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＊◎は国指定重要文化財、□は県指定文化財を表します。

　番　号 指定 資　　料　　名 所　蔵　先
4/25～5/6 5/8～5/18 5/19～6/8 6/10～6/22

0-1 捕鯨銛 ピーボディー・エセックス博物館
0-2 捕鯨槍 ピーボディー・エセックス博物館
0-3 捕鯨の図 ピーボディー・エセックス博物館
0-4 スクリムショー（鯨歯細工手工品） ピーボディー・エセックス博物館
0-5 鯨髭の荷姿 ピーボディー・エセックス博物館
0-6 亜墨利加鯨船　天寿丸漂流を見留る図 ピーボディー・エセックス博物館
1-1 ペリー肖像画 アメリカ海軍兵学校博物館
1-2 日本に最初に掲げられた星条旗 アメリカ海軍兵学校博物館
1-3 フィルモア大統領署名入りペリー全権委

任状
アメリカ海軍兵学校博物館

1-4 ペリー 肖像銀板写真 アメリカ海軍兵学校博物館
1-5 海軍軍帽 アメリカ海軍兵学校博物館
1-6 アメリカ合衆国海軍将校用のサーベル アメリカ海軍兵学校博物館
1-7 記念メダル アメリカ海軍兵学校博物館
1-8 日本船の装飾品の一部（伝） アメリカ海軍兵学校博物館
1-9 サスケハナ号模型（５０分の１） 神奈川県立歴史博物館
1-10 ペリーの日本遠征を伝える新聞（「絵入

りロンドンニュース」より）
当館蔵　97200588

1-12 ペリ－艦隊日本遠征記（初版） 当館蔵　84200019-21
1-13 ペリー提督日本遠征日記（原本） 米国国立公文書館
1-14 　◎ 阿蘭陀風説書 当館蔵　96201441
1-15 鴉片始末 当館蔵　96201857
1-16 阿蘭陀機密風説書 徳川林政史研究所
1-17 ペリー久里浜上陸の図 当館蔵　93200302
1-18 相模国三浦沖久里浜で米国書簡受取り

の図
当館蔵　91222002

1-19 大統領親書の贈呈式（　『ペリー艦隊日
本遠征記』より

当館蔵　95202840

1-20 合衆国伯理璽天徳書幹和解 当館蔵　96201899
1-21 黒船来航につき諸士から出された意見

書（「嘉永珍舶録」より）
当館蔵　90210279

1-22 泥絵　亜墨利駕船来航諸藩御固之図 当館蔵　06200413
1-23 米船渡来旧諸藩士固之図 当館蔵　91222056
1-24 黒船来航絵巻 当館蔵　03002721
1-25 黒船来航絵詞 当館蔵  91222001
1-26 黒船来航絵  上巻 ピーボディー・エセックス博物館
1-27 黒船来航絵　下巻 ピーボディー・エセックス博物館
1-28 小田原湾　BAY  OF　WODAWARA（『ペ

リー艦隊日本遠征記』より）
当館蔵　95202838

1-29 黒船見物を報告する書簡 当館蔵 90381929
1-30 ペリー横浜上陸の図 当館蔵 93200303
1-31 ペリーに幕府側の方針を伝える全権委

員の書簡（「続通信全覧」修好門より）
外務省外交史料館 5/20～

1-32 日米和親条約締結の際に携行した印章 アメリカ海軍兵学校博物館
1-33 中国で購入し和親条約締結の際に携行

した紙製の箱（伝）
アメリカ海軍兵学校博物館

1-34 日米和親条約締結の際に使用したペン
とペンケース（伝）

アメリカ海軍兵学校博物館

1-35 日米和親条約 米国国立公文書館
1-37 日米和親条約批准書 米国国立公文書館
1-38 下田追加条約写 当館蔵　95201198
1-39 彦根藩の海防定務録 当館蔵　96201898
1-40 ペリー艦隊の浦賀来航と最初の応接を

伝える報告書の写し
当館蔵　90012257

1-41 鳳凰丸模型（５０分の１） 船の科学館
1-42 鳳凰丸の図面（「米国使節ペリー渡来絵

図写生帖」より）
横須賀市自然・人文博物館

1-43 中島三郎助肖像写真 中島家
1-44 中島三郎助と長男恒太郎肖像写真 中島家
1-45 Boat Armanent of The U.S.Navy（『合衆

