
令和元年度 特別展　掃部山銅像建立110年 井伊直弼と横浜　　出品目録 神奈川県立歴史博物館

前期
2/8～3/1

後期
3/3～3/22

１章　銅像建立

1 □ 井伊直弼銅像 藤田文蔵 1軀
明治40～41年（1907～
08）

東京 豪徳寺

2 建碑移文 発起人惣代武節貫治ほか 1枚 明治14年（1881）9月 滋賀 東沼波農業組合

3 建碑規約 発起惣代 1枚 明治14年（1881）9月 滋賀 東沼波農業組合

4 ◎
公文録　上野公園内ニ井伊直弼ノ記念碑建設ヲ
請フ件

太政官 1冊 明治16年（1883）1月 東京 国立公文書館

参考
公文録（副本）　上野公園内ニ井伊直弼ノ記念碑
建設ヲ請フ件

太政官 1冊 明治16年（1883）1月 東京 国立公文書館

5
公文別録　故井伊直弼遺勲碑建設許否ノ件許可
相成ラサルコトニ決シタル件

内閣 1冊
明治26年（1893）11月25
日

東京 国立公文書館

6 故井伊直弼公紀念碑建設趣意広告 発起人井上勝彦ほか 1枚 明治20年代 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家資料）

7 相馬永胤日記 相馬永胤 1冊
明治13～14年（1880～
81）

東京 専修大学（相馬家文書）

8 相馬永胤日記 相馬永胤 1冊 明治15年（1882） 東京 専修大学（相馬家文書）

9 相馬永胤日記 相馬永胤 1冊 明治39年（1906） 東京 専修大学（相馬家文書）

10 相馬永胤日記 相馬永胤 1冊 明治40年（1907） 東京 専修大学（相馬家文書）

11 相馬永胤日記 相馬永胤 1冊 明治41年（1908） 東京 専修大学（相馬家文書）

12 相馬永胤日記 相馬永胤 1冊 明治42年（1909） 東京 専修大学（相馬家文書）

13 相馬永胤日記 相馬永胤 1冊 大正4年（1915） 東京 専修大学（相馬家文書）

◆ 相馬永胤・大海原尚義 パネル展示 明治17年（1884）か 東京 専修大学（相馬家文書）

14 井伊直弼銅像除幕式報告 建設委員総代相馬永胤 1枚 明治42年（1909）7月11日 東京 専修大学（相馬家文書）

15 横浜掃部山井伊直弼公銅像建設沿革 相馬永胤 3枚 明治42年（1909）7月11日 東京 専修大学（相馬家文書）

16 故井伊直弼朝臣銅像除幕式之記 大鳥居正 1冊 明治42年（1909）9月30日 神奈川 神奈川県立図書館

17 井伊大老銅像除幕式紀念絵葉書 一式 明治42年（1909）7月 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家資料）

