
通番 番号※1 コーナー 資料名 作成 ※2 時代 品質・形状 備品番号 ※3 所蔵・資料群名など
1 1_01 福岡藩で学ぶ前提条件 ⼤⽇本指掌全図 版元:浪華書籍 ⽂化5（1808）年刊 ⽊版⾊摺 めくり 1988B02206 館蔵・昭和63年度収集資料
2 1_02 福岡藩で学ぶ前提条件 九州九ヶ国之絵図 版元:⻑崎勝⼭町冨嶋屋⽂治衛 天明3(1783)年刊 ⽊版着⾊   めくり 1983B01927 館蔵・昭和58年度収集資料
3 1_03 福岡藩で学ぶ前提条件 筑前国図 伊藤常⾜画 ⽂化11年(1814)12⽉写 紙本着⾊   めくり 1983B00212 館蔵・昭和58年度収集資料
4 1_04 福岡藩で学ぶ前提条件 ⼤⾥(⾨司)より⻑崎までの道程図 作成:不詳 寛⽂7年(1667)ヵ 紙本着⾊   折本装 1983B00211 館蔵・昭和58年度収集資料

番号 コーナー 資料名 作成 時代 品質・形状 備品番号 所蔵・資料群名など
5 2_01 江⼾時代と儒学 巵⾔抄 林羅⼭編 元和6（1620）年7⽉ ⽊版 書冊 2006D00454 個⼈寄託
6 2_02 儒学者・益軒 博多⼈形「⾙原益軒」 原⽥嘉平作 昭和40年代（1965〜74） 陶製 彩⾊ 1988P04570 館蔵・原⽥嘉平資料

7
2_03 儒学者・益軒 ⾙原益軒像 狩野昌運原画、⾙原益軒原賛 ⼤正2年（1913）原画は元禄7（1694

年）年
印刷（⾊刷） 掛幅装 1984B00325 館蔵・屏⼭⽂庫旧蔵資料

8 2_04 儒学者・益軒 ⾙原益軒書状 ⽵⽥定直宛て (江⼾時代)12⽉16⽇ 継紙 1985B09437 館蔵・昭和59年度収集資料
9 2_05 儒学者・益軒 ⿊⽥家譜 ⾙原益軒（81）編 宝永7（1710）年成⽴ 墨書 書冊 館蔵・⿊⽥資料

10 2_06 儒学者・益軒 ⿊⽥光之像 ⽉潭賛 宝永5（1708）年 紙本着⾊ 掛幅装 館蔵・⿊⽥資料
11 2_07 儒学者・益軒 ⽴花実⼭書状 ⾙原益軒（75）・⽵⽥定直（44）宛 (宝永元・1704年)4⽉20⽇ 切紙 掛幅装 1998B00377 館蔵・平成10年度収集資料
12 2_08 儒学者・益軒 ⿊⽥⼀貫像 作成:不詳 江⼾時代（18世紀) 絹本着⾊ 掛幅装 1983P00013 館蔵・三奈⽊⿊⽥家資料
13 2_09 儒学者・益軒 近思録備考 ⾙原益軒（39）著 寛⽂8（1668）年刊 ⽊版 書冊 1991P04343~04347 館蔵・樋⼝潤⼆資料

14
2_10 儒学者・益軒 初学知要 ⾙原益軒（69）著 元禄11（1698）年初版 ⽊版 書冊 1983B00560~00562 館蔵・昭和58年度収集資料

15
2_11 儒学者・益軒 ⼤疑録 ⾙原益軒（85）著 ⼤野通明校訂 明和4（1767）年刊 ⽊版 書冊 1987B01527~01528 館蔵・昭和62年度収集資料

