安陪庄作
様 急用 黒田一雄」 整
理番号8

2019P4085

38 黒田一美書簡 （明治時代）4月
15日

（黒田）一美より
（安陪）庄作

墨書 罫紙（青
線） 継紙 

12.3×81.8 1通 封筒 （上書き）「庄作
殿一美 要用 本信」 整
理番号1

2019P4086

39 封筒 （明治時代） （記載なし） 色刷り 4.5×18.9 1枚 （上書き）「直披」 中身
なし 整理番号21

2019P4087

40 黒田一雄書簡「独覧」（明治時代）5月
1日

黒田（印）一雄よ
り庄作殿

墨書 継紙 16.1×126.8 1通 整理番号12 2019P4088

41 板波規江組合案 （明治時代） 作成不詳 墨書 継紙 16.5×18.5 1通 40の付紙 整理番号17 2019P4089

42 黒田一雄書簡 （明治時代）9月
3日

（黒田）一雄より
（安陪）庄作殿

墨書 一紙 15.4×39.9 1通 整理番号20 2019P4090

43 礼状（嘉永向き万端
懇切につき）

明治7申戌年 安陪正作殿 墨書 一紙 16.2×52.0 1通 封紙あり 整理番号3 2019P4091

44 黒田一雄書簡 明治18年6月26
日

（黒田）一雄（印）
より（安陪）庄作
殿

墨書 継紙 16.5×51.0 1通 （一つ書による指示書） 
整理番号18

2019P4092

45 黒田一雄書簡 （明治時代）10
月13日

（黒田）一雄より
（安陪）庄作殿

墨書 継紙 15.1×102.9 1通 封筒 （上書き）「安陪
庄作殿 親展 黒田一雄」 
整理番号9

2019P4093

46 黒田一雄書簡 （明治時代）10
月9日

（黒田）一雄より
（安陪）庄作殿

墨書 一紙 17.9×29.7 1通 封筒  「福岡県筑紫黒下
座郡三奈木村ニテ安陪
正作 急用 平信 東京赤
坂溜池 黒田一雄」 整理
番号6①

2019P4094

47 書上（字名 番地 畝
数 地価 ）

（明治時代） 作成不詳 墨書 朱あり 罫
紙 

16.0×26.7 1通 整理番号6② 2019P4095
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48 黒田一雄書簡封筒 （明治時代） （黒田）一雄より
（安陪）庄作様

封筒 4.4×18.0 1枚 封筒 （上書き）「正作
殿 一雄」 整理番号11

2019P4096

49 黒田一雄書簡 （明治時代）3月
24日

（黒田）一雄より
（安陪）庄作殿

墨書 継紙 17.2×60.0 1通 前半部破損 「3月24日」
（鉛筆書）整理番号13

2019P4097

50 書簡包紙 （明治時代） 黒田一雄より安陪
氏

墨書 一紙 20.4×17.0 1枚 （上書き）「安陪庄作殿 
黒田一雄」 「一雄主君
御直印」 書簡の封紙
を、のちに書簡17点の
包紙に流用ヵ 「17点」

（鉛筆書） 整理番号27

2019P4098

51 松月庵正徹雅文（住
吉詣の折車より松月
庵に一封をなげさせ
たまふ）

（江戸時代中期）
暮の秋初の10日

庵主正徹より
一貫雅丈

墨書 一紙 32.0×41.0 1枚 整理番号23 2019P4099

52 大日本史料編纂官帝
国大学文化大学教授
黒板勝美出張県下古
文書蒐集中最逸品抜
書

明治38年 安陪（印） 墨書 書綴 15.7×23.7 1綴 「明治三十八年七月福
岡日々新聞ヨリ写取」 
整理番号24

2019P4100

53 写真「黒田一雄」 近代 撮影：博多藤沢 白黒紙焼 台紙
貼

13.7×9.4（台紙
20.7×14.5）

1枚 白黒複写、ネガ1枚付
き （台紙裏書） 「黒田一
雄」「国立福岡中央病
院神経科安陪光正」 
整理番号25

2019P4101
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8. 妹尾俊見資料

〈資料内訳〉

1. 近世文書…………………………………………… 33件33点 

2. 近代資料……………………………………………  8件10点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〈総計〉41件43点        

1. 近世文書

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 書状（拙者養子の件
知らせ）

（文政7）8月20
日

塗師武右衛門より
鱸道イク

一紙 縦15.3 横28.0 1枚 「文政7年御書付」「一」 
調査番号26

2019P4102

2 御書付（福岡西職人
塗師武七、親武右衛
門どおり年始礼、松
原出仕仰せつけ）

（文政8）酉5月 作右衛門（印）、仁
左衛門（印）

切継紙 縦15.5 横58.0 1通 包紙あり  「文政8年酉5
月御書付入り」「二」 調
査番号27

2019P4103

3 御書付（福岡西職人
町塗師武七、年々米
三俵被下）

（天保7）申3月
15日

（町奉行所）より武
七

切継紙 縦16.0 横97.5 1通 「年来奥御用出精」 貼
継紙あり　調査番号1 
調査番号1 ～ 3一括

2019P4104

4 達（御用につき役所
へ罷出のこと）

（江戸時代）7月
22日

御町役所より塗師
武七

一紙 縦13.7 横17.1 1枚 調査番号24 2019P4105

5 御書付（若殿様御御
初入前御儲御御用出
精御吸い物頂戴）

（天保）12月 浜兵太夫より次右
衛門、武七、正左衛
門、伝七、与市、松八

一紙 縦15.8 横33.5 1枚 調査番号25 2019P4106

6 包紙（嘉永五壬子歳
十二月二十日仰渡之
書）

（嘉永5年12月29
日）

（町奉行所） 一紙 縦17.4 横24.2 1枚 「四」  調査番号11 調査
番号10 ～ 23一括

2019P4107

7 御書付（福岡西職人
町塗師武七、年行司
格次申付）

（嘉永5）子12月 町奉行より武七 切継紙 縦16.0 横68.5 1通 調査番号13 調査番号
10 ～ 23一括

2019P4108

8 御書付（侍従様御初
入祝儀差上奇特につ
き沙汰）

（嘉永7）寅7月
24日

年行司格槍師左工
平、同格次塗師武
七あて

切継紙 縦16.0 横46.0 1通 調査番号6 調査番号6
～ 9一括

2019P4109

9 包紙（嘉永七甲寅歳
七月二十四日仰渡之
書）

（嘉永7年7月24
日）

（町奉行所） 一紙 縦23.5 横12.0 1枚 「五」  調査番号12 調査
番号10 ～ 23一括

2019P4110

10 御書付（福岡西職人
町塗師武七、御神祭
修復寸志につき沙
汰）

（安政3）2月 （町奉行所）より武
七

一紙 縦15.7 横32.2 1通 「六」  包紙あり 調査番
号 14  調査10 ～ 23一
括

2019P4111

11 御書付（塗師武七値
段増申さず寸志願い
へ沙汰）

（天保7）12月 （町奉行所）より武
七

切継紙 縦16.0 横59.0 1通 包紙あり  「天保7年申
十二月」「三」  調査番
号28

2019P4112

12 御書付（福岡西職人
町年行司格次塗師武
七、加増一人扶持都
合二人扶持）

（安政3）辰12月 御町奉行ほかより
武七

切継紙 縦15.8 横72.5 1通 御番大小刀50本寸志修
復 調査番号7 調査番号
6 ～ 9一括 

2019P4113
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

13 御書付（福岡西職人
町行司格次塗師武七
倅武平次、手間寸志
奇特に付青銅三貫被
下）

（安政4）巳7月 （町奉行所）より武
平次

切継紙 縦15.9 横98.0 1通 調査番号15 調査番号
10 ～ 23一括

2019P4114

14 勤功書帳（福岡西職
人塗師武七御用）

天保7年～安政6
年

武七 書綴 縦12.5 横33.5 1綴 調査番号29 2019P4115

15 御書付（福岡西職人
町年行司格次塗師武
七、一人扶持被下）

（文久元）酉3月 御町奉行、御武具
奉行より武七

切継紙 縦16.0 横97.5 1通 町奉行喜多村安左衛
門、浜兵太夫、御武具
奉行小西駒之丞 括   
調査番号8 
調査番号6 ～ 9一括

2019P4116

16 御書付（福岡西職人
町行司格次塗師武
七、年行司格申付）

（文久元）酉9月 （町奉行か）より武
七

切継紙 縦16.3 横61.0 1通 寺社御用向申付出精 
調査番号9 
調査番号6 ～ 9一括

2019P4117

17 御書付（福岡西職人
町行司格次、塗師武
七、二人扶持頂戴）

（文久2）酉3月 （町奉行所） 一紙 縦16.0 横56.3 1通 包紙あり、「八」  調査
番号17  
調査番号10 ～ 23一括

2019P4118

18 御書付（福岡西職人
町行司格次塗師武平
次武器修復・申請出
精につき青銅三貫頂
戴）

（文久3）戌11月 （町奉行所）より武
平次

一紙 縦16.0 横56.4 1通 包紙あり、「九」  調査
番号18 
調査番号10 ～ 23一括

2019P4119

19 達（福岡西職人町職
人御用につき役所へ
罷出のこと）

（江戸時代）2月
28日

町奉行所より西職
人町年寄年番（武
平次ほか）

切継紙 縦16.5 横91.0 1通 鞘師3人、白銀氏1人、
鞘師1人、研師1人、塗
師2人（うち1人武平次） 
調査番号5

2019P4120

20 達（御用につき役所
へ罷出のこと）

（江戸時代）9月
24日

町奉行所より西職
人町年寄年番（武
平次ほか）

切継紙 縦15.5 横45.2 1通 調査番号10  
調査番号10 ～ 23一括

2019P4121

21 慶応二年塗師武七乍
恐奉願上口上覚

慶応2年寅5月 年行司格塗師武七
（印）より御町御役
所 御奉行様

墨書 一紙 縦24.2 横35.2 1通 調査番号6  
調査番号6 ～ 9一括

2019P4122

22 御書付（福岡西職人
町塗師武平次、礼式
緒口御用申付）

（慶応2）寅6月 （町奉行所）安六郎
（印）、権九郎より
武平次

切継紙 縦16.0 横79.0 1通 「家職相続につき」  
調査番号2 
調査番号1 ～ 3一括

2019P4123

23 御書付（福岡西職人
町武平次、一人扶持
被下）

（慶応3）2月22
日

（町奉行所）より武
平次

切継紙 縦16.0 横72.7 1通 包紙あり（他の書付の
分、安政4年7月24日、

「七」） 調査番号16 
調査番号10 ～ 23一括

2019P4124

24 御親征行幸中行在所
日誌 第七号

慶応4年閏4月 （維新政府関係） 木版 書綴 縦22.4 横14.0 1冊 各局からの沙汰など  
調査番号5

2019P4125

25 包紙（慶応三年卯二
月二十二日御書付武
平次分「十一」）

不詳 （武平次） 一紙 縦13.5 横26.8 1枚 包紙のみ 調査番号20 
調査番号10 ～ 23一括

2019P4126

26 御書付（福岡西職人
塗師武平次、青銅一
貫分下され）

（明治元）辰2月 （武平次） 切継紙 縦16.5 横36.0 1通 本紙はがれあり 
調査番号22 
調査番号10 ～ 23一括

2019P4127
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27 御書付（福岡西職人
塗師武平次、一代年
行司格次仰付）