18
故大老井伊直弼朝臣銅像保存会会則・請願書草
稿

相馬永胤 1枚 明治44年（1911） 東京 専修大学（相馬家文書）

19 掃部山銅像完成に際する園遊会の案内状 故井伊直弼銅像建設委員橋本正人ほか 1枚 明治42年（1909）7月6日 個人

20 掃部山公園の寄付についての通知状 伯爵井伊直忠 1枚 大正3年（1914）12月 個人

21 建碑委員総代ノ演述草稿 相馬永胤 1枚 大正4年（1915） 東京 専修大学（相馬家文書）

◆ 藤田文蔵 パネル展示 東京 女子美術大学歴史資料室

22 ベートーベン胸像 藤田文蔵 1個 東京 女子美術大学歴史資料室

23 イコン 藤田文蔵 1面 東京 女子美術大学歴史資料室

参考 基督の一瞥　裏面解説文 加賀豊彦・木村靖 パネル展示 東京 女子美術大学歴史資料室

参考 「逝ける彫刻界の二元老」（『中央美術』10号所収） 菊地鋳太郎 1冊 昭和9年（1934）5月1日 個人

参考 「ラグーザ先生の事ども」（『アトリヱ』11巻1号所収） 藤田文蔵 1冊 昭和9年（1934）1月1日 個人

24 グラヒック　1巻12号 有楽社 パネル展示 明治42年（1909）7月1日 東京 国立国会図書館

◆ 周布公平 1枚 明治42年（1909）1月1日 東京
国立国会図書館憲政資料室
（周布公平関係文書）

25 神奈川県知事任命の辞令 内閣総理大臣山縣有朋 1枚 明治33年（1900）6月16日 東京
国立国会図書館憲政資料室
（周布公平関係文書）

所蔵者

・本目録は、神奈川県立歴史博物館が主催・会場として開催する、特別展「掃部山銅像建立110年　井伊直弼と横浜」会期2020年2月8日(土)～3月22日(日)の出品目録です。
・本目録には、展示番号、文化財指定略記号、名称、資料の作者・製作・発行機関等、員数、年代、所蔵者を収録します。文化財指定略記号は次の通り。　◎＝重要文化財　□＝区・市指定文化財
・本目録掲載の展示番号は展示会場の資料番号、展覧会図録の図版番号と一致します。ただし、展示の順番、図録掲載の順番は必ずしも番号通りではありません。
・会期中に展示替をおこないます。前期は2月8日(土)から3月1日(日)まで、後期は3月3日(火)から3月22日(日)までです。「展示期間」欄のぬりつぶしのある期間が、資料の展示期間です。
・前期、後期の各期間中にも冊子等の展示箇所を替えるものがあります。
・展示資料は、都合により一部変更や、展示期間を変更する場合があります。

展示期間
年代（西暦）

井伊直弼の死から50年目の明治42年（1909）、横浜開港50年の節目でもあるこの年に、横浜港近くの高台に井伊直弼の銅像が
建てられた。直弼顕彰の記念碑を建てる計画は明治14年頃に始まり、旧彦根藩士を中心とした地道な運動に支えられ、30年近
くの年月を費やして銅像建立というかたちで実現した。「江戸」は遠くなり、直弼を直接に知る人も少なくなっていくなかでの一大
事業。銅像建立を導いた人々の動きの中に、直弼と横浜との「出会い」をひもといていこう。

No. 指定 名称 作者・製作・発行機関等 員数
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前期
2/8～3/1