16 2_12 儒学者・益軒 為善説 ⾙原益軒（71）著 ⿊⽥家に献上 元禄13（1700）年 墨書 巻⼦装 館蔵・⿊⽥資料
17 2_13 儒学者・益軒 ⽇省編 ⾙原益軒（71）著 ⿊⽥家に献上 元禄13（1700）年 墨書 巻⼦装 館蔵・⿊⽥資料
18 2_15 家族・弟⼦ 事天地説 ⾙原益軒著 東軒夫⼈書 江⼾時代（17〜18世紀） 墨書 巻⼦装 館蔵・⿊⽥資料
19 2_16 家族・弟⼦ 始好佛者論 ⾙原益軒（71）著 東軒夫⼈（49）書 元禄13（1700）年 墨書 巻⼦装 館蔵・⿊⽥資料
20 2_17 家族・弟⼦ 贐⾏訓語 ⾙原益軒（72）より⾙原重春宛 元禄14（1701）年 墨書 書冊 1984B00575 館蔵・昭和59年度収集資料
21 2_18 家族・弟⼦ 孝⼦正助伝 ⽵⽥定直編 安政3（1856）年刊 ⽊版 書冊 1988B01870 館蔵・昭和63年度収集
22 2_19 家族・弟⼦ 陰徳説 ⽵⽥定直（83）著 延享元年(1744)秋 紙本墨書   掛幅装 1983B00239 館蔵・昭和58年度収集資料
23 2_20 家族・弟⼦ ⽵⽥定直、定澄、定倫書 ⽵⽥定直・定澄・定倫書 江⼾時代（18世紀） 紙本墨書 掛幅装 1984B00220 館蔵・屏⼭⽂庫旧蔵資料
24 2_21 家族・弟⼦ 櫛⽥琴⼭書 櫛⽥琴⼭書 江⼾中期（18世紀） 絹本墨書 掛幅装 2006D00108 個⼈寄託
25 2_22 家族・弟⼦ 藍嶋⿎吹 ⼩野⼠厚編 享保4（1719）年 墨書 書冊 2001B00551 館蔵・平成13年度収集資料
26 2_23 家族・弟⼦ 藍島唱和集 櫛⽥琴⼭編 享保4（1719）年12⽉24⽇ 墨書 書冊 2006D00090 個⼈寄託
27 2_24 家族・弟⼦ ⽵⽥定直書状 （論語と続⾵⼟記の貸借） 櫛⽥琴⼭宛 江⼾時代（18世紀）9⽉10⽇ 切紙 巻⼦装 2006D00043 個⼈寄託

28
2_25 歴史学 筑前国続⾵⼟記 ⾙原益軒（74）編 元禄16（1703）年成⽴ 墨書 書冊 2005B00895~00924 館蔵・平成17年度収集資料

29
2_26 歴史学 筑前名寄 ⾙原益軒（62）著 元禄4（1691）年初版 享保3

（1718）年再版
⽊版 書冊 1988B01792~01793 館蔵・昭和63年度収集資料

30 2_27 歴史学 南⼭⼑銘并序 林羅⼭・⾙原益軒（60）著 元禄2（1689）年 墨書 書冊 2007D00126 個⼈寄託
31 2_28 歴史学 野⼝⽒世譜 ⾙原益軒（58）編 ⿊⽥⼀貫奥書 貞享4（1687）年 墨書 書冊 2002B00193 館蔵・野⼝⼀成関係資料
32 2_29 歴史学 懲毖録 柳成⿓著、⾙原益軒（66）訓読 元禄8（1695）年正⽉刊 ⽊版 書冊 2005P00156 館蔵・松村緑資料
33 2_30 歴史学 ⼋幡宮本紀 ⾙原好古（26）著 元禄2（1689）年⾃序 同10年刊 ⽊版 書冊 1983B01883 館蔵・昭和58年度収集資料
34 2_31 歴史学 天満宮故実 ⾙原益軒（56）著 貞享2（1685）年9⽉25⽇刊 ⽊版 書冊 1983B00484 館蔵・内藤家資料
35 2_32 歴史学 岡湊記 ⾙原益軒（64）著 元禄6(1693)年 墨書 巻⼦装 1983B00521 館蔵・昭和58年度収集資料
36 2_33 歴史学 ⾹椎宮記事 ⾙原益軒原著 加藤⼀純奉納 江⼾時代後期（19世紀）写 墨書 書冊 1991D00001 個⼈寄託
37 2_34 歴史学 ⾹椎廟縁起 櫛⽥琴⼭撰、⾙原益軒書 寛保元(1741)年6⽉ 墨書 書冊 2006D00103 個⼈寄託
38 2_35 歴史学 綾杉賦 ⾙原益軒著 ⽊下美重写 明治5（1872）年10⽉10⽇写 墨書 書冊 1991D00002 個⼈寄託
39 2_36 歴史学 御家⼈先祖由来之記 ⾙原益軒（62）編 元禄4（1691）年 墨書 書冊 1998P07662 館蔵・隈末男資料
40 2_37 歴史学 松平等系譜 ⾙原益軒・⽵⽥定直編 江⼾中期（17〜18世紀）江⼾時代写 墨書 書冊 2003D00060 個⼈寄託

