
 出品目録
九州国立博物館開館１周年記念特別展「海の神々－捧げられた宝物－」

２００６年１０月８日（日）～１１月２６日（日）

※会期中に展示替えを行います
全期：１０月　８日～１１月２６日・前期：１０月　８日～１０月２９日・後期：１０月３１日～１１月２６日

 １章　海から生まれた神
番号 指定 作品名 員数 所蔵者 展示期間

1 福岡市指定文化財 志賀海神社縁起絵 ３幅 福岡・志賀海神社 全期
２ 重要文化財 朝鮮鐘 １口 福岡・志賀海神社 後期10月31日～11月26日
３－１  釣針 ８点 福岡市埋蔵文化財センター 全期
３－２  小刀 １点 福岡市埋蔵文化財センター 全期
３－３  鉄鎌 １点 福岡市埋蔵文化財センター 全期
３－４  鉛製おもり ７点 福岡市埋蔵文化財センター 全期
３－５  石製おもり １２点 福岡市埋蔵文化財センター 全期
３－６  土製おもり ２８点 福岡市埋蔵文化財センター 全期
４ 鎌倉市指定文化財 住吉神像 １躯 神奈川・鶴岡八幡宮 前期10月8日～10月29日
５  住吉明神像酒井抱一筆 １幅 個人蔵 全期
６ 重要文化財 舞楽面 綾切 ４面 大阪・住吉大社 全期
７ 重要文化財 舞楽面 貴徳番子 １面 大阪・住吉大社 全期
８ 重要文化財 舞楽面 皇仁庭 １面 大阪・住吉大社 全期
９ 重要文化財 舞楽面 秦王 １面 大阪・住吉大社 全期
１０  面楯 ５枚 大阪・住吉大社 全期
１１  和歌百首正徹作 １巻 大阪・住吉大社 全期会期中巻替
１２  和歌百首松平定信作 １巻 大阪・住吉大社 全期会期中巻替
１３ 重要文化財 朝鮮鐘 １口 山口・長門一宮住吉神社 全期
１４ 重要文化財 神馬の馬具 1具 山口・長門一宮住吉神社 全期

１５  銅矛 ５本 福岡・筑前國一之宮住吉神
社 全期

１６  銅戈 ６本 福岡・筑前國一之宮住吉神
社 全期

１７  博多古地図 １面 福岡・筑前國一之宮住吉神
社 全期

１８  住吉大社・四天王寺図屏風 ６曲１双 大阪歴史博物館 前期10月8日～10月29日
１９  住吉大社・四天王寺図屏風 ６曲１双 サントリー美術館 後期10月31日～11月26日
２０ 重要文化財 蒔絵机 住吉社頭図 １基 京都・仁和寺 前期10月8日～10月29日
２１  蒔絵文台 住吉歌絵 １基 東京国立博物館 後期10月31日～11月26日
２２ 重要文化財 鏡 ６４面 三重・神島八代神社 全期
２３－
１ 重要文化財 糸紡ぎ ２点 三重・神島八代神社 全期

２３－
２ 重要文化財 糸紡ぎ １基 三重・神島八代神社 全期

２４ 重要文化財 大刀 残欠 ２口分 三重・神島八代神社 全期
２５ 重要文化財 馬具 １対 三重・神島八代神社 全期
２６ 重要文化財 銅杯 １点 三重・神島八代神社 全期
２７ 重要文化財 鈴 ８点 三重・神島八代神社 全期
２８ 重要文化財 帯金具 ２点 三重・神島八代神社 全期
２９ 重要文化財 祭祀用陶器 １３点 三重・神島八代神社 全期
３０ 重要文化財 経塚遺物 ５点 三重・神島八代神社 全期
３１ 重要文化財 鍬形 獅噛文 １面 三重・神島八代神社 全期
３２  祭祀用水注 ２点 三重・神島八代神社 全期