後期
3/3～3/22

所蔵者
展示期間

年代（西暦）No. 指定 名称 作者・製作・発行機関等 員数

26 井伊直弼銅像関係スクラップブック 1冊 明治42年（1909） 東京
国立国会図書館憲政資料室
（周布公平関係文書）

参考 小学日本歴史　四 文部省著作　修文館発行 1冊
明治38年（1905）11月15
日

個人

◆ 相馬永胤 パネル展示 明治30年代 東京 専修大学（相馬家文書）

27 横浜正金銀行取締役任命の辞令 大蔵省 1枚
明治15年（1882）10月14
日

東京 専修大学（相馬家文書）

28 頭取退任慰労金の贈呈状 横浜正金銀行頭取高橋是清 1枚 明治39年（1906）3月12日 東京 専修大学（相馬家文書）

29 頭取退任慰労金の目録 横浜正金銀行 1枚 明治39年（1906）3月12日 東京 専修大学（相馬家文書）

30 川島忠之助書簡　相馬永胤宛 川島忠之助 1冊 明治27年（1894）6月8日 神奈川
神奈川県立歴史博物館（川島
忠之助資料）

31 相馬永胤感謝状　中野喜三郎宛 横浜正金銀行 頭取 相馬永胤 1枚 明治37年（1904）11月 神奈川 神奈川県立歴史博物館

参考 新築落成式当日の記念写真 パネル展示 明治37年（1904）8月8日 正友会

32 妻木頼黄坐像 森鳳声か 1軀 大正5年（1916）頃 神奈川 神奈川県立歴史博物館

33
臨時建築部長室に於ける妻木博士（『日本橋紀念
誌』所収）

安藤安編 1冊 明治44年（1911）4月 神奈川 神奈川県立歴史博物館

34 竣工当時の横浜正金銀行本店外観 横浜正金銀行 1枚 明治37年（1904） 神奈川 神奈川県立歴史博物館

35 横浜正金銀行本支店建築写真アルバム 横浜正金銀行 1冊 明治41年（1908） 神奈川 神奈川県立歴史博物館

36 横浜正金銀行建築要覧 横浜正金銀行 1冊 明治37年（1904） 神奈川 神奈川県立歴史博物館

37 故井伊直弼朝臣銅像除幕式之記（彦根） 小林棄三 1冊 明治44年（1910）1月25日 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家資料）

38 井伊直弼銅像写真(彦根) 精美館 1枚 明治44年（1910）頃か 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家資料）

参考 井伊大老銅像除幕式記念絵葉書（横浜） 1枚 明治42年（1909） 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家資料）

39 井伊直弼銅像 1軀 昭和24年（1949）11月4日 滋賀 彦根市（彦根城内）

40 井伊直弼石膏像 1軀 明治～昭和時代 滋賀 彦根市立城東小学校

41 井伊直弼銅像 1軀 明治時代 個人

２章　文化人井伊直弼の〈発見〉

42 井伊直弼画像　和歌賛「あふみの海…」 1幅 明治時代 滋賀 彦根城博物館

43 井伊直弼画像　和歌賛「あふみの海…」 1幅 明治時代 東京 埋木舎大久保忠直氏

44 月に薄画賛「かすかなる…」 井伊直弼 1幅 江戸時代 東京 埋木舎大久保忠直氏

45 布袋画賛「雲にすむ…」 井伊直弼 1幅 江戸時代 東京 埋木舎大久保忠直氏

◆ 大久保小膳（章男・宗保） パネル展示 東京 埋木舎大久保忠直氏

46 ◎ 井伊直弼書状　犬塚外記宛 井伊直弼 1通 弘化2年（1845）8月19日 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

47 ◎ 井伊直弼書状　三浦十左衛門宛 井伊直弼 1通 嘉永4年（1851）11月頃 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

48 ◎ 井伊直弼書状　摂専宛 井伊直弼 1通 嘉永6年（1853）6月晦日 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

49 ◎ 井伊直弼書状案　九条尚忠宛 井伊直弼 1通 安政5年（1858）6月27日 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

50 ◎ 高峰原明（妙）禅師六転語之和歌草稿 井伊直弼 1幅 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

51 ◎ 仏洲仙英書状　井伊直弼宛 仏洲仙英 1通 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

52 ◎ 柳廼四附 井伊直弼 2冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

上冊 下冊

53 ◎ 狂言草稿　安達女 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

54 ◎ 謡本草稿　筑摩江 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

55-1 ◎ 井伊直弼茶湯尋書　片桐宗猿宛 井伊直弼 1通 嘉永2年（1849）1月19日 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

55-2 ◎ 井伊直弼茶湯尋書　片桐宗猿宛 井伊直弼 1通 嘉永2年（1849）3月21日 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

直弼は、青年時代、みずから「埋木舎」と名付けた屋敷で学問諸芸に打ち込んだ。茶の湯にも没頭し、多くの茶書を著し、茶会
を催して実践を積み、茶道具にも造詣が深く、弟子を教え、江戸時代後期を代表する茶人となる。「一期一会」は直弼がその著
書に記した言葉だ。
茶人直弼の評価は、近代数寄者として有名な高橋箒庵の発信によりより広く知られることとなる。茶人として、禅学を究め和歌や
能・狂言にも親しんだ文化人として、新たな直弼像が〈発見〉されていく。
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前期
2/8～3/1