41
2_38 本草学・農学 ⼤和本草 ⾙原益軒（80）著 宝永6（1709）年刊 ⽊版 書冊 2001B00530~00550 館蔵・平成13年度収集資料

42
2_39 本草学・農学 諸菜譜 ⾙原益軒（75）著 正徳4（1714）年刊 宝永元（1704）

年初版
⽊版 書冊 1983B00461 館蔵・昭和58年度収集資料

43
2_40 本草学・農学 花譜 ⾙原益軒（65）著 元禄7（1694）年序 同11年初版 天

保15年再版
⽊版 書冊 1985B01681 館蔵・昭和60年度収集資料

44 2_40 本草学・農学 農業全書 宮崎安貞著 ⾙原益軒（68）序 元禄10（1697）年刊 ⽊版 書冊 1988B1776〜1786 館蔵・昭和63年度収集資料
45 2_41 天⽂学・地理学 新製堪輿旁通儀図説 星野実宣・⽵⽥定直 元禄3年(1690)5⽉ 紙本着⾊ 巻⼦装 1983B01524 館蔵・藤井家資料
46 2_42 天⽂学・地理学 ⽟記 稲富⼤休軒作・⽵⽥定直跋 元禄13（1700）年2⽉ 紙本着⾊ 巻⼦装 館蔵・⿊⽥資料
47 2_43 天⽂学・地理学 鞍⼿郡形相図 ⾐笠半太夫画 元禄12（1699）年 紙本着⾊ 折本装 2001B00598 館蔵・平成13年度収集資料

48
2_44 天⽂学・地理学 築城郡東城井⾕之図 ⾙原益軒（65）、⾐笠半助 元禄7（1694）年 紙本着⾊ 巻⼦装 1990Q01351 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

49
2_45 医学 養⽣訓 ⾙原益軒（84）著 正徳3（1713）年刊 ⽊版 書冊 1988B01788~01791 館蔵・昭和63年度収集資料

50 2_46 医学 頤⽣輯要  ⾙原益軒（53）著 ⽵⽥定直編 正徳元（1711）年序 同4年刊 ⽊版 書冊 1983B00456 館蔵・昭和58年度収集資料

51
2_47 医学 和漢本草･医薬秘鑑 ⾙原益軒（69）著？ 元禄11(1698)年

紙本着⾊ 巻⼦装
1984B00207~00208 館蔵・屏⼭⽂庫旧蔵資料

52 2_51 医学 南蛮源流⾦瘡外科相伝書 栗崎道喜・栗崎道悦より塚本道庵宛て 寛⽂4（1664）年11⽉6⽇ 墨書 巻⼦装 2006P00592 館蔵・塚本家資料（追加分）
53 2_52 医学 南蛮源流⾦瘡書 栗崎道悦より塚本道庵宛て 寛⽂4（1664）年11⽉6⽇ 墨書 書冊 2006P00593 館蔵・塚本家資料（追加分）

