
資料名 員数 材質 法量（cm） 年月日 所蔵先

1 　貴女裁縫之図 一額 錦絵、大判三枚続 縦47.9　横93.4 明治20年 佐賀県立博物館

2 　馬上で闘う甲冑の騎士 一体 青銅製 縦17.8　横51.8　高50.4　 一般社団法人 霞会館

3 　筆子略伝 一冊 紙本墨書 縦26.8　横18.7 明治19年5月 福井市春嶽公記念文庫

4 　筆姫書簡　鍋島直大宛 一枚 紙本墨書 縦16.6　横64.8 （明治14年）5月26日 公益財団法人鍋島報效会

5 　礫川文藻（第十号 坐右日簿明治十一年第二号） 一冊 紙本墨書 縦23.9　横16.6 明治11年 福井市春嶽公記念文庫

6 　爵記　侯爵　鍋島直大 一額 紙本印刷、墨書 縦47.2　横63.6 明治17年7月7日 公益財団法人鍋島報效会

7 　特命全権公使辞令 一枚 紙本墨書 縦22.8　横31.0 明治13年3月8日 公益財団法人鍋島報效会

8 　伊太利国在勤辞令 一枚 紙本墨書 縦22.8　横31.0 明治13年3月8日 公益財団法人鍋島報效会

9 　鍋島直大像 一額 油彩、麻布 縦154.5　横107.0 明治15年 公益財団法人鍋島報效会

10 　集書 一冊 紙本墨書 縦25.3　横18.3 公益財団法人鍋島報效会（佐賀県立図書館保管）

11 　復暦本書 一冊 紙本墨書 縦24.6　横15.8 公益財団法人鍋島報效会（佐賀県立図書館保管）

12 　仮装舞踏服（鍋島直大所用） 一式 （上衣）前丈101.2、（キュロット）丈74.0 明治時代 公益財団法人鍋島報效会

13 　仮装舞踏服（鍋島栄子所用） 一式
（上衣）胸囲84.0、胴囲72.0、袖丈37.0
(スカート)胴囲75.0、前丈95.5、後丈
160.0

明治時代 公益財団法人鍋島報效会

14 　貴顕舞踏の略図 一額 錦絵、大判三枚続 縦42.4　横81.4 神戸市立博物館

15 　辞令　任元老院議官 一枚 紙本墨書 縦22.7　横30.5 明治15年5月31日 公益財団法人鍋島報效会

16 　辞令　兼任式部頭 一枚 紙本墨書 縦22.7　横30.5 明治15年5月31日 公益財団法人鍋島報效会

17 　新嘗祭夕次第 一綴 紙本墨書 縦27.8　横19.8 明治17年11月23日 公益財団法人鍋島報效会

18 　鍋島直大書「公心如日月」 一幅 絹本墨書 縦33.1　 横33.1 明治20～25年 公益財団法人鍋島報效会

19 　晩餐会献立表（明治二十年十一月三日天長節） 一枚 絹本印刷 縦25.2　横17.4 明治20年11月3日 公益財団法人鍋島報效会

20 　ボンボニエール 九点 公益財団法人鍋島報效会

　　　　扇形松喰鶴文ボンボニエール 銀製 縦5.0　横9.6 明治～昭和時代

　　　　桃形ボンボニエール 銀製 横7.0　高3.7 明治～大正時代

　　　　柳箱形ボンボニエール 銀製 縦5.1  横5.1  高2.2 明治41年4月

　　　　重ね箱形松鶴文ボンボニエール 銀製 縦4.8　横4.1　高3.8 明治43年

　　　　唐櫃形ボンボニエール 銀製 縦6.0　横4.2　高3.7 明治42年

　　　　丸容器形ボンボニエール 銀製 口径6.4　高3.4 明治25年10月6日

　　　　黒漆塗鶴亀文箱形ボンボニエール 木製、漆塗、蒔絵 縦7.0　横4.8　高2.6 明治42年

　　　　朱漆塗牡丹文箱形ボンボニエール 木製、漆塗、蒔絵 縦7.3　横4.8　高3.3 明治時代

　　　　溜塗扇文箱形ボンボニエール 木製、漆塗、蒔絵 縦7.3　横4.8　高3.3 明治時代

21 　音律　清書 一冊 紙本墨書 縦14.5　横9.0 明治25年7月9日 公益財団法人鍋島報效会

22 　楽譜　芝離宮での奏楽 一冊 紙本墨書 縦16.0　横20.1 明治34年6月28日 公益財団法人鍋島報效会

23 　笙 一管 全長45.1　竹管長38.8 19世紀 公益財団法人鍋島報效会

24 　篳篥　銘 秋風 一管 全長18.3(25.7) 江戸時代後期 公益財団法人鍋島報效会

25 　琵琶　銘 宮島 一面 全長82.0　最大幅33.0 公益財団法人鍋島報效会

26 　明治二十五年七月御臨幸之記 一冊 紙本墨書 縦26.3　横17.2 明治25年7月 公益財団法人鍋島報效会（佐賀県立図書館保管）

27 　明治天皇行幸図 一幅 絹本著色 縦100.0　横129.5 昭和10年 公益財団法人鍋島報效会

28 　松林図刺繍扁額 一面 絹本刺繍 縦91.7　横132.9 公益財団法人鍋島報效会

29 　菊御紋付牡丹孔雀象嵌銀製花瓶 一対 銀製 口径13　高35.6　底径9.9　胴径25 明治25年 公益財団法人鍋島報效会

30 　菊御紋付化粧道具 一揃 縦42.5　横62.0　高13.5 大正元年12月 公益財団法人鍋島報效会

31 　立花寛治像 一幅 絹本写真著色 縦88.7　横45.2 公益財団法人立花家史料館

32 　七言律詩書「将門身与老農同」 一幅 絹本墨書 縦146.5　横58.8 明治32年 公益財団法人立花家史料館

33 　爵記　伯爵　立花寛治　 一枚 紙本印刷、墨書 縦47.2　横63.6 明治17年7月7日 公益財団法人立花家史料館

34 　寛治様御履歴抜萃 一冊 紙本印刷 縦27.5　横20.0 大正12年11月 公益財団法人立花家史料館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

