
資

(絵)

広東十三行

幕末 55.5×50.5cm 1両 中国製 ガラス絵 資1

広東十三行の図

幕末 1両 50.5×40.5C7n L-Ij国製 ガラス絵 資 2

幼児弾琴の図 (TheChildHaendel)

MargaretJ.Dicksee作 1895年 1面 59×55cm
資9

長崎諏訪神社蛇踊りの図

1面 87.5×189cTn 油絵 資20

唐人屋敷の国

宝暦年聞 1両 25×1占8C7n 着彩 (5枚1組)
貴22の1-5

唐船の囲

宝暦年問 1両 25.5×60C7n 資22の4

阿蘭陀商館の図

宝暦年間 1両 25.5×184cm (5枚1組)

資25の1-5

蘭船絵図

宝暦年間 1両 26×占2cm 資25の4

長崎外国商館の図

慶応5 1幅 85.5×56.5cm 着彩 資57

魯西重囲蒸気船

嘉永6 1幅 55.5×58cm 水彩 資45

プーチャチン一行の図

嘉永6 1巻 16×91cm 着彩 資45

唐船泊載之図

安政4 1帽 114×45cTn 着彩 資49

オランダ人二人と犬の国

文化文政頃 1幅 92×28C7n 着彩 潜55

イタリア人

文化文政頃 1幅 26.5×16cm 着彩 督56

シーボル ト先生鳴滝塾舎之図

成瀬石痴画 明治初年 1幅 21.5×2占cm 着彩 資57

異国人夫妻之図

明治初期 1幅 47×41.5cm 長崎泥絵 帝彩 資59

蘭英等連合軍下関砲撃之図

毛利家御用絵師両 1怨 59×188cm 肉筆水彩 資82

下関砲撃之図

1巻 59×147C7n 著彩 資65

万国旗

文政年間 1巻 28.5×256cm 潜彩 資65

万国標帳図

文政卿 月 1帖 27.5×18.5C7n 肉筆着彩 資66

小火輪車格式
大槻姫渓 (写) 大槻如電 (題字) 安改元 1港

25×185.5C7n 着彩 資67

料

広東十三行の図

1両 80×59.5cm ガラス絵 資69

カッテンダイクの肖像

ピ-クース筆 1両 40×55cm 木炭画 賛70

アメリカ船ランジャ号

K.シオヤ作 明治初年 1両 56×50cm 長崎刺繊

fi71

アメリカ蒸気船の図

明治初年 1両 29.5×41.5cm 着彩 資72

オランダ人夫妻相愛の図 吉雄権之助蘭文賛

松井TPu山 文化文政年rt',fl 1幅 77.5×42cm 泥絵

資78

書斎のオランダ人夫妻

幕末 1両 90×75.5cm 着彩 資79

武雄園中培養晶之図

1幅 27.5×56cm 着彩 資87

中島広足の梅花国歌諌

1幅 98×25.5cm 肉筆 資95

柿本人麿像

中島広行賛 1幅 74×55cm 着彩 虫94

饗宴の図

江戸末期 1幅 28×42.5cTn 着彩 資98

対談之図

1幅 40×4Dcm 着彩 資100

皇帝一家之図

1幅 57×59cm 絹,著彩 資101

墨荘筆 ･水草の図

1幅 52×54.5cm 紙木淡彩 資107

諏訪神社囲,傘鉾の図 自賛和歌付 只園筆

1幅 108×45.5cm 水越淡彩 資108

国定の国姓爺錦絵

1幅 55×75cm 着彩 資110

沖津凪白浪双六 錦絵 国周画

1幅 48×70.5cm 套111

万国国旗図

1巻 肉筆 資112

蒸気船の図

〔文化文政咋間〕 42×84cm 資114

長崎諏訪神社蛇踊りの図

江戸末期 55.5×87cm 水彩 繋117

中国画 西王母

1幅 107.5×71cm 水出淡彩 資119

(香)

荷蘭虎図記 ･唐商館図記 宝永年】悶

林道栄酋 資24
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観清人戯場作歌一首並短評

中島広足作並番 1巻 資25

平戸着岸之蘭船長崎着岸之件 写

1幅 26.5×27.5cm 資42

阿蘭陀甲比丹へ伝達並御受書和解和

姦永5 1幅 79㌧5×55cm 資50

阿蘭陀船風説書 天保15写
1幅 25×28C7n 資55

鳴滝シーボル ト先生旧宅祉 (杏)