54
2_53 医学 オランダ外科免状および解剖図（複製） 原三信 免許は貞享2（1685）年、解剖図は同

4年
印刷 巻⼦装

原資料 個⼈蔵

55
2_48 医学 ⽜⼭活套 ⾹⽉⽜⼭著 元禄12（1699）年⾃序 安永8年初版

弘化3年版
⽊版 書冊 1986B05008 館蔵・昭和61年度収集資料

56 2_49 医学 巻懐⾷鏡 ⾹⽉⽜⼭著 正徳6(1716)年刊 ⽊版 書冊 1983P00800 館蔵・塚本家資料
57 2_50 医学 薬篭本草 ⾹⽉⽜⼭著 享保19（1734）年刊 ⽊版 書冊 1985B01646 館蔵・昭和60年度収集資料
58 2_54 ⽇本学・⾔語学 千字類合 ⾙原益軒（63）著 元禄5（1692）年刊 ⽊版 書冊 1991D00426 個⼈寄託
59 2_55 ⽇本学・⾔語学 和漢名数 ⾙原益軒（63）著 元禄5（1692）年10⽉刊 ⽊版 書冊 2006D00415 個⼈寄託
60 2_56 ⽇本学・⾔語学 ⽇本釈名 ⾙原益軒（70）著 元禄12（1699）年⾃序 同13年版 ⽊版 書冊 1983B00464 館蔵・昭和58年度収集資料
61 2_57 ⽇本学・⾔語学 和字解 ⾙原益軒（70）著 元禄12（1699）年刊 ⽊版 書冊 1988B01787 館蔵・昭和63年度収集資料
62 2_58 ⽇本学・⾔語学 点例 ⾙原益軒（74）著 元禄16（1703）年8⽉序 ⽊版 書冊 2006D00428 個⼈寄託
63 2_59 ⽇本学・⾔語学 和漢古諺 ⾙原益軒（77）著 宝永3（1706）年5⽉刊 ⽊版 書冊 2006D00437 個⼈寄託
64 2_60 ⽇本学・⾔語学 新刊 和爾雅 ⾙原好古（31）編 元禄7（1694）年9⽉刊 ⽊版 書冊 2006D00416 個⼈寄託
65 2_62 詩・書・⾳楽 ⾳楽記聞 ⾙原益軒（72）著 元禄14（1701）年刊 江⼾時代写 ⽊版 書冊 2006D00451 個⼈寄託
66 2_63 詩・書・⾳楽 ⼼画軌範 ⾙原益軒（83）著 正徳2（1712）年刊 ⽊版 書冊 1983B00563 館蔵・昭和58年度収集資料
67 2_64 詩・書・⾳楽 ⾃娯集 ⾙原益軒（83）編 正徳2（1712）年執筆、同4年版 ⽊版 書冊 1984B00565 館蔵・昭和59年度収集資料
68 2_65 庶⺠教育 初学訓 ⾙原益軒著 享保3（1718）年刊 ⽊版 書冊 1991P04217~04221 館蔵・樋⼝潤⼆資料
69 2_66 庶⺠教育 ⽂武訓 ⾙原益軒著 享保2(1717）年刊 ⽊版 書冊 1979B 館蔵・旧福岡市⽴歴史資料館収集資料
70 2_67 庶⺠教育 家訓 ⾙原益軒（58）著 貞享4(1687)年刊 江⼾時代写 墨書 書冊 1983B01196 館蔵・藤井家資料
71 2_70 庶⺠教育 ⼤和俗訓 ⾙原益軒（80）著 宝永5（1709）年初版 同6年再版 ⽊版 書冊 1983B00470 館蔵・昭和58年度収集資料
72 2_71 庶⺠教育 五常訓 ⾙原益軒（81）著 宝永7（1710）年序 同8年刊 ⽊版 書冊 1983B00593 館蔵・昭和58年度収集資料