（明治元）辰9月 （町奉行所）より武
平次

一紙 縦16.5 横67.3 1通  包紙あり別分ヵ 
「十二」  調査番号21   
調査番号10 ～ 23一括

2019P4128

28 御書付（福岡西職人
町塗師武平次、年行
司格申付け）

（明治元）辰9月 （町奉行）奥山小十
郎、大岡甚之丞

切継紙 縦16.3 横85.8 1通 「御番大小鞘手間寸志、
町後役御備米寸志」 
調査番号3 
調査番号1 ～ 3一括

2019P4129

29 宰相様御上京より少
将様御滞京中略日記

明治元戊辰年10
月より

浅香 墨書 書冊 縦8.5 横24.2 1冊 10月4日～ 11月27日  
調査番号3 

2019P4130

30 包紙（慶応三年寅六
月六日御書付武平次
分「十」）

不詳 妹尾家 一紙 縦13.7 横17.1 1枚 包紙のみ  調査番号19
調査番号10 ～ 23一括

2019P4131

31 御書付（幸千代様御
用脇差塗一式寸志差
出につき塗師武平次
へ金五百疋下され）

（明治4）未2月 御家扶懸り御奉行
有田瀧、江上、安
倍正三郎

切継紙 縦15.5 横66.3 1通 調査番号23 調査番号
10 ～ 23一括 

2019P4132

32 継格（先祖よりの勤
功書写）

明治時代 妹尾家 長綴 縦12.5 横31.0 1綴 「御腰物御用、継高の
宝暦年間より塗師御
用」  調査番号4

2019P4133

33 福岡藩職制 明治時代（4年
以前）

（福岡藩庁） 木版 書冊 縦23.4 横15.6 1冊 綴じはずれ 調査番号4 2019P4134

2. 近代資料

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

34 みなと  創刊号 大正5年1月28日 博多詩社 印刷 書冊 縦22.0 横15.2 1冊 裏表紙はがれ、破損  
調査番号10

2019P4135

35 郷土芸術 創刊号 
KYODOGEIJUTSU

大正5年5月1日 （編）郷土芸術社 
（発）金星堂書店

印刷 書冊 縦22.2 横15.0 1冊 筑前博多 調査番号8 2019P4136

36 びろうど 5月号 大正5年6月10日（編）渡辺渡 
（発）孔雀詩社

印刷 書冊 縦23.0 横15.4 1冊 調査番号12 2019P4137

37 ミナト 8月号 大正5年8月9日 （発）博多詩社 
（売）弘陽堂

印刷、一部色
刷 書冊

縦22.0 横15.0 1冊 調査番号11 2019P4138

38 ハカタ 第1巻第1号 大正8年3月10日（発）ハカタ詩社 
（売）金文堂

印刷 書冊 縦14.8 横13.6 1冊 調査番号9 2019P4139

39 捲土重来亦可知 昭和4年5月5日 虚蘆裡漠凡知、篤
忠、藤田三郎兵衛、
毛利小太郎、放愚
案鈍安

墨書 折帖 縦28.6 横8.0 1帖 普通選挙関連 調査番
号2

2019P4140

40-1 妹尾家関係記念写真
「警固神社御遷式記
念□御用達中」

近代 写真紙焼き 縦22.8 横30.0 1枚 「西職（笠）」（ 野外に
座してのヒョウタン酒
盛り風  調査番号13①

2019P4141

40-2 妹尾家関係記念写真
「贈正五位堀六郎同
斉田要七墓前」

近代 写真紙焼き 縦22.3 横30.4 1枚 墓前の供養の柚須 調
査番号13②

2019P4142

40-3 妹尾家関係写真「於
浩々居」

Ｓ17、2、12 写真紙焼き 縦25.4 横30.4 1枚 （万国旗飾る酒席） 調
査番号13③

2019P4143
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

41 九成宮法帖 近代 不詳 文字切り貼り 
背景墨塗り

縦29.8 横16.6 1帖 表紙板、題箋貼る 
調査番号1

2019P4144
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9. 小川俊資料

〈資料内訳〉

近代資料……………………………………………  39件39点        

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 新修漢文 大正15年2月12
日/訂正発行

簡野道明/編 印刷 書冊 22.1×14.8 1冊 大正15年2月18日文部省
検定済 中学校漢文科用

2019P4145

2 改訂漢文新読本 巻
五

昭和3年1月25日
/改訂再版発行

服部宇之吉/編 
冨山房/発行

印刷 書冊 22.1×14.8 1冊 昭和3年2月9日文部省
検定済 中学校漢文科用

2019P4146

3 新体日本歴史 第一
学年用

大正12年1月27
日/訂正再版発行

八代国治/著 
冨山房/発行

印刷 書冊 22.1×15.0 1冊 大正12年2月13日文部
省検定済

2019P4147

4 論語抄 昭和7年1月 岡山県聖学会 印刷 書冊 22.1×15.4 1冊 2019P4148

5 小学国史教師用書 
下巻（一）

昭和8年8月2日/
翻刻発行

文部省/著作兼発行
者 東京書籍株式会
社/発行

印刷 書冊 22.4×15.3 1冊 昭和8年7月14日文部省
検査済

2019P4149

6 小学国史教師用書 
下巻（二）

昭和13年6月20
日/翻刻発行

文部省/著作兼発行
者 東京書籍株式会
社/発行

印刷 書冊 23.0×15.6 1冊 昭和13年5月7日文部省
検査済

2019P4150

7 新定 代数学 下巻 大正11年 掛谷宗一/著 大日
本図書株式会社/発
行

印刷 書冊 19.2×14.0 1冊 大正11年9月27日文部省
検定済 師範学校中学校
数学科用 裏表紙にペン
書「五B小川攻質」と有

2019P4151

8 目で見る福岡大学史 
半世紀の歩み

昭和59年10月31
日/発行

福岡大学総務部広
報課/企画編集 西
日本新聞社開発局
出版部/製作 福岡
大学/発行

印刷 書冊 26.6×27.5 1冊 2019P4152

9 封筒（種痘証） （昭和時代） 不明 ペン書 封筒 21.5×8.3 1通 10 ～ 11は9に一括 2019P4153

10 第一期種痘証 昭和14年6月20
日/発行

医師黒住静太（朱
印）

印刷 専用紙 ペ
ン書 朱印

16.7×13.7 1枚 10 ～ 11は9に一括 2019P4154

11 第一期種痘証 昭和18年5月18
日/発行

福岡県福岡市長（朱
印）

印刷 専用紙 ペ
ン書 朱印

16.6×13.4 1枚 10 ～ 11は9に一括 2019P4155

12 福岡大学同窓会社団
法人友信会創立50周
年記念式典プログラ
ム

昭和59年 社団法人友信会 二色刷 25.8×18.3 1枚 昭和59年11月3日第一
記念会堂

2019P4156

13 招待状（福岡大学創
立50周年式典）

昭和59年10月 福岡大学同窓会社
団法人友信会理事
長末永直行・友信
会五十周年記念会
実行委員会委員長
尾石光治

印刷 15.5×21.2 1通 封筒付 2019P4157

14 福岡大学創立50周年
記念式典

（昭和59年10月
31日）

（福岡大学） 二色刷 パンフ
レット

23.5×30.0 1部 2019P4158

15 福岡大学創立50周年
記念事業および記念
行事の概要

昭和59年 （福岡大学） 印刷 小冊子 18.2×12.7 1部 2019P4159
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

16 祝賀会場及び記念品
配布場所について

（お知らせ）

昭和59年 （福岡大学） 印刷 12.8×18.3 1通 15に挟み込み 2019P4160

17 招待状（福岡大学創
立50周年式典・祝賀
会）

昭和59年9月 福岡大学理事長瓦
林潔・学長伊東正
則

印刷 17.1×23.0 1通 2019P4161

18 会場案内図/福岡大
学所在地及び交通案
内図

昭和59年 （福岡大学総務部総
務課）

印刷 17.0×23.2 1枚 2019P4162

19 駐車券 （昭和59年） （福岡大学） 印刷 9.2×14.5 1枚 福岡大学創立50周年記
念式典

2019P4163

20 昭和大礼記念章 昭和3年11月 賞勲局 金属製 リボン 径3.0 1点 箱付 2019P4164

21 紀元二千六百年祝典
記念章

昭和15年 賞勲局 金属製 リボン 径3.0 1点 箱付 2019P4165

22 日本赤十字社員章 明治21年 日本赤十字社 金属製 リボン 径2.9 1点 21に一括 2019P4166

23 文鎮（卒業記念福岡
大学）

昭和戦後期 福岡大学 金属製 6.5×13.3 1点 2019P4167

24 栓抜き（国債ご購入
記念）

昭和戦後期 野村證券 金属製 17.2×6.0 1点 箱付 2019P4168

25 プリズム双眼鏡 昭和戦後期 日本光学工業株式
会社/製造

金属・硝子製 5.8×13..0 1点 皮製ケース・箱・説明
書付

2019P4169

26 顕微鏡（EIKOW） 昭和時代 エイコー /製造 金属・硝子製 底部7.0×11.0 全
高20.0

1台 木箱付 2019P4170

27 ANIMALS 
PREPARED 
SLIDES No.MI-4

昭和時代 不明 硝子製 1.2×4.8 1箱
（12枚）

箱付 2019P4171

28 ガラス板 昭和時代 不明 硝子製 2.6×7.2 1箱
（4枚）

顕微鏡用 未使用 箱付 2019P4172

29 バリカン 昭和時代 NIPPONRIKI/製
造

金属製 全長16.0 全幅9.5 1点 2019P4173

30 伸子針 昭和時代 不明 木製 全長48.7 幅2.0 1式
（158本）

2019P4174

31 映写機（PRINCE） 昭和時代 不明 金属製 底部16.3×11.2 高
17.0

1台 箱付 2019P4175

32 フィルム（アリババ
物語）

昭和時代 不明 フィルム 幅3.5 全長120.0 1式 カーリング大 2019P4176

33 フィルム（ミッキー
マウス）

昭和時代 不明 フィルム 幅3.5 全長63.0 1式 カーリング大 上部欠 2019P4177

34 タイプライター
（HERMES3000）

昭和時代 Paillard/製造 金属製 底部32.5×32.0 全
高14.0

1台 説明書付 35と一括 2019P4178

35 書簡（研究会プログ
ラム）

（昭和24年7月7
日）

不明 印刷 ペン書 葉
書 消印

14.8×10.1 1通 小川和男あて 8月18日
研究会プログラム 34
と一括 

2019P4179
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36 タイプライター
（HERMES baby）

昭和時代 Paillard/製造 金属製 底部29.0×29.0 
全高6.5

1台 2019P4180

37 学帽 昭和時代 不明 フェルト製 
金属 皮

径23.0 高9.0 1点 徽章付 2019P4181

38 学帽 昭和時代 ハヤマ帽子店 フェルト製 
金属 皮

径22.0 高10.0 1点 徽章付 2019P4182

39 通学鞄 昭和時代 不明 綿製 25.0×32.7 1点 小川俊使用 2019P4183
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10. 小野寺龍太資料

〈資料内訳〉

1. 近世資料……………………………………………… 5件5点
2. 近現代資料………………………………………… 27件28点        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〈総計〉32件33点

1. 近世資料

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 大隈言道和歌 江戸時代後期 言道拝書 紙本墨書 朱印 
掛幅装

123.4×28.0 1幅 2019P4184

2 亀井少 書画 江戸時代後期 少 併題 紙本墨書 朱印 
掛幅装

115.8×27.2 1幅 2019P4185

3 竹図 江戸時代後期 仙厓和尚賛 紙本淡彩 朱印 
掛幅装

121.7×39.5 1幅 2019P4186

4 いろは弁 江戸時代後期 仙厓謹書 絹本墨書 朱印 
掛幅装

80.1×30.0 1幅 2019P4187

5 菊図 江戸時代後期 少 併題 絹本淡彩 色紙 27.2×24.2 1点 五彩天葩堪攬結悠然不
獨陶淵明

2019P4188

2. 近現代資料

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

6 伊藤博文三行書 明治時代 春畝山人（伊藤博
文）

絹本墨書 朱印 
掛幅装

129.2×49.6 1幅 解紛不用干戈力  談笑
之間又諦盟  一片帰帆
風浪静  載将春色入京
城

2019P4189

7 山県有朋和歌 明治時代 有朋 色紙墨書 掛幅
装

21.0×18.1 2幅対「木留山しらむとりで
のすてかがりけぶると
みしは桜なりけり」「あ
だ守る砦のかがりかげ
ふけてなつも身にしむ
越の山風」

2019P4190
～ 4191

8 吉岡禅寺洞一行書 大正～昭和時代 禅寺洞 紙本墨書 朱印 
掛幅装

131.5×32.8 1幅 日永畑金鶏草の蒔いて
あり

2019P4192

9 短冊 昭和時代 白蓮 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 また秋かとおもふここ
ろの痛さかな いのち
のごとく散りそむ木の
葉

2019P4193

10 短冊（寒月） 江戸時代後期 言道 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 人かけもなくてさむけ
き大路かな ゆくかた
とほく月はてらせと

2019P4194

11 短冊 昭和時代 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 冬浪のあがれば白壁そ
れに堪ゆ

2019P4195

12 短冊 昭和時代 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 火になりて松球見ゆる
焚火かな

2019P4196

13 短冊 昭和時代 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 汽車たてばそこに極暑
の浪のむれ

2019P4197
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

14 短冊 昭和時代 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 春めきて大芦刈のある
日かな

2019P4198

15 短冊 昭和時代 黙禅 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 蝙蝠や一方亭の庭灯 2019P4199

16 短冊箱 昭和17年 不明 木製 8.9×39.5 厚2.8 1点 貼紙にペン書「昭和
十七年一月和子の結婚
祝として吉岡禅寺洞先
生及び棚橋影草氏北垣
一柿より頂いた短冊 
影草（陽吉）一柿（馬
場駿二氏）」と有

2019P4200

17 短冊 昭和17年 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 寂光のふかるる鶴のた
びごろも

2019P4201

18 短冊 昭和17年 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 丹頂のしろさが胡粉の
やうな昼だ

2019P4202

19 短冊 昭和17年 禅寺洞 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 丹頂の遠きに居れど歩
をとどむ

2019P4203

20 短冊 昭和17年 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 鶴わたり阿久根文化の
ひそとある

2019P4204

21 短冊 昭和17年 禅寺洞 墨書 短冊 36.3×6.0 1点 鶴棲めり阿久根のいで
ゆとわにあつく

2019P4205

22 短冊 昭和17年 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 話しながら鶴の里人し
づかにゆく

2019P4206

23 短冊 昭和17年 禅寺洞 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 土古く渡来の鶴をある
かしむ

2019P4207

24 短冊 昭和17年 影草 墨書 短冊 36.4×6.1 1点 陽さぶく玩具の馬を尾
をもてり

2019P4208

25 短冊 昭和17年 影草 墨書 短冊 36.3×6.1 1点 どんぐりは玩具の馬の
食むものに

2019P4209

26 短冊 昭和17年 一柿生 墨書 短冊 36.3×6.1 1点 子の留守へかへる街角
の風にあふ

2019P4210

27 短冊 昭和17年 一柿生 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 八つ手てり子のぬくも
りをだきあかぬ

2019P4211

28 短冊 昭和17年 一柿生 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 子と二人日暮のかげを
もちあるく

2019P4212

29 短冊 昭和17年 一柿生 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 子をだいて寝起きの土
をふんでゐる

2019P4213

30 短冊 昭和17年 一柿生 墨書 短冊 36.4×6.0 1点 歯のいたみ子に夕月を
指されたる

2019P4214

31 タペストリー「恩師
小野寺直助先生恵存 
開講20周年記念」

昭和12年1月16
日

門下生一同/謹呈 
中西電気紋織研究
所/ 製作

絹（博多織） 
電気紋織 掛幅
装

166.0×70.7 1点 箱付 包紙（中西の博
多織） 試作

2019P4215

32 タペストリー「恩師
小野寺直助先生恵存 
開講20周年記念」

昭和12年1月16
日

門下生一同/謹呈 
中西織/製作

絹（博多織） 
電気紋織 掛幅
装

189.0×70.5 1点 箱付 2019P4216
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11. 石田琳彰資料

〈資料内訳〉

考古資料……………………………………………28件116点

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1-1 稿本集「筑前古蹟の
遺物資料」箱

昭和28 ～ 34年 高野孤鹿 紙 箱 27.7×20.0  1箱 1-2 ～ 1-4および2・26の5冊
が入る

2019P4217

1-2 稿本集「筑前古蹟の
遺物資料」第1

昭和28 ～ 34年 高野孤鹿 紙 印刷 24.0×18.3 1冊 「警」および「警固」の銘あ
る古瓦に就いて / 古瓦探訪
記2 ～ 6

2019P4218

1-3 稿本集「筑前古蹟の
遺物資料」第2

昭和28 ～ 34年 高野孤鹿 紙 印刷 23.8×18.3 1冊 古瓦探訪記7・9・10 2019P4219

1-4 稿本集「筑前古蹟の
遺物資料」第3

高野孤鹿 紙 印刷 23.8×18.3 1冊 筑前古蹟の遺物資料（第十二
～号） / 五万分一地形圖小倉
四號「吉井」（共十五面）（裏
面に庁□望作翁碑鉛筆書）挿
入 / 明治十七年八月十日発
行福岡日日新聞一四六八号 / 
基肄城址山麓萩原より出土の
古瓦と萩原鍛冶屋敷遺物に就
いて / 中山平次郎先生著述
目録（稿） / 怪文書「福岡県
の文化財」に就いて / 平和
台遺蹟調査に就いて

2019P4220

2 「志波普門院古瓦」 
／雑誌「筑紫史談第
四拾貳集」

昭和28年／昭和
4年

高野孤鹿 紙 ペン書 印刷 26.0×19.6 1冊（2
冊綴）

1-1に収納 瓦出土地地図 拓
本 新聞記事貼付け

2019P4221

3 福岡城・鴻臚館跡保
存運動関係書類

昭和38年 高野孤鹿 紙 ハードカバー製
本

25.8×18.3 1冊 「福岡裁判所合同庁舎建設予
定地の沿革」/  福岡城発掘
調査関係の福岡県教育委員会
文書 / 関係者名刺 / 新聞記
事切抜ほか / 巻頭に高野孤
鹿と陶磁器コレクション写真

2019P4222

4-1 拓本カード集「銘瓦
拓影 第一」箱

昭和28 ～ 44年 高野孤鹿 紙箱 印刷 21.2×16.2 1箱45
枚

太宰府市松倉窯出土瓦 / 平和
台出土福岡城瓦 / 中山平次郎
博士採集香椎宮出土瓦などの
拓本

2019P4223

4-2 拓本 軒丸瓦 江戸時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.5×13.4 1枚 平和台採集 カード番号15 2019P4224

4-3 拓本 平瓦 江戸時代
（1954.9.17採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.3×13.1 1枚 大名町66-1（肥後銀行）採集 
カード番号21 地図等詳述

2019P4225

4-4 拓本 平瓦「賀（茂）」
（正字）（903Ba型式）

平安時代
（35.3.13採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.2 1枚 都府楼古窯採集 カード番号
27

2019P4226

4-5 拓本 須恵器ヘラ記
号4種

古墳時代～奈良
時代（1954.12.26
採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.3 1枚 筑紫郡大野町上大利須恵器窯
採集 カード番号15

2019P4227

4-6 拓本 須恵器壺文様 古墳時代
（1954.12.26採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.3 1枚 筑紫郡大野町上大利須恵器窯
採集 カード番号16

2019P4228
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4-7 拓本 平瓦「佐」（正
字）（902A型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号62・2 2019P4229

4-8 拓本 平瓦「佐」（正
字）（902A型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号63・2 2019P4230

4-9 拓本 平瓦「佐」（正
字）（902C型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号65・3 2019P4231

4-10 拓本 平瓦「佐」（左
字）（902F型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号67・5 2019P4232

4-11 拓本 平瓦「佐」（正
字）（902C型式）

平安時代
（1956.6.17採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱書き

18.2×13.1 1枚 坂本松倉171木村清氏宅地古
瓦窯址採集 カード番号64・3

2019P4233

4-12 拓本 平瓦「佐」（左
字）（902Ba型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号66・4 2019P4234

4-13 拓本 平瓦「佐瓦」（左
字）2点（902G型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号69・7 2019P4235

4-14 拓本 平瓦「イ」 平安時代
（1956.7.15採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 坂本松倉171番地佐窯採集 
カード番号71

2019P4236

4-15 拓本 平瓦「佐」（正
字）（902J型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号68・6 2019P4237