後期
3/3～3/22

所蔵者
展示期間

年代（西暦）No. 指定 名称 作者・製作・発行機関等 員数

55-3 ◎ 井伊直弼茶湯尋書　片桐宗猿宛 井伊直弼 1通 安政4年（1857）1月12日 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

56 ◎ 宗猿先生茶道聞書 井伊直弼 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

57 炭組様之図下書 井伊直弼 1冊 江戸時代 東京
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

58 ◎ 披間之弁 井伊直弼 1巻 安政4年（1857）10月 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

59 ◎ 茶湯一会集草稿 井伊直弼 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

60 ◎ 茶湯一会集 井伊直弼 1冊 安政4年（1857）6月頃 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

61 ◎ 閑夜茶話 井伊直弼 1冊 弘化元年（1844）頃 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

62 ◎ 茶道と政道 井伊直弼 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

63 ◎ 茶湯三言四句 井伊直弼 1幅 弘化2年（1845）2月 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

64 ◎ 書跡「茶十徳」 井伊直弼 1幅 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

65 寒雉写万代屋手取釜 西村道也 1口 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（井伊家伝来資
料）

66 漣風炉および下図 下図：井伊直弼 1口・1幅 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（井伊家伝来資
料）

67 月次茶器 中村宗哲（8代） 12合 江戸時代 個人 偶数月 奇数月

68
井伊直弼書状　上田成伴宛　赤絵金彩近江八景
図盃洗下図添

井伊直弼 1通・1枚 江戸時代 個人

69 ◎ 井伊直弼書状　安東貞信宛 井伊直弼 1通 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

70 湖東焼金襴手雲鶴文茶碗 幸斎 1口 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（井伊家伝来資
料）

71 湖東焼金襴手芦雁図水指 鳴鳳 1合 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（井伊家伝来資
料）

72 湖東焼金襴手柳翡翠図建水 鳴鳳 1口 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（井伊家伝来資
料）

73 楽焼七種香合 井伊直弼 7合 江戸時代 東京 埋木舎大久保忠直氏

74 鉈鞘花生 井伊直弼 1口 安政3年（1856） 滋賀
彦根城博物館（井伊家伝来資
料）

75 竹花生　銘千とせの始 井伊直弼 1口 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（井伊家伝来資
料）

76 竹茶杓　銘ゆふ月 井伊直弼 1本 江戸時代 滋賀 彦根城博物館

77 竹茶杓　銘清友 井伊直弼 1本 江戸時代 個人

78 象牙茶杓　筒銘半寸庵 伊佐幸琢（3代） 1本 江戸時代 東京 埋木舎大久保忠直氏

79 ◎ 東都水屋帳 井伊直弼 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

80 ◎ 懐石附 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（彦根藩井伊家
文書）

81 黒文字 宇津木宗洗所用 22本 江戸時代 個人（彦根藩士宇津木家資料）

82 茶湯一会集写本 井伊直弼著　三浦義太郎写 1冊 江戸時代 滋賀
彦根城博物館（三浦十左衛門
家文書）

83 茶湯一会集写本 井伊直弼著　大久保宗保写 1冊 安政4年（1857）8月 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家文書）

84 十箇条写本 井伊直弼著　大久保宗保写 1冊 江戸時代 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家文書）

85 茶の湯道しるへ 1冊 江戸時代 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家文書）

86 茶之湯亭主心得幷懐石次第写本 井伊直弼著　大久保宗保筆 1点 江戸時代 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家文書）

87 茶事心おほへ 大久保宗保 1冊 江戸時代 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家文書）