73
2_72 庶⺠教育 和俗童⼦訓 ⾙原益軒（81）著 宝永7（1710）年刊 ⽊版 書冊 2005B00938~00942 館蔵・平成17年度収集資料

74
2_73 庶⺠教育 楽訓 ⾙原益軒（82） 宝永8（1711）年刊 ⽊版 書冊 1989B01220~01222 館蔵・平成元年度収集資料

75 2_74 庶⺠教育 家道訓 ⾙原益軒（83）著 正徳2（1712）年刊 ⽊版 書冊 1983B01963 館蔵・昭和58年度収集資料

⼀、福岡藩で学ぶということ

⼆、⾙原益軒と17〜18世紀の学問

益軒・南冥と筑前の学者たち 展⽰資料⼀覧



76 2_75 庶⺠教育 君⼦訓 ⾙原益軒著 天保14(1843)年10⽉刊 ⽊版 書冊 1984B00213 館蔵・屏⼭⽂庫旧蔵資料
77 2_76 庶⺠教育 ⼥⼤学宝箱 ⾙原益軒著？ ⽂化11（1814）年9⽉刊 ⽊版 書冊 1989B01261 館蔵・平成元年度収集資料

78
2_77 益軒と旅 杖植紀⾏ ⾙原益軒（50）著 延宝7（1679）年成⽴  享保16

（1731）年5⽉写
墨書 書冊 1985B01645 館蔵・昭和60年度収集資料

79 2_78 益軒と旅 安芸国厳嶋勝景図 ⾙原益軒（60）著 元禄2（1689）年刊 ⽊版・⼿彩⾊ 折本装 1988B01111 館蔵・昭和63年度収集資料

80
2_79 益軒と旅 和州巡覧記 ⾙原益軒（67）著 元禄9（1696）年初版 享保6

（1721）年再版ヵ
⽊版 書冊 1983B00563 館蔵・昭和58年度収集資料

81 2_80 益軒と旅 京城勝覧 ⾙原益軒（77）著 宝永3(1706）年刊 ⽊版 書冊 1977B 館蔵・旧福岡市⽴歴史資料館収集資料
82 2_81 益軒と旅 岐蘇路之記 ⾙原益軒（84）著 正徳3（1713）年刊 ⽊版 書冊 1984B00566 館蔵・昭和59年度収集資料

83
2_82 益軒と旅 諸州巡覧記 ⾙原益軒（84）著 正徳3（1713）年刊 ⽊版 書冊 1989B01223~01229 館蔵・平成元年度収集資料

番号 コーナー 資料名 作成 時代 品質・形状 備品番号 所蔵・資料群名など
84 3_01 南冥・藩儒となる ⻲井南冥像 浜地瑞峰写 近代（19世紀） 絹本着⾊ 掛幅装 館蔵・旧福岡市⽴歴史資料館収集資料
85 3_02 南冥・藩儒となる ⿊⽥治之像 尾形洞⾕画、徳隠賛 天明2（1782）年6⽉ 絹本着⾊ 掛幅装 館蔵・⿊⽥資料