4-16 拓本 平瓦「佐」（左
字）（902Bb型式）

平安時代
（1956.6.19採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 佐窯採集 カード番号70・8 2019P4238

4-17 拓本 平瓦「安」（左
字）（904D型式）

平安時代
（1955.3.15採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.0 1枚 都府楼址採集 カード番号73 2019P4239

4-18 拓本 平瓦「佐」（正
字）（902C型式）

平安時代
（1956.7.15採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 都府楼東側溝採集 カード番
号75

2019P4240

4-19 拓本 平瓦「観世音
寺」（左字）3点（905B
型式）

平安時代
（1953.1.30採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.0 1枚 観世音寺鐘楼南の池畔採集 
カード番号74 石田琳樹老師
恵贈

2019P4241

4-20 拓本 軒平瓦 2点
（601A型式）

奈良～平安時代
（1953.1.18採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.3×13.3 1枚 国分寺（古窯と寺の間）採集 
カード番号152

2019P4242

4-21 拓本 軒平瓦 （560Bc
型式）

奈良時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 カード番号158 2019P4243

4-22 拓本 平瓦「賀（茂）」
（正字）（903F型式）

平安時代
（1953.1.18採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.3×13.3 1枚 国分寺（古窯と寺の中間）採
集 カード番号153

2019P4244

4-23 拓本 軒丸瓦3点 軒平
瓦1点

鎌倉時代
（1952.11.11採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

37.1×13.4 1枚 香椎宮境内採集 カード番号
157 中山平次郎採集 香椎宮
奉納 香椎宮にて手拓 カード
2枚合わせ

2019P4245

4-24 拓本 文政三年銘瓦 江戸時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

27.0×18.6 1枚 朝倉郡杷木町星丸井手家裏庭
山手土手採集 カード番号160 
カード2枚合わせ

2019P4246

4-25 拓本 平瓦「筑前」（正
字）（906型式）

平安時代
（35.3.13採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.3 1枚 坂本古窯採集 カード番号4 2019P4247

4-26 拓本 平瓦「筑」（左
字）（906型式）

平安時代（昭和
35年3月12日採
集ヵ）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.3 1枚 坂本62番地窯址採集ヵ
カード番号3

2019P4248
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4-27 拓本 平瓦「筑」（正
字）（906C型式）

平安時代（昭和
35年3月12日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.3 1枚 坂本62番地窯址採集 
カード番号6

2019P4249

4-28 拓本 平瓦「筑」（正
字）2点（906C型式）

平安時代（昭和
35年3月12日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.2 1枚 坂本62番地窯址採集 
カード番号7

2019P4250

4-29 拓本 平瓦「前」（左
字）（906F型式）

平安時代（昭和
35年3月12日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.3 1枚 坂本62番地窯址採集 
カード番号11

2019P4251

4-30 拓本 平瓦「前」（左
字）（906F型式）

平安時代
（35.3.13採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.3 1枚 坂本古窯採集 カード番号12 2019P4252

4-31 拓本 平瓦「筑」（正
字）（906C型式）

平安時代
（35.3.13採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.3 1枚 坂本古窯採集 カード番号8 2019P4253

4-32 拓本 平瓦「佐」（左
字） 2点（902型式）

平安時代（昭和
35年3月12日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.3 1枚 坂本63番地窯址採集 
カード番号2･16

2019P4254

4-33 拓本 平瓦「筑」（正
字）（906D型式）

平安時代（昭和
35年3月12日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.3 1枚 坂本63番地窯址採集ヵ 
カード番号3・13

2019P4255

4-34 拓本 平瓦「四王」（左
字）（918A型式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド

18.3×13.3 1枚 採集 カード番号15 2019P4256

4-35 拓本 寶永八年銘瓦 
天保七歳銘瓦

江戸時代（昭和
44年9月28日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.3 1枚 地行2丁目2-5萬暦堂採集 
カード番号1

2019P4257

4-36 拓本 平瓦「佐」ヵ（左
字） （902型式ヵ）

平安時代（昭和
35年3月12日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.3 1枚 坂本62番地窯址採集 
カード番号17

2019P4258

4-37 拓本 軒平瓦 平安時代（昭和
35年3月12日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.2×13.3 1枚 坂本62番地窯址採集 
カード番号20

2019P4259

4-38 拓本 平瓦「〈十〉」 平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド

18.2×13.3 1枚 採集 カード番号4・19 2019P4260

4-39 拓本 軒平瓦（688型
式）

平安時代
（35.3.13採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.1 1枚 蔵司土手採集 カード番号21 2019P4261

4-40 拓本 平瓦「賀（茂）」
（正字）（903F型式）

平安時代
（35.3.13採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.2 1枚 都府楼古窯採集 
カード番号26

2019P4262

4-41 拓本 平瓦「賀茂瓦」
（左字）「賀」（正字）
（903C型式）

平安時代
（35.3.13採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.3×13.2 1枚 都府楼古窯採集 
カード番号25

2019P4263

4-42 拓本 平瓦「賀茂瓦」
（左字）（903C型式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書き

18.2×13.3 1枚 採集 カード番号24 2019P4264

4-43 拓本 平瓦「賀茂瓦」
（左字）（903C型式）

平安時代（D68
昭和35年2月採
集、同年3月13
日坂本で譲受）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド

26.7×18.2 1枚 都府楼背後採集 カード番号
23 発見経緯等詳述 カード2
枚合わせ

2019P4265

4-44 拓本 軒丸瓦 江戸時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.3×13.3 1枚 平和台採集 カード番号167 2019P4266
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4-45 メモ 不明 高野孤鹿 厚紙カード ペン書 18.1×13.3 1枚 カード番号155 ～ 172の出土
地等を記入

2019P4267

4-46 新聞切抜（九州最古
の寺院遺跡か）

昭和35年2月18
日

西日本新聞社 紙 印刷 28.9×46.4 1枚 西日本新聞夕刊 小郡市井上
廃寺の調査発見記事

2019P4268

5-1 拓本カード集「磚と
銘瓦 大宰府址 観世
音寺」箱

昭和26 ～ 51年 高野孤鹿 紙箱 印刷 21.5×16.3 1箱39
枚

観世音寺瓦出土瓦 鏡山猛所
蔵瓦などの拓本その他

2019P4269

5-2 「宗七」等の印影 拓
本ほか

昭和時代ヵ 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ 印
刷

18.3×13.3 1枚 素焼窯元・岡平藏の名刺添付 2019P4270

5-3 拓本 軒丸瓦（223型
式）

奈良時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 拓本 厚
紙カード

18.2×13.0 1枚 5-3 ～ 5は同一資料 2019P4271

5-4 拓本 軒丸瓦（223型
式）

奈良時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 拓本 厚
紙カード

18.2×13.1 1枚 5-3 ～ 5は同一資料 2019P4272

5-5 拓本 軒丸瓦（223型
式）

奈良時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 拓本 厚
紙カード

18.2×13.0 1枚 5-3 ～ 5は同一資料 2019P4273

5-6 拓本 軒丸瓦（135Bb
型式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 拓本 厚
紙カード

18.2×13.1 1枚 5-7と同一資料 2019P4274

5-7 拓本 軒丸瓦（135Bb
型式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 拓本 厚
紙カード

18.2×13.1 1枚 5-6と同一資料 2019P4275

5-8 拓本 平瓦「今行」（左
字）ヵ「〈十〉」（913
型式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 拓本 厚
紙カード ペン書

18.2×13.3 1枚 観世音寺所蔵採集 
1960.10.23與﨑淳氏の手拓

2019P4276

5-9 拓本 軒丸瓦（020型
式）

飛鳥時代（昭和
27年8月3日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 拓本 厚
紙カード ペン書

18.5×27.1 1枚 筑紫郡筑紫村字隈薬師池採集 
類例等詳述 カード2枚合わせ

2019P4277

5-10 拓本 軒平瓦（635A
型式）

奈良時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 和紙 水
彩

11.1×10.6 1枚 和紙裏打の拓本2点（対象資
料は同一） 1点水彩加筆

2019P4278

5-11 拓本 平瓦「今行」（左
字）ヵ「〈十〉」（913
型式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン・鉛筆書

13.4×36.8 1枚 観世音寺採集 カード番号②
2509 1960.10.23與﨑淳氏の
手拓 類例として国分寺蔵瓦
のスケッチを付す カード2枚
合わせ

2019P4279

5-12 拓本 平瓦「今行」（左
字）ヵ「〈十〉」（913
型式）

平安時代（昭和
35年10月2日採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

18.6×13.0 1枚 観世音寺講堂裏採集 メモ書
きあり 「天元」銘と解釈か

2019P4280

5-13 拓本 平瓦「伊貴作
瓦」

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 4.7×5.6 1枚 拓本のみ カードから剥落か 2019P4281

5-14 拓本 古印 江戸時代ヵ 高野孤鹿 画仙紙 墨 ペン書 
朱書

16.9×27.7 1枚 1100年代の紀年銘資料のメ
モ 裏打ちなし

2019P4282

5-15 拓本 軒丸瓦 中世時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 

18.7×13.0 1枚  2019P4283

5-16 拓本 平瓦（文様叩
き）

平安時代（35.3.7
採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

18.2×13.2 1枚 国分寺裏採集 カード番号22 2019P4284

5-17 拓本 化石 木葉石 （昭和27年11月
11日採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

18.3×13.3 1枚 名島城址瓦礫中採集 2019P4285
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5-18 拓本 文様塼 （1960.11.3採集）高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

18.3×13.3 1枚 観世音寺境内採集 2019P4286

5-19 拓本 平瓦「天延三
年七月七日」（左字）

（921型式）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

13.2×18.1 1枚 鏡山猛氏蔵 2019P4287

5-20 拓本 軒丸瓦 李氏朝鮮時代
（1953.2.1採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 ペン書 27.6×39.5 1枚 朝鮮半島カ採集 裏打ちなし 
5-21と関連

2019P4288

5-21 軒丸瓦の図面等（法
量と由来）

高野孤鹿 画仙紙 墨 水彩 28.3×38.6 1枚 かねた書院（箱崎中央街）栗
秋武士氏所蔵ヵ 瓦には旧所
有者による明治40年渡韓紀念
の裏書き 裏打ちなし 5-20と
関連

2019P4289

5-22 拓本 軒平瓦 平瓦「門
司」（左字）（688C・
908型式）

平安時代（採集）高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

13.5×18.5 1枚 軒平瓦は都府楼 平瓦は蔵司
西方入口採集 

2019P4290

5-23 拓本 軒丸瓦2点、陶
器1点（043型式ほか）

飛鳥時代ほか 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

13.5×37.1 1枚 瓦は国分寺と基山 陶器は福
岡港底採集 カード2枚合わせ

2019P4291

5-24 鳥形ハソウの写真 （昭和34年4月25
日印刷採集）

紙 印刷 13.3×18.2 1枚 印刷物切抜 2019P4292

5-25 新聞記事切抜（大宰
府散歩〈23〉蔵司）

（昭和45年9月11
日採集）

西日本新聞社 紙 印刷 22.4×19.9 1枚 西日本新聞夕刊 裏打ちなし 2019P4293

5-26 拓本 平瓦（文様叩
き）2点

平安時代（1953. 
3.8/1953.9.27採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 ペン書 
印刷 薄紙

27.0×39.4 1枚 観世音寺本堂裏 福岡市下山
門（城ノ原）古窯址採集 15
とも同種の叩き具 類例のス
ケッチ他を添付 
薄紙による裏打ち 四つ折り

2019P4294

5-27 拓本 銅鏡（花鳥文
型式）

室町時代
（1956.10.18採
集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

18.3×13.4 1枚 筑紫郡山口村山口木屋町の庄
屋に伝世採集 カード裏に考
察文

2019P4295

5-28 拓本 軒平瓦（657型
式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 和紙 6.5×9.3 1枚 和紙に裏打ち 2019P4296

5-29 拓本 軒丸瓦（235型
式）

奈良時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド

18.2×13.2 1枚  2019P4297

5-30 老司式軒丸 軒平瓦
スケッチ

奈良時代 高野孤鹿 厚紙カード 墨 18.7×13.0 1枚 三宅廃寺址採集 福岡県史蹟
名勝天然記念物調査報告書8
号図版4による

2019P4298

5-31 拓本 軒丸瓦（235型
式）

奈良時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 

18.2×13.3 1枚 2019P4299

5-32 新聞記事切抜（観世
音寺に学術のメス）

（昭和51年10月9
日採集）

高野孤鹿 紙 印刷 15.6×25.7 1枚 西日本新聞夕刊 裏打ちなし 2019P4300

5-33 拓本 擬宝珠銘文 大正時代（1951
年9月11日手拓
採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 

18.6×26.9 1枚 太宰府天満宮飛梅柵採集 
カード2枚合わせ

2019P4301

5-34 鉱物スケッチ 高野孤鹿 厚紙カード 墨 水彩 18.2×13.2 1枚 太宰府の個人蔵 2019P4302

5-35 拓本 平瓦「平井」（正
字）（901Fa型式）

平安時代
（1958.6.23採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド 朱 スタンプ

18.6×13.1 1枚 太宰府採集 2019P4303
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5-36 新聞記事切抜（「名
島門」を安住の地へ）
ほか

（昭和32年2月11
日採集）

高野孤鹿 厚紙カード 紙 印刷 13.4×36.4 1枚 西日本新聞記事と跡地に建つ
富士銀行ビルのイラスト 
カード2枚合わせ

2019P4304

5-37 拓本 平瓦「賀茂」2
点（903F型式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド

18.2×13.3 1枚 2019P4305

5-38 拓本 軒丸瓦 江戸時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド

18.3×13.2 1枚 2019P4306

5-39 拓本 平瓦「観世音
寺」（左字）（905B
型式）

平安時代
（1960.11.3採集）

高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド ペン書

18.2×13.2 1枚 2019P4307

5-40 拓本 平瓦「大」（正
字）1点「丈」（正字）
2点（915D・920型
式）

平安時代 高野孤鹿 画仙紙 墨 厚紙カー
ド

18.2×13.3 1枚 2019P4308

6 稿本「中山博士九大
への頒品」

昭和33年10月30
日

高野孤鹿 紙 印刷 ペン書  
画仙紙 拓本

24.5×17.1 1冊 「中山平次郎先生採集考古学
資料」目録 / 「中山平次郎先
生目次」蔵書拓本集

2019P4309

7 「中山博士遺稿」 昭和25 ～ 34年 中山平次郎 
（高野孤鹿製
本）

原稿用紙 ペン書 
印刷物ハードカ
バー製本

26.2×18.6 1冊（3
部綴）

中山平次郎「考古学上より見
たる神武天皇東征の實年代」
直筆原稿（「昭和二十七年八
月十日 中山平次郎 高野孤鹿
君え依嘱す」） / 中山平次郎

「漢委奴國王印の発見地に就
いて」抜刷（昭和27年「謹呈 
高野先生 著者」） / 「中山平次
郎先生考古学著述目録」（高
野孤鹿編集 昭和30年 誤脱字
訂正あり） / 「古代学 第八巻
増刊号 中山平次郎博士追憶
号」（古代学協会 昭和34年）

2019P4310

8 著作集「中山博士 
古代の博多」

昭和41年（製本）中山平次郎 
（高野孤鹿製
本）

紙 印刷 ハードカ
バー製本

23.0×16.0 1冊 中山平次郎旧蔵「古代の博多
一～八」（博士の執筆後の所
見多数書き込み有 掲載の考
古学雑誌の一部にH.Nakay-
amaサインとNH） / 中山平次
郎直筆文1枚（警固銘瓦につ
いての所見を記す） / 中山平
次郎執筆の新聞記事切抜（「古
代博多物語2」 / 「古瓦片散列
地 鴻臚館址歟（上）（下）」 / 

「遙望往来船裏話2」「万葉集
から鴻臚館を拾う」（『芸林』
昭和29年8月号切抜） / 第9回
西日本文化賞発表記事（西日
本新聞昭和25年11月2日日
刊） / 芸林「黒田静男氏追悼
号」原稿依頼文