松浦原音 明治初年 1幅 40×114cm 資58
自強不息歳

色紙1面 24×27cm 資76

弘道館記 等

天保 9年 1幅 159.5×81cm 資81

そろばんの歌

1幅 152×58.5cm 資84

倍牌 長崎通商照票 文久年間 写

1幅 60×60C7托 資85

黒田斎浦 (長浦)公之御書

1幅 120.5×52.5cm 資86

野道至暮

中島広足憩‥1幅 55.5×49.5cm 資88

中野柳園先生六旬賀詞 (1)(2)
2幅対 141×41cm (長崎の準備たちが柳田先生に送 っ

たもの) 虫90

筒井肥前守様御筆跡

変改元年 1幅 109×50cm 資91

松 ･楓

程赤城書 2幅 152.5×47.5cm 督92

興膳靖書

1幅 127×28cm 繋95

宿端島

笠田壬i=1帽 115.5×51cm 資96

中島広足書並画

1帽 100×27cln 潜97

福田安右衛門釣合書

1幅 25.5×25.5cm 資105

三蔵法師義浄奉制訳複写

1巻 26×115cm 資104

大久保豊後守ヨリ各国岡士宛掛合書 文久5年
1幅 25.5×4占cm 資105

吉井憲善 一行書

1幅 99×28cm 資106

酒井きょう子和歌 立春

酒井きょう子吉 1幅 118×20cTn 餐118

(地図)

長崎出島の図

川原慶袈画 1両 45.5×104.5cm 贋21

長崎港の図 天保年間

1幅 58.5×80cm 肉筆着彩 資27

長崎港の図 安政年聞

1幅 26×78cm 肉筆着彩 資28

長崎港の図 明治初年

1幅 65×59cHl 肉筆着彩 資29

長崎港の図 天保年間

1港 58.5×102.5cm 肉筆着彩 資50

原城の図 原城包閉脚 珍図

1帽 155×104.5cm 肉筆着彩 資51

大浦居留地の図 元治年間

1帽 68×112.5cm 肉筆着彩 (東山手の部分) 資52

大浦居留地の図 元治年間

1幅 86×106.5cm 肉筆着彩 (東山手の部分) 資55

長崎港外の図 幕末

1幅 59.5×62cm 肉筆着彩 資54

長崎出島旧地図

明治元 1幅 55×86.5cm 着彩 潜55

出島の地図 明治元

1幅 25×65.5cm 肉筆着彩 資58

長崎ヨリ野母迄の略図 安政年間
1幅 26×58.5cm 肉筆着彩 資58

新地の地図 明治初期

1幅 48×64.5cm 肉筆着彩 資59

野母遠見ヨリ見取図 天保15年
1幅 52.5×58cm 着彩 資40

長崎絵図

長崎

資46
事和2 1幅 64×88cm長l櫛坂画 着彩

正保四年黒船長崎来着御防備の国 正保年聞

1幅 56.5×95cm 着彩 資47

天保十五年阿蘭陀国使節兵船来入長崎津の肥前鍋嶋侯筑前

黒田侯陣営図

1幅 118×76.5cm 着彩 資51

立山御屋舗の国 天保年間

1幅 57.5×45cm 着彩 資61

長崎彼杵間街道絵図

杉沢寿一郎筆 長崎 矢上入会事務所 昭和5 1巻

27×610cTn 資80

平戸港内外の図

1幅 26.5×65C和 栗109

長崎裏手茂木近海岸全図 一茂木 ･北浦砲台図-

1幅 76.5×55cm 着彩 党121

万国山海通覧分図 滞米

1枚 24×51.5cm (虫損) 資122

小浜 ･長崎間街道図

杉沢寿一郎文 昭和 8 1巻 25.5×402cm (破損有)
資127

桑名城郭図

1鋪 127×145cm (虫損) 資129

肥前長崎図

資150

世界地図

貌伍作 1鋪 81×79cm 資151

福岡より京都に至る海路図

1枚 58×145cm (虫損) 資154
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長崎港警備之図

1両 27×59cm 資158

長崎港新図 全

長崎 虎与号杏店 明治27 1抑 58×55.2cm 資171

朝鮮国坤図
1鋪 (虫損) 資172

(版画)

エンペロール号献上式の図 (1858年)

1両 54×58.5cm 石版画 資5

アムステルダム港の図

1両 47×61cm 石版着彩 資 4

秋葉大助の人車改良

明治56 1両 47.5×85.5cm 石版着彩 虫5

裁判の図

55×75.5cm 石版画 賛6

宣戦の図 (DeclarationofWar)

