
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 戦国島津氏の系譜 

No. ※ 資料名称 作者等 時代 所蔵先 

10/1

～  

10/6 

10/8

～  

10/14 

10/16

～  

10/20 

10/22

～  

10/27 

10/29

～  

11/4 

1  島津忠久肖像 竹村大鳳筆  黎明館蔵 玉里島津家資料      

2  源頼朝下文写  江戸時代写 個人蔵 黎明館保管      

3  源頼朝下文写  江戸時代写 個人蔵 黎明館保管      

4  島津忠久肖像   黎明館蔵 玉里島津家資料      

5  島津氏支族系図（巻之上）  江戸末～明治 黎明館蔵 玉里島津家資料      

6  島津氏支族系図（巻之一）  江戸末～明治 黎明館蔵 玉里島津家資料      

7  島津存忠（久豊）宛行状写   個人蔵 黎明館保管      

8  島津好久書状  室町時代 個人蔵 黎明館保管      

9 ◎ 足利義詮官途吹挙状  南北朝時代 東京大学史料編纂所蔵      

10 ◎ 蔵人頭日野時光奉口宣案  南北朝時代 東京大学史料編纂所蔵      

11 ◎ 蔵人頭日野時光奉口宣案  南北朝時代 東京大学史料編纂所蔵      

12 ◎ 蔵人甘露寺元長奉口宣案  室町時代 東京大学史料編纂所蔵      

13 ◎ 蔵人葉室頼継奉口宣案写  室町時代 東京大学史料編纂所蔵      

第２章 三州統一と北部九州への進出 

14  伝 日新斎使用法衣  室町時代末 
竹田神社蔵 南さつま市加世田

郷土資料館保管 
     

15  日新公伊呂波御歌   個人蔵 黎明館保管      

16  日新斎起請文案  室町時代末 個人蔵 黎明館保管      

17  三州割拠図 大永六年ノ図  江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

18  島津貴久像 中島信徴筆 江戸末～明治 松原神社蔵      

19  島津貴久使用払子  室町時代末 松原神社蔵      

20  島津貴久自作水筒 島津貴久作 室町時代末 松原神社蔵      

21  島津貴久詠草 島津貴久筆 室町時代末 黎明館蔵 玉里島津家資料      

22  三州割拠図 天文四年之図  江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

23  三州割拠図 天文十二年之図  江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

24  
三州割拠図 天文十九年貴久公伊集
院ヨリ鹿児島ニ移り玉リシ図 

 江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

           

出 品 目 録 

令和元年 10 月1 日(火)～11 月4 日(月) 

 

休 館 日：10/7(月),15(火),21(月),25(金),28(月) 

開館時間：9:00～18:00(入館は 17:30 まで) 

会  場：鹿児島県歴史資料センター黎明館 2 階 第 2 特別展示室 主催：鹿児島県歴史資料センター黎明館，東京大学史料編纂所 

後援：鹿児島県教育委員会，鹿児島市教育委員会，薩摩川内市教育委員会，日置市教育委員会， 

南さつま市教育委員会，姶良市教育委員会，南日本新聞社，NHK 鹿児島放送局， 

MBC 南日本放送，KTS 鹿児島テレビ，KKB 鹿児島放送，KYT 鹿児島読売テレビ 

本展では，会期中展示替えを行います。 

※ 指定区分：◎＝国宝，○＝重要文化財，□＝県指定文化財，△＝市町村指定文化財  



      
     