2019P4311

9 福岡日々新聞記事ス
クラップ集（中山平
次郎「福岡附近の史
蹟」）

昭和41年5月31
日整理了

中山平次郎 
（高野孤鹿製
本）

新聞紙 スクラップ
ブック

30.4×22.6 1冊 中山平次郎講演記事31回（大
正元年10月23日～ 11月23日）
一部に赤鉛筆加筆（中山平次
郎ヵ）

2019P4312
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10 書籍「福岡附近の史
蹟」

大正2年 中山平次郎
著・九州帝国
大学医科大学
雑誌部出版発
行

紙 印刷 22.8×15.2 1冊 手書き誤字訂正（中山平次
郎ヵ）

2019P4313

11 書籍「筑前史談会講
演集第1号」

大正3年 筑前史談会 紙 印刷 22.2×15.2 2冊 中山平次郎講演記録5本掲載 2019P4314
～ 4315

12 雑誌「若葉 三、一」 大正3年 近藤外巻 紙 印刷 22.4×15.1 1冊 中山平次郎「志賀島廻り」掲
載

2019P4316

13 雑誌「考古学雑誌第
六巻第三号」

大正4年 考古学会 紙 印刷 22.8×15.3 1冊 中山平次郎「古銅鼓研究の新
材料」ほか掲載 九州大学附
属図書館製本票挿入

2019P4317

14 雑誌「考古学雑誌第
十七巻第七号」

昭和2年 考古学会 紙 印刷 22.7×15.3 1冊 中山平次郎「クリス形鉄剣及
前漢式鏡の新資料」掲載（手
書き誤字訂正（中山平次
郎ヵ））

2019P4318

15 雑誌「考古学雑誌第
十八巻第九号」

昭和3年 考古学会 紙 印刷 22.5×15.3 1冊 中山平次郎「魏志倭人伝の生
口」掲載（手書き誤字訂正（中
山平次郎ヵ））

2019P4319

16 雑誌「歴史地理第参
拾四巻第五号」 「考
古学雑誌第二十六巻
第三号」

大正8年 
昭和11年

日本歴史地理
学会、 
考古学会

紙 印刷 22.3×15.3 1冊（2
冊綴）

中山平次郎論文の引用箇所な
どに書き込みあり（高野孤
鹿ヵ）

2019P4320

17 抜刷「古代の博多
（六、七）」

昭和2年 中山平次郎 紙 印刷 23.1×15.4 1部 水城西門の記述を中心に赤鉛
筆等マーキング（高野孤鹿ヵ） 
手書き誤字訂正（中山平次
郎ヵ）

2019P4321

18 抜刷「爾後採集せる
須玖岡本の甕棺遺
物」

昭和3年 中山平次郎 紙 印刷 22.5×15.3 1部 謹呈 手書き誤字訂正（中山
平次郎ヵ）ほか赤鉛筆等書き
込みあり（高野孤鹿ヵ） 13・
14頁と23・24頁切取

2019P4322

19 抜刷「飯塚市立岩運
動場発見の甕棺内遺
物」

昭和9年 中山平次郎 紙 印刷 26.4×19.4 1部 赤鉛筆書き込み（高野孤鹿ヵ）  
20を挿入 飯塚市職員の発掘
名刺（1954.11.1）挿入

2019P4323

20 葉書 昭和38年7月17
日消印

岡崎敬より 高
野孤鹿宛

紙 ペン書 14.1×9.0 1枚 19の54頁にテープ貼りの痕
跡 暑中見舞と立岩遺跡調査
関係礼状

2019P4324

21 抜刷集 昭和9年以降 中山平次郎 紙 印刷 26.3×19.3 1冊（3
部綴）

「飯塚市立岩字焼ノ正の石庖
丁製造所址」 

（石庖丁集合写真紙焼き挿入） 
/ 「飯塚の発掘物」 / 「飯塚市
立岩運動場発見の甕棺内遺
物」（昭和38年6月6日朝日新
聞の立岩遺跡の発掘記事挿
入）

2019P4325

22 抜刷「銅剣鉄剣石剣
の共伴を示せる組合
式石棺」

昭和25年 中山平次郎 紙 印刷 21.0×14.4 1部 考古学雑誌36巻3号抜刷 謹呈 
高野君 中山生 
高野蔵書印（51.6.17） 手書き
誤字訂正（中山平次郎ヵ）ほ
か書き込み（高野孤鹿ヵ）

2019P4326
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23 抜刷「真宗寺院の形
態」

昭和34年 石田茂作 紙 印刷 21.6×15.4 1部 龍谷史壇45号抜刷 2019P4327

24 抜刷集 昭和43年 長沼賢海 紙 印刷 18.6×14.7 1冊（2
部綴）

「神代紀の一書について」（表
紙に長沼賢海自画像ペン書）

『藝林』 / 「聖徳太子論考」『史
淵』第100輯

2019P4328

25 稿本「壹岐名勝圖誌」
（巻六 湯岳村 巻十一 
志原村）

昭和39年9月 壱岐古文書頒
布会

紙 印刷 水彩 26.0×18.6 1冊 瓦の写真 壱岐関係記事挿入 2019P4329

26 展示図録「太宰府古
瓦展」

昭和39年 観世音寺 紙 印刷 25.6×18.3 1冊 1-1に収納 2019P4330

27 発掘調査報告書「草
場古墳群 斜ヶ浦瓦
窯址」

昭和49年 福岡市教育委
員会編集

紙 印刷 25.9×18.4 1冊 誤字訂正の書き込みあり（高
野孤鹿ヵ）

2019P4331

28 展示図録「九州の古
瓦と寺院」

昭和49年 九州歴史資料
館

紙 印刷 25.9×18.2 1冊 高野孤鹿による書き込みあり 
昭和43年4月26日西日本新聞
記事（中山平次郎採集の安楽
寺紀年銘瓦を高野孤鹿が太宰
府天満宮に奉納した記事）ほ
か大宰府官道や肥前国分寺発
掘調査記事を挿入

2019P4332
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12. 塚本家資料（追加分）

〈資料内訳〉

1. 書籍………………………………………………… 25件86点 

2. 絵画…………………………………………………… 1件1点

3. 書跡…………………………………………………… 1件1点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〈総計〉27件88点        

1. 書籍 

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 重訂解体新書 序 巻一～
十二

文政9年7月刻刷 杉田玄白翻訳・大槻玄
沢重訂

木版 書冊 25.8×18.2 13冊 旧番号A274 2019P4333
～ 4345

2 列氏皮膚病学 全 明治21年10月刊 栗本庸勝・棟方隆纂訳 
樫村清徳校閲

印刷 書冊  19.9×13.7 1冊 旧番号A275 2019P4346

3 観聚方 巻一～十 文政2年刊 丹波廉夫輯 木版 書冊 18.8×12.6 10冊 旧番号A276 2019P4347
～ 4356

4 青嚢珍珠 上中下 江戸時代後期 江馬天江輯訳 木版 書冊 18.1×12.5 3冊 旧番号A277 2019P4357
～ 4359

5 泰西薬名早引 天保8年刊 横井璨纂輯・小森愚堂
閲

木版 書冊 18.6×12.5 3冊 旧番号A278 2019P4360
～ 4362

6 日用方叢 上下 万延元年刊 蒲薜幾・伊東貫斎訳 木版 書冊 21.8×15.2 2冊 旧番号A279 2019P4363
～ 4364

7 證脈方薬合編 附補遣方 江戸時代 恵庵 木版 書冊 31.6×20.0 1冊 旧番号A280 2019P4365

8 和蘭内景 医範提綱 内象
銅版図

文化5年3月 宇田川榛斎著 木版・銅版
書冊・折本 

30.0×20.5 1冊 旧番号A281 2019P4366

9 重訂解体新書 銅版全図 （文化9年） （杉田玄白翻訳・大槻
玄沢重訂）

銅版 折本 26.5×18.5 1冊 旧番号A282、破損大 2019P4367

10 西医略論 咸豊7（1857）年 合信 木版 書冊 27.2×16.6 1冊 旧番号A283 2019P4368

11 済生備考 巻一～二 嘉永3年 杉田成卿 木版 書冊 26.1×18.0 2冊 旧番号A284 2019P4369
～ 4370

12 婦嬰新説 咸豊8（1858）年 合信 木版 書冊 27.1×16.5 1冊 旧番号A285 2019P4371

13 内科新説 咸豊8（1858）年 合信 木版 書冊 27.1×16.6 1冊 旧番号A286 2019P4372

14 整骨新書 上中下 附各骨
真形図

文化7年12月 各務文献著 木版・彩色
書冊・折本 

26.0×18.4 4冊 旧番号A287 2019P4373
～ 4376

15 済生三方 元亨利 嘉永2年3月（序文）杉田成卿 墨書 書冊 23.8×16.5 3冊 旧番号A288 2019P4377
～ 4379

16 扶氏医戒 貞 江戸時代後期 杉田成卿訳 墨書 書冊 23.8×16.5 1冊 旧番号A289 2019P4380

17 扶氏経験遺訓巻一～
二十五 同薬方巻一～二

安政4年刊 緒方洪庵・緒方研堂
訳、大庭雪斎参校

木版 書冊
（秩入） 

23.5×16.7 3冊 旧番号A290 2019P4381
～ 4383

18 眼科新書 巻一～五 附録 文化12年 杉田立卿訳述 木版 書冊 25.1×17.5 6冊 旧番号A291 2019P4384
～ 4389

19 瘍科新選 巻一～五 天保3年3月 杉田立卿訳述 木版 書冊 25.8×17.8 5冊 旧番号A292 2019P4390
～ 4394

20 七新薬 上中下 文久2年刊 司馬淩海著・関寛斎閲 木版 書冊 22.6×15.9 3冊 旧番号A293 2019P4395
～ 4397
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21 全体新論 咸豊元（1851）年 合信 木版 書冊 27.0×16.5 1冊 旧番号A294 2019P4398

22 合水堂丸散方叢 嘉永元年写 不詳 墨書 書冊 24.4×16.7 1冊 旧番号A295、表紙見
返しに「嘉永元戌申晩
秋於浪華天満橋居写
之」と墨書あり

2019P4399

23 生理発蒙 巻一～九 図式 慶応2年 島村鼎甫訳述 木版 書冊 22.7×15.6 10冊 旧番号A296 2019P4400
～ 4409

24 増補重訂内科撰要 巻一
～六

江戸時代後期 宇田川玄随 木版 書冊 25.4×17.5 6冊 旧番号A297、巻六の
裏表紙見返しに「嘉永
戌申初夏於京都寓居」
と墨書あり

2019P4410
～ 4415

25 医範提綱 上中下 文化2年7月 宇田川榛斎訳述 木版 書冊 25.3×17.9 3冊 旧番号A512、最終丁
裏に「天保癸巳歳臘月
初六於大坂求之」と墨
書あり

2019P4416
～ 4418

2. 絵画

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

26 神農図 江戸時代前期 伝長谷川等伯 紙本墨画 
掛幅装

69.3×40.1 1幅 旧番号C31 2019P4419

3. 書跡

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

27 亀井道載書 寛政10年 亀井道載 紙本墨書 
掛幅装

114.1×
28.0（2紙）

1幅 旧番号C32、もと対幅
を一幅に仕立て直した
もの

2019P4420
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13. 竹川英次郎資料

〈資料内訳〉

近代資料………………………………………………27件29点        

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 小唄集抄 大正～昭和時代 不明 墨書 鉛筆書 朱
筆 書冊

25.5×17.0 1冊 2 ～ 4を挟み込む 2019P4421

2 〔記〕（花の白虎隊） 大正～昭和時代 不明 ペン書 朱筆 原
稿用紙

25.5×17.7 1枚 1に挟み込み 「学生カメラ」
編集部用紙

2019P4422

3 〔ラベル〕（世界長）（昭和23年） 興亜酒造有限会社 色刷 11.0×15.2 1枚 1に挟み込み 2019P4423

4 〔封筒〕 大正～昭和時代 不明 封筒 21.9×8.2 1通 1に挟み込み 未使用 2019P4424

5 松の廊下 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.3×17.4 1冊 2019P4425

6 桜田の泡雪 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.3×17.4 1冊 2019P4426

7 湖水渡 大正～昭和時代 不明 墨書 朱筆 書冊 24.8×17.1 1冊 2019P4427

8 本能寺 船乗小唄 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.6×17.4 1冊 2019P4428

9 伏見の吹雪 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.3×17.4 1冊 2019P4429

10 筑前琵琶之曲 祝婚 大正～昭和時代 （旭淞） 墨書 朱筆 書冊 25.2×17.3 1冊 田中涛外作歌・二世旭翁作
曲

2019P4430

11 滑稽鼠合戦 大正～昭和時代 （旭淞） 墨書 書冊 25.2×17.7 1冊 2019P4431

12 滑稽国尽し 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.5×17.5 1冊 2019P4432

13 川中島 大正～昭和時代 （旭淞） 墨書 書冊 25.3×18.1 1冊 2019P4433

14 義士の本懐 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.2×17.3 1冊 2019P4434

15 南部坂 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.3×17.4 1冊 2019P4435

16 筑前琵琶歌曲 酒餅
合戦

大正～昭和時代 （旭淞） 墨書 朱筆 書冊 25.2×17.6 1冊 2019P4436

17 山科の別 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.2×17.4 1冊 2019P4437

18 大髙源吾 大正～昭和時代 （旭淞） 墨書 朱筆 書冊 25.2×19.0 1冊 2019P4438

19 坂本龍馬 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.3×20.8 1冊 2019P4439

20 木村長門守重成 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 25.2×21.0 1冊 2019P4440

21 敦盛 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 28.4×21.6 1冊 2019P4441

22 村上喜剣 大正～昭和時代 旭淞 墨書 朱筆 書冊 28.5×21.3 1冊 2019P4442

23 〔記〕（詩） 大正～昭和時代 不明 ペン書 朱筆 原
稿用紙

25.5×17.0 1枚 南鶴ヶ城を望めば砲煙あが
る・・・  「学生カメラ」編
集部用紙

2019P4443

24 免状（筑前琵琶教師）大正十二年四月
九日

筑前琵琶宗家旭翁
橘智定→旭淞竹川
ヤツエ

墨書 一紙 朱印 
巻子装

19.6×60.0 1通 木箱付 蓋表に墨書で「教
師免状」と有

2019P4444
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

25 弦 大正～昭和時代 不明 繊維製 径3,5 1式 小物入付 2019P4445

26 爪 大正～昭和時代 不明 象牙 皮製 3.0×2.3 3点 箱付 2019P4446
～ 4448

27 撥 大正～昭和時代 不明 象牙製 長21.5 幅8.0 1点 小欠 2019P4449
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14. 梅津忠弘資料

〈資料内訳〉

古文書…………………………………………………26件26点        

番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 黒田忠之判物 寛永元年12月2日 忠之（花押）→甘木美
麗作右衛門