88 井伊大老茶道談 中村勝麻呂編　箒文社刊 2冊 大正3年（1914）11月23日 神奈川 神奈川県立図書館

89 東都茶会記　第一輯中巻 高橋義雄（箒庵） 1冊 大正3年（1914） 東京
慶應義塾図書館（高橋箒庵文
庫）

◆ 高橋義雄 パネル展示 東京 慶應義塾福澤研究センター

90 茶会記 高橋義雄写 1冊 明治45年（1912）頃 東京
慶應義塾図書館（高橋箒庵文
庫）

91 茶事尋書 高橋義雄写 1冊 明治45年（1912） 東京
慶應義塾図書館（高橋箒庵文
庫）

半数ずつ展示替
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92 湖東陶志 北村壽四郎著 1冊 大正元年（1912）頃 東京
慶應義塾図書館（高橋箒庵文
庫）

93 井伊直弼公百回誕辰記念講演 高橋義雄（箒庵） 1冊 大正3年（1914）頃 東京
慶應義塾図書館（高橋箒庵文
庫）

94 大正名器鑑　第一編 高橋義雄（箒庵）著 1冊 大正10年（1921） 東京
慶應義塾図書館（高橋箒庵文
庫）

95 茶湯一会集 井伊直弼著　益田鈍翁諸言 1冊 大正12年（1923） 東京
慶應義塾図書館（高橋箒庵文
庫）

３章　語り継ぐ人々

96 □ 井伊直弼画像 井伊直安 1面 明治～大正時代 東京 豪徳寺

97 皇国一新見聞誌　桜田上巳の雪 大蘇芳年 1枚 明治9年（1876） 神奈川
神奈川県立歴史博物館（丹波コ
レクション）

98 桜田門外浪士襲撃 歌川芳年 6枚 明治10年（1877）頃 神奈川
神奈川県立歴史博物館（丹波コ
レクション）

99 江水散花雪 歌川芳年 3枚 明治10年（1877）頃 神奈川
神奈川県立歴史博物館（丹波コ
レクション）

100 近世桜田の雪 歌川豊宣 3枚 明治17年（1884）頃 神奈川
神奈川県立歴史博物館（丹波コ
レクション）

101 日本花図絵　桜田　上巳登城 尾形月耕 1枚 明治25年（1892） 神奈川
神奈川県立歴史博物館（丹波コ
レクション）

102 開国始末 島田三郎 1冊 明治21年（1888）3月20日 滋賀 彦根市文化財課

参考
直弼彦根ノ埋木舎ニ閑居スルノ図（『開国始末』挿
図）

野口小蘋　吾妻健三郎石版彫刻 1冊 明治21年（1888）3月20日 個人

103 島田三郎書簡　西村捨三宛 島田三郎 1通
明治20年（1887）11月12
日

東京 専修大学（相馬家文書）

104 相馬永胤書簡草稿　島田三郎宛 相馬永胤 1通
明治20年（1887）11月17
日

東京 専修大学（相馬家文書）

◆ 遠城謙道 パネル展示 個人

105 建白書草稿 遠城謙道 1冊 明治11年（1878） 滋賀 彦根城博物館

◆ 西村捨三銅像（部分） パネル展示 大阪 大阪市港区（天保山公園）

◆ 大東義徹 パネル展示 滋賀 彦根市立図書館

106 画賛「小家にも…」 遠城謙道 1枚 明治時代 個人

107 画賛「攻病尽…」 遠城謙道 1枚 明治時代 滋賀 彦根城博物館

108 遠城謙道書簡　大東義徹宛 遠城謙道 1通
明治30年（1897）12月18
日

滋賀 彦根城博物館

109 遠城謙道書簡　大東義徹宛 遠城謙道 1通 明治33年（1910）3月16日 滋賀 彦根城博物館

◆ 日下部鳴鶴（東作） パネル展示 滋賀 彦根城博物館

110 七言詩書幅「捷報号中…」 日下部鳴鶴 1幅 明治38年（1915） 滋賀 彦根城博物館

111 日下部東作書簡　大東国太郎宛 日下部東作 1幅 明治38年（1915）4月23日 滋賀 彦根城博物館

