
本目録は神奈川県立歴史博物館にて2015年9月19日(土)から11月8日(日)まで開催される特別展「没
後100年 五姓田義松展」の展示作品目録です。
前期展示は9月19日から10月18日です。
後期展示は10月20日から11月8日です。
展示資料は、都合により一部変更や、展示期間が変更される場合があります。
下記以外の当館所蔵品についても、9月19日から10月18日までの前期、10月20日から11月8日までの後期
で展示替えを行います。

No. 作品名 制作年代 所蔵先 展示期間
1 横浜蔦座 明治32（1899）年 東京国立博物館 10/17～11/8
2 浅草仁王門 明治7（1874）年 神奈川県立歴史博物館 通期展示
3 有章院殿霊屋（上野東照宮） 明治18（1885）年 東京国立博物館 9/19～10/16
4 隅田川畔茶亭 不詳 東京国立博物館 10/17～11/8
5 池之端弁天社 不詳 神奈川県立歴史博物館 通期展示
6 向島橋場 不詳 神奈川県立歴史博物館 通期展示
7 日光華厳瀑布之図 不詳 坂東市立猿島資料館 通期展示
8 香川敬三肖像 明治23（1890）年 個人（皇學館大学開発研究セン

ター寄託） 通期展示
9 園田御令嬢肖像 明治35（1902）年 個人 通期展示
10 修善寺風景 明治20（1887）年カ 府中市美術館 9/19～10/16
11 農夫と馬 明治30年代 個人 通期展示
12 神社の風景 明治30年代 個人 通期展示
13 日本風俗 明治30年代 個人 通期展示
14 農村風景（端午の節句） 明治30年代 神奈川県立歴史博物館 後期展示
15 東海道戸塚附近前山田村 明治42（1909）年 神奈川県立歴史博物館 前期展示
16 御物 孝明天皇御肖像 明治11（1878）年 宮内庁 前期展示
17 齋藤俊吉氏旧蔵作品群 不詳 神奈川県立歴史博物館寄託 通期展示
18 佐賀征討戦記 明治8（1875）年 神奈川県立近代美術館 場面替
19 東京近傍写景法範 第一編・第二
巻 明治7-8(1875-76)年 神奈川県立近代美術館 場面替

20 「日本の祭」『ル・モンド・イ
リュストレ』 明治18（1885）年 横浜開港資料館 通期展示

21 十二箇月之内 残月 明治27（1894）年 江戸東京博物館 9/19～10/18
22 東京日日新聞第一万号付録 明治37（1904）年 日本新聞博物館 通期展示
23 「仏大統領の訃音」『大阪毎日
新聞』 明治32（1899）年 日本新聞博物館 通期展示

24 「魚介図」『美術画
報』13巻11号 明治36（1903）年 個人 通期展示

25 婦人像 明治4（1871）年 東京藝術大学 通期展示
26 少女像 不詳 宮城県美術館 通期展示
27 婦人像 明治4（1871）年 個人 通期展示
28 根岸友山像 明治12（1879）年 個人 通期展示
29 清水の富士 明治13（1880）年 東京都現代美術館 通期展示
30 御物 明治十一年北陸東海御巡幸
図 明治11（1878）年 宮内庁 (6)(12)(25)(30) 前期展示

(1)(15)(19)(21)(38)(40) 後期展示
31 明治帝御眺望図 不詳 東京藝術大学 通期展示
参考御物 昭憲皇太后御肖像 明治12（1879）年 宮内庁 パネル
32 西洋婦人像 明治14（1881）年 東京藝術大学 通期展示
33 操芝居 明治16（1883）年 東京藝術大学 通期展示
34 パリの風景 明治16（1883）年 府中市美術館 通期展示
35 クリュニー美術館にて 明治17（1884）年 神奈川県立近代美術館寄託 通期展示
36 加奈陀ヴィクトリア港景図 明治25（1892）年 宮内庁三の丸尚蔵館 9/19～10/16
37 田子之浦図 明治25（1892）年 宮内庁三の丸尚蔵館 10/17～11/8
38 浅田夫妻像 明治23（1890）年 個人（東京国立博物館寄託） 通期展示
39 大隈重信像 明治34（1901）年 早稲田大学會津八一記念博物館通期展示
40 緒方洪庵像 明治34（1901）年 大阪大学適塾記念センター 通期展示
41 緒方夫人八重像 明治34（1901）年 大阪大学適塾記念センター 通期展示
42 原敬肖像（平服） 明治35（1902）年 原敬記念館 通期展示



43 原夫人あさ子肖像 明治35（1902）年 原敬記念館 通期展示
44 原敬肖像（大礼服） 明治35（1902）年 原敬記念館 通期展示
45 男性像 明治30年代 個人 通期展示
46 萩谷義則像 明治32(1899）年 個人 通期展示
47 銭湯 不詳 東京藝術大学 通期展示
48 山の宿 不詳 神奈川県立歴史博物館 通期展示
49 養老滝 不詳 東京国立博物館 通期展示
50 土佐丸 明治29（1896）年 日本郵船株式会社 9/19～10/16
51 江ノ島図 明治29（1896）年 大佛次郎記念館 通期展示
52 浜離宮 不詳 静岡県立美術館 通期展示
53 洛西風景 明治40（1907）年 神奈川県立歴史博物館 通期展示
54 田子之浦図 明治30年代 個人 通期展示
55 朝陽の富士 明治36－38（1903-05）年 茨城県近代美術館 通期展示
56 富士 明治38（1908）年 静岡県立美術館 通期展示
57 五姓田芳柳像 明治13（1880）年 東京藝術大学 通期展示
58 父芳柳像 明治5（1872）年 東京藝術大学 通期展示
59 婦人像（横浜婦人） 明治7（1874）年 東京藝術大学 通期展示
60 自画像（十三歳） 明治元（1868）年 東京藝術大学 通期展示
61 自画像 明治10（1877）年 東京藝術大学

香川敬三宛五姓田義松書簡 明治43（1910）年 個人（皇學館大學開発研究セン
ター寄託） 通期展示

黒田清輝宛五姓田義松書簡 明治41（1908）年11月25日付／
明治44（1911）年 東京文化財研究所 通期展示

五姓田義松展覧会引き札 明治9（1876）年 東京文化財研究所 通期展示
雷名三幅対 明治12（1879）年 杜若文庫 通期展示
東京雷名三幅対 明治13（1880）年 杜若文庫 通期展示
七福神雷名競 明治20（1887）年 神奈川県立近代美術館 通期展示
横浜市街地と牛坂沿いの山手を
写したパノラマ写真 明治37-39（1904-06）年 横浜開港資料館（岡山洋二氏寄

贈） パネル

山手本通り沿いの稜線を写した
パノラマ写真 明治37-39（1904-06）年 横浜開港資料館（岡山洋二氏寄

贈） パネル

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。