序章　華の縁―松平春嶽と鍋島家・立花家

Ⅰ　華族、海を渡る―侯爵・鍋島直大

Ⅱ　華族、土を耕す―伯爵・立花寛治

列品目録 



資料名 員数 材質 法量（cm） 年月日 所蔵先

35 　立花家農事試験場事蹟 一冊 紙本印刷 縦22.5　横16.2 公益財団法人立花家史料館

36
  松平康荘書簡
　　（重要文化財 立花家文書のうち）

一通 紙本墨書 縦22.1　横17.0 （明治28年）6月25日 公益財団法人立花家史料館（柳川古文書館保管）

37 　立花家農事試験場平面図 一枚 紙本印刷 縦39.4　横54.9 明治39年11月 公益財団法人立花家史料館

38 　柑類品評会一覧 二枚 紙本印刷 縦38.8 横27.2／縦38.4 横36.0 明治39年、44年 公益財団法人立花家史料館

39 　蔬菜図 一幅 紙本著色 縦171.3　横94.4 近代 公益財団法人立花家史料館

40 　果物写生帖 一帖 紙本著色貼付 縦53.4　横39.0　 大正時代 公益財団法人立花家史料館

41 　花葉写生帖 一帖 紙本著色貼付 縦40.5　横28.8　 大正時代 公益財団法人立花家史料館

42 　西洋料理レシピ帳 一冊 紙本墨書 縦24.3　横15.9 明治34年5月 公益財団法人立花家史料館

口径12.6　高4.8 明治25年2月25日

口径9.0 高2.8、口径10.9 高3.0、口径12.6　高3.8 明治32年1月21日

44 　色絵雲龍文大花瓶 一対 磁器（有田焼） 高77.4  口径23.0　胴径36.0　底径17.3 明治時代以降 公益財団法人立花家史料館

45 　染付金彩御紋入りティーセット 四点 明治43年 公益財団法人立花家史料館

　　　砂糖壷 磁器（有田焼） 総高10.3　胴径12.7　長径18.6

　　　カップ 磁器（有田焼） 口径8.4　高5.1　

　　　ソーサー 磁器（有田焼） 口径13.1　高2.2

　　　ティーポット 磁器（有田焼） 総高14.5　胴径14.0　長径23.8

46 　ガラス製酒器 六点 公益財団法人立花家史料館

　　　幾何文ワイングラス ガラス製 口径6.2　高12.3

　　　草花文ワイングラス ガラス製 口径5.6　高さ12.6

　　　幾何文シェリーグラス ガラス製 口径4.8　高11.5

　　　幾何文タンブラー ガラス製 口径7.2　高10.7

　　　家紋入りワイングラス ガラス製 口径5.8　高11.4

　　　幾何文ワイングラス（黄色） ガラス製 口径5.8　高13.3

47 　松平春嶽肖像画 一額 油彩、麻布 縦89.6　横71.0 明治17年10月 福井市春嶽公記念文庫

48 　辞令　議定職内国事務局輔 一枚 紙本墨書 縦21.8 横57.5 慶応4年2月 福井市春嶽公記念文庫

49 　辞令　任民部卿 一枚 紙本墨書 縦40.0 横55.0 明治2年7月8日 福井市春嶽公記念文庫

50 　辞令　任大学別当、兼任侍読 二枚 紙本墨書 縦40.0  横55.0 明治2年8月24日 福井市春嶽公記念文庫

