
本目録は神奈川県立歴史博物館が主催し、2009年4月25日（土）から6月14日（日）までを会期とする
「神奈川開港・開国150周年メモリアルイベント 横浜開港百五十年」の出品目録です。
指定記号は下記の通りです。
◎＝重要文化財
○＝鹿児島県指定文化財
推定される年代については、「安政３年ヵ」などのように、「ヵ」を付してあります。
展示期間は下記の通りです。特に記載のないものについては展示替えはありません。
【前期】4月25日（土）から5月17日（日）
【後期】5月19日（火）から6月14日（日）

No. 指定
作者・
編著者 資料名 制作年代

形態
・
技法

所蔵 展示
期間

1 蒸汽船図 安政2年 板絵彩色 川角山神社（安芸高田市吉田
町歴史民俗資料館寄託）

2 天球儀 19世紀中期 当館
3 天球儀 19世紀中期 福山誠之館同窓会
4 地球儀 19世紀中期 福山誠之館同窓会
5 経緯儀 19世紀 彦根城博物館 前期
6 唐草文螺鈿筒望遠鏡 19世紀 彦根城博物館 後期
7 阿部正弘 潮音 天保15年 絹本墨書 福山城博物館
8 内藤角右衛門 下宮三郎右衛門宛書翰 嘉永7年2月23日 福山城博物館
9 香港総督ジョン・バウリング（ＩＬＮ） 1854年2月18日 刊本 当館

10 マルテンス 国際法 1829年 静岡県立中央図書館
11◎ 阿蘭陀国条約并税則 安政5年ヵ 長崎歴史文化博物館
12◎ 魯西亜国条約并税則 安政5年7月11日 長崎歴史文化博物館
13◎ 亜墨利加国条約并税則 安政5年ヵ 長崎歴史文化博物館
14◎ 仏蘭西国条約并税則 安政5年ヵ 長崎歴史文化博物館
15◎ 英吉利国条約并税則 安政5年ヵ 長崎歴史文化博物館
16 安政五ヵ国条約 江戸時代末期 木版 当館
17 昇平丸御軍艦絵図 江戸時代末期 紙本着色 松平文庫

（福井県立図書館保管）
18 開湊ニ付跡部良弼等の連署状 安政3年10月ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園

（佐倉市寄託） 前期

19 英吉利船長崎渡来之節応接一件ニ付 安政4年11月ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 前期

20 内々可談趣 安政3年ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 前期

21 志らベ（外国交易筋ニ付取調書写） 安政3年ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 後期

22 長崎表江被差遣候御目付之儀ニ付猶又申上候書
付 安政4年11月ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園

（佐倉市寄託） 後期

23 伝奏衆江相達候書付 安政4年8月ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 後期

24 伝奏衆議奏衆江相達候書付 安政4年8月ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 前期

25 長崎奉行江可達趣 安政3年12月ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 後期

26 水野筑後守荒尾石見守岩瀬伊賀守江相達候書付安政4年ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 前期

27 亜国官吏応接ニ付達案 安政4年ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 前期

28 亜墨利加国より差上候書翰和解 安政4年ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 前期

29 亜米利加使節申立之趣 安政4年ヵ （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 後期

30 徳川家定朱印状写 安政4年12月 （財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 後期

31 正睦公外交関係文書第四巻 江戸時代末期～
明治時代初期

（財）日産厚生会佐倉厚生園
（佐倉市寄託） 後期

32◎ 日米修好通商条約写 安政5年 彦根城博物館
33◎井伊直弼 井伊直弼大老就任誓詞控 安政5年 彦根城博物館
34 井伊直弼 曲物黒漆塗栗山桶 水指 江戸時代後期 木、漆 彦根城博物館 前期
35 井伊直弼 曲物黒漆塗栗山桶 花生 江戸時代後期 木、漆 彦根城博物館 後期
36 岩瀬忠震愛用の印（レプリカ） 新城市設楽原歴史資料館
37 岩瀬忠震 七言絶句 江戸時代末期 紙本墨書 個人 前期



38 岩瀬忠震 紫薇之図 安政5年9月 紙本着色 個人 後期
39 オリファント エルギン卿遣中・日使節録 1859年 刊本 当館
40 御持場海岸分見画図 安政6年 紙本着色 松平文庫

（福井県立図書館保管）
41 横浜之図 江戸時代末期 紙本着色 松平文庫

（福井県立図書館保管）
42 五雲亭貞秀 横浜開港見聞誌 文久2年 木版 当館
43 五雲亭貞秀 御開港横浜之全図 万延元年頃 木版多色刷当館 前期
44 五雲亭貞秀 横浜{壱}覧之真景 明治4年 木版多色刷当館 後期
45 五雲亭貞秀 御開港横浜大絵図 二編 外国人住宅図 文久2年頃 木版多色刷当館 前期
46 歌川広重(二代) 神名川横浜港真景 横浜海岸図会 万延元年 当館 前期
47 歌川広重(二代) 神奈川野毛横浜 横浜風景一覧 文久元年 当館 後期
48 五雲亭貞秀 東海道名所之内 横浜風景 万延元年 当館
49 五雲亭貞秀 横浜本町港崎町振分双六 万延元年 当館 後期
50 一惠斎芳幾 御開港横浜一覧双六 万延元年 当館 前期
51 開港当時本町を主とした横浜町全景 江戸時代末期 泥絵 当館 後期
52 オリファント、モリソン両氏への襲撃（ILN） 1861年10月12日 刊本 当館 前期
53 襲撃後のオールコックの部屋（ILN） 1861年10月12日 刊本 当館 後期
54 居留地防衛のための掘削が始まった横浜