 ２章　海上の守り神
番号 指定 作品名 員数 所蔵者 展示期間
３３ 国宝 金の指輪 １点 福岡・宗像大社 10月8日～10月22日
３４ 国宝 金の腕輪 １点 福岡・宗像大社 10月24日～11月26日
３５ 国宝 ミニチュア機 １基 福岡・宗像大社 10月8日～10月22日
３６ 国宝 龍頭 １対 福岡・宗像大社 全期
３７ 国宝 香炉 １点 福岡・宗像大社 10月8日～10月22日
３８ 国宝 内行花文鏡 １面 福岡・宗像大社 全期
３９ 国宝 方格規矩鏡 １面 福岡・宗像大社 全期
４０ 国宝 _鳳鏡 １面 福岡・宗像大社 全期
４１ 国宝 勾玉・棗玉・臼玉 ２９点＋１連 福岡・宗像大社 全期



４２ 国宝 ガラス玉 １２連 福岡・宗像大社 全期
４３ 国宝 ミニチュア紡織具 １７点 福岡・宗像大社 全期
４４ 国宝 ミニチュア琴 １点 福岡・宗像大社 全期
４５ 国宝 馬飾り ５点 福岡・宗像大社 全期
４６ 国宝 子持勾玉 ２点 福岡・宗像大社 全期
４７ 国宝 ミニチュア舟 ９点 福岡・宗像大社 全期
４８ 国宝 ミニチュア舟 １２点 福岡・宗像大社 全期
４９ 国宝 高杯 １点 福岡・宗像大社 全期
５０ 国宝 壺 １点 福岡・宗像大社 全期
５１ 国宝 孔をあけた壺と椀 ３点 福岡・宗像大社 全期
５２ 国宝 奈良三彩小壺 ３点 福岡・宗像大社 全期
５３ 国宝 鞍金具 １対 福岡・宗像大社 全期
５４ 国宝 馬具 ８点 福岡・宗像大社 全期
５５ 国宝 皿 ２点 福岡・宗像大社 全期
５６ 重要文化財 女神像 １躯 京都・松尾大社 全期
５７ 国宝 平家納経 願文 １巻 広島・厳島神社 10月8日～10月15日

５８ 国宝 平家納経 提婆達多品 １巻 広島・厳島神社 11月21日～11月26日
【展示期間変更】

５９ 国宝 平家納経 普門品 １巻 広島・厳島神社 10月31日～11月12日

６０ 国宝 平家納経 妙荘厳王本事品 １巻 広島・厳島神社 11月14日～11月19日
【展示期間変更】

６１ 国宝 甲冑（大鎧）紺糸威 １領 広島・厳島神社 全期
６２ 重要文化財 舞楽面 陵王 １面 広島・厳島神社 全期
６３ 重要文化財 舞楽面 納曾利 １面 広島・厳島神社 全期
６４ 重要文化財 螺鈿飾剣 １口 広島・厳島神社 全期
６５ 重要文化財 扇 １柄 広島・厳島神社 全期
６６ 重要文化財 飾馬 １躯 広島・厳島神社 全期
６７ 広島県指定文化財 琵琶 １面 広島・厳島神社 全期