112 日下部東作書簡　大久保誠一郎宛 日下部東作 1通
明治時代（年不明）10月
19日

個人（三居孫太夫家文書）

113 日下部東作書簡　相馬永胤宛 日下部東作 1通 11月15日 東京 専修大学（相馬家文書）

◆ 遠城謙道師遺蹟碑 パネル展示 東京 豪徳寺

114 井伊掃部頭直弼公五十年祭記念絵葉書 7枚 明治42年（1909）3月 滋賀
彦根城博物館（岡島家伝来資
料）

115 東京世田谷豪徳寺絵葉書 6枚 大正6年（1917） 滋賀
彦根城博物館（岡島家伝来資
料）

116 遠城謙道伝 佐成源五郎著　遠城兵造編 1冊 昭和9年（1934）11月15日 個人

117 道話　自脩編 小町雄八著　小町苠再版 1冊 明治32年（1899）6月10日 個人

118 □ 井伊直弼公敬慕碑 撰文：本居豊穎　書：久保悳鄰 1基 明治34年（1901）12月 東京 伊豆美神社

参考 井伊直弼公敬慕碑「開港碑」拓本 1幅 明治時代 個人

参考 井伊直弼公敬慕碑台座拓本 2枚 現代 個人

119 井伊直弼公敬慕碑建築計画図 1枚 明治時代 個人

明治時代初頭、井伊直弼に対する評価は「勅許を得ずに条約締結を断行し、安政の大獄で多くの思想家を処断し、桜田門外
の変で討たれた」大老という負のイメージをまとっていた。一方、資料に即して直弼の業績や歴史的な位置づけを語ろうとする動
きが始まる。直弼の側役を務めた大久保小膳が守り伝えた資料などをもとに島田三郎が著した『開国始末』は、その一つの成果
であった。直弼の顕彰運動が銅像建立に結実した明治時代、そして文化人としての再評価が進んだ大正時代を経て語り継が
れる直弼の姿をたどる。
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120 「開港碑」草稿および書状・書画貼り交ぜ 本居豊穎ほか 1幅 明治32年（1899）頃 個人

121 「立誠而居敬」額 沖守固 1面
明治17年（1884）10月10
日

個人

122 少年読本第六編　井伊掃部頭 巌谷小波 1冊 明治32年（1899）3月21日 個人

123 井伊大老と開港 中村勝麻呂 1冊 明治42年（1909）7月3日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

124 京浜所在銅像写真　第1輯 人見幾三郎 1冊 明治43年（1910）5月25日 神奈川
神奈川県立歴史博物館（橘忠
助氏旧蔵美術資料群）

125 絵封筒　桜木町・掃部山・船出・桟橋・人力車 笠松紫浪筆 5点 昭和時代 神奈川 川崎・砂子の里資料館
桜木町・掃部

山・船出
掃部山・桟橋・

人力車

126 彦根山由来記 中村不能斎（中村勝麻呂校訂） 1冊 明治43年（1910）10月5日 個人

127 仏教史学　第1編第10号 1冊 明治45年（1912） 個人

128 真面目の人井伊大老（未定稿）　第1回 中村勝麻呂 1冊 大正10年（1921） 神奈川 神奈川県立公文書館

129 至誠之人　井伊大老 中村勝麻呂 1冊
大正10年（1921）10月23
日

神奈川 神奈川県立図書館

130 世界の平和を謀る井伊大老とハリス 北村壽四郎 1冊 昭和9年（1934）7月17日 個人

131 横浜市史稿　地理編 横浜市役所 1冊 昭和7年（1932）11月26日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