（ILN）
1863年9月12日 刊本 当館 前期

55 イギリス艦隊と炎上する薩摩藩の軍艦（ILN） 1863年11月7日 刊本 当館 後期
56 ○柳田龍雪 英艦入港戦争図（薩英戦争絵巻） 江戸時代末期～

明治時代初期 紙本着色 尚古集成館

57 柳田龍雪、中島白圭、有馬柳泉文久3年癸亥七月鹿児島湾英艦戦争之図（薩英
戦争絵巻） 江戸時代末期 紙本着色 鹿児島県立歴史資料センター

黎明館
58 薩英戦争絵巻 元治元年 紙本着色 鹿児島県立図書館
59 横浜で生麦事件の賠償を支払うところ（ILN） 1864年2月20日 刊本 当館
60 横浜にいる英国艦隊（ILN） 1864年十月29日 刊本 当館
61 下関海峡における九月五日の作戦（ILN） 1864年11月19日 刊本 当館 5月19日

～5月30日
62 長州藩の砲撃（ILN） 1864年11月19日 刊本 当館 5月19日

～5月30日
63 下関における低地砲台への突撃（ILN） 1864年12月24日 刊本 当館 6月2日

～6月7日
64 戦闘後の下関低地砲台の内部（ILN） 1864年12月24日 刊本 当館 6月9日

～6月14日
65 五雲亭貞秀 横浜交易西洋人荷物運送之図 文久元年 当館 前期
66 歌川芳虎 七福神蒸気車乗初図 明治7年 当館 後期
67 横浜諸会社諸商店之図 明治時代中期 銅版 当館
68 佐々木茂市編 日本絵入商人録 明治19年 銅版 当館
69 伝トーマス・スティーヴンソン海岸風景 年代不詳 油彩、

キャンバス横田多惠雄氏

70 伝トーマス・スティーヴンソン本牧風景 年代不詳 油彩、
キャンバス横田多惠雄氏

71 五姓田義松 日本風俗 年代不詳 水彩、紙 個人 前期
72 仮名垣魯文序 五雲亭貞秀画 横浜土産 江戸時代末期 木版多色刷当館
73 ワーグマン画

ハイネ撮影・製作・販売 ワーグマンスケッチ写真帳 江戸時代末期～
明治時代初期 当館

74 日下部金兵衛 日本名所風俗写真帳 １ 明治時代中期 蒔絵 神戸市立博物館 前期
75 横浜写真アルバム 表紙（富士山と帆掛舟） 明治時代中期 蒔絵 当館 前期
76 横浜写真アルバム 表紙（富士山と江ノ島を背

景に海岸で貝を拾う女性と子ども） 明治時代中期 蒔絵 当館 後期
77 木工芸品店の店先 明治時代中期 鶏卵紙 当館 後期
78 日下部金兵衛撮影 骨董屋 明治時代中期 鶏卵紙 当館 後期
79 井村彦次郎陶磁器店・工場 明治時代中期 銅版 当館
80 錦手花鳥文鷹彫刻飾壺（竪野系） 明治時代中期 鹿児島県立歴史資料センター

黎明館
81 白薩摩 金襴手窓絵人物大皿（苗代川系） 明治時代中期 鹿児島県立歴史資料センター

黎明館
82 ファサリ商会 ジョン・フィリップソン絹糸工場 明治時代後期 鶏卵紙 当館
83 バーガレー氏個人アルバム １ 明治時代中期 神戸市立博物館
84 オールコック 大君の都 1863年 刊本 当館
85 アンベール 幕末日本図絵 1865年 刊本 当館
86 A. G. S. ホーズ編 横浜周辺外国人遊歩区域図 1867年頃 石版着色 当館
87 ウィリアムス女史日本旅行記念蒐集資料 明治時代中期 当館
88 日本茶輸出宣伝用扇子 明治時代中期 木、紙、