折紙 42.0×59.0 1通 包紙有 2019P4450

2 達書 （延享4年9月17日） →梅津金太夫・町役者
中

切紙 19.7×76.9 1通 2019P4451

3 喜多流相伝書 文久元年7月3日 喜多六平太能静（花
押）・喜多佑輔能弘（花
押）→梅津九郎

切紙 40.5×55.8 1通 2019P4452

4 福岡藩家老連署状 元文3年11月17日 黒田美作（花押）・郡正
太夫（花押）・吉田六郎
太夫（花押）・立花勘左
衛門（花押）→梅津金
左衛門

折紙 39.8×52.9 1通 2019P4453

5 伝馬手形（伝馬1疋、甘
木から宗像郡田嶋宮）

明和5年8月 永田伊左衛門（黒印）
→甘木・二日市・博多
迄右庄屋肝煎中

竪紙 27.8×33.4 1通 2019P4454

6 菅原道真判物写 延喜2年3月11日 菅羔相良道御判→大祝
大明神

竪紙 37.7×48.0 1通 包紙有 2019P4455

7 物部保本判物写 元文4年3月 物部保本（花押影）→
筑前国田楽頭梅津金太
夫

竪紙 37.6×48.3 1通 包紙有 2019P4456

8 覚（誓言状・金子800
疋・手拭受取状）

（江戸時代）12月 喜多六平太→梅津寿三 竪紙 24.5×34.3 1通 2019P4457

9 書状（稽古能、悴のこと
頼む他）

（江戸時代） 不詳 切紙 15.9×49.4 1通 2019P4458

10 書状（年始挨拶、太宰府
雷除御守お礼）

（江戸時代）3月28日 喜多六平太（花押）→
梅津九郎

切紙 16.3×38.1 1通 2019P4459

11 書状（七太夫隠居、六太
夫相続に付挨拶）

（江戸時代）正月20日 北寿山盈親（花押）・喜
多六平太能静（花押）
→梅津作右衛門

切紙 15.5×108.3 1通 2019P4460

12 書状（御礼状） （江戸時代）7月20日 喜多六平太→梅津金左
衛門・梅津九郎

切紙 16.3×34.6 1通 2019P4461

13 書状（悴九郎猩々乱ほか
相伝につき神文二通受
納）

（文久元年ヵ）10月
22日

喜多六平太能静（花
押）・喜多佑輔能弘（花
押）→梅津金左衛門

切紙 16.2×46.2 1通 2019P4462

14 書状（年始挨拶返信、太
宰府延寿王院祈祷御守
りお礼）

（江戸時代）2月20日 喜多六平太能静（花
押）・喜多佑輔能弘（花
押）→梅津金左衛門・
梅津九郎

切紙 17.6×36.6 1通 2019P4463

15 喜多流相伝書写（入門に
つき定家謡・景清謡相
伝のこと）

慶応4年8月24日 喜多六平太能静（花押
影）→梅津佐久造

切紙 15.6×12.3 1通 2019P4464
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番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

16 書状（入門の旨承知） （江戸時代）8月18日 喜多六平太→梅津九郎 切紙 16.2×44.3 1通 2019P4465

17 書状（猩々乱ほか相伝に
つき神文受納）

（文久元年ヵ）10月
22日

喜多六平太能静（花
押）・喜多佑輔能弘（花
押）→梅津九郎

切紙 16.1×45.4 1通 2019P4466

18 伝馬手形（伝馬2疋、甘
木から宗像郡田嶋宮）

安永3年8月 御郡役所（黒印）→甘
木・二日市・博多迄右
庄屋肝煎中

竪紙 28.4×38.5 1通 2019P4467

19 喜多流相伝書 文政2年6月2日～ 7月
26日

喜多七太夫長景（朱印）
→梅津作右衛門

切紙 22.0×105.5 1通 継目剥離 2019P4468

20 覚書（喜多家より翁伝授
の経緯について）

文政2年7月 梅津寿門乗勝（花押）
→喜多七太夫

横帳 13.9×39.3 1冊 包紙有 2019P4469

21 書状（寒中見舞い礼状）（江戸時代）3月13日 喜多六平太能静（花
押）・喜多佑輔能弘（花
押）→梅津金左衛門・
梅津九郎

切紙 17.9×48.3 1通 包紙有 2019P4470

22 書状（年始挨拶返信、太
宰府飛梅お守りお礼）

（江戸時代）4月27日 喜多六平太能静（花押）
→梅津九郎

切紙 16.5×49.8 1通 2019P4471

23 喜多流相伝書 明治2年12月 武家式楽太夫十二代目
喜多六平太（花押）→
梅津寿三

切紙 40.5×55.6 1通 2019P4472

24 梅津家系図（家伝文書写
を含む）

慶応4年4月 梅津正利 巻子装 19.5×705.5 1巻 2019P4473

25 梅津家系図 （慶応期ヵ） （梅津正利） 巻子装 19.5×281.2 1巻 2019P4474

26 梅津正利関係文書集 （江戸時代後期） （梅津正利） 巻子装 18.5×365.8 1巻 2019P4475
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15. 石橋延枝資料

〈資料内訳〉

1. 近世資料……………………………………………… 2件2点

2. 近現代資料………………………………………… 20件20点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〈総計〉22件22点

1. 近世資料        

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 大黒図 江戸時代後期 作成不詳 紙本着色 掛幅
装

63.9×26.6 1幅 （賛）「躳被瑞之 長隠者矣、
八坂瓊而」

2019P4476

2 唐人母子図 （近世～近代）戊
戌孟夏

馮東明 紙本着色 掛幅
装

97.0×12.5 1幅 「于長崎之客館」（天保9年
か明治31年）

2019P4477

2. 近現代資料

番号 名称 時代 作者
（差出→宛所） 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

3 卒業証書 昭和20年3月26
日

福岡第一師範学校
長正四位勳三等中
島正勝（朱印）→
石橋延枝

墨書 印刷 朱印 
一紙

26.7×38.0 1通 第10号 破れ 朱印「福岡第
一師範学校」「福岡第一師
範学校長」「一師之印」

2019P4478

4 国民学校教員免許状 昭和20年3月26
日

福岡県→石橋延枝 墨書 印刷 一紙 21.9×31.7 1通 第18043号 「福岡県」用紙 2019P4479

5 〔辞令〕（福岡県国民
学校訓導）

昭和20年3月31
日

福岡県（朱印）→
石橋延枝

墨書 印刷 朱印 
一紙

20.8×29.7 1通 朱印「福岡県印」 2019P4480

6 小学校教諭二級普通
免許状

昭和24年9月1日 福岡県教育委員会
（朱印）→石橋延枝

墨書 印刷 朱印 
一紙

18.6×26.5 1通 昭二四小二普第7557号 朱
印「福岡県教育委員会印」 
鉛筆書「福岡市当仁小」と
有 6 ～ 14は紐で一括

2019P4481

7 単位認定証明書（倫
理）

昭和27年12月10
日

福岡県教育委員会
（朱印）

スタンプ 朱印 
両面刷

10.0×16.6 1枚 裏面は受講票 6 ～ 14は紐
で一括

2019P4482

8 単位認定証明書（地
学・地理）

昭和28年9月1日 福岡県教育委員会
（朱印）

スタンプ 朱印 
両面刷

10.0×16.6 1枚 裏面は受講票 6 ～ 14は紐
で一括

2019P4483

9 単位修得認定証明書 昭和26年9月 福岡県教育委員会
（朱印）

スタンプ 朱印 
印刷

17.4×12.7 1枚 教育原理・教育心理・国語
（口文学）・数学（教材研
究） 6 ～ 14は紐で一括

2019P4484

10 単位認定証明書（図
工教材研究・国文
学・経済学・数学）

昭和26年8月31
日

福岡学芸大学長塚
本玄門（朱印）→
石橋延枝

スタンプ 朱印 
印刷

12.7×18.0 1枚 6 ～ 14は紐で一括 2019P4485

11 小学校教員認定講習
会修了証書

昭和24年8月31
日

福岡県教育委員会
（朱印）→石橋延枝

ペン書 スタン
プ 朱印 印刷

18.4×12.7 1枚 第56号 朱印「福岡県教育
委員会」 6 ～ 14は紐で一括

2019P4486

12 受講票 （昭和25年） （福岡県教育委員
会）

ペン書 スタン
プ 朱印 印刷

18.4×13.0 1枚 教育原理・教育心理修了証
明印 6 ～ 14は紐で一括

2019P4487

13 単位認定証明書（教
育原理・教育心理）

昭和27年8月31
日

福岡県教育委員会
（朱印）

ペン書 スタン
プ 朱印 両面刷

10.1×16.8 1枚 裏面は受講票 6 ～ 14は紐
で一括

2019P4488

14 単位認定証明書（数
学・国語）

昭和28年2月10
日

福岡県教育委員会
（朱印）

ペン書 スタン
プ 朱印 両面刷

10.1×16.6 1枚 裏面は受講票 6 ～ 14は紐
で一括

2019P4489
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

15 中学校教諭二級普通
免許状（数学・国語）

昭和24年9月1日 福岡県教育委員会
（朱印）→石橋延枝

ペン書 スタン
プ 朱印 両面刷

18.4×26.5 1通 昭二四中二普第10092号 朱
印「福岡県教育委員会印」

2019P4490

16 小学校教諭一級普通
免許状

昭和32年3月31
日

福岡県教育委員会
（朱印）→石橋延枝

墨書 スタンプ 
朱印 両面刷

18.6×26.4 1通 昭三一小一普第304号 朱印
「福岡県教育委員会印」

2019P4491

17 中学校教諭一級普通
免許状（数学・国語）

昭和35年6月15
日

福岡県教育委員会
（朱印）→石橋延枝

墨書 スタンプ 
朱印 両面刷

18.0×26.1 1通 昭三五中一普第182号 朱印
「福岡県教育委員会印」 鉛
筆書「福岡市姪ノ浜小」と
有

2019P4492

18 消防施設完成記念写
真帖

（昭和9年） 九州映画宣伝社/謹
製

印刷 書冊 28.5×22.7 1冊 2019P4493

19 幕末勤皇歌人集 昭和15年9月8日 文部省教学局編纂 
志田延義執筆

印刷 小冊子 14.8×10.5 1冊 「日本精神叢書四十二」、内
閣印刷局印刷

2019P4494

20 「福岡史」 昭和時代（30 ～
40年代）

（石橋延枝） 新聞紙切抜き 
台紙貼

25.2×18.1 1綴 新聞切り抜き（「沿線もの
がたり」［西鉄のあゆみ」「ふ
るさとの川」）、自作年表

2019P4495

21 梅図 明治時代 平野五岳 紙本墨書 掛幅
装 

108.1×28.6 1幅 「古中左袖岳」 2019P4496

22 書「天空海闊」 明治～昭和時代 黒田長成（印） 紙本 墨書 額装 37.2×106.5 1面 額（53.5×150.0） 2019P4497

作者
（差出→宛所）
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16. 牟田節子資料

〈資料内訳〉

近現代資料……………………………………………14件16点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 写真（花電車2台） 昭和50年 牟田節子/撮影 カラー写真 7.5×10.7 1枚 2019P4498

2 写真（花電車1台） 昭和50年 牟田節子/撮影 カラー写真 7.5×10.7 1枚 2019P4499

3 写真（花電車・博多駅前） 昭和50年 牟田節子/撮影 カラー写真 7.5×10.7 1枚 2019P4500

4 写真（花電車・博多駅前） 昭和50年 牟田節子/撮影 カラー写真 7.5×10.7 1枚 2019P4501

5 写真（花電車・日立） 昭和50年 牟田節子/撮影 カラー写真 7.5×10.7 1枚 2019P4502

6 写真（花電車2台） 昭和50年 牟田節子/撮影 カラー写真 7.5×10.7 1枚 大博通り 2019P4503

7 写真（提示板） 平成21年3月14日 牟田節子/撮影 カラー写真 8.7×12.7 1枚 博多駅 寝台はやぶさ 
熊本行き

2019P4504

8 写真（提示板） 平成21年3月13日 牟田節子/撮影 カラー写真 8.7×12.7 1枚 博多駅 寝台はやぶさ 
東京行き

2019P4505

9 福岡市内線廃止記念乗車証 昭和54年 西日本鉄道株式
会社/発行

印刷 6.8×14.8 3枚 2019P4506
～ 4508

10 普通入場券（博多駅） 平成21年3月13日 JR九州/発行 印刷 スタンプ 2.8×5.6 1枚 乗車記念スタンプ有 2019P4509

11 普通入場券（博多駅） 平成21年3月14日 JR九州/発行 印刷 スタンプ 2.8×5.6 1枚 乗車記念スタンプ有 2019P4510

12 博多ばってん 106号表紙 1982年3月1日/発
行

博多抜店会/発
行

色刷 25.5×18.1 1枚 表紙のみ 2019P4511

13 バッジ（五輪） 1964年 不明 プラスチック
製

1.5×2.0 1点 2019P4512

14 万年筆 昭和30年代 不明 ペン先：金属
製 本体：樹脂
製

全長12.0 1本 2019P4513

寄贈資料　16.牟田節子資料

― 191 ―



17. 星野宜義資料（追加分）

〈資料内訳〉

近代資料（雑誌）……………………………………14件14点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 世界画報 第11巻第5号 昭和10年5月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 満洲国皇帝陛下御来訪
記念号

2019P4514

2 世界画報 第11巻第7号 昭和10年7月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4515

3 世界画報 第11巻第8号 昭和10年8月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4516

4 世界画報 第11巻第9号 昭和10年9月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4517

5 世界画報 第11巻第10号 昭和10年10月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4518

6 世界画報 第11巻第11号 昭和10年11月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4519

7 世界画報 第11巻第12号 昭和10年12月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 イタリーエチオピア戦
争特輯号

2019P4520

8 世界画報 第12巻第1号 昭和11年1月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4521

9 世界画報 第12巻第2号 昭和11年2月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4522

10 世界画報 第12巻第3号 昭和11年3月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4523

11 世界画報 第12巻第4号 昭和11年4月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4524

12 世界画報 第12巻第5号 昭和11年5月1日/発行 国際情報社/発行 印刷 書冊 30.5×22.5 1冊 2019P4525

13 世界画報 表紙 （昭和10 ～ 11年） （国際情報社） 印刷 31.0×23.0 1組 2019P4526

14 綴紐 （昭和10 ～ 11年） 不明 綿製 紐 全長27.0 1点 2019P4527
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18. 久芳和喜資料（追加分）

〈資料内訳〉

近代資料………………………………………………10件10点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 写真（東明石家屋敷玄関にて黒
田長礼を囲んで集合写真）

昭和14年5月 撮影者不明 白黒写真 15.3×20.3 1枚 2019P4528

2 写真（香椎宮参道脇の東明石家
屋敷）

昭和時代 撮影者不明 白黒写真 12.7×17.9 1枚 2019P4529

3 写真（松囃子での集合写真） 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 15.8×20.0 1枚 2019P4530

4 写真（旧山宴会場での集合写真）昭和2年 撮影者不明 白黒写真 13.4×17.9 1枚 2019P4531

5 写真（香椎稲荷祭における集合
写真）

昭和14年4月3日 撮影者不明 白黒写真 15.8×19.8 1枚 2019P4532

6 写真（居間での集合写真） 昭和14年4月 撮影者不明 白黒写真 15.7×13.7 1枚 2019P4533

7 明石元二郎肖像写真 大正時代 撮影者不明 白黒写真 15.9×11.2 1枚 2019P4534

8 明石元二郎肖像写真 大正時代 撮影者不明 白黒写真 14.5×9.6 1枚 2019P4535

9 写真アルバム 昭和時代 撮影者不明 白黒写真 アル
バム

28.4×22.8 1点 2019P4536

10 明石家系譜 昭和42年 明石泰二郎 ペン書 書冊 26.1×18.8 1冊 2019P4537
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19. 二宮健資料（追加分）

〈資料内訳〉

近世文書…………………………………………………6件6点

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 安井三蔵書状 （江戸時代後期）
12月23日

安井三蔵より猪岡
道栄あて

一紙 墨書 16.0×22.0 1通 （裏書）「安井金竜、福
岡藩儒者、寛政の人、
修猷館訓導」

2019P4538

2 上村米山書状 （江戸時代後期
～幕末）2月11
日

左寿（上村米山）
より清藏あて

一紙 墨書 16.9×36.4 1通 （裏書）「上村米山書状、
博多書家」

2019P4539

3 石松元啓書状 （江戸時代後期
～幕末）7月24
日

元啓 継紙 墨書 16.3×43.5 1通 （裏書）「筑前国学者、
石松元啓」

2019P4540

4 観心亭釣庶書状 （江戸時代）正
月5日

観心亭釣庶より菅
屋雅翁あて

継紙 墨書 16.6×84.5 1通 （裏書）「観心亭釣蔵（マ
マ）」

2019P4541

5 観心亭釣庶書状 （江戸時代）9月
15日

釣庶より市丸黙雅
あて

継紙 墨書 16.5×113.3 1通 （裏書）「博多狂歌師」 2019P4542

6 狂歌六首 （江戸時代） 光月亭釣庶 継紙 墨書 16.4×48.3 1枚 （裏書）「光風亭鶴蔵（マ
マ）博多狂歌師」

2019P4543
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20. 樋口家資料

〈資料内訳〉

1. 彫刻………………………………………………… 3件33点

2. その他………………………………………………  2件4点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〈総計〉5件37点