132 掃部山公園井伊直弼銅像建設始末 横浜史料調査委員会 1冊 昭和12年（1937）2月 神奈川 横浜市中央図書館

133 井伊大老銅像除幕問題ノ二 横浜史料調査委員会 1冊 昭和12年（1937）4月 神奈川 横浜市中央図書館

134 井伊直弼朝臣八十周年記念行事輯録 井伊直弼朝臣顕彰会 1冊 昭和15年（1940）9月25日 個人

135 井伊大老 井伊直弼朝臣顕彰会 1冊 昭和15年（1940）4月10日 個人

136 絵葉書　天定勝人 井伊直弼朝臣顕彰会 一式 昭和15年（1940）4月 東京
埋木舎大久保忠直氏（彦根藩
大久保家資料）

137
国定国史教科書中井伊大老に関する記事に付て
の意見

井伊直弼朝臣顕彰会 1冊 昭和17年（1942）1月15日 滋賀 彦根市文化財課

138 井伊大老史実研究会趣意書 井伊大老史実研究会 1冊 昭和23年（1948） 個人

139 花の生涯 舟橋聖一著　新潮社刊 1冊 昭和29年（1954）7月25日 個人

140
連続ラジオ小説「柳はみどり」「若き日の井伊直弼」
台本

平山清郎作　日本短波放送 4冊 昭和30年（1955） 個人

141 連続テレビドラマ「花の生涯」第8回台本 日本放送協会作成 1冊 昭和38年（1963） 個人

142 「花の生涯」石碑 パネル展示 昭和39年（1964） 滋賀 彦根市（彦根城内）

４章　横浜が記憶する直弼

143 掃部山井伊直弼銅像絵葉書 8枚 明治～昭和時代 神奈川
神奈川県立金沢文庫（楠山永
雄コレクション）

参考 掃部山井伊直弼銅像絵葉書 8枚 明治～昭和時代 個人（宮崎惠之助コレクション）

144
関東大震災で動いた井伊直弼銅像（『大正十二年
九月一日大震災写真帖』所収）

神奈川県 1冊 大正12年（1923）12月 神奈川 神奈川県立歴史博物館

145 掃部山周辺を写したパノラマ写真（部分） 1枚 昭和2年（1927） 個人

146 大礼記念掃部山バザー記念写真帖 大礼記念掃部山バザー協会 1冊 昭和3年（1928）7月 神奈川 神奈川県立歴史博物館

147 神奈川県鳥瞰図 吉田初三郎　神奈川県観光連合会 1枚 昭和7年（1932） 神奈川 神奈川県立歴史博物館

148 神奈川県観光図絵 吉田初三郎　神奈川県観光連合会 1枚 昭和9年（1934）12月30日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

149 京浜・湘南連絡線開通記念パンフレット 京浜電気鉄道　湘南電気鉄道 1枚 昭和6年（1931）12月 神奈川 神奈川県立歴史博物館

150
井伊直弼銅像前での集合写真（小坂小学校写真
アルバム）

1冊 昭和14年（1939）11月 神奈川 鎌倉市立小坂小学校

151 崎陽軒御弁当掛紙 合名会社崎陽軒 1枚 昭和14年（1939）1月29日 神奈川
神奈川県立金沢文庫（楠山永
雄コレクション）

参考 崎陽軒御弁当掛紙 合名会社崎陽軒 1枚 昭和15年（1940）4月7日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

152 崎陽軒鯛めし掛紙 株式会社崎陽軒 1枚 昭和時代 神奈川
神奈川県立金沢文庫（楠山永
雄コレクション）

152 崎陽軒鯛めし掛紙 株式会社崎陽軒 1枚 昭和52年（1977）9月5日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

近代、横浜を照会する古写真や観光地図、電車の切符などを見ると、掃部山の直弼銅像が町のランドマークとして描かれてい
ることに気づく。直弼に対する歴史的評価とは別のところで、横浜に住み、集い、訪れる人々にとって銅像は身近な存在であっ
た。現在、掃部山公園では毎年「西区虫の音を聞く会」が催され、直弼流の茶道を受け継ぐ人々による銅像への献茶が行われ
る。銅像という存在、掃部山という場は、確かに直弼と横浜のつながりを今に伝えている。