国海軍艦船の武装』）
横須賀市自然・人文博物館

1-46 ボートホイッスル砲砲車 財団法人江川文庫
1-47 ボート砲弾薬箱 高野進氏蔵　千葉県立関宿城博物館保

管

展　　　示　　　期　　　間

＊展示期間のうち無印のものは全期間展示。都合により予告なく変更される場合もあ
ります。

＊冒頭の番号は、出展番号で、展示キャプションに対応する番号が書かれています。



　番　号 指定 資　　料　　名 所　蔵　先 展　　　示　　　期　　　間

2-1 米利堅人饗応之図 横須賀市自然・人文博物館
2-2 武州横浜於応接所饗応之図 当館蔵　91222413
2-3 ペリー献上蒸気機関車模型（復元） 神奈川県立歴史博物館
2-4 蒸気車之図 当館蔵　95203043
2-5 北亜墨利加合衆国帝王ヨリ献上貢物

品々・蒸気車之図
当館蔵　91222448

2-6 　◎ ペリー献上エンボッシング・モールス電
信機

日本郵政株式会社郵政資料館 5/27～

2-6' ペリー献上エンボッシング・モールス電
信機（複製）

日本郵政株式会社郵政資料館 ～5/25

2-7 アメリカより大日本へ献上貢物品々 当館蔵　91222449
2-8 異国落葉籠 当館蔵　89201720
2-9 ペリー使節への賜物書上　力士米俵運

搬図入り
当館蔵　91222414

2-10 簑亀朱塗蒔絵椀 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-11 梨子地松竹梅蒔絵料紙箱 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-12 梨子地簑亀模様蒔絵硯箱 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-13 伏彩色椿螺鈿漆小箱 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-
14～18

盃 スミソニアン研究所国立自然史博物館

2-19 手水鉢 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-20 染付松竹梅鹿子牡丹大皿 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-21 竹製水筒 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-22 按摩器 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-23 簑亀模様彫筆立 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-24 脇差 スミソニアン研究所国立自然史博物館
2-25 蒸気船 本名フレガット 当館蔵　91222435
2-26 蒸気船　本名フレカット船 当館蔵　91222415
2-29 黒船と異国人の行列図 当館蔵　91222436
2-31 瓦版　北亜米利加人物 ペルリ像 （財）黒船館
2-32 瓦版　北亜米利加合衆国水師提督ペル

リ之肖像
（財）黒船館

2-33 ヘロリ像と軍師オシェルコンマンダン像 （財）黒船館
2-34 ペリー下田上陸の際、雨天で羅紗の合

羽を着た図「下田絵巻」
（財）黒船館

2-35 惣大将ヘロリ真図 （財）黒船館
2-36 北亜米利加共和政治州上官真像之写 （財）黒船館
2-37 天狗ペリー （財）黒船館
2-38 船大将欽差大臣提督海軍統帥まつちう

せぺるり
（財）黒船館

2-39 欽差全権国王使節 （財）黒船館
2-40 北亜米利加大合衆国人物真像図 （財）黒船館
2-41 副使アハダムス肖像（『異国落葉籠』よ

り）
（財）黒船館

2-42 副将アワタムス真図 （財）黒船館
2-43 ５０歳のアダムスと１８歳の倅 （財）黒船館
2-44 ペリーとアダムスの肖像画 ピーボディー・エセックス博物館
2-45 ペリーとアダムスの肖像画 ピーボディー・エセックス博物館
3-1 頼朝の居住地（鎌倉） ミュンヘン国立民族学博物館
3-2 家康の居城 ミュンヘン国立民族学博物館
3-3 水神祭 ミュンヘン国立民族学博物館
3-4 マツリ ミュンヘン国立民族学博物館
3-5 寺子屋 ミュンヘン国立民族学博物館
3-6 火事 ミュンヘン国立民族学博物館
3-7 裁判 ミュンヘン国立民族学博物館
3-8 物見遊山 ミュンヘン国立民族学博物館
3-9 江戸の刑場 ミュンヘン国立民族学博物館
3-10 富士山 ミュンヘン国立民族学博物館
3-11 下田 ミュンヘン国立民族学博物館
3-12 下田の墓地 ミュンヘン国立民族学博物館
3-13 鎌倉の寺院 ミュンヘン国立民族学博物館
3-14 鎌倉の大仏 ミュンヘン国立民族学博物館
3-15 東海道の宿 ミュンヘン国立民族学博物館
3-16 大森の茶屋 ミュンヘン国立民族学博物館
3-17 日本橋 ミュンヘン国立民族学博物館
3-18 愛宕山 ミュンヘン国立民族学博物館
3-19 王子の寺院 ミュンヘン国立民族学博物館
3-20 江戸市中俯瞰図 ミュンヘン国立民族学博物館
4-1 ハリス肖像画 ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ
4-2 ハリス肖像銀板写真 ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ
4-3 ハリスのパスポート ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ
4-4 ハリスパスポートを収納したケース ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ
4-5 ハリスへの全権委任状 ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ



　番　号 指定 資　　料　　名 所　蔵　先 展　　　示　　　期　　　間

4-6 ハリス宛米国国務省長官ウィリアム・
マーシーの手紙

ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ

4-7 ハリス下田総領事任命書 ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ
4-8 ハリスの書簡綴 ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ
4-9 ハリスが下田に上陸した時の応接と饗

応の献立図（「問屋会所日記」より）
下田市教育委員会

4-10 ハリスとヒュースケンの名前を入れた提
灯の仕様図（「御請書控」より）

下田市教育委員会

4-11 ハリスが日本語学習のために使用した
日英対象いろは表

ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ

4-12 下田協約の写し 当館蔵　90377547
4-13 幕府から井上清直・中村時万への全権

委任状　オランダ語訳
ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ

4-14 きちの給金と支度金を取り決めた書類
（「御訴書御請書綴込」より）

下田市教育委員会

4-15 歌舞伎座　昭和４年８月公演筋書　唐人
お吉他

当館蔵　96004392

4-16 大阪歌舞伎座　昭和２５年１０月興行筋
書　新派大合同拾月興行

当館蔵　96002417

4-
17～19

唐人お吉を題材にした歌のレコード 当館蔵　86995205　90003183
90004124

4-20 唐人お吉の土産絵葉書 当館蔵　88102271-3

4-21 米国官吏江府行装之図 ピーボディー・エセックス博物館
4-22 白頭鷲の紋が入った半纏（復元） 下田開国博物館
4-23 安政四巳年　豆州下田表在留之亜墨利

加官吏出府登城拝礼并諸御達書諸伺
等其外雑記

金子皓彦

4-24 ハリスの接待菓子（復元） たばこと塩の博物館
4-25 ゑひすのうわさ 国立国会図書館

4-26 安政四年　亜米利加使節ハリス登城の
図

（財）黒船館

4-27 亜墨利加使節登城之節ノ手留（丹後田
辺藩主牧野家文書）

当館蔵　91220870

4-28 亜墨利加使節御目見之節絵図（丹後田
辺藩主牧野家文書）

当館蔵　91220975

4-29 老中堀田正睦邸でのハリスの演説（「続
通信全覧」修好門より）

外務省外交史料館 5/20～

4-30 ハリスと幕府役人との対話書写 当館蔵　90378954
4-31 ハリスに贈られた日本の茶道具 ピーボディー・エセックス博物館
4-32 都日記 宮内庁書陵部
4-33 岩瀬忠震が朝廷より拝領した皿 滝川一興
4-34 中根雪江宛岩瀬忠震書簡 滝川一興

4-35 岩瀬忠震が木村喜毅に贈った扇面 木村家所蔵　横浜開港資料館保管
4-36 条約調印を前にした全権委員とハリス

の対話（「続通信全覧」修好門より）
外務省外交史料館 5/20～

4-37 日米修好通商条約 米国国立公文書館
4-38 幕府から朝廷へ条約締結の報告書の

写し（「外夷見聞雑録」より）
当館蔵　96201880

4-39 安政五か国条約並税則 当館蔵　87201472-6
4-40 横浜開港場の選定（「下田御用留」より） 当館蔵　90374680
4-41 御開港横浜之全図 当館蔵　90210481
4-42 再改横浜風景 当館蔵　90210483-8
4-43 横浜渡来亜墨利加商人旅行之図 当館蔵　95201331
4-44 横浜外国人行烈之図 当館蔵　91210446-8
4-45 安政度貨幣改鋳関係伺書写 当館蔵　95201403
4-46 安政二朱銀 三菱東京ＵＦＪ銀行蔵　当館保管

99100853

4-47 改三分定銀 三菱東京ＵＦＪ銀行蔵　当館保管
99100857

4-48 ハリスの公使任命状 ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ
4-49 ハリスから下田の人々への餞別（「下田

