
本目録は神奈川県立歴史博物館が主催し、2009年2月7日（土）から3月29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150周年記念 アジアとヨーロッパの肖像」の
出品目録です。
指定記号は下記の通りです。
◎＝重要文化財
作者出身国の略称は下記の通りです。
日＝日本、中＝中国、韓＝韓国、米＝アメリカ合衆国、英＝イギリス、伊＝イタリア、印＝インド、稲
＝インドネシア、蘭＝オランダ、正＝スリランカ、仏＝フランス、越＝ベトナム、緬＝ミャンマー

作品名 作者 制作年 所蔵 展示期間等
第１章

ウィリアム３世像 トーマス・マレー(1663-
1735)作（推定） 制作年不詳 国立ポートレート

ギャラリー

東照大権現霊夢像 狩野探幽 寛永18年正月17日 徳川記念財団 2/7～3/1（以降
レプリカ）

ジョフラン夫人 ジャン=マルク・ナティ
エ

1738年 東京富士美術館

自画像 レンブラント・ファン・
レイン

1639年 大英博物館

パラティン選帝侯フリードリ
ヒとエリザベス王女

レノルド・エルストラッ
ク

1613-14年 大英博物館

ヴィクトリア女王の頭像 ジョージ・フランプトン
卿

1887年 大英博物館

チャールズ・ジェイムズ・
フォックスの胸像 ジョゼフ・ノルケンズ 1802年頃 ヴィクトリア＆アル

バート美術館
樹の下に立つ若い女 ハイデラバード派 18世紀中頃 畠中光享 2/7～3/1
貴族の肖像 キシャンガル派 1730年頃 畠中光享 3/8～3/29
愛の場面 ナゴール派 18世紀末 畠中光享 2/7～3/1
会見の場面 ジャイプール派 18世紀末 畠中光享 3/8～3/29

祖先像「五品文官」 作者不詳 1750-1850年頃 清代ヴィクトリア＆アルバート美術館
チェ・ジェゴン [蔡濟恭] の肖
像 伝 イ・ミョンギ [李命基] 1789年 朝鮮時代 大英博物館

文官夫妻の肖像 作者不詳 朝鮮時代初期 佐賀県立名護屋城博
物館

2/7～3/1（以降
レプリカ）

本木良永夫妻像 伝 若杉五十八 19世紀 長崎歴史文化博物館 2/7～3/1
本木正英夫妻像 伝 川原慶賀 19世紀 長崎歴史文化博物館 3/3～3/29
第２章

アジア図 ウィレム・ヤンスゾー
ン・ブラウ

1635年 山下和正

『日本誌』 アーノルダス・モンタヌ
ス

1670年 早稲田大学図書館

『アジア-大モンゴル帝国とイ
ンド及びペルシア帝国につい
ての詳述』

オルフェルト・ダッパー 1681年 個人蔵

『和漢三才図会』 「巻13 異
国人物」「巻14 外夷人物」 寺島良安 正徳3年 国立民族学博物館

万国人物之図 正保丁酉 長崎
津開板 作者不詳 正保2年 長崎歴史文化博物館

世界万国日本ヨリ海上里数 王
城人物図 作者不詳 19世紀 長崎歴史文化博物館

地理のゲーム（ゲーム用カー
ド） ステファノ・デラ・ベラ 1644年 大英博物館
第３章
西洋人物図 作者不詳 18-19世紀 福岡市博物館
唐蘭風俗図屏風 谷鵬紫溟 江戸時代後期 福岡市博物館 2/7～3/1
諸外国人物図 ペルシャ 作者不詳 17世紀 国立民族学博物館
諸外国人物図 カナリム 作者不詳 17世紀 国立民族学博物館
万国人物図巻 作者不詳 18-19世紀 国立民族学博物館 場面替えあり

異國獣之図 作者不詳 18-19世紀 国立民族学博物館 3/3～3/29（場



面替えあり）
◎ 訂正四十二国人物図説 輯：西川如見・訂正：山

村昌永・序：大槻玄沢 享和元年 早稲田大学図書館 2/7～2/22

万国人物図巻 荒木如元 18-19世紀 長崎歴史文化博物館 2/24～3/29（場
面替えあり）

朝鮮通信使江戸市中行列図 作者不詳 寛延元年以降 福岡市博物館 2/7～3/1
正徳元辛卯年朝鮮通信使行列
巻三 作者不詳 正徳元年以降 福岡市博物館 3/3～3/29（場