1. 彫刻

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1-1 滑石仏（如来形像） 治承3年（1179）僧良真 滑石 線刻 浮彫 31.2×22.3×5.5 1点 裏に線刻「勧進僧良真
／治承三年己亥九月
十六日奉／供養了」

2019P4544

1-2 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 21.5×15.8×5.1 1点 2019P4545

1-3 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 31.2×20.8×3.9 1点 2019P4546

1-4 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 28.8×20.2×5.7 1点 2019P4547

1-5 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 15.8×16.0×5.5 1点 2019P4548

1-6 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 22.4×14.8×5.7 1点 2019P4549

1-7 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 24.0×16.0×4.3 1点 2019P4550

1-8 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 20.8×19.0×5.6 1点 2019P4551

1-9 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 18.6×14.0×5.1 1点 2019P4552

1-10 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 15.0×20.0×4.6 1点 2019P4553

1-11 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 13.0×16.5×3.0 1点 肩以下欠失 2019P4554

1-12 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 22.8×17.0×4.1 1点 頭部欠失 2019P4555

1-13 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 17.8×18.6×4.2 1点 頭部、右半身欠失 2019P4556

1-14 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 22.8×18.0×4.9 1点 線刻不鮮明 2019P4557

1-15 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 19.7×17.8×4.5 1点 頭部欠失 線刻不鮮明 2019P4558

1-16 滑石仏（如来形像）（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 13.5×14.0×2.9 1点 経筒蓋の転用ヵ 2019P4559

1-17 滑石仏（毘沙門天形
像）

（平安時代末期） 不明 滑石 浮彫 28.2×17.2×3.6 1点 2019P4560

1-18 滑石仏（毘沙門天形
像）

（平安時代末期） 不明 滑石 線刻 浮彫 23.5×17.4×4.7 1点 2019P4561

2-1 薬師如来立像（薬師
三尊像のうち）

江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高80.4 像高61.3 1躯 2019P4562

2-2 日光菩薩立像（薬師
三尊像のうち）

江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高51.5 像高33.2 1躯 2019P4563

2-3 月光菩薩立像（薬師
三尊像のうち）

江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高52.0 像高33.0 1躯 2019P4564

3-1 十二神将立像（子神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高38.0 像高30.2 1躯 2019P4565

3-2 十二神将立像（丑神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高37.7 像高30.4 1躯 2019P4566

3-3 十二神将立像（寅神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高36.6 像高29.6 1躯 2019P4567
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番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

3-4 十二神将立像（卯神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高36.5 像高29.4 1躯 2019P4568

3-5 十二神将立像（辰神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高36.5 像高29.6 1躯 2019P4569

3-6 十二神将立像（巳神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高34.7 像高30.1 1躯 2019P4570

3-7 十二神将立像（午神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高36.7 像高30.8 1躯 2019P4571

3-8 十二神将立像（未神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高35.3 像高28.6 1躯 2019P4572

3-9 十二神将立像（申神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高35.6 像高29.9 1躯 2019P4573

3-10 十二神将立像（酉神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高39.0 像高32.0 1躯 2019P4574

3-11 十二神将立像（戌神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高40.3 像高32.0 1躯 2019P4575

3-12 十二神将立像（亥神）江戸時代後期 不明 木造 一木造 彩色 総高35.8 像高30.3 1躯 2019P4576

2. その他

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

4-1 砥石 不明 不明 砂岩 27.5×22.0×14.2 1点 2019P4577

4-2 砥石 不明 不明 砂岩 15.3×8.9×7.5 1点 2019P4578

4-3 叩石 不明 不明 石 球状 最大径9.0 1点 2019P4579

5 八十八ヶ所札 近代ヵ 不明 木板墨書 板上部に
釘あり

28.5×17.8 1点 「金武村大字金武字浦
恵／拾八番 阿波国御
山寺／薬師如来／子を
うめるその父母の／お
ん山寺とぶらひがたき
／（ことはあらじ）な」

2019P4580
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21. 舌間輝吉資料

〈資料内訳〉

近代資料…………………………………………………5件5点

22. 笠置美枝子資料

〈資料内訳〉

生活の用具……………………………………………4件4点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 金縁黒台付五段重 大正7年 （半田芳太郎） 木製 漆塗 23.8×23.8 高42.0 1組 蓋2点み5段 木箱付 木
箱蓋裏に墨書「大正七
年四月九州沖縄物産共
進会審査受賞品」と有

2019P4581

2 〔記〕（出品票） （大正7年） （半田芳太郎） 印刷 ペン書 36.8×7.2 1式 1に同梱 出品票・「審
査品」票・「三等賞」
票を一括、貼紙「売約
済」あり

2019P4582

3 黒漆重台 大正時代 不明 木製 漆塗 30.0×30.0 高8.5 1点 木箱付 底部綿布で補
修

2019P4583

4 手拭（健康） 昭和時代 財団法人福岡市学
校給食会

綿布 印刷 32.0×83.0 1本 創立10周年記念 3に同
梱

2019P4584

5 黒漆塗角盆 大正～昭和時代 柏木秀太郎 木製 漆塗 36.0×36.0 高4.0 1組 10枚 木箱付 2019P4585

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 草履下駄（女性用） 昭和戦前期 不明 木製（桐） イグサ 
布 金具

長21.8 幅8.5 1組 女性用 2019P4586

2 草履下駄（女性用） 昭和戦前期 不明 木製（桐） イグサ 
布 金具

長21.0 幅9.0 1組 女性用 箱入り 側面に
「RIKKIYO」の文字あり

2019P4587

3 灯火管制用電球（マ
ツダランプ）

昭和戦前期 東京電機株式会社 ガラス 金属製 縦10.5 横6.0 1点 「マツダ 東部防衛司令部認
定済 三−四半畳用 使用前
必ズ包紙の注意書ヲ御読ミ
下サイ」

2019P4588

4 電球（TOKIランプ）昭和戦後期 TOSHIBA ガラス 金属製 縦10.5 横6.0 1点 「ブルーソフトTOKI 100V 
60W」

2019P4589
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23. 松尾孝司資料

〈資料内訳〉

1. 生産の用具…………………………………………… 2件2点

2. 人の一生の用具……………………………………… 1件1点

3. 近代資料……………………………………………… 1件1点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〈総計〉4件4点

1. 生産の用具

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 博多ちゃんぽん（鼓）昭和60年10月25
日

園田武利 ガラス リリア
ン糸

長17.0 幅11.0 1点 ペン書「60.10.25」「九
大工 そのだ」

2019P4590

2 博多ちゃんぽん（タ
ヌキ）

昭和58年10月27
日

園田武利 ガラス 縦20.0 横9.7 高
13.0

1点 ペン書「58.10.27」「そ
のだ」

2019P4591

2. 人の一生の用具

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

3 経帷子 昭和時代 寄贈者祖母 木綿（晒） 着丈125.0 裄60.0 1点 2019P4592

3. 近代資料

番号 名称 時代 作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

4 麻かばん 昭和戦前期 不明 麻 縦23.0 横30.5 1点 2019P4593

寄贈資料　23.松尾孝司資料　
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25. 林信博資料（追加分）

〈資料内訳〉

釣り関係資料……………………………………………3件5点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 書籍『四季のハヤ・ヤ
マベ釣り』

昭和16年 著者：平井さかえ
出版：春陽堂

紙 冊子 縦15.2 横10.7 1冊 2019P4598

2 写真「東宮殿下アゾール
城内に於て釣魚の御遊

（其一～其三）」

昭和時代 不明 紙 印刷 縦21.0 横30.0 3枚 2019P4599
～ 4601

3 週刊朝日 増大号「日本
中釣テングで超満員」

昭和34年5月10日 著者：大宅壮一
出版：朝日新聞社

紙 印刷 縦25.7 横18.4 1部 2019P4602

24. 吉村慶二資料

〈資料内訳〉

美術資料………………………………………………4件4点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 人形「達磨 面壁九年」 昭和時代 原田嘉平 陶製着色 高32.5 幅32.8 奥24.1 1点 背面陰刻銘「面壁九年
／達磨／人形屋嘉平／作」

2019P4594

2 人形「達磨」 昭和時代 原田嘉平 陶製着色 高18.0 幅15.5 奥10.3 1点 背面刻印「嘉平」 2019P4595

3 人形「熊野」 昭和時代 白石一敏 陶製着色 高32.0 幅14.2 奥8.8 1点 像底墨書「熊野 一敏作」2019P4596

4 人形「子扇」 昭和時代 藤和人 陶製着色 高42.6 幅21.3 奥22.4 1点 2019P4597
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27. 坂本幸子資料（追加分）

〈資料内訳〉

生活の用具……………………………………………3件3点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 櫛 昭和時代 （関雄一） 鼈甲 金 蒔絵 縦10.0 横5.8 1点 2019P4606

2 簪 昭和時代 関雄一 鼈甲 金 蒔絵 長さ19.0 1点 桐箱入り 印「肥後 象眼
技術保存会会員 関雄一」

2019P4607

3 笄 昭和時代 関雄一 鼈甲 金 蒔絵 長さ16.0 1点 桐箱入り 印「肥後 象眼
技術保存会会員 関雄一」

2019P4608

26. 郷司澄子資料

〈資料内訳〉

書跡………………………………………………………3件3点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 一行書「運用至妙在一心」 昭和時代 頭山満 紙本墨書 掛幅装 134.3×56.2 1幅 2019P4603

2 一行書「自知者英自勝者雄」（昭和時代） 徳富蘇峰 紙本墨書 掛幅装 144.8×38.1 1幅 付紙「自知者英自克者
雄 徳富先生書」とあり

2019P4604

3 一行書「一誠以貫百行」 （昭和時代） 弘堂（林毅陸） 紙本墨書 掛幅装 135.0×33.0 1幅 2019P4605
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28. 関義郎資料

〈資料内訳〉

近代資料…………………………………………………3件3点

29. 益田敏夫資料（追加分）

〈資料内訳〉

近代資料（写真）……………………………………3件3点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 弔辞 明治38年4月28日 福岡県戦死者弔慰
会長河島醇より関
藤三郎あて

墨書 22.4×57.1 1通 2019P4609

2 従軍手帖 明治34年1月10日/
入営

関藤三郎/使用 印刷 書冊 13.4×8.1 1冊 2019P4610

3 筑紫光 明治41年10月10日
/発行

福岡県筑紫郡尚武
会

印刷 書冊 22.8×15.5 1冊 2019P4611

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 アルバム（写真帖） 明治時代 不明 白黒写真 アル
バム

24.1×19.5 1冊 2019P4612

2 アルバム（写真帖二）大正～昭和時代 不明 白黒写真 アル
バム

23.3×29.0 1冊 2019P4613

3 アルバム（写真帖三）昭和時代 不明 白黒写真 アル
バム

23.3×29.0 1冊 2019P4614

寄贈資料　28.関義郎資料　29.益田敏夫資料（追加分）
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31. 長沼元資料（追加分）

〈資料内訳〉

近現代資料………………………………………………2件2点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 老司堰并唐戸下用水路ニ係ル
堰埭樋閘橋梁及支溝取調帳

昭和32年4月写 （福岡市） カーボン複写 
着色 書綴

26.9×19.5 1綴 45丁 2019P4617

2 老司堰并唐戸下用水路図 （昭和32年4月） 不明 青焼 着色 鉛筆
書

28.0×675.0 1点 2019P4618

30. 小川守資料

〈資料内訳〉

歴史資料………………………………………………2件2点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 鍬形前立六十二間筋
兜・紺糸威二枚胴具
足 小具足付

江戸時代前期 兜銘「□（擦）州
早乙女家親」

鉄 革 漆 紙 布 鉢高15.5 胴公41.0 1領 脛当（左右） 面頬 袖（左
右） 脇板（左右） 籠手

（左右、破損） 佩楯 

2019P4615

2 勲章（陸軍従軍） 昭和20年 日本国 金属 木 布 縦3.7 横3.6 1点 箱入り 拝用飾り付き 
略章付き

2019P4616
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32. 吉原章資料（追加分）

〈資料内訳〉

1. 生産の用具………………………………………… 1件1点

2. 近現代資料………………………………………… 1件1点

　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　 〈総計〉2件2点

1. 生産の用具

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 蹴りロクロ 明治～大正時代 使用者:小林亦助 木製 小径35.7 大径40.8 
高43.7

1点 2019P4619

2. 近現代資料

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

2 ベンチ 昭和時代 不明 本体:樹脂製 塗装
脚部:金属製

全幅86.0 奥行52.0 
全高62.0

1点 2座席分を木製台で一括、
平和台球場使用

2019P4620

寄贈資料　32.吉原章資料（追加分）
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33. 大串誠寿資料

〈資料内訳〉

書画………………………………………………………1件5点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 宇賀神社神馬像 
 ①Top View 
 ②Bottom View 
 ③Left Side View 
 ④Right Side View 
 ⑤Front & Back 
View

2017年4月製図 
2016年5月採寸

大串誠寿 トレーシング
ペーパー・鉛
筆・赤鉛筆 台
紙にセロテー
プと木工用ボ
ンドで貼付・
額装

各本紙：42.3×
64.8cm 
額外寸：52.0×
73.3cm

5点 縮尺5分の1、「宇賀神社神馬像
調査総合報告書」挿図、クラウ
ドファンディング「ユネスコ無
形文化遺産・博多祇園山笠飾り
と同制作手法による最古級人形 
宇賀神社「お馬さん」をみて、
知って、伝えて、プロジェクト」
返礼品(複製印刷物)の原画 
出品歴：「グループ展RUSH 
01」（ギャラリーとくなが
2017.5.30 ～ 6.4） 「誉のくまも
と展」（熊本市現代美術館
2017.9.16 ～ 11.26） 「RUSH 
02」（同ギャラリー 2018.5.15
～ 5.20）

2019P4621
～ 4625

寄贈資料　33.大串誠寿資料
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34. 青木富美子資料

〈資料内訳〉

美術資料…………………………………………………1件3点

番号 名称 時代 作者 品質 形状
法量

（ ）内は描き表装部
を含む法量

員数 備考 備品番号

1 三千仏図 室町時代 不詳 絹本着色 掛幅
装

①阿弥陀幅 縦159.0 
横87.2（縦189.0 横
90.5） 
②釈迦幅 縦160.2 
横87.3（縦190.2 横
91.0） 
③薬師幅 縦161.5 
横87.2（縦192.0 横
90.3） 

3幅 ①阿弥陀幅 裱背墨書「金剛佛子宗忍房 
寄進文安三丙刀十二月吉日／修覆今津波
佐右京助吉久永正十二乙亥十二月三日／
修覆誓願密寺住持大泉坊栄信 元禄十一丙
刀十二月善日」
②釈迦幅 裱背墨書「筑州嶌縣今津登志山
誓願密寺三幅之内」
③薬師幅 裱背墨書「筑州嶌縣今津誓願密
寺三幅之内」
箱書「寄進文安三年丙寅十二月吉日／修
覆永正十二乙亥三日／元禄十一年丙寅
十二月善日」

2019P4626
～ 4628

寄贈資料　34.青木富美子資料
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35. 桐山恭二資料

〈資料内訳〉

歴史資料…………………………………………………1件1点

36. 大黒流すの二（須崎町二区）資料

〈資料内訳〉

信仰・年中行事の用具…………………………………1件1点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 金泥塗瓢箪頭立蟹挟
脇立梵字前立六十四
間星兜・黒糸威二枚
胴具足 小具足付

