
熊本城－加藤清正と細川家－出品リスト
会期：平成29年3月18日～6月4日（前期：3月18日～4月23日／後期：4月25日～6月4日）

No. 展示替 作品名 作者 時代 員数 所蔵

1 通期 熊本城古写真 明治時代・19世紀 1枚 冨重冩眞所

2 通期 熊本屋鋪割之下絵図 嘉永4年（1851）11月写 1鋪 熊本県立図書館

3 通期 熊本総絵図 文久元年（1861）以降 1巻 永青文庫

4 通期 熊本城図 江戸時代 1鋪 熊本大学附属図書館寄託

5 前期 熊本城之図 赤星閑意 筆 明治時代・19世紀 1幅 熊本大学附属図書館寄託

6 後期 熊本城図 明治時代・19世紀 1幅 永青文庫

7 通期 陽春庭中之図 内尾太松・杉谷行直 筆 江戸時代・19世紀 1巻 永青文庫

8 前期 熊本城下図（自代継社至御花畑） 赤星閑意 筆 明治時代・19世紀 1巻 永青文庫

9 後期 熊本城西北面図 赤星閑意 筆 明治時代・19世紀 1巻 永青文庫

10 通期 熊本城（山鹿灯籠） 中島清 作 昭和40年代 1棟 熊本県山鹿市

11 前期 細川忠利像
矢野三郎兵衛吉重 筆
沢庵宗彭 賛

寛永18年（1641） 1幅 永青文庫

12 後期 細川忠利像 海門宗音 賛 江戸時代・18世紀 1幅 永青文庫

13 前期
重要文化財
紅梅鳩図

宮本武蔵 筆 江戸時代・17世紀 1幅 熊本県立美術館寄託

14 後期
重要文化財
鵜図

宮本武蔵 筆 江戸時代・17世紀 1幅 熊本県立美術館寄託

15 前期 面壁達磨図 宮本武蔵 筆 江戸時代・17世紀 1幅 永青文庫

16 後期 正面達磨図 宮本武蔵 筆 江戸時代・17世紀 1幅 永青文庫

17 通期 五輪書
宮本武蔵 筆
寺尾勝延 書写

江戸時代・17世紀～19世紀 5巻 永青文庫

18 通期 綿考輯録　巻五十二 寛永18年（1641）1月2日付 1冊 熊本大学附属図書館寄託

19 通期 綿考輯録　巻三十四 江戸時代 1冊 熊本大学附属図書館寄託

20 通期 清正公烏帽子　写 江戸時代初期 1頭 永青文庫

21 通期 菊桐紋蒔絵螺鈿徳利（加藤清正所用） 桃山～江戸時代・16～17世紀 1対 永青文庫

22 通期 桔梗折墨紋蒔絵湯桶（加藤清正所用） 桃山時代・16世紀 1口 永青文庫

23 通期 細川忠興書状（細川忠利宛） 寛永9年（1632）6月14日 1通 熊本大学附属図書館寄託

24 通期
出田権左衛門・阿久穪二郎兵衛書状（町原三允
宛）

寛永9年（1632）11月14日 1通 熊本大学附属図書館寄託

25 通期 細川忠利書状（小幡直之宛） 寛永10年（1633）正月8日 1通 熊本大学附属図書館寄託

26 通期 紫糸素懸威鉢巻形兜（細川忠利所用） 江戸時代・17世紀 1頭 熊本県立美術館寄託

27 通期 羅紗陣羽織　淡茶紅裾替わり（細川忠利所用） 江戸時代・17世紀 1領 永青文庫

28 通期 黒骨褄紅赤地花丸図中啓 江戸時代・18～19世紀 1本 永青文庫

29 通期 江戸江之状之控 寛永14年(1637)4月3日付 1冊 熊本大学附属図書館寄託

30 通期 奉書 寛永11年（1634）12月3日付 1冊 熊本大学附属図書館寄託

31 通期
部分御旧記　災変部
細川忠利書状（森忠政宛）

寛永10年（1633）5月11日付 1冊 熊本大学附属図書館寄託

32 通期
部分御旧記　災変部
細川忠利書状（狩野是斎宛）

寛永10年（1633）5月11日付 1冊 熊本大学附属図書館寄託

絵図・絵巻・古写真から見る熊本城

初代熊本藩主・細川忠利と宮本武蔵

熊本城を築いた加藤清正

加藤家改易と細川家の熊本入部

被災を繰り返してきた熊本城



33 通期 酒井讃岐守忠勝書状（細川忠利宛） 寛永15年（1638）9月2日 1通 熊本大学附属図書館寄託

34 通期 肥後国熊本城絵図 宝永6年（1709）10月7日 1鋪 熊本大学附属図書館寄託

35 通期 海陸行程図 江戸時代・19世紀 1帖 永青文庫

36 通期 御船賦之図 橋本又左衛門 筆 明治時代・19世紀 1巻 永青文庫

37 通期 泰宝丸絵図 江戸時代・19世紀 1巻 永青文庫

38 通期 東海道五十三次蒔絵印籠 稲川千流 作 江戸時代・19世紀 1個 永青文庫

39 通期
重要文化財
桜に破扇図鐔

伝 林又七 作 江戸時代・17世紀 1枚 永青文庫

40 通期 田毎の月図鐔　銘　西垣永久　七十歳作之 西垣永久 作 江戸時代・18世紀 1枚 永青文庫

41 通期 伊羅保茶碗 朝鮮時代・17世紀 1口 永青文庫

42 通期 瀬戸茶入　銘　花桜 江戸時代・17世紀 1口 永青文庫

43 通期 瀬戸茶入　市場手 江戸時代・17世紀 1口 永青文庫

44 通期 細川家守護天童像 南北朝時代・14世紀 1軀 永青文庫

45 通期 波奈之丸模型 1艘 熊本博物館保管

46 通期 梨地桐巴九曜紋硯箱 1ヶ 熊本県立美術館保管

47 通期 黒地九曜紋唐草提重 1組 熊本県立美術館保管

48 通期 黒漆塗桜九曜紋蒔絵壺椀 1合 熊本県立美術館保管

49 通期 黒塗桜紋蒔絵壺椀 3ヶ 熊本県立美術館保管

50 通期 黒地九曜紋飯器・杓子 1組 熊本県立美術館保管

51 通期 黒地九曜紋茶碗台 1点 熊本県立美術館保管

52 通期 黒地九曜紋散たばこ盆 1組 熊本県立美術館保管

53 通期 黒地桐九曜紋松梅文香道具 1組 熊本県立美術館保管

54 通期 黒地桐九曜紋炭斗・塵取 1対 熊本県立美術館保管

九曜紋の工芸

熊本城内で地震に耐えた波奈之丸