No. ※ 資料名称 作者等 時代 所蔵先 

10/1

～  

10/6 

10/8

～  

10/14 

10/16

～  

10/20 

10/22

～  

10/27 

10/29

～  

11/4 

25  八幡大菩薩御旗〔模写〕  江戸時代後期 黎明館蔵 玉里島津家資料      

26  時雨軍旗〔模写〕  江戸時代後期 黎明館蔵 玉里島津家資料      

27  岩剣合戦記  江戸時代 個人蔵 黎明館保管      

28  伝 ポルトガル人初伝火縄銃〔模造〕   
黎明館蔵 原資料：種子島総合

開発センター蔵 
     

29  白御旗〔模写〕  江戸時代後期 黎明館蔵 玉里島津家資料      

30  豊州島津氏系譜  江戸末～明治 黎明館蔵      

31  島津貴久書状写   個人蔵 黎明館保管      

32  島津忠良十三回忌追善和歌 島津義久筆 安土桃山時代 黎明館蔵 玉里島津家資料      

33  龍伯公以呂波御歌  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

34  伯囿公伊呂波御歌  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

35 ○ 色々威胴丸 兜・大袖付（肩萌黄）  室町時代末 鹿児島神宮蔵 黎明館保管      

36  島津義虎像  江戸時代後期 黎明館蔵      

37  相良義陽蔵〔模造〕   
黎明館蔵 

原資料：相良神社蔵 
     

38  三州割拠図 永禄十年菱刈謀反之図  江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

39  新納忠元外四名連署起請文〔模造〕   
黎明館蔵 

原資料：東京大学史料編纂所蔵 
     

40  
三州割拠図 天正元年伊地知・肝付
退治之図 

 江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

41  忠平公御一世御軍記  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

42  内小野寺由緒書帳扣  江戸時代 個人蔵 黎明館保管      

43  樺山善久入道玄佐夫妻像  江戸時代初期 個人蔵 黎明館保管      

44  家久君上京日記  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

45  島津義久願文  安土桃山時代 霧島神宮蔵 黎明館保管      

46  島津義久願文  安土桃山時代 霧島神宮蔵 黎明館保管      

47  火縄短筒  16 世紀 個人蔵 黎明館保管      

48  日州耳川合戦日帳  江戸時代後期 黎明館蔵      

49  日向高城陣構図  江戸時代後期 
宮崎県立日南高等学校蔵 飫肥

城歴史館保管 
     

50  耳川高城合戦布陣図  江戸時代後期 
宮崎県立日南高等学校蔵 飫肥

城歴史館保管 
     

51  飛鳥井雅継書状  安土桃山時代 黎明館蔵      

52  肥州響野原戦両軍配置図〔模造〕   
黎明館蔵 

原資料：個人蔵 
     

53  上井覚兼日記  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

54  龍造寺隆信像〔模造〕   
黎明館蔵 

原資料：佐賀県立博物館蔵 
     

55 □ 倭文麻環   黎明館蔵 川邉コレクション      

56  島津家久書状  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

57  上井覚兼日記  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

58  島津家久家紋付旗  安土桃山時代 黎明館蔵      

59  三州割拠図 天正十四年之図  江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

60  
天正十四年九州之太守ト称スル時之
図（九州略定図） 

 江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

61  上井覚兼日記  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

62  足利義昭御内書  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

           



      
     