面替えあり）
琉球使節絵巻 作者不詳 宝永7年以降 福岡市博物館 場面替えあり
夷酋列像図 作者不詳 18-19世紀 国立民族学博物館 場面替えあり
金海奇観 大槻磐渓編 1854年 早稲田大学図書館 2/7～3/1

北亜墨利加船渡来横浜之真景 渡辺正高か 安政2年か 神奈川県立歴史博物
館

3/3～3/29（場
面替えあり）

北亜米利加合衆国水師提督ペ
ルリ之肖像 作者不詳 19世紀中頃 神奈川県立歴史博物

館
2/7～3/1

プチャーチン像 川原慶賀 19世紀 長崎歴史文化博物館 3/3～3/29
阿蘭陀人之図 作者不詳 18‐19世紀 印刷博物館 2/7～2/22
阿蘭陀婦人之図 作者不詳 18‐19世紀 印刷博物館 2/24～3/8
阿蘭陀人・カルパ黒坊 作者不詳 17-18世紀 印刷博物館 3/10～3/29
外国人物尽 英吉利婦人 一猛斎芳虎 文久元年 印刷博物館 2/7～2/22
外国人物尽 魯西亜 一猛斎芳虎 文久元年 印刷博物館 2/24～3/8
外国人物尽 仏蘭西 一猛斎芳虎 文久元年 印刷博物館 3/10～3/29
魯西亜人之生写 一川芳員 文久2年 印刷博物館 2/7～2/22
あめりか人の図 一光斎芳盛 万延元年 印刷博物館 2/24～3/8
欧羅巴之部 五カ国人物図 作者不詳 19世紀 印刷博物館 2/7～2/22
蛮国人物図会 阿蘭陀国王 一英斎芳艶 文久元年 印刷博物館 2/24～3/8
英国女王写真鏡 作者不詳 19世紀 印刷博物館 3/10～3/29
オランダ軍の図柄のバティッ
ク 作者不詳 20世紀 国立民族学博物館

日本趣味のジャワのバティッ
ク 作者不詳 20世紀 国立民族学博物館

伊東マンショ肖像画 作者不詳 1585年 長崎歴史文化博物館 2/7～3/1（以降
レプリカ）

メスキータ神父肖像画 作者不詳 1585年 長崎歴史文化博物館 2/7～3/1（以降
レプリカ）

中国の旗手 ウィリアム・アレクサン
ダー

1792-1816年 大英博物館

ジャワの下層階級の男（服装
のスケッチ）

エドワード・アッターソ
ン

1818年 大英博物館

ジャワの下層階級の女（服装
のスケッチ）

エドワード・アッターソ
ン

1818年 大英博物館

乾隆帝 マリアノ・ボヴィ 1795年 大英博物館

ギュスターヴ・ドレ
ナダール（ガスパー
ル=フェリックス・
トゥールナション）

1854年(ポートフォ
リオ 1978年) 横浜美術館 2/7～3/1

ジェラ-ル・ド・ネルヴァル
ナダール（ガスパー
ル=フェリックス・
トゥールナション）

1854年(ポートフォ
リオ 1978年) 横浜美術館 3/3～3/29

ジョアッキノ・ロッシ-ニ
ナダール（ガスパー
ル=フェリックス・
トゥールナション）

1855年(ポートフォ
リオ 1978年) 横浜美術館 2/7～3/1

テオフィル・ゴ-チェ
ナダール（ガスパー
ル=フェリックス・
トゥールナション）

1855年(ポートフォ
リオ 1978年) 横浜美術館 3/3～3/29

広東の戦艦で祈りをする乗組
員 チャールズ・ワーグマン 1857年 神奈川県立歴史博物

館
2/7～3/1

カイロでの砂漠有蓋馬車 チャールズ・ワーグマン 1857年 神奈川県立歴史博物
館

3/3～3/29

スエズ、ヴェランダでのス
ケッチ チャールズ・ワーグマン 1857年か 神奈川県立歴史博物

館
2/7～3/1

コミッショナー 葉 チャールズ・ワーグマン 1857年 神奈川県立歴史博物
館

3/3～3/29

日英博覧会 作者不詳 1910年 サントリーミュージ
アム[天保山]