手彩色 当館

89 松平春嶽 外交往復手簡 明治時代初期 松平文庫
（福井県立図書館保管）

90 日本貿易新聞 写 江戸時代末期 写本 松平文庫
（福井県立図書館保管）

91 3 4 松平文庫



ベリー編 万国新聞紙 慶応 ～ 年 木版 （福井県立図書館保管）
92 ヴァン・リード編 横浜新報もしほ草 江戸時代末期～

明治時代初期 木版 松平文庫
（福井県立図書館保管）

93 横浜新聞 写 江戸時代末期 写本 松平文庫
（福井県立図書館保管）

94 横浜新聞抜粋 写 江戸時代末期 写本 松平文庫
（福井県立図書館保管）

95 太田御陣屋惣絵図 安政6年 紙本着色 松平文庫
（福井県立図書館保管）

96 神奈川港図 江戸時代末期 木版多色刷松平文庫（福井県立図書館保管）
97 箱館柳野御陣営之図 写 江戸時代末期 紙本着色 函館市立函館博物館 前期
98 五稜郭之図 江戸時代末期 紙本着色 函館市立函館博物館 後期
99◎箱館奉行所運上役所 異船諸書付 安政6年 北海道立文書館

100 箱館府 浄玄寺より居留亜米利加人江貸渡の地所絵図面文久元年6月 北海道立文書館
101◎箱館奉行所カ 各国証書留 元治2年 北海道立文書館
102◎箱館奉行所沖ノ口御番所 生糸并蚕紙一件 慶応3年4月 北海道立文書館
103 北海道庁函館支庁 各国人貸渡地証書 壱号 明治時代 北海道立文書館
104 函館弁天台場写真 明治時代中期 函館市立函館博物館
105 トムソン造船所写真 明治時代中期 函館市立函館博物館
106 電信局写真 明治時代中期 函館市立函館博物館
107 函館全景写真 明治20年代 函館市立函館博物館
108 函館港写真 明治20年代 函館市立函館博物館
109 蛮国人 江戸時代末期 木版多色刷長崎歴史文化博物館 前期
110 ヲロシア 万延元年 木版多色刷長崎歴史文化博物館 後期
111 オロシャ人図 江戸時代末期 紙本着色 長崎歴史文化博物館 前期
112 紅毛人図 江戸時代末期 紙本着色 長崎歴史文化博物館 前期
113 紅毛人・唐人図 江戸時代末期 紙本着色 長崎歴史文化博物館 後期
114 唐人二人図 江戸時代末期 木版多色刷長崎歴史文化博物館 前期
115 三ヶ国人物之図 江戸時代末期 木版、紙 長崎歴史文化博物館 前期
116 イギリス人・トルコ人 江戸時代末期 木版多色刷長崎歴史文化博物館 後期
117 居留地図 明治時代初期ヵ 木版 長崎歴史文化博物館
118◎長崎奉行所居留地掛 居留地反別帳 慶応2年 長崎歴史文化博物館
119◎長崎奉行所居留地掛 居留地々代元極一件 万延元年～

慶応3年 長崎歴史文化博物館
120 渡辺忠章識 長崎港全図 明治3年 長崎歴史文化博物館
121 長谷川貞信（二代） 摂州神戸新建西洋館市街賑ィ之図 明治4年頃 神戸市立博物館 前期
122 長谷川貞信（二代） 摂州神戸海岸繁栄図 明治4年頃 神戸市立博物館 後期
123 日本旅行記念写真絵葉書張込帳 明治45年頃 神戸市立博物館
124 兵庫港遊歩規程図 明治8年 銅版 神戸市立博物館
125 兵庫県令森岡昌純 外国人入京免状 明治14年 神戸市立博物館
126 ホーム商会 日本産物雑品図略 明治時代初期 木版 神戸市立博物館
127 垣貫与祐編集兼出版 豪商神兵湊の魁 明治15年 銅版 神戸市立博物館
128 日下部金兵衛 神戸名所写真帳 明治時代中期 神戸市立博物館 後期
129 グルーム氏個人アルバム２ 明治時代後期～

大正時代前期 神戸市立博物館

130◎ 旧新潟税関庁舎棟札 明治2年 木、墨書 文化庁
（新潟市歴史博物館保管）

131 古写真 明治5年 鶏卵紙 新潟市歴史博物館

参考 チャールズ・ワーグマン（推
定） 花魁 制作年不詳 当館 後期

参考 五姓田義松 縁側の女 制作年不詳 当館 後期

参考 五姓田義松 横浜より神奈川台を望む 制作年不詳 文化庁
当館 後期

写真パネル
参考１ 黒船之図 安政2年頃 当館
参考２ 岩瀬忠震 岩瀬鴎所日記 嘉永5年～安政5年 早稲田大学図書館

参考３ 日米修好通商条約 安政5年 外務省外交史料館

5月27日迄
レプリ
カ、28日
以降は写
真パネル

参考４ 日英修好通商条約 安政5年 外務省外交史料館
参考５ 日仏修好通商条約 安政5年 外務省外交史料館
参考６ 南蛮屏風（左隻） 江戸時代初期 当館 前期

参考７ 旧新潟税関庁舎 明治2年 文化庁
（新潟市歴史博物館管理）

このホームページの画像・文章の著作権は、神奈川県立歴史博物館に帰属します。