86
3_03 南冥・藩儒となる 半夜話 ⻲井南冥（36）著 安永7（1778）成⽴ 嘉永元（1848）

年写
墨書 書冊 2008D00141 個⼈寄託

87 3_04 学問所設置と⾦印発⾒ ⾦印弁 ⻲井南冥（42）著 天明4（1784）年 墨書・彩⾊ 書冊 館蔵・春⽇資料
88 3_05 学問所設置と⾦印発⾒ ⾦印「漢委奴国王」（レプリカ） 後漢 建武中元2（57）年 ⾦ 原資料は館蔵・⿊⽥資料
89 3_06 学問所設置と⾦印発⾒ ⿊⽥⻫隆像 尾形洞⾕画、宗晙賛 寛政8（1796）年 絹本着⾊ 掛幅装 館蔵・⿊⽥資料
90 3_07 学問所設置と⾦印発⾒ 修猷館扁額 趙佑（中国・清の⼈）書 乾隆51（1786・天明6）年 紙本墨書 額装 福岡県⽴修猷館⾼等学校所蔵
91 3_08 学問所設置と⾦印発⾒ 修猷館学規 ⽵⽥定良ほか編 天明4（1784）年 墨書 書冊 福岡県⽴修猷館⾼等学校所蔵
92 3_09 学問所設置と⾦印発⾒ 孔⼦像 狩野典信画 天明4（1784）年ヵ 絹本着⾊ 掛幅装 福岡県⽴修猷館⾼等学校所蔵
93 3_11 学問所設置と⾦印発⾒ 続通鑑綱⽬辨解 櫛⽥駿千⾥（編）、修猷館（蔵版） 嘉永5年8⽉刊 ⽊版 書冊 2006D00135 個⼈寄託
94 3_12 学問所設置と⾦印発⾒ ⼩学句読集疏 ⾙原益軒・⽵⽥定直編、⽵⽥定夫跋 天保9（1838）年6⽉刊 ⽊版 書冊 1989B01269 館蔵・平成元年度収集資料

95
3_13 学問所設置と⾦印発⾒ ⽢棠館額 伏原宣條書 江⼾時代後期（18世紀）

紙本墨書 額装
九州⼤学附属図書館付設記録資料館所蔵

96 3_14 学問所設置と⾦印発⾒ 蜚英館学規 ⻲井南冥著 江⼾時代（18世紀） 墨書 書冊 2006D00833 個⼈寄託
97 3_15 南冥と家族 五⻲図 ⻲井南冥･幻葊･昭陽・⼤年・雲来 江⼾時代後期（18世紀） 絹本墨画淡彩 掛幅装 1994P03248 館蔵・奥村茂敏収集資料
98 3_16 南冥と家族 志賀島図 ⻲井曇栄作 天明4（1784）年 紙本墨画 掛幅装 館蔵・⿊⽥資料
99 3_17 南冥と家族 ⻲井昭陽像 浜地瑞峰写 近代（19世紀） 紙本着⾊ 掛幅装 館蔵・旧福岡市⽴歴史資料館収集資料

100 3_18 南冥と家族 ⻲井⼤壮像 承天寺⿓⾨賛 ⽂政9（1826）年11⽉ 絹本着⾊ 掛幅装 2002P03388 館蔵・三⽥村寿美⼦資料
101 3_19 南冥と家族 於多福図 ⻲井少栞画 嘉永７（1854）年 絹本着⾊ 掛幅装 1996B00237 館蔵・平成8年度収集資料
102 3_20 南冥と家族 ⻲井南冥漢詩屏⾵ ⻲井南冥筆 江⼾時代後期（18〜19世紀） 紙本墨書 屏⾵装 2001P03094 館蔵・⼤和英⼆資料
103 3_21 南冥の著作 南冥問答 ⻲井南冥（37）著 安永8（1779）年序 同9年刊 ⽊版 書冊 1983B01944 館蔵・昭和58年度収集資料
104 3_22 南冥の著作 孝経正⽂ ⻲井南冥（38）著 安永9（1780）年6⽉刊 ⽊版 書冊 2007P01508 館蔵・塚本家資料(追加分)

105
3_23 南冥の著作 ⼥誡 ⻲井南冥（46）編 天明8（1788）年刊 ⽊版 書冊 1987B01532 館蔵・昭和62年度収集資料

106
3_24 南冥の著作 太宰府碑銘 ⻲井南冥（47）撰 寛政元（1789）年成⽴ 江⼾後期写 墨書 書冊 1990Q01803 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

107
3_25 南冥の著作 論語語由 ⻲井南冥（51）著 寛政5（1793）年著、⽂化3(1806)年

刊
⽊版 書冊

1984B00245 館蔵・屏⼭⽂庫旧蔵資料

番号 コーナー 資料名 作成 時代 品質・形状 備品番号 所蔵・資料群名など
108 4_01 蘭学・本草学・医学 漢詩「奉和南冥先⽣三⾸」 ⻘⽊興勝著 江⼾時代後期（19世紀） 紙本墨書   めくり 1983B00026 館蔵・昭和58年度収集資料