御用留」より）
当館蔵　90373529

4-51 ハリスの下僕西山助蔵の持っていた日
英単語帳（日英語彙対照表）

下田開国博物館

4-52 東都名所見物異人　亀戸天神太鼓橋
あめりか

当館蔵　95201324

4-53 東都名所見物異人　神田神社内　ふら
んす

当館蔵　95201325

4-54 ヒュースケン着用の洋服 下田開国博物館



　番　号 指定 資　　料　　名 所　蔵　先 展　　　示　　　期　　　間

4-55 ヒュースケン暗殺事件の現場地図 東京都立中央図書館
4-56 帰国するハリスに感謝する将軍徳川家

茂のアメリカ大統領リンカーンにあてた
書簡（「続通信全覧」礼儀門より）

外務省外交史料館 5/20～

5-1 日米修好通商条約批准書と外箱 米国国立公文書館
5-3 ワシントンに到着した幕府使節団（Ｔｈｅ

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　London News)
当館蔵　96202027

5-4 万延元年遣米使節（Ｈａｒｐｅｒ’ｓ　Ｗｅｅｋｌ
ｙ）

当館蔵　97202395

5-5 日本と日本人（Ｆｒａｎｋ　Ｌｅｓｌｉｅ’ｓ　Ｉｌｌｕｓｔ
ｒａｔｅｄ　Ｎｅｗｓｐａｐｅr）

当館蔵　97200586

5-7 使節一行とアメリカ政府関係者（Ｈａｒｐｅ
ｒ’ｓ　Ｗｅｅｋｌｙ）

当館蔵　97202394

5-8 日本人を迎えて大舞踏会（Ｆｒａｎｋ　Ｌｅｓｌ
ｉｅ’ｓ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　Ｎｅｗｓｐａｐｅr）

当館蔵　97200587

5-9 遣米使節の署名帖 当館蔵　95201413
5-10 環海航路日記 当館蔵　94202847-8
5-11 米利堅紀行 当館蔵　99200184-7
5-12 野々村忠実肖像写真 東京都写真美術館
5-14 野々村忠実がアメリカから持ち帰った品

物　・ガラス小鉢
当館蔵　91220626

5-15 野々村忠実がアメリカから持ち帰った品
物　・オペラグラス

当館蔵　91220620

5-16 加藤素毛肖像写真 土屋尊史氏蔵　岐阜県歴史資料館保管
5-17 加藤素毛肖像写真 楠妣庵観音寺
5-18 　□ 加藤素毛肖像写真 加藤素毛記念館
5-19 　□ 接眉録 加藤素毛記念館
5-20 　□ 加藤素毛が愛用した文具類 加藤素毛記念館
5-21 　□ 渡航前に書いた加藤素毛の書簡 加藤素毛記念館
5-
22～2３

　□ 加藤素毛の渡米日記・周海日記 加藤素毛記念館

5-2５ 　□ 加藤素毛の渡米日記・「喜名帳」日記 加藤素毛記念館

5-2４ 　□ 加藤素毛の日記に描かれた気球の絵と
素毛の俳句

加藤素毛記念館

5-26 「亜行周海略日記」よりサンフランシスコ
の消防車の図

楠妣庵観音寺

5-26’ 加藤素毛筆ナイアガラ号内の部屋割り
当ての図

楠妣庵観音寺

5-27 サンフランシスコから故郷に出した加藤
素毛の書簡

土屋尊史氏蔵　岐阜県歴史資料館保管

5-28 使節歓迎のためにアメリカで作られた日
米両国旗

楠妣庵観音寺

5-29 ブキャナン大統領肖像 楠妣庵観音寺
5-30 加藤素毛が持ち帰ったアメリカの新聞 楠妣庵観音寺
5-31 アメリカの版画集にスクラップされた名

刺類など
楠妣庵観音寺

5-31' 版画集スクラップ帳に貼られた気球のビ
ラ

楠妣庵観音寺

5-32 ワシントンマップ 楠妣庵観音寺
5-33 一行が宿泊したワシントンウィラードホ

テルのディナーメニュー
楠妣庵観音寺

5-34 ニューヨークのベルト機械会社のパンフ
レット

楠妣庵観音寺

5-35 　□ 絵葉書集「ハドソン川の風景」 加藤素毛記念館
5-36 加藤素毛が持ち帰ったトランプ 楠妣庵観音寺
5-37 加藤素毛が持ち帰った手回し錠前 楠妣庵観音寺
5-38 加藤素毛の土産品のガラス瓶 大前満樹
5-39 航海詩文 楠妣庵観音寺
5-40 横山由清和歌短冊 楠妣庵観音寺
5-41 亜行秘巻 楠妣庵観音寺
5-42 亜行秘巻　目録 楠妣庵観音寺
5-43 　□ 「万里廼空」（アメリカで見た気球の図を

描いた刷物）
加藤素毛記念館

5-44 二夜語 名古屋市蓬左文庫
5-45 二夜語　写本 国立国会図書館
5-46 二夜語　写本 当館蔵　９８２００１５４
5-47 幕府発行井上六三郎旅券 当館蔵　95201196