６８  平家納経(模本)・経箱（模造） ３３巻のうち８
巻・１合 東京国立博物館 全期

６９ 重要文化財 螺鈿鞍 菊花文 １背 滋賀・大嶋奥津嶋神社 全期

７０  青磁皿 １口 長崎・小値賀町歴史民俗資
料館 全期

７１  華南三彩皿 １口 長崎・小値賀町歴史民俗資
料館 全期

７２  華南三彩鉢 １口 長崎・小値賀町歴史民俗資
料館 全期

７３  黄褐釉四耳壺 １口 長崎・小値賀町歴史民俗資
料館 全期

７４  黒褐釉四耳壺 １口 長崎・小値賀町歴史民俗資
料館 全期

７５  湖州鏡 １面 長崎・小値賀町歴史民俗資
料館 全期

７６ 藤沢市指定文化財 亀図酒井抱一筆 １面 神奈川・江島神社 全期
７７ 藤沢市指定文化財 江島縁起絵巻 ５巻 個人蔵 全期会期中巻替
７８ 国宝 竹生島経 １巻 東京国立博物館 前期10月8日～10月29日
７９ 重要文化財 普賢十羅刹女図刺繍 １面 滋賀・竹生島宝厳寺 後期10月31日～11月26日
８０ 重要有形民俗文化財 象頭山社頭・大祭行列図屏風清信筆 ６曲１双 香川・金刀比羅宮 前期10月8日～10月29日
８１  富士山杉樹図屏風伝狩野永徳筆 ６曲１双 香川・金刀比羅宮 後期10月31日～11月26日
８２ 重要文化財 なよ竹物語絵巻詞書・伝藤原為家画・伝藤原隆能 １巻 香川・金刀比羅宮 全期会期中巻替
８３  葡萄栗鼠図森寛斎筆 １幅 香川・金刀比羅宮 前期10月8日～10月29日
８４  鯉魚図長沢蘆雪筆 １幅 香川・金刀比羅宮 後期10月31日～11月26日

８５  
春日権現験記絵（模本）詞書・古川躬行筆画・冷
泉為恭筆 １巻 香川・金刀比羅宮 全期会期中巻替

８６ 重要文化財 弁才天十五童子像伝巨勢金岡筆 １幅 香川・金刀比羅宮 後期10月31日～11月26日
８７  釈迦三尊十六羅漢像のうち中幅・右幅伝明兆筆 ３幅のうち２幅 香川・金刀比羅宮 前期10月8日～10月29日

８８  三十六歌仙図・柿本人麻呂・伊勢 ３６面のうち５
面 香川・金刀比羅宮 前期10月8日～10月29日

  三十六歌仙図・紀貫之・在原業平・小野小町 ３６面のうち５
面 香川・金刀比羅宮 後期10月31日～11月26日

８９ 重要有形民俗文化財 船模型 １隻 香川・金刀比羅宮 全期
９０  難船図絵馬 １面 福岡・金刀比羅神社 全期
９１  難船図絵馬 １面 福岡・金刀比羅神社 全期

９２ 重要文化財 甲冑（胴丸） 色々威 １領 愛媛・大山づみ［示＋氏］
神社 前期10月8日～10月29日

９３ 重要文化財 甲冑（腹巻） 色々威 １領 愛媛・大山づみ［示＋氏］
神社 後期10月31日～11月26日

９４  蒔絵手箱 菊鳥文 １合 愛媛・大山づみ［示＋氏］
神社 全期

９５  蒔絵角盥 菊文 １口 愛媛・大山づみ［示＋氏］
神社 全期



 特章　美保のえびす様は鳴物がお好き
番号 指定 作品名 員数 所蔵者 展示期間
９６ 重要有形民俗文化財 八雲琴 １面 島根・美保神社 全期
９７ 重要有形民俗文化財 琵琶 １面 島根・美保神社 全期
９８ 重要有形民俗文化財 オルゴール １点 島根・美保神社 全期
９９ 重要有形民俗文化財 鼕 １面 島根・美保神社 全期
１００ 重要有形民俗文化財 拍子木 １双 島根・美保神社 全期
１０１ 重要有形民俗文化財 アコーディオン １点 島根・美保神社 全期

 ３章　海神の伝説
番号 指定 作品名 員数 所蔵者 展示期間
１０２ 重要文化財 八幡三神像 ３躯 島根・赤穴八幡宮 全期
１０３ 重要文化財 玉垂宮縁起絵民部法橋忍智筆 ２幅 福岡・大善寺玉垂宮 全期会期中掛替
１０４ 福岡県指定文化財 高良大社祭神縁起図 １幅 福岡・高良大社 全期
１０５ 重要文化財 息長帯姫像 １躯 福岡・八幡古表神社 全期
１０６ 吉富町指定文化財 虚空津比売命像 １躯 福岡・八幡古表神社 全期
１０７ 重要有形民俗文化財 くぐつ［西都太宰府ＤＢリンク］ １４体 福岡・八幡古表神社 全期
１０８  灰陶壺 印文 １口 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１０９  灰陶壺 印文 写し １口 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１０  法花瓶 １対 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１１  法花瓶 写し １対 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１２  青磁八角瓶 １対 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１３  青磁八角瓶 写し １対 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１４  青磁瓶 １対 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１５  青磁瓶 写し １対 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１６  青磁瓶 １口 鹿児島・鹿児島神宮 全期
１１７  青磁瓶 写し １口 鹿児島・鹿児島神宮 全期