江戸時代前期～
中期

作成不詳 鉄 革 布 紙 漆 鉢高16.5 胴高41.0 1領 佩楯 籠手（左右） 面頬 
袖（左右） 紫糸威 脛当

（左右） 黒漆塗櫃 兜し
ころ素掛縅 草摺紺糸
縅

2019P4629

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 台幕 大正10年 不明 木綿 縦160.0 横1116.0 1点 幕箱：蓋に墨書「大黒□下い台幕／□□
拾年辛酉七月製作／十□支裾柄雀踊之図
／平成貳年庚午七月吉祥日／永田正謹
書」、幕：（右）「大正拾年／辛酉七月吉
祥日」 （左）「下鰮町若者中」 （左下）「置鮎
善平／吉海甚右衛門／藤尾勝兵衛／藤尾
與平／篠崎安平／岡部徳三郎／勝山盛太
郎／松本廣太郎／岩隈次郎七／置鮎熊次
郎／上杉伊平／吉海福太郎／渡邊福次／
藤尾徳三郎／吉海圭造／石蔵徳兵衛／置
鮎善四郎／藤尾榮三／岩隈次七郎／矢野
浩蔵／深川嘉一郎／日高徳繁／篠崎實／
日高貞次／梁井久次郎」

2019P4630
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37. 富﨑洋子資料

〈資料内訳〉

書画………………………………………………………1件1点

38. 冨永美佐子資料

〈資料内訳〉

近代資料…………………………………………………1件1点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 物語図屏風 江戸時代後期 作者不詳 紙本着色一部
金銀箔 屏風装

本紙120.4×256.0cm 
外寸136.4×274.5
×11.4cm

6曲1隻 第一扇裏面貼紙「寛延四年 未
至六月」、裏貼の一部に春日村
の地租関連文書（近代）を使用

2019P4631

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 陸軍用毛布 昭和15年 広島陸軍被服支廠/
検定

混紡 170.0×156.0 1枚 2019P4632
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40. 船津喜代子資料

〈資料内訳〉

刀剣………………………………………………………1件1点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 目釘穴 備考 備品番号

1 短刀 銘 備前國住長
舩清光／永禄十二年
二月日

戦国時代 永禄12
年（1569）2月

長船清光 平造り 庵棟 重ね厚し　
杢目肌に板目交じり、
肌約み 地沸つき地景入
る うっすらと棒映りあり 
中直刃 小沸つき金筋入
る

刃長24.5 
茎長9.9 
内反り

1
（瓢箪）

三鈷柄剣の彫物は、刀
身部分を透かし、三鈷
柄部分を陽刻とする

2019P4634

39. 藤永喜美子資料

〈資料内訳〉

美術資料…………………………………………………1件1点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 阿弥陀三尊来迎図 鎌倉時代 不詳 絹本着色 額装 縦80.0 横37.0 1面 旧箱書（蓋表）「恵心之筆 三尊来
迎佛 一幅」
旧箱書（蓋裏）「此来迎佛者慧心
之真毫而圓應寺／寶蔵中之一幅也
余妙操依不思議因／縁請求予念持
佛以永傳末代者也／維時明治八乙
亥年七月勧喜日」
旧箱書（たとう紙）「恵心直筆三
尊来迎佛 壱軸／明治十八年十月
吉日造之 吉村氏」

2019P4633
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41. 前田道子資料

〈資料内訳〉

書画………………………………………………………1件1点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 浮世絵貼交長巻 幕末～明治時代
（19世紀）

歌川芳員、
歌川芳虎、
歌川国綱、
歌川国芳、
歌川芳綱

大判錦絵 巻子
装

全長37.0×993.5cm 1巻 ①歌川芳員「播州須磨寺若木
桜制札図」／②歌川芳虎「美
濃国赤坂宿熊坂夜討之図」／
③歌川芳員「義経鞍馬山図」
／④歌川国綱「義経拾九臣之
図全」／⑤歌川芳員「頼朝公
富士巻狩之図」／⑥歌川芳員

「源頼朝卿…（石橋山の戦い）」
／⑦歌川国芳「建久元年…（東
大寺にて七兵衛景清を捕縛す
る図）」／⑧歌川国芳「和田合
戦 朝夷三郎義秀猛勇怪力之
図」／⑨歌川芳員「嘉永三年
正月廿日粟津大合戦」／⑩歌
川芳綱「西條山引返之図」／
⑪歌川芳員「石橋山大合戦図」
／⑫歌川芳員「源頼光大江山
之図」／⑬歌川国芳「太物浦
大合戦」

2019P4635
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42. 安松奈津子資料（追加分）

〈資料内訳〉

生活の用具………………………………………………1件1点

43. 八尋シノブ資料（追加分）

〈資料内訳〉

歴史資料…………………………………………………1件1点

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 目釘穴 備考 備品番号

1 ヘラ台 昭和時代 不明 紙 六つ折 縦38.5 横116.5 1点 貼紙「鯨尺をメートル法に換
算方法」「一ツ身筒袖裁方」「綿
ネル筒袖一ツ身」「男物絹袴裁
方」「羽二重コート裹裁方」「名
仙四ツ身筒袖袷羽織裁方」「名
仙四ツ身筒袖着物裁方」「男単
衣羽織裁方」「女物袷羽織裁方」

「羽織肩裏裁方」「大巾単男物
着物裁方」「大巾単女物着物短
尺裁方」「女物長襦袢賤袖裏裁
方」「半コート（角衿又ハ菊衿）
裁方」「男物着物裁方」「男物
本身八掛裁方」「女物着物裁方」

「女物袷着物裁方」「女物八掛
裁方」

2019P4636

番号 名称 時代 作者 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 方位磁石 明治12年（買得）作成不詳 漆 木製 鉄（磁
針） ガラス（内
蓋）

外径8.5 高4.2 内径
7.6

1基 「明治十二歳卯正月早良郡課あ
て村八尋茂三用」「片江村代金
拾銭求之八尋茂三」木製蓋付
き 裏「三寸 テマモ」

2019P4637
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1. 桑原益男資料

〈資料内訳〉

書画……………………………………………………35件36点

番号 名称 時代 作成 品質  形状 法量 員数 備考 備品番号

1 虎図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

110.3×29.7 1幅 「鳳井」・「留」「春」（白文連珠印）、
巻止貼紙墨書「虎 鳳井筆」

2019D1

2 渡唐天神図 江戸時代後期
（19世紀）

画：桑原鳳井 
賛：不詳

絹本着色 
掛幅装

132.7×66.7 1幅 「鳳井桑辰頓首拝写」・「留」「春」
（白文連珠印）、賛「聲踊摩訶般
若／念帰観世音菩薩」、箱蓋表墨
書「渡唐天神の図」、箱蓋裏墨書

「桑原鳳井先生筆」・「桑原鳳井顕
彰会之印」（朱文方印）・墨書「茂
明識」・「小之野」（白文方印）、
箱小口墨書「観世音／菩薩」、箱
側面墨書「天神」

2019D2

3 唐人図 江戸時代後期
（19世紀）

画：桑原鳳井 
賛：戸次宜
春ヵ

紙本墨画淡彩 
掛幅装

39.2×55.3 1幅 絵落款「鳳井寫」・「留」「春」（白
文連珠印）、賛「□□唐天食唯齢
亦不孤／莫教懐望去衣褐□何／
辞　晃」・「宜」（白文方印）・「春」

（白文方印）、巻止貼紙墨書「唐
武人　横嶽鳳井」、箱蓋表墨書「仙
人ハ宜春の賛」、箱蓋裏墨書「桑
原鳳井先生筆　昭和甲辰春日　
茂明識」・「茂明」（白文方印「茂
明」）、箱小口貼紙「仙人／宜春
の賛」

2019D3

4 竹犬図 江戸時代後期
（19世紀）

画：桑原鳳井 
賛：蓬の屋

紙本墨画淡彩 
掛幅装

111.1×28.5 1幅 絵落款「鳳井」・「留」「春」（白文
連珠方印）、賛「育から曲れるは
も／なかなかに／竹のころころ
遊ぶ犬ころ」、賛落款「蓬の屋」・

「□」（朱文変形印）、巻止貼紙墨
書「犬と筍　鳳井筆」、箱蓋表墨
書「竹犬」、箱蓋裏墨書「桑原鳳
井先生筆」・「桑原鳳井顕彰会之
印」（朱文方印）・墨書「昭和甲
辰春日 茂明識」・「茂明」（白文方
印）、箱側面貼紙墨書「竹に犬こ
ろ」、付属物（桑原鳳井展チラシ）

2019D4

5 大根にねずみ図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画 
掛幅装

101.5×28.6 1幅 「鳳井」・「留」「春」（白文連珠方
印）、箱蓋側面墨書「大根ねずみ」、
箱小口ボールペン書「大根ねず
み」

2019D5

6 西行図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画 
掛幅装

26.0×42.3 1幅 「鳳井」・「留」「春」（白文連珠方
印）、巻止貼紙墨書「西行　鳳井」、
箱蓋表墨書「西行の図」、箱蓋裏
墨書「桑原鳳井先生筆」・「桑原
鳳井顕彰会之印」（朱文方印）・
墨書「茂明識」・「小之野」（白文
方印）

2019D6
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番号 名称 時代 作成 品質  形状 法量 員数 備考 備品番号

7 舟泊まり図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

95.7×30.9 1幅 「鳳井寫」・「留」「春」（白文連珠
印）、箱蓋表墨書「舟泊」、箱蓋裏
墨書「桑原鳳井先生筆」・「桑原鳳
井顕彰会之印」（朱文方印）・墨書

「茂明識」・「小之野」（白文方印）

2019D7

8 高砂図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

90.7×30.0 1幅 「鳳井寫」・「留」「春」（白文連珠印）、
賛5行「松が枝乃葉色ハ同じ深み
とり立ちよる陰の／…」、箱蓋表墨
書「桑原鳳井髙砂之圖　壹慎」、
箱蓋裏墨書「筑前後学　有吉憲
彰題署」・「有吉」（白文長円印）

2019D8

9 龍神図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

31.0×52.8 1幅 「鳳井」・「□」（白文方印）・「□」（白
文方印）、箱蓋表墨書「龍神」、箱
蓋裏墨書「鳳井先生筆」・「桑原鳳
井顕彰会之印」（朱文方印）・墨書

「茂明識」・「小之野」（白文方印）

2019D9

10 常盤御前図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

90.8×40.7 1幅 「梧竹園寫」・「鳳」「井」（白文連
珠印）、箱蓋表墨書「常盤御前　
鳳井　□原しのぶ」

2019D10

11 蝉図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

127.8×60.6 1幅 「鳳」「井」（朱文連珠印）、箱蓋
表墨書「蝉」、箱蓋裏墨書「桑原
鳳井先生筆」・「桑原鳳井顕彰会
之印」（朱文方印）・墨書「茂明
識」・「小之野」（白文方印）

2019D11

12 遊鯉図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

49.0×65.8 1幅 「鳳井寫」・「鳳」「井」（白文連珠
印）、巻止貼紙墨書「遊鯉　鳳井
筆」、箱蓋表墨書「鯉」、箱蓋裏
墨書「桑原鳳井先生筆　昭和甲
辰春日　茂明識」・「茂明」（白文
方印）

2019D12

13 官女図 江戸時代後期
（19世紀）

画：桑原鳳井 
賛：仙厓義梵

紙本着色 
掛幅装

103.0×39.7 1幅 絵落款「鳳井」・「梧竹園」（朱文
長円印）、賛「大慈大悲觀世音／
一心頂禮／顧盻擲舎／粉黛傾
國」、賛落款「梵仙厓（菩薩）」・「仙
厓」（朱文瓢印）、箱蓋表墨書「官
女之圖　仙厓和尚賛／桑原鳳井
画」、箱蓋裏墨書「昭和二十二年
盛夏　酒壷洞敬画」・「宅」（朱文
方印）

2019D13

14 美人図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 絹本着色 
掛幅装

101.2×34.3 1幅 「梧竹園」（朱文長円印）、箱蓋表
墨書「美人画」、箱蓋表貼紙「唐
人御吉」、箱蓋裏墨書「桑原鳳井
先生筆」・「桑原鳳井顕彰会之印」

（朱文方印）・墨書「昭和辰春茂
明識」・「茂明」（白文方印）、箱
側面貼紙墨書「美人画（お吉）」

2019D14

15 庚申尊天図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本着色 
掛幅装

107.5×31.0 1幅 「鳳井敬寫」・「梧竹園」（朱文長
円印）、巻止貼紙墨書「庚申　鳳
井筆」、箱蓋表墨書「庚申尊天」、
箱蓋裏墨書「桑原鳳井先生筆」・

「桑原鳳井顕彰会之印」（朱文方
印）・墨書「昭和甲辰春　茂明
識」・「茂明」（白文方印）

2019D15
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16 稲荷大明神図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

104.2×44.0 1幅 「鳳井」・「梧竹園」（朱文長円印）、
巻止貼紙墨書「稲荷大明神」、箱
蓋表墨書「稲荷大明神」、箱蓋裏
墨書「桑原鳳井先生筆」・「桑原
鳳井顕彰会之印」（朱文方印）・
墨書「茂明識」・「小之野」（白文
方印）

2019D16

17 山水人物図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

101.8×39.2 1幅 「鳳井」・「梧竹園」（朱文長円印）、
巻止墨書「山水　鳳井」、箱蓋表
墨書「鳳井山水」

2019D17

18 春景山水図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

42.5×55.0 1幅 「鳳井」・「梧竹園」（朱文長円印）、
巻止貼紙墨書「山水鳳井筆」、箱
蓋表墨書「春景山水」、箱蓋裏墨
書「桑原鳳井先生筆」・「桑原鳳井
顕彰会之印」（朱文方印）・墨書「茂
明識」・「小之野」（白文方印）

2019D18

19 はねつるべ図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画 
掛幅装

52.9×52.6 1幅 「鳳井」、箱蓋表墨書「はねつる
べの圖」、箱蓋裏墨書「桑原鳳井
先生筆」・「桑原鳳井顕彰会之印」

（朱文方印）・墨書「茂明識」・「小
之野」（白文方印）

2019D19

20 黄初平図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

102.5×36.1 1幅 「鳳井」・「席上」（白文方印）、巻
止貼紙墨書「黄初平」、箱蓋表墨
書「黄初平」、箱蓋裏墨書「桑原
鳳井先生筆」・「桑原鳳井顕彰会
之印」（朱文方印）・墨書「昭和
甲辰春　茂明識」・「茂明」（白文
方印）

2019D20

21 鹿図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

37.0×54.6 1幅 「鳳井」・「由衣」（朱文長円印）、
巻止貼紙墨書「鹿　鳳井筆」、箱
蓋表墨書「鹿」、箱蓋裏墨書「桑
原鳳井先生筆」・「桑原鳳井顕彰
会之印」（朱文方印）・墨書「茂
明識」・「小之野」（白文方印）

2019D21

22 白蔵主図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

66.8×29.8 1幅 「鳳井」・「由衣」（朱文長円印）、
箱蓋表墨書「狐」、箱蓋裏「桑原
鳳井顕彰会之印」（朱文方印）・
墨書「桑原鳳井先生筆　茂明
識」・「小之野」（白文方印）、付
属あり（墨書書付「おふかこの
世すて人にも／心るせよ／衣も
はきても／狐なりけり／鳳井／
博多人／文政天保時代の人」）

2019D22

23 韓信股くぐり図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

41.5×56.7 1幅 「鳳井梧竹」・「□」「鳳」（朱文連
珠印）、巻止貼紙墨書「漢信　鳳
井筆」、箱蓋表墨書「漢信之図」、
箱蓋裏墨書「桑原鳳井先生筆　
昭和甲辰春日」・「桑原鳳井顕彰
会之印」（朱文方印）・墨書「茂
明識」・「茂明」（白文方印）

2019D23
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24 孔子図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