フランス女性との舞踊図 ル・ディン・ンギェン ハ
ン・チョン派

原作20世紀初
頭、2005年復刻

ベトナム民族学博物
館



行進 ル・ディン・ンギェン ハ
ン・チョン派

原作20世紀初
頭、2005年復刻

ベトナム民族学博物
館

版木「西洋人の男と踊り子」 ングェン・ダン・チェ
1995年（20世紀の
ドン・ホー版画に
基づく）

ベトナム民族学博物
館

第４章

横浜写真アルバム 作者不詳 19世紀 神奈川県立歴史博物
館

2/7～2/22

大元帥陛下御尊影 田中良三 1905年 神奈川県立歴史博物
館

2/7～2/22

スリランカ女性の肖像 チューダー・ラジャパク
セ

1935年 福岡アジア美術館

司馬江漢像 高橋由一 1875-76年頃 東京藝術大学 2/7～3/1
高橋由一像 原田直次郎 1893年 東京藝術大学 3/3～3/29

T氏肖像 藤島武二 1909年 神奈川県立近代美術
館

童女図（麗子立像） 岸田劉生 1923年 神奈川県立近代美術
館

故郷の思い出 ラグーザ玉 制作年不詳 個人蔵 (神奈川県立近
代美術館寄託)

若きカフカス人 中原悌二郎 1919年 神奈川県立近代美術
館

朝鮮の学者 エリザベス・キース 1921年 大英博物館
盛装した中国人俳優 エリザベス・キース 1924年 大英博物館

二人の芸者 エドワード・アトキンソ
ン・ホーネル

1894年頃 ハンタリアン美術館

追いかけっこ ヘレン・ハイド 1903年 横浜美術館 2/7～3/1
田圃から ヘレン・ハイド 1901年 横浜美術館 3/3～3/29
冬 ヘレン・ハイド 1901年 横浜美術館 2/7～3/1
東京の桜の季節 ヘレン・ハイド 1914年 横浜美術館 3/3～3/29
疲れ果てた小さな母さん ヘレン・ハイド 1914年 横浜美術館 2/7～3/1
達磨をからかう ヘレン・ハイド 1905年 横浜美術館 3/3～3/29
ゴーヴァルダンラージの肖像 作者不詳 1880年頃 福岡アジア美術館 2/7～3/1
貴族の肖像 作者不詳 1840-50年頃 福岡アジア美術館 3/3～3/29

アサフ・ウッダウラの肖像 ゴービンドラーム・チャ
テラ

19世紀前半 福岡アジア美術館 2/7～3/1

ラージャーの肖像 作者不詳 1880年頃 福岡アジア美術館 3/3～3/29
官吏夫妻 作者不詳 19世紀 福岡アジア美術館 2/7～3/1
官吏夫妻 作者不詳 19世紀 福岡アジア美術館 3/3～3/29

王室の肖像 サヤー・ソオ 19世紀末-20世紀初
頭 福岡アジア美術館

『ラ・ルヴュ・ブランシュ』
誌

アンリ・ド・トゥールー
ズ=ロートレック

1895年 サントリーミュージ
アム[天保山]

五州大薬房ポスター ハン・ジイン／ジイン画
室 [杭穉英／穉英画室]

1920-30年代 福岡アジア美術館

ローラースケートをする二人
の女性

ジン・メイション [金梅
生]

1920-30年代 福岡アジア美術館

水玉ドレスの女性 ハン・ジイン／ジイン画
室 [杭穉英／穉英画室]

1920-30年代 福岡アジア美術館

三越呉服店 「むらさきのしら
べ」 岡田三郎助、三間印刷所 1909年

(財)吉田秀雄記念事業
財団アド・ミュージ
アム東京

朝のクラブ歯磨 北野恒富、中田印刷所 1910年
(財)吉田秀雄記念事業
財団アド・ミュージ
アム東京

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。