１１８ 福井県指定文化財 彦火々出見尊絵巻（模本）詞書・足立勝興筆画・
狩野種泰筆

６巻のうち２巻
（巻三・巻五） 福井・明通寺 全期会期中巻替

１１９ 国宝 海部氏系図 １巻 京都・籠神社 前期10月8日～10月29日
１２０ 重要文化財 若狭国神職の絵系図 １巻 京都国立博物館 後期10月31日～11月26日
１２１ 横須賀市指定文化財 龍宮に奉納された鐘 １口 神奈川・円照寺 前期10月8日～10月29日
１２２ 横須賀市指定文化財 龍宮に奉納された法華経 ２巻 神奈川・円照寺 前期10月8日～10月29日
１２３  扁額「徳へん［彳＋扁］海天」 １面 鹿児島・枚聞神社 全期
１２４  扁額「妙霊普済」 １面 鹿児島・枚聞神社 全期
１２５ 重要文化財 蒔絵手箱蓬莱文 １合 鹿児島・枚聞神社 全期

 ４章　外来の神
番号 指定 作品名 員数 所蔵者 展示期間
１２６  媽祖像と侍女像 ３躯 長崎・東明山興福寺 全期
１２７ 平戸市指定文化財 媽祖像と侍女像 ３躯 長崎・平戸市川内町 全期

１２８  媽祖の画像 １幅 鹿児島・頴娃町歴史民俗資
料館 全期

１２９  媽祖像と侍女像 ３躯 個人蔵 全期
１３０  媽祖像と千里眼・順風耳像 １躯 個人蔵 全期
１３１  媽祖像 １躯 個人蔵 全期
１３２  厨子入り媽祖像と祭祀具 １式 久米島自然文化センター 全期
１３３  華南三彩の祭祀具 ２口 個人蔵 全期
１３４ 重要文化財 緑釉鳥形水注 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１３５
－１ 重要文化財 華南三彩鳥形水注 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日

１３５
－２ 重要文化財 華南三彩鳥形水注 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日

１３５
－３ 重要文化財 華南三彩鳥形水注 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日

１３６ 重要文化財 緑釉水注 １対 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１３７ 重要文化財 緑釉水注 牡丹文 １対 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１３８ 重要文化財 華南三彩瓶 牡丹文 １対 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１３９ 重要文化財 緑釉瓶 １対 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１４０ 重要文化財 染付瓶 牡丹唐草文 １対 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１４１ 重要文化財 青磁盒子 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１４２ 重要文化財 ガラス杯 ３口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１４３ 重要文化財 白磁獅子置物 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１４４ 重要文化財 白磁貘置物 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日
１４５ 重要文化財 金の薄板 １口 熊本県教育委員会 後期10月31日～11月26日

 ５章　海の彼方のユートピア

http://www.kyuhaku-db.jp/dazaifu/archives/23.html


番号 指定 作品名 員数 所蔵者 展示期間
１４６ 重要文化財 勾玉 ９点 沖縄県南城市教育委員会 全期
１４７ 重要文化財 青磁椀・皿 １０点 沖縄県南城市教育委員会 全期
１４８ 重要文化財 厭勝銭 ９枚 沖縄県南城市教育委員会 全期
１４９ 重要文化財 銭貨 一括（534枚） 沖縄県南城市教育委員会 全期
１５０  アバイ模型 １基 学習院大学史料館 全期
１５１  カヌー模型 １艘 学習院大学史料館 全期
１５２  海図 １口 学習院大学史料館 全期
１５３ 国宝 海磯鏡 １面 東京国立博物館 全期

 特章　漂着した神々
番号 指定 作品名 員数 所蔵者 展示期間
１５４  木仏 １躯 個人蔵 全期
１５５  大黒天 １躯 個人蔵 全期
１５６  恵比寿 １躯 個人蔵 全期
１５７  福禄寿 １躯 個人蔵 全期
１５８  船霊 ７柱 個人蔵 全期
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