No. ※ 資料名称 作者等 時代 所蔵先 

10/1

～  

10/6 

10/8

～  

10/14 

10/16

～  

10/20 

10/22

～  

10/27 

10/29

～  

11/4 

63  豊臣勢十余万高城陣構図  江戸時代後期 
宮崎県立日南高等学校蔵 飫肥

城歴史館保管 
     

64  禁制〔模造〕   
川内歴史資料館蔵 

原資料：新田神社蔵 
     

65  羽柴秀長書状  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

第３章 豊臣政権と島津氏 

66  豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

67  豊臣秀吉知行方目録  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

68  
文禄三年島津氏分国太閤検地尺 
〔模造〕 

  
黎明館蔵 

原資料：尚古集成館蔵 
     

69  文禄四年三州各領改替之図  江戸末写 個人蔵 黎明館保管      

70  歳久生害忠隣一巻  江戸時代 個人蔵 黎明館保管      

71  虎狩絵巻  江戸時代 黎明館蔵      

72  朝鮮出兵島津勢虎狩絵巻  江戸時代 鹿児島県立図書館蔵      

73  朝鮮役御供衆書上  江戸時代 黎明館蔵      

74  船額  安土桃山時代 黎明館蔵      

75  朝鮮古図  
安土桃山～ 

江戸 
鹿児島県立図書館蔵      

76  豊臣秀吉高麗再度出勢法度  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

77  豊臣秀吉高麗再度出陣立書  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

78  南原城絵図 川上久国筆 
安土桃山～ 

江戸 
鹿児島県立図書館蔵      

79  豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

80  黒田嘉兵衛拝領陣羽織  安土桃山時代 黎明館蔵      

81  島津豊久持参木杯  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

82  島津義弘書状  安土桃山時代 個人蔵      

83  島津義弘書状  安土桃山時代 個人蔵      

84  高麗渡 大島忠泰筆 
安土桃山～江

戸初 
個人蔵 黎明館保管      

85  大島忠泰書状  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

86 ◎ 豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 東京大学史料編纂所蔵      

87 ◎ 豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 東京大学史料編纂所蔵      

88 ◎ 豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 東京大学史料編纂所蔵      

89 ◎ 豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 東京大学史料編纂所蔵      

90 ◎ 豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 東京大学史料編纂所蔵      

91 ◎ 豊臣秀吉朱印状  安土桃山時代 東京大学史料編纂所蔵      

92 ◎ 豊臣氏五大老連署状  安土桃山時代 東京大学史料編纂所蔵      

93  明軍陣羽織  16 世紀 個人蔵 黎明館保管      

94  惟新公御自記  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

95  征韓録  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

96  倭文麻環  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

97  帖佐彦左衛門覚書写  江戸時代 個人蔵 黎明館保管      

98  色々威腹巻 兜 大袖付  江戸時代中期 黎明館蔵      

99  島津義弘過書  安土桃山時代 個人蔵      

           



      
     

No. ※ 資料名称 作者等 時代 所蔵先 

10/1

～  

10/6 

10/8

～  

10/14 

10/16

～  

10/20 

10/22

～  

10/27 

10/29

～  

11/4 

100  刀：無銘 号「朝鮮兼光」  南北朝時代 個人蔵 黎明館保管      

101  
黒蝋色塗柄革巻打刀拵 
（黒蠟色塗鞘赤銅鯱図打刀拵） 

  個人蔵 黎明館保管      

102  高野山敵味方供養塔拓本   黎明館蔵 玉里島津家資料      

第４章 関ヶ原合戦と島津の退き口 

103  関ヶ原合戦図屏風〔模造〕 藤井介石筆  
黎明館蔵 

原資料：個人蔵 
     

104  関ヶ原戦死衆（帖佐衆）外留  江戸時代 黎明館蔵      

105  天昌寺絵図 星渦筆  日置市吹上歴史民俗資料館蔵      

106  惟新様関ヶ原より御退陣之御供人数  江戸時代 黎明館蔵      

107  大重平六覚書写  江戸時代写 黎明館蔵      

108  田辺屋道与由緒書  江戸時代 個人蔵 黎明館保管      

109  島津維新（義弘）感状  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

110  薩藩旧伝集  明治時代写 黎明館蔵 玉里島津家資料      

111  徳川家康三州安堵起請文〔模造〕  安土桃山時代 
黎明館蔵 原資料：さつま町宮

之城歴史資料センター蔵 
     

112  島津龍伯（義久）書状写  安土桃山時代 個人蔵 黎明館保管      

第５章 戦国島津氏と現在の私たち 

113  
宇都窯跡出土品 抹茶碗（底部・口
縁部） 

 17 世紀 姶良市教育委員会蔵      

114 □ 
御里窯跡出土品 肩衝茶入（Ｉ類・
Ⅱ類） 

 17 世紀 姶良市教育委員会蔵      

115 △ 白蛇蝎釉 肩衝茶入 薩摩 御里窯 
江戸時代 17 世

紀前半 
個人蔵 黎明館保管      

116 △ 火計手白釉茶碗 薩摩 
江戸時代 17 世

紀初頭 
個人蔵 黎明館保管      

117 △ 黒釉茶碗「交河土」銘 薩摩 御里窯 
江戸時代 17 世

紀 
個人蔵 黎明館保管      

118  惟新様より利休江御尋之條書之写   鹿児島県立図書館蔵      

119  茶杓   黎明館蔵 玉里島津家資料      

120  磨欲踊り使用衣装，陣笠   個人蔵 黎明館保管      

121  倭文麻環  明治時代刊本 黎明館蔵      

122  妙円寺詣り祭文  昭和 黎明館蔵      

123  妙円寺詣り稚児衣装   黎明館蔵      

124  心岳様講島津歳久位牌   日置市吹上歴史民俗資料館蔵      

125  色々威胴丸 兜・大袖付  室町時代 平松神社蔵 黎明館保管      

126  倭文麻環  明治時代写 
鹿児島大学附属図書館蔵 玉里

文庫 
     

 

 

 

注意事項 

● 会場内では，指定箇所以外での静止画及び動画の撮影を禁止します。 
● 会場内での飲食ならびに携帯電話・スマートフォン等の御利用は御遠慮ください。 
● 展示品及び展示ケースに触れないでください。 
● 会場内では係員の指示に従い，他の観覧者に迷惑がかからないようにお願いします。 

予告！  
黎明館企画展「戦国を駈けた島津四兄弟と家臣団」 
日  時：令和元年 11 月 19 日(火)～令和 2 年１月 19 日(日) 

会  場：鹿児島県歴史資料センター黎明館 3 階 企画展示室 
どうぞ御期待ください。 


