
文化財ウィーク参加企画展「黒船が来た！～欧米世界との出会いと幕末の江戸～」

   展示資料リスト  

 
Ⅰ 江戸の海外認識  

1 地球万国山海輿地全図説 長久保赤水 １舗 写   (東京誌料 953-15)  
2 新訂万国全図 高橋景保校 文化 7(1810）１舗 刊 （東京誌料 953-13） 
3 增補華夷通商考 西川如見著 5 巻 5 冊 宝永 5(1708)刊   （特別買上文庫 4233） 
4 采覧異言 新井白石著 1 冊 写 （近藤記念海事財団文庫 294） 
5 海國兵談 林子平著 5 冊 写  (近藤記念海事財団文庫 124) 
6 海外新話 嶺田雋（嶺田楓光）序 烏有生著 5 卷 1 冊 嘉永 2(1849)刊  

(近藤記念海事財団文庫 17) 
 
Ⅱ 黒船到来！  
7 亜墨利加人栗浜上陸之図 １舗 写 (近藤記念海事財団文庫 79-1) 
8 書翰受取之図 １舗 写 (近藤記念海事財団文庫 79-2) 
9 ペルリ浦賀ニ来ル図 附：地球万国山海輿地全図説 １巻 写（附図:刊）   

(近藤記念海事財団文庫 91) 
10 異国船図 北亜墨利加 １舗 写 (東京誌料 697-1) 
11 浦賀警紀聞 嘉永六年八月 写 (近藤記念海事財団文庫 50) 
12 撰要永久録 御触事巻之六十一 写 (東京都公文書館所蔵) 
13 "Message of the President of the United States,transmitting a report of the Secretary 

of the Navy,in compliance with a resolution of the Senate of December 6,1854,calling for 
correspondence, &c.,relative to the naval expedition to Japan. [Washington] 1855 [遠征

記録]  (東京誌料 697-14) 
14 合衆国伯理璽天徳書翰和解 写 (東京誌料 697-25) 
15 横浜御固めの図 １舗 写 (加賀文庫 1771) 
16 米艦横浜入港之図 安政元年甲寅二月十日 １舗 写 (近藤記念海事財団文庫 112) 
17 米国使節ペリー饗応の図 歴史科教授用参考掛図第７輯 東京帝国大学文化大学史料編

纂掛 刊 (近藤記念海事財団文庫 97) 
18 海警（安政元年ペルリ來航關係記事 『桂園叢書』第三八冊） 森田行（森田桂園／森田

岡太郎）編 １冊 写 (特別買上文庫 2266-38) 
19 嘉永七寅年三月三日於横浜応接約定書同五月二十二日於下田條約附録 1 冊 写  

(近藤記念海事財団文庫 98) 
20 "Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan, 

performed in the years 1852, 1853, and 1854, under the command of  Commodore 
M.C.perry, United state Navy, by order of the government of the United States. 
Washington,A.O.P.Nicholson,printer,1856 [日本遠征記 ペリー著]   

(東京誌料 697-13) 
21 墨夷応接録 林大学頭（林／復斎）著 2 巻 2 冊 写 (東京誌料 697-29) 
22 [ペリーとアダムス似顔絵]  
23 椎の実筆 97～106 蜂屋茂橘編 10 冊 写 (特別買上文庫 2518-97～106) 
 



Ⅲ 海防とお台場  

24 〔平根山御備場絵図〕 １舗 写 (近藤記念海事財団文庫 94) 
25 江戸辺海実測図（江戸近海之図） １舗 写  (近藤記念海事財団文庫 330) 
26 伊豆相模武藏安房上総下総海陸御固泰平鑑 １舗 刊 (近藤記念海事財団文庫 328) 
27 [異国船渡来ニ付警備ニ関スル諸家上書〕 １冊 写  (近藤記念海事財団文庫 69) 
28 〔江戸近海海防策〕 1 冊 写 (東京誌料 697-28) 
29 〔品川台場絵図〕 １舗 写  (新収和書 1715) 
30 三番御台場図（江戸品川御台場仕様図面 [4]） １舗 写 (東京誌料 0511-30-4) 
31 一二三御台場後面入口波渡場絵図（江戸品川御台場仕様図面[16]）１舗 写 

 (東京誌料 0511-30-16) 
32 一二三御台場正面竿石垣木口絵図(江戸品川御台場仕様図面 [20]) １舗 写  

(東京誌料 0511-30-20) 
33 内海御台場築立御普請御用中日記 3 冊 写 (東京誌料 6929-2) 
34 品川新台場之図 １舗 写 (東京誌料 6929-5) 
35 小石川谷中本郷絵図 １舗 安政 4（1857) 尾張屋清七 刊  (東京誌料 045-17) 
36 江戸名所四十八景 御殿山満花 広重画 1 枚 [万延頃] (東京誌料 0511-C14) 
37 江戸名所四十八景 高輪秋月 歌川広重（2 世） 1 枚 万延 2 (東京誌料 0431-C4) 
 
Ⅳ 黒船の衝撃と江戸の人々  

38 大名角力取みたて（「落葉集」蜂屋茂橘編のうち）  (特別買上文庫 2491-5) 
39 日本山御武光寺由来（「落葉集」蜂屋茂橘編のうち）  (特別買上文庫 2491-5) 
40 武具之図（「落葉集」蜂屋茂橘編のうち）  (特別買上文庫 2491-5) 
41 [狂歌集]（「落葉集」蜂屋茂橘編のうち）  (特別買上文庫 2491-5) 
42 浮世又平名画奇特 一勇斎国芳画 1 枚 嘉永 6（1853) 越村屋平助 刊  

(東京誌料 5259-C25) 
43 蒸気車之図十分一（『真砂帖』のうち） 刊 (加賀文庫 5208) 
44 [北アメリカ城氣船]（『真砂帖』のうち） 刊 (加賀文庫 5208) 
45 長崎港（長崎版画） (東京誌料 5242-C26) 
46 撰要永久録 御触事巻之六十二 (東京都公文書館所蔵) 
47 異国落葉籠 1 冊 安政元(1854) 刊  (近藤記念海事財団文庫 87) 
48 泰平鏡異国船御固之写 刊   (東京誌料 697-21) 
 
Ⅴ 幕末の江戸城  

49 江戸城御本丸御表御中奥御殿向総絵図 甲良家伝来 １舗 写  (東京誌料 616-10) 
50 御本丸大広間格天井割絵図 甲良家伝来 １舗 写 （東京誌料 6162-24） 
51 亜墨利加使節登城御目見之次第並口上振写 安政四年十月二十一日 写  

  (東京誌料 697-9) 
52 徳川十五代記略 明治 8 １帖 刊   (東京誌料 2407-1) 
53 外桜田御門 (江戸城御外郭御門絵図 3) 甲良家伝来 １舗 写 (東京誌料 6194-2) 
54 増補改正麹町永田町外桜田絵図 １舗 万延元(1860) 刊 (東京誌料 0411-30) 
55 江戸城西丸仮御殿総地絵図 甲良家伝来 １舗 写 (東京誌料 6171-21)  
56 西丸仮御殿向絵図 甲良家伝来 １舗 写 (東京誌料 6171-66) 


