
初公 № 資料名 作者等 員数 時代 摘要

○ 1 柳にカワセミ図 宋紫石 １幅 江戸時代（１８世紀） 寄贈（久我利通・久我隆司 氏）

○ 2 人物並寄書 窪俊満ほか １幅 文化９（１８１２）年ヵ 寄贈（久我利通・久我隆司 氏）

○ 3 刀（銘　肥前国忠吉） 忠吉 １口 江戸時代（１７世紀） 寄贈

○ 4 刀（銘　肥前国住近江大掾藤原忠廣） 二代忠広 １口 江戸時代（１７世紀） 寄贈

5
刀（銘　肥前国佐賀住橋本河内大掾
藤原正廣／万治四年二月吉日）

初代正広 １口 万治４（１６６１）年 寄贈

6 脇指（銘　肥前国河内守正廣） 五代正広 １口 江戸時代（１８世紀） 寄贈

○ 7 脇指（銘　国俊） １口 鎌倉時代ヵ 寄贈

○ 8 薙刀（銘　肥前国忠吉） 初代忠吉 １口 慶長１７（１６１２）年 寄託（唐津市）

○ 9 鋲綴桶側五枚胴具足 １領 江戸時代（１７世紀） 寄贈（久保信介 氏）

10 劉禹錫「試茶」詩句 売茶翁　 １幅 宝暦７（１７５７）年 寄贈（寺﨑 正 氏）

○ 11 川窪学舎記 古賀精里 １幅 江戸時代（１８世紀） 寄贈（古賀 晉 氏）

12 田子の浦図 百武兼行 １点 明治９（１８７６）年 購入

○ 13 櫛 立石春美 １点 昭和５０（１９７５）年頃ヵ 寄贈（中原義弘 氏）

○ 14 松浦川垂綸図 高取稚成 １幅 大正～昭和時代（２０世紀） 寄贈（寺﨑 正 氏）

○ 15 秋晴れ 野口謙次郎 １幅 昭和時代（２０世紀） 寄贈（久我利通・久我隆司 氏）

○ 16 山水 野口謙次郎 １幅 昭和時代（２０世紀） 寄贈（久我利通・久我隆司 氏）

○ 17 佐賀錦　松皮菱文様能面袋 田部宗　 １点 平成１０（１９９８）年 寄贈（田部 宗 氏）

○ 18 佐賀錦　みやび袋「想春」 田部宗　 １点 平成２（１９９０）年 寄贈（田部 宗 氏）

○ 19 佐賀錦　みやび袋「春暁」 田部宗　 １点 平成３（１９９１）年 寄贈（田部 宗 氏）

○ 20 樹A 城秀男 １点 昭和３４（１９５９）年 寄贈（堀 直子 氏）

○ 21 蓮 城秀男 １点 昭和４２（１９６７）年 寄贈（堀 直子 氏）

○ 22 妖艶の正体 城秀男 １点 昭和４６（１９７１）年 寄贈（堀 直子 氏）

○ 23 燦たる宙 城秀男 １点 昭和５０（１９７５）年 寄贈（堀 直子 氏）

○ 24 二つの構成 城秀男 １点 昭和５１（１９７６）年 寄贈（堀 直子 氏）

○ 25 樹林B 城秀男 １点 昭和５３（１９７８）年 寄贈（堀 直子 氏）

○ 26 樹魂繁栄 城秀男 １点 昭和６３（１９８８）年 寄贈（堀 直子 氏）

○ 27 白綸子地藤菊扇水車文様打掛 １領 江戸～明治時代（１９世紀） 寄贈（飯盛冴子 氏）

○ 28 滝流水四阿菊松文打掛 １領 昭和１６（１９４１）年頃 寄贈（眞﨑キミ 氏）

○ 29 松竹梅御所車文振袖 １領 昭和１６（１９４１）年頃 寄贈（眞﨑キミ 氏）

○ 30 鍋島緞通　牡丹文 １枚 明治時代（１９世紀） 寄贈（古賀紀佐子 氏）

○ 31 七言 西川春洞 １幅 大正２（１９１３）年 寄贈（久我利通・久我隆司 氏）

○ 32 五言絶句 副島種臣 １幅 明治９（１８７６）年 寄贈（古賀 晉 氏）

○ 33 「香酣茶塾」額 中林梧竹 １面 明治時代（１９世紀） 寄贈（寺﨑 正 氏）
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34 竹に豹図 小原友閑斎 １幅 江戸時代（１７世紀） 購入

35 山水図 広渡心海 １幅 江戸時代（１７～１８世紀） 購入

○ 36 癸亥元旦 草場佩川 １幅 文久３（１８６３）年 寄贈（嶋松墉子郎 氏）

○ 37 一大字「主」 金粟元明（鍋島元武） １面 江戸時代（１７～１８世紀） 寄託

○ 38 七言書 山内香雪 １幅 江戸時代（１９世紀） 寄託

○ 39 鳥居のある風景 納富　進 １点 昭和５１（１９７６）年 寄贈（蒲原民夫 氏）

○ 40 塩田風景 北島浅一 １点 大正１４（１９２５）年 寄託

41 五言絶句 副島種臣 １幅 明治１８（１８８５）年頃 購入
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