1両 45×91cm 銅版画 資 8

三州岡崎矢矧大橋の国

文久年間 1両 55.5×71C7n 資11

オランダより連渡り象の図

文化年間 1両 55×45.5cm 長崎版画 套12

紅毛人 ･大清人 ･魯西亜人の図

1両 29×24cm 長崎版画 資15

阿蘭陀舶図

文政頃 1枚 50.5×22cm 長崎版画 着彩 督14

唐船の図

文政tjri 1枚 27.5×18cm 長崎版画 資15

唐人船揚図

文化文政年間 1枚 52×44cm 長LrJf,i版画 兜16

唐船来於崎海 路上排行の図

文化文政年間 1枚 19×51cm 長崎版画 資17

蒸気船の図

文化文政年間 1両 25×29cnl 木版画 着彩 繋18

長崎諏訪神社之図

長崎 安中半三郎 明治111枚 58×55C7n木版画 質19

肥州長崎の図

長崎 大畠文次石碑門 安永7 1幅 64.5×89.5cm
長崎版画 資26

九州之図

長崎 文釣堂 文化10 1幅 占5×88cm 長崎版固

着彩 資41

露船人津図

嘉永6 1幅 51×45cm 木版画 資44

唐人船国 文化年間

1幅 51.5×51.5cm 長崎版画 資48

飛脚船発着表

明治7 1幅 55×48.5cm 石版刷 資52

和蘭陀人

文化文政tj'i l幅 55.5×25.5cm 木版画 着彩 資54

英吉利国境頓図

藤慶梓 明治初期 1幅 55×49cm 木版画 着彩 潜る0

蘇州之図

天保年間 1幅 77×52.5cm 中国版画 賛占8

国宝慮額角倉舶之図 (奉掛御宝前 寛永拾一年九月吉日)

洛東 清水寺蔵 1両 45.5×56.5cm 木版画 資75

浮世絵版画集 幕末

占枚 56×24.5cm 着彩 資102

〔幕末明治版画集〕

65枚 36×24.5cm 資115

阿蘭陀船人津之図

長崎 文錦党 別 制振画 資115

国宝扇額末吉船 (奉掛御宝前 寛永拾壱甲戊暦霜月吉日)

終末 清水寺戚 1両 44×56.5cm 木版画 資116

仏国帆船の図

1幅 59×40.5cm 着彩 銅版画 資120

北亜米利加大合衆国人 上官肖像之写 紀於呂香図

嘉永7 1枚 51×25.5cm 銅版画 資125

北亜米利加洪和政治洲 上官真像之写

1枚 51×24cm 銅版画 (虫狙) 資124

北亜米利加人物之図

1枚 51×25cm 銅版画 (虫損) 資125

北亜米利加通用言

1枚 51×25cm 銅版画 (虫損) 資128

板画 小学指数図,外
明治中湖 18枚 57×24.5cm 資155

(陶器)

英国製蒸汽車絵入皿

1枚 4,25cm 高2.5cm 着色 標1

束印度会社マーク入染付平皿 (VOC)
1枚 4･58cm 高6cm 棟2

染付肉皿

1枚 4･44cm 謀.115.5cm 標5

マリア観音

1体 高20C7n 標6

マリア観音

1体 高20cTn 標7

マリア観音

1体 高19cm 標8

マリア観音

1体 高17.5cm 標 9

大鉢 (象及人物絶入)明治初期

1個 4･57.5C7n 高10cm 九谷焼 着彩 標10

大皿 (軍花模様入)明治初湖

1枚 4･28cm 高4cm 棟11

大皿 (時計文字盤入)明治初期

1枚 4'58.5cm 高5.5cm 標12

角形花器 (牧場絵入) (オランダ製)明治初期

1個 縦16cm 横27.5C7n高15.5cm デルフ ト蜘 標1

角皿 (オランダ製)嘉永年間

1枚 59×48cm 高4.5cm ノし角皿 標14

スープ皿 (オランダ製)嘉永年問

1枚 4･2占cm 高4cm デルフ ト雄 蝶15
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スープ皿 (オランダ製)嘉永年閲

1枚 ¢25.5cm 高5cm デルフト蜘 標18

深鉢 (四角)嘉永年間

1個 縦27.5cm 桃28cm 深9cm 標17

ロシア輸出用の醤油瓶 天保年間

1本 4,8cm 高19cm 標18

ロシア輸出用の醤油瓶 天保年間

1本 ¢8cm 高17cm 標19

壁掛 (マカオ製)

明治末湖 1個 4･17cm 標20

茶碗 (オランダ製)

たT.戸末J的 5個 q･11.5cTn 高6デルフト焼 標21-25

(拓本)

ケンペルの記念碑 文久年間

1幅 65.5×107.5cm 資84

平戸英国商館の石摺 (表 ･薮)

2幅 155×62cm 資82

銀行会館石摺

2帽 80×57cm 資85

尾張両方医野村立栄養銘

1幅 125×64.5cm 資89

太平天国 玉重視写

1幅 64.5×51.5cm 印複写 澄99

菅沼貞風碑文拓本

藤仕l友彦憩=大正5 1枚 115×82cm 資155

(写真)

機関車の図 (BaldwinLocomotiveWorksBurnham.

Williams良 Co.Philadelphia)1800年代頃

1両 52×75cm 資7

福地万世之書 (写真付)

嘉永 占 1面 27×24cm 資74

瑞典国王グスターフ三世

llA-1'28×20.5C7n 資75

写真集 1〔広東調査時写簸帖〕

1冊 資157

写真集 2 〔幕末明治娼j長崎来訪人物写共集〕

1日け (虫損有) 資158

写真集 5 〔ポ-ディン-ウス旧