109
4_02 蘭学・本草学・医学 奇観録 ⻲井南冥（52）著 寛政6（1794）年12⽉写 墨書 書冊 1990Q01036 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

110 4_03 蘭学・本草学・医学 ⿊⽥⻫清像 雪堂義暁賛 嘉永4（1851）年 絹本着⾊ 掛幅装 館蔵・⿊⽥資料
111 4_04 蘭学・本草学・医学 本草正画譜 内海蘭渓作 江⼾後期（19世紀） 紙本着⾊ 書冊 館蔵・⿊⽥資料
112 4_05 蘭学・本草学・医学 蘭渓翁記録・御薬園伝書 内海蘭渓著 江⼾時代後期（19世紀） 墨書 書冊 個⼈寄託
113 4_06 蘭学・本草学・医学 百武万⾥像 ⻑尾重威誌 吉留厚書 江⼾時代後期（19世紀） 紙本着⾊ 掛幅装 1995P02347 館蔵・中村彰作資料
114 4_07 天⽂学・地理学・数学 万国輿地⽅図 永井則作 弘化3年(1846)刊 紙本⽊版着⾊   巻⼦装 1983B00208 館蔵・昭和58年度収集資料
115 4_08 天⽂学・地理学・数学 泰⻄三才正蒙 安部⿓平序、永井則著 嘉永3（1850）年刊 ⽊版 書冊 1986B05016 館蔵・昭和61年度収集資料

116
4_09 天⽂学・地理学・数学 舎密便覧 河野禎造翻訳 安政3（1856）年刊 ⽊版墨摺（⼿彩⾊） ⼀

紙
1983B00217 館蔵・昭和58年度収集資料

117 4_10 天⽂学・地理学・数学 オクタント之記（⼋円儀⽤法） 志筑忠雄著 安部⽒写 寛政10（1800）年著 江⼾後期写 墨書 書冊 1990P03852 館蔵・橋本友美資料(吉留家⽂書)
118 4_11 天⽂学・地理学・数学 算法麓逕 久間修⽂著 天保3(1832)年6⽉刊 ⽊版 書冊 1984B00538 館蔵・屏⼭⽂庫旧蔵資料

119
4_12 天⽂学・地理学・数学 測量図説 久間修⽂著 天保8（1837）年5⽉著、安政4

（1857）年5⽉写
墨書 書冊 1990P03838 館蔵・橋本友美資料(吉留家⽂書)

120
4_13 国学 ⻘柳種信像 源守由原画 昭和9（1934）年 絹本着⾊ 掛幅装 1990Q01528 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

121
4_14 国学 筑前国続⾵⼟記拾遺草稿ほか ⻘柳種信著 江⼾時代後期（19世紀） 墨書 書冊 1990Q00797ほか 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

122
4_15 国学 三雲村古器図説草稿 ⻘柳種信著 ⽂政6(1823)年7⽉ 墨書 書冊 1990Q01725 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

123
4_16 国学 漢封⾦印記 村⼭広撰 ⻘柳種信写 天明4（1784）年6⽉著 江⼾後期写 墨書 書冊 1990Q01721 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

124
4_17 国学 ⾦印弁・⾦印弁或問 ⻲井南冥著、⻘柳種信写 江⼾時代後期（19世紀）写 墨書 書冊 1990Q01719 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

125
4_18 国学 後漢⾦印管⾒ 蘭陵関懿撰 寛政元（1789）年7⽉著 江⼾後期写 墨書 書冊 1990Q01720 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

126
4_19 国学 後漢⾦印略説 著者:⻘柳種信 ⽂化9(1812)年10⽉ 墨書 書冊 1990Q01717･01718 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