79.0×40.2 1幅 「鳳井謹寫」・「□井忠信」（朱文
円印）、巻止貼紙墨書「孔子　鳳
井筆」、箱蓋表墨書「孔子之図」、
箱蓋裏墨書「桑原鳳井先生筆」・

「桑原鳳井鳳井顕彰会之印」（朱
文方印）・墨書「昭和甲辰春日　
茂明識」・「茂明」（白文方印）

2019D24

25 桜に小禽図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本着色 
掛幅装

66.6×27.5 1幅 「鳳井」・「□井忠信」（朱文変円
印）、箱側面ペン書「鳳井先生／
桜花鳴禽」

2019D25

26 山葵図 江戸時代後期
（19世紀）

画：桑原鳳井 
賛：亀井雲来

紙本墨画淡彩 
掛幅装

40.0×53.0 1幅 絵落款「鳳井」・「□井忠信」（朱
文変円印）、賛「引首印「□□自
然」（白文方印）・山葵能進酒人
可以／解醒誰愛其味者淡／彩寫
數茎包之以白／□如何是其情持
以欲／貽誰無乃有酒盟吾亦同／
所嗜對画意難平執／筆題其上數
字発心／聲果然口生液未午樽／
三傾」、賛落款「雲来亀昇題」・「亀
井昇印」（白文方印）・「大壮」（白
文方印）、巻止貼紙墨書「山葵　
鳳井」、箱蓋表墨書「亀井雲来の
賛葵の図」、箱蓋裏墨書「桑原鳳
井先生筆」・「桑原鳳井顕彰会之
印」（朱文方印）・墨書「茂明識」・

「茂明」（白文方印）

2019D26

27 仙人図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

113.0×47.1 1幅 「鳳井」・「月釣雲耕」（白文長方
印）、巻止貼紙墨書「仙人　鳳井
筆」、箱蓋表墨書「仙人」、箱蓋
裏墨書「鳳井先生筆」・「桑原鳳
井顕彰会之印」（朱文方印）・墨
書「茂明識」・「小之野」（白文方
印）

2019D27

28 馬図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

37.8×51.0 1幅 「鳳井」・「鳳井」（白文方印）、巻
止貼紙墨書「放馬　鳳井筆」、箱
蓋表墨書「馬之図」、箱蓋裏墨書

「桑原鳳井先生筆　昭和甲辰春日　
茂明識」・「茂明」（白文方印）

2019D28

29 大黒天図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

34.7×39.0 1幅 「鳳井」（白文方印）、巻止貼紙墨
書「大黒天鳳井」、箱蓋表墨書「大
黒天」、箱蓋裏墨書「桑原鳳井先
生筆」・「桑原鳳井顕彰会之印」

（朱文方印）・墨書「茂明識」「小
之野」（白文方印）

2019D29

30 大原女図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

114.8×27.0 1幅 「鳳井寫」・「□」（朱文変形印）、
巻止貼紙墨書「鳳井筆　水墨　
大原乙女」、箱蓋表墨書「水墨大
原女」、箱蓋裏墨書「桑原鳳井先
生筆」・「桑原鳳井顕彰会之印」

（朱文方印）・墨書「昭和甲辰春
茂明識」・「茂明」（白文方印）

2019D30
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31 松下笙吹図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

39.5×54.0 1幅 「鳳井」・「□」（朱文変形印）、箱
蓋表墨書「松下笙吹」、箱蓋裏墨
書「桑原鳳井先生筆」・「桑原鳳
井顕彰会之印」（朱文方印）・墨
書「茂明識」・「小之野」（白文方
印）

2019D31

32 龍虎図 江戸時代後期
（19世紀）

桑原鳳井 紙本墨画淡彩 
掛幅装

右虎）131.9
×29.0 
左龍）131.9
×28.0

2幅 両幅共通）落款「鳳井」・「□」（朱
文変形印）、箱蓋表墨書「龍乕双
幅」、箱蓋裏「桑原鳳井顕彰会之
印」（朱文方印）・墨書「桑原鳳
井先生筆　茂明識」・「小之野」

（白文方印）

2019D32
～ 33

33 大原女図 不詳（19 ｰ 20世
紀）

伝桑原鳳井 紙本着色一部
金箔 掛幅装

67.7×30.0 1幅 巻止貼紙墨書「大原女極彩色　
鳳井」、箱蓋表墨書「大原女　着
色」、箱蓋裏墨書「桑原鳳井先生
筆　昭和甲辰　茂明識」・「茂明」

（白文方印）

2019D34

34 於多福図合作 昭和時代（20世
紀）

画:小野茂明、
萱島秀峰 
賛:古賀井卿

紙本墨画淡彩 
掛幅装

130.3×33.5 1幅 賛「鳳井師温故其真興□顕彰供
養之殊□□過之当世快挙可謂」、
賛落款「井卿陳人」・「井卿」（白
文方印）、画中絵馬「鳳井迷作／
展記念」、絵馬落款「茂明人」・「茂
明」（朱文方印）、 於多福落款「秀
峰作」・「秀峰」（朱文長方印）、
箱蓋表墨書「井卿秀峰茂明合作」、
箱蓋裏墨書「昭和甲辰春日鳳井
先生迷作席画」・「茂明」（白文方
印）

2019D35

35 拓本 漢詩「楓橋夜
泊」

不明 作者不詳 紙本拓本 掛幅
装

108.3×53.2 1幅 「文天祥」・「丞相文山」（白文方
印）・「天祥之印」（朱文方印）

2019D36
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2. 平井嘉樹資料

〈資料内訳〉

歴史資料………………………………………………13件15点

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 平井家系図 江戸時代中期 久野家、平井家 紙本 墨書 巻子
装

縦30.1 横871.0 1巻 箱書「家系図」 白絹包
布　久野家系図に平井
氏系図書継（中断） 
1 ～ 3一括桐箱入り

2019D37

2 平井家系譜 江戸～近代 平井家 紙本 墨書 巻子
装

縦25.2 横888.0 1巻 箱書「平井家系図」 茜
色絹包布 平井氏系図、
途中長政に仕え八杉姓
300石拝領、平井姓に
戻る、久野家別家より
継ぐ（平井清七）さら
に訳けあって平井一快

（久野本流・一昌孫）
入る、以下明治時代ま
で書き継ぐ 
1 ～ 3一括桐箱入り

2019D38

3 母里家系図 江戸時代（寛文
以降）

不詳 紙本 墨書 巻子
装

縦25.0 横637.0 1巻 箱書「平井家系図」 継
剥がれ、「平井文書
12」、継剥がれあり 黒
田重隆弟宗円家系　旧
姓佐々木氏、佐々木小
兵衛、義時、のち母里
氏を名乗る（義貫）が
母方家系 
1 ～ 3一括桐箱入り

2019D39

4 黒田綱政画巻（御絵
一軸　平井清七拝
領）

江戸時代中期 筑前侍従綱政 平井
清七拝領

紙本 淡彩 巻子
装

縦31.4 横921.0 1巻 桐箱（13.5×41.6×
16.0）、外箱（引蓋　
12.0×38.0×13.4）、漆
塗内箱（蓋に金泥　9.0
×36.0×9.2） 外箱墨書

「御絵一軸　平井清七
拝領」 画題：月に山
影、山水、鳥、竹、菊、
蓮花、梅、杜若、桜、
富士山など 奥書「此
一軸者或人依懇望　筑
前侍従剛政書（印）」

2019D40

5 黒田二十五騎図（長
政公大水牛兜）

江戸時代 作成不詳 補修者：
瓊林斉

紙本着色 掛幅
装

縦112.0 横54.6 1幅 応需而菅野村野口増田
等以下彩色補修瓊林
斉」 紙筒にて保存　

「平井文書3」

2019D41

6 書「平井其龍孫誕生
につき祝賀詩および
詩解」（「平井嘉樹生
に対スル辞」）

安永丙申5月、6
月

望海楼主翁（祝賀）、
楼翁（詩解）

紙本墨書 掛幅
装

縦117.6 横42.0 1幅 書2枚貼交幅、「平井文
書2」　軸端一方取れ 
平井其龍子一増に子誕
生（孫）　包紙上書（昭
和）「嘉樹生に対スル
辞」

2019D42
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番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

7-1 旧幕時代福岡藩博多
市街図 博多古図

江戸時代 不詳 紙本彩色 めく
り 裏打ち

縦40.6 横54.6 1枚 石城志の鎌倉・南北朝
期の博多古図の写し 
茶紙包紙 7-1 ～ 3を一
括 「平井文書5」

2019D43

7-2 旧幕時代福岡藩博多
市街図 名島図「小
早川金吾中納言隆景
所築郭図」

江戸時代 不詳 紙本彩色 めく
り 裏打ち

縦39.6 横59.8 1枚 中央継剥がれ 2分割　
筑前国風土記付録所収
図写しか 茶紙包紙 7-1
～ 3を一括 「平井文書
5」

2019D44

7-3 旧幕時代福岡藩博多
市街図 博多古図

近代 不詳 紙本墨書 朱筆
入り めくり

縦39.6 横59.8 1枚 中央継剥がれ 2分割　
7-1の解説用絵図か 茶
紙包紙 7-1 ～ 3を一括 

「平井文書5」

2019D45

8 旧幕時代篠栗村近辺
見取図

江戸時代 不詳 紙本墨書 淡彩 
めくり

縦57.6 横76.0 1枚 「平井文書4」 栗木峠か
ら谷沿いに丸尾、集落、
周囲の山地名は冷水、
蛇谷、第ヶ倉、天狗岩

2019D46

9 平井家屋敷家相図 文政9年秋 平井家、観川舎子
馨

紙本墨書 淡彩 
めくり

縦88.2 横87.0 1枚 破損ひどい、折れ、剥
がれ、貼外れ 「縮一歩
而為矩尺六分□厘施縄
於地図　文政九年丙戌
季秋観川舎子馨」

2019D47

10 引き出し（上須恵田
原養柏所持）

明治34年5月以
前

鮎川仁右衛門重蔵
修繕

木製 布 ひも 
一部ツヤ漆

33.0×40.0×17.0 1枚 補修跡あり、 墨書「明
治参拾四年五月上須恵
田原養博幼名大三郎氏
より譲受」「鮎川仁右
衛門重蔵修膳記ス」　

2019D48

11 黒漆叩塗橘文入陣笠 江戸時代 作成不詳 叩き塗 金泥 径39.0 高さ8.0 1頭 笠金箔散らし 2019D49

12 火縄銃 江戸時代 作成不詳（無銘） 鉄 長115.3　銃身
85.8　口径1.6

1挺 平井家の職務の証拠品
として伝来

2019D50

13 短刀 銘「備州長船
勝光」

江戸時代 長船勝光 鉄 長27.0 1振 播州時代より伝来品 2019D51
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3. 宗教法人小烏神社資料

〈資料内訳〉

歴史資料…………………………………………………1件1点

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 扁額「小烏大明神」 元禄15年9月19日 多賀才右衛門（隆
則）

木製 朱黒漆塗
り 文字金箔

扁額41.0×75.5　
内面29.0×63.0

1面 額裏「奉寄進額　元禄
十五年壬午年九月十九
日　多賀才右衛門（隆
則）　敬曰」

2019D52

寄託資料　3. 宗教法人小烏神社資料

― 220 ―



＜購　入　資　料＞





Ⅰ．一括資料

1. 博多箔屋町白銀師柴田藤吉資料

〈資料内訳〉

歴史資料…………………………………………………7件7点

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 覚書（大幅帳） 正月（安政6年
以降）

柴田藤吉 墨書 小横帳
（袖珍本）

15.7×8.5 1冊 「化学篇、金属篇、冶金術、
礦山学付金石」の技術書、各
製法など　表紙すれ「大□□」

2019B1

2 覚書（安政三辰年四
月ヨリ十二月迄長崎
出島ニヲイテ鋳物並
白銀師金蒸気車伝習
中）

明治２年正月 柴田藤吉 墨書 小横帳
（袖珍本）

16.7×6.7 1冊 「明治二年正月ニ此本に直ス
也」

2019B2

3 萬日記控帳 （明治２年）己
正月より

（柴田藤吉） 墨書 小横帳
（袖珍本）

16.6×6.6 1冊 （裏表紙）「白銀御□」 2019B3

4 袖日記 明治18年9月よ
り

柴田氏 墨書 小横帳
（袖珍本）

17.8×7.1 1冊 諸勘定、地理案内 2019B4

5 大福帳 明治時代 （柴田藤吉） 墨書 小横帳
（袖珍本）

17.7×7.4 1冊 諸覚え、暦（嘉永大雑書写し）
など

2019B5

6 中古甲冑製作並抜書
写

慶応2年11月求
之

白銀師柴田勝寿
（印）写

墨書 書冊 23.4×16.2 1冊 香山榊原一学長俊著述中古甲
冑製作並びに抜書、余荒井休
斎之輯甲冑製作伝解二アリ依
テ後略

2019B6

7 徳軒道話 （江戸） 「平安薩埵敬徳」録 墨書 書冊 23.2×16.5 1冊 「柴田勝吉白藤蔵印」 2019B7
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Ⅱ．その他の購入資料

2. 絵画

〈資料内訳〉

書画………………………………………………………4件6点

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 維摩山水図 江戸時代初期 狩野昌運 絹本墨画淡
彩 掛幅装

（右）105.9×41.8cm
（中）105.5×41.4cm
（左）105.4×41.8cm

3幅対 落款「狩野昌運筆」印章
「昌運之印」（白文方印）
※三幅共通

2019B8
～ 10

2 恵比須大黒図 江戸時代初期 狩野昌運 紙本墨画淡
彩 掛幅装

縦40.3　横58.0 1幅 落款「法橋昌運筆」印章
「狩野」（朱文方印）

2019B11

3 雲龍図 江戸時代初期 狩野昌運 紙本墨画 
掛幅装

縦96.5　横38.1 1幅 落款「法橋狩野昌運筆」
印章「鉤深斎」（朱文方
印）、箱蓋表墨書「龍　
昌運筆」

2019B12

4 竹図 江戸時代初期 黒田綱政 紙本墨画 
掛幅装

縦37.4　横74.4 1幅 落款「筑前侍従綱政書」
印章「□□」（白文瓢形印）

「元亨利貞」（朱文方印）
関防印「翠□軒」

2019B13
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3. 歴史資料

〈資料内訳〉

歴史資料…………………………………………………6件6点

番号 名称 時代 作者・作成 品質 形状 法量 員数 備考 備品番号

1 文政六歳未四月十一
日より江戸三ツ井御
注文取極之儀ニ付大
坂三ツ井江罷登り取
合之一件萬手控帳

文政6年4月～ 6
月

（博多）高瀬屋与右
衛門種正（印）

墨書　長帳 45.5×15.5 1帳 ①「御願申上ル口上之覚　文
政六年四月」「筑前博多掛町高
瀬屋与右衛門、代利助、三井
勘助様　善七　平兵衛様」～

「右之通りニ三ツ井一件事々
成就仕候間六月朔日ニ乗船仕
候」②「三ツ井之外に此度京
都において御国御銀主其他御
得意出来仕候分左之通り」

2019B14

2 九州路大風雨荒廃記 文政11年子8月9
日以降

作成不詳 墨書　書冊 23.7×17.5 1冊 6丁「文政十一年子八月九日
夜九ッ時より同十日朝五ッ半
時迄」、同時収録2丁「同年
十一月十一日より朝五ッ時よ
り」　5丁　「同十八日江戸大
火記」

2019B15

3 文久三亥年都市中方
角　御諸藩預場所並
御屯之図

文久3年 作成者不詳 木版　墨摺 33.0×44.0 1鋪 墨書「根来」  松平美濃守（今
出川通り、上立売り通　堀川
通）

2019B16

4 防長両国御国御名前
附

慶応2年丙寅7月 大蕙堂蔵版 木版　墨摺 28.9×11.2 1綴 「売買禁」　絵入（防長両国俯
瞰図）　「長州下関二番手　松
平美濃守　五十二万石」

2019B17

5 箱崎八幡宮奉献銅馬
寄附連名帳

天保11年庚子11
月

銅馬寄附者連名 墨書　書冊 27.8×20.5 1冊 44丁 約170名連盟　銅馬及び
台座の絵入

2019B18

6 八幡山瀧本坊書状 （承応4年）3月7
日

八幡山瀧本坊より
松平右衛門佐あて

継紙　墨書　
巻子装

18.2×54.0 1巻 「黒田筑前守他界消息」　木箱
入り

2019B19
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