
初公 № 資料名 作者等 員数 時代 摘要

〇 1 山水図 狩野周信 2幅 江戸時代 寄贈（三好不二雄氏）

〇 2 鯉図 月岡雪鼎 1福 江戸時代 寄贈（三好不二雄氏）

〇 3 秋草図
板屋慶舟（野村白寿
坊賛）

1幅 寛政8年（1796年） 寄贈（三好不二雄氏）

〇 4 山水図 貫名海屋 1幅 文政9年（1826年） 寄贈（三好不二雄氏）

〇 5 松・竹・梅図並賛 草場佩川 3幅 安政元年（1854年） 寄贈（満武俊彦氏）

6 村岡家文書（１） 1巻 室町～江戸時代 寄託（村岡家）

7 村岡家文書（２） 1幅 室町～江戸時代 寄託（村岡家）

8 大隈重信自筆寄書 大隈重信 1面 安政元年（1854年） 寄託（村岡家）

9 村岡五郎三郎送別寄書 1巻 安政元年（1854年） 寄託（村岡家）

10 村岡本家由緒申伝集書 村岡利昌筆写 1冊 天明3年（1783年） 寄託（村岡家）

11 村岡家絵巻 1巻 江戸時代 寄託（村岡家）

12 刀 八代忠吉 1口 天保14年（1843年） 寄託

13 刀 広則 1口 江戸時代 寄託

14 脇指 初代行広 1口 江戸時代 寄託

15 短刀 初代忠国 1口 江戸時代 寄託

16 千手観音御正体 1面 鎌倉時代 寄託（丙太田区）

〇 17 曹操・司馬懿・諸葛亮図 鍋島綱茂 3幅 江戸時代 寄託

〇 18 緑陰清話図 田能村直入 1幅 明治17年（1884年） 寄贈（三好不二雄氏）

〇 19 茄子図 立石春美 1幅 昭和時代 寄贈（三好不二雄氏）

20
アルノルフォ・ディ・ラポ
（石膏レリーフ）

岡田三郎助 1面 明治35年（1902年） 寄贈（辻家）

21 アンドレア・タフィ（石膏レリーフ） 岡田三郎助 1面 明治35年（1902年） 寄贈（辻家）

22 チマブエ（石膏レリーフ） 岡田三郎助 1面 明治36年（1903年） 寄贈（辻家）

23 女の首断片 岡田三郎助 1面 明治40年（1907年） 寄贈（辻家）

〇 24 土地貸借之證 1冊 明治時代 寄贈

〇 25 諸受取証控 1冊 明治40年（1907年） 寄贈

26 けもの隠れ 池田　学 1点 平成11年（1999年） 寄託（金子剛氏）

27 イギリス風景 高木背水 1面 大正時代 寄託

28 印度洋の雲 高木背水 1面 大正時代 寄託
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29 山水図 広渡雪山 1幅 江戸時代 寄贈（廣渡顕一氏）

30 屏風地取 広渡雪山 1巻 江戸時代 寄贈（廣渡顕一氏）

〇 31 広求大成和漢書画集覧 広覚道人編 1冊 弘化元年（1844年）序 寄贈

〇 32 本朝新刀一覧 今村幸政 1冊 弘化2年（1845年）出版 寄贈

〇 33 本朝古今書画便覧
河津山白 原輯・二木
肇美 補訂・桜井匡直
増補

1冊 文久2年（1862年）出版 寄贈

〇 34 対礼余藻〔写本〕
（古賀精里・草場佩川
編）

1冊 天保12年（1841）写 寄贈

〇 35 韓客唱和〔写本〕
（古賀精里・草場佩川
編）

1冊 寄贈

〇 36 文用例證〔写本〕 （山本信有著） 1冊 寄贈

〇 37 世説〔写本〕 （劉義慶編） 1冊 寄贈

〇 38 酉陽雑俎〔写本〕 （段成式撰） 1冊 寄贈

〇 39 十六羅漢図 1幅 清時代 寄託（万寿寺）

〇 40 梁武帝離宮図 1幅 清時代 寄託（万寿寺）

〇 41 南無仏太子像 1躯 南北朝時代 寄託（万寿寺）

〇 42 玄天上帝像 1躯 明～清時代 寄託（万寿寺）

〇 43 脇指 兼広・吉住 1口 正徳5年（1715年） 寄託

〇 44 観音・蝦蟇・鉄拐図 狩野山雪 3幅 江戸時代 寄託

〇 45 富士山図 小原友閑斎 1幅 江戸時代 寄託

〇 46 富士見西行図 小原友閑斎 1幅 江戸時代 寄託

〇 47 寿老人図 広渡心海 1幅 江戸時代 寄託

〇 48 富士山昇龍図 永松栄顕（竹斎） 1幅 江戸時代 寄託

49 風景 岡田三郎助 1点 大正8年（1919年）ヵ 購入

50 鶴１ 池田　学 1点 平成29年（2017年） 購入

〇 51 王義之「初月帖」臨書 江口大象 1幅 昭和26年（1951年） 寄贈（江口大象氏）

〇 52 衆鳥各自飛 江口大象 1幅 昭和57年（1982年） 寄贈（江口大象氏）

〇 53 国分青厓「石楠花」詩二首 江口大象 1幅 平成6年（1994年） 寄贈（江口大象氏）

〇 54 蘇軾「澄邁駅通潮閣」詩 江口大象 1幅 平成16年（2004年） 寄贈（江口大象氏）

〇 55 小坂奇石「寒夜偶占」詩 江口大象 1幅 平成28年（2016年） 寄贈（江口大象氏）

56 鍋島緞通 吉島緞通製造 10枚
昭和15・16年頃
（1940・1941年頃）

寄贈
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