実物は2階展示室に展示

5 ■



前期
2/8～3/1

後期
3/3～3/22

所蔵者
展示期間

年代（西暦）No. 指定 名称 作者・製作・発行機関等 員数

153 崎陽軒いなり寿し掛紙 株式会社崎陽軒 1枚 昭和52年（1977）5月4日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

参考 崎陽軒シウマイ弁当掛紙 株式会社崎陽軒 1枚 昭和38年（1963）9月20日 神奈川
神奈川県立金沢文庫（楠山永
雄コレクション）

参考 彦根 湖城軒幕の内弁当掛紙 湖城軒 1枚 昭和時代 神奈川 神奈川県立歴史博物館

154 浜じまんしおり 浜じまん株式会社 1枚 昭和時代 神奈川 神奈川県立歴史博物館

155 横浜市電気局電車回数券 横浜市電気局 2枚 昭和戦前期 神奈川
神奈川県立金沢文庫（楠山永
雄コレクション）

156 倒される井伊直弼銅像 パネル展示 昭和18年（1943） 神奈川
横浜市史資料室（横浜の空襲と
戦災関連資料 久保庭精氏提
供）

157 横浜歴史年表 横浜歴史年表編纂委員会 1冊 昭和26年（1951）9月30日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

158 開国百年記念井伊大老展図録 三越（東京日本橋） 1冊 昭和28年（1953）10月 個人

159 開国百年記念行事の実施書類綴 知事公室秘書課 1冊 昭和29年（1954） 神奈川 神奈川県立公文書館

160 物故功労者功績書 横浜市役所ほか 1冊 昭和29年（1954）4月 個人

161 開国百年記念歴史展出品書類・会場図面 横浜市役所ほか 1括 昭和29年（1954） 個人

162 開国百年記念歴史展招待状 横浜市・神奈川県・横浜商工会議所 1枚 昭和29年（1954）5月 個人

163
井伊直弼銅像除幕式・開港九十六年みなと祭祝
賀式次第

1枚 昭和29年（1954） 個人

164 掃部山公園と井伊大老銅像の由来 1枚 昭和29年（1954） 個人

165 横浜市歌 1枚 昭和29年（1954） 個人

166 開国百年記念歴史展目録 横浜市・神奈川県・横浜商工会議所 1冊 昭和29年（1954） 個人

167 開国百年記念歴史展記念手拭い
横浜市・神奈川県・横浜商工会議所　松
屋製

3枚 昭和29年（1954） 個人

168 掃部山銅像除幕式を伝える新聞記事 東京新聞 1枚 昭和29年（1954）6月2日 個人

169 開国百年祭記録写真 神奈川県広報課 パネル展示 昭和29年（1954） 神奈川 神奈川県立公文書館

170 井伊直弼頭像 慶寺丹長 1点 昭和20年代 神奈川 横浜市中央図書館

171 井伊直弼・浅野総一郎像模型 慶寺丹長 4点 昭和20年代 神奈川 横浜開港資料館

172 よい子の交通双六 横浜市警察本部・横浜市交通安全協会 1枚 昭和29年（1954）頃か 神奈川 神奈川県立歴史博物館

173 日本開港百年記念切手 大蔵省印刷局 1枚 昭和33年（1958）5月10日 神奈川 神奈川県立歴史博物館

174 日本開港百年記念切手初日カバー付色紙 2枚 昭和33年（1958）頃か 個人

175 西区虫の音を聞く会 パネル展示 令和元年（2019）

176 かもんやま薪能ポスター 第1回・第11回 2枚
昭和59年（1984）・平成6
年（1994）

神奈川 横浜市西区役所

177 お座敷列車「市民交流号」ヘッドマーク 1面 昭和62年（1987） 神奈川 横浜市西区役所

参考 横浜市西区のパンフレット 4枚 令和元年（2019） 神奈川 横浜市西区役所

参考 西区虫の音を聞く会のプログラム 2枚 令和元年（2019） 神奈川 横浜市西区役所
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