127
4_20 国学 太宰管内志 伊藤常⾜原著 江⼾時代後期（19世紀）写 墨書 書冊 1990Q00849 館蔵・⼭崎家⽂書（⻘柳種信関係資料）

128
4_21 農学 農家備要（パネル） 河野禎造著 慶応4（1868）年3⽉序 明治3

（1870）年9⽉刊
⽊版 書冊 1983B00232 館蔵・昭和58年度収集資料

129
4_22 農学 農業花暦 河野禎造著 慶応年間成⽴、明治3（1870）年9⽉

刊
印刷 折本 1983B00231 館蔵・昭和58年度収集資料

130
4_23 農学 勧農新書 福岡県⼠族林遠⾥著 明治11（1878）年11⽉27⽇版権免許 印刷 書冊 2010P01593 館蔵・⻄村⻑實・楢崎久矩資料(追加分)

131 4_24 ⻲井⾨下 遠思楼詩鈔 広瀬淡窓著 天保6（1835）年序 同8年刊 ⽊版 書冊 1983B01922 館蔵・昭和58年度収集資料
132 4_25 ⻲井⾨下 五⾔絶句 広瀬淡窓･広瀬旭荘筆 江⼾時代後期（19世紀） 紙本墨書 掛幅装 1988B01062 館蔵・昭和63年度収集資料
133 4_26 ⻲井⾨下 墨蘭図 原古処･曇栄宗曄作 江⼾時代後期（19世紀） 紙本墨画 掛幅装 1988B01014 館蔵・昭和63年度収集資料
134 4_27 ⻲井⾨下 稽古館古伝会業規約 ⻲井南冥著  原古處写 江⼾時代 継紙 1984B00462 館蔵・昭和59年度収集資料
135 4_28 ⻲井⾨下 ⾼場乱像 明治時代（19世紀） 紙本着⾊ 掛幅装 個⼈寄託
136 4_29 現代とつながる 医学館御建⽅惣絵図 (賛⽣館の図) ⼤野⽒ヵ 慶応2（1866）年以降 墨書 継紙 2005B00370 館蔵・福岡藩⼤組⼤野家資料(追加分)
137 4_30 現代とつながる 医⼼⽅ 丹波康頼著 安政6（1859）年版 ⽊版 書冊 1987B01583 館蔵・昭和62年度収集資料
138 4_31 現代とつながる 九州帝国⼤学平⾯図 作成:不詳 ⼤正15（1926）年 ⾊刷 1988B02256 館蔵・昭和63年度収集資料
139 4_32 現代とつながる 開館した頃の修猷館と⽣徒 撮影者不詳 明治18（1885）年 ⽩⿊写真 1999P00799 館蔵・⽯橋源⼀郎資料（追加分）
140 4_33 現代とつながる ⼤名町時代の修猷館の⽣徒たち 撮影者不詳 明治25（1892）年 ⽩⿊写真 1999P00802 館蔵・⽯橋源⼀郎資料（追加分）
141 4_34 現代とつながる 福岡県尋常中学校修猷館⼊学許可証 修猷館校⻑隈本有尚より桐⼭利実宛て 明治29（1896）年9⽉14⽇ 墨書 罫紙 2004B00230 館蔵・桐⼭家⽂書
142 4_35 現代とつながる 辞令 (県⽴尋常中学修猷館雇教員を命ず) 福岡県より櫛⽥蘊宛て 明治26（1893）年5⽉5⽇ 墨書 ⼀紙 2006D00206 個⼈寄託

三、⻲井南冥と18〜19世紀の学問

四、益軒・南冥のDNA

※1、「番号」と展⽰順はかならずしも⼀致しません。 ※2、⾙原益軒や⻲井南冥の後ろにある（ ）内の数字は作成時の年令です。 ※3、「備品番号」は福岡市博物館の所蔵品管理番号です。『収蔵品⽬録』や「博物館e収蔵庫」（2階常設展⽰室
前・読書室に設置した端末で資料情報を閲覧できるデータベース）で検索する際にご利⽤下さい。