51 　逸事史補 一冊 紙本墨書 縦24.0  横17.0 明治12年9月 福井市春嶽公記念文庫

52 　真雪草紙 二冊 紙本墨書 縦24.0  横17.2 明治16年10月 福井市春嶽公記念文庫

53 　松平春嶽宛福沢諭吉自著献呈本 八冊 紙本印刷 明治10～15年 福井市春嶽公記念文庫

54 　非役有位四位以上大礼服（松平茂昭所用） 一式 前丈44.6　後丈71.8　ズボン丈97.0 明治5年頃 越葵文庫（当館保管）

55 　侯爵大礼服（松平茂昭所用） 一式 前丈47.0　後丈84.2　ズボン丈98.0 明治17年頃 越葵文庫（当館保管）

56 　真崎邸江行幸之記 一冊 紙本墨書 縦28.6　横18.8 明治6年12月 福井市春嶽公記念文庫

57 　高橋由一筆「真崎稲荷社の景」 一額 油彩、麻布 縦51.1　横82.3 明治6年頃 福井市春嶽公記念文庫

58 　鋳銅金銀象嵌花瓶 一対 銅製 口径10.0　高35.5 明治15年1月27日 福井市春嶽公記念文庫

59 　白地冬引直衣 一領 着丈230.0　裄196.0 明治5年8月25日 福井市春嶽公記念文庫

60
　晩餐会招待状・献立表
　　（明治27年3月9日天皇・皇后銀婚式）

二枚 紙本印刷・墨書
（招待状）縦19.4　横13.5
（献立表）縦19.4　横12.5

明治27年3月9日 越葵文庫（当館保管）

61 　ボンボニエール 十点 福井市春嶽公記念文庫

　　　鷁首舟形ボンボニエール 銀製 径9.6　横4.0　高5.5 昭和7年3月3日

　　　箱鳥籠形ボンボニエール 銀製 縦4.0　横5.5　高4.6 昭和7年10月19日

　　　丸鳥籠形ボンボニエール 銀製 径5.2　高7.2 大正10年10月4日

　　　雅楽大太鼓形ボンボニエール 銀製 縦4.5　横4.5　高11.0 昭和3年11月17日

　　　犬張子形ボンボニエール 銀製 縦5.3　横2.5　高5.0 昭和9年2月23日

　　　蓋付籠形ボンボニエール 銀製 径6.5　高4.8 大正4年

　　　でんでん太鼓形ボンボニエール 銀製 径4.5　全長10.0　高1.5 昭和10年12月5日

　　　梅模様八稜鏡形ボンボニエール 銀製 径5.0　高1.4 昭和10年4月26日

　　　亀甲模様卵形ボンボニエール 銀製 長径6.1　短径5.6　高4.1 大正13年6月6日

　　　印籠形ボンボニエール 銀製 縦6.0　横4.2　高0.8 大正12年4月12日

62 　真葛焼白鷺模様花瓶 一瓶 磁器（真葛焼） 高22.8 明治22年 福井市春嶽公記念文庫

63 　薩摩焼紫陽花模様御花瓶 一瓶 陶器（薩摩焼） 口径11.5　高31.0 明治時代 福井市春嶽公記念文庫

Ⅲ 華族、筆をとる―華族・松平春嶽

43 　木盃 二件 木製、漆塗 公益財団法人立花家史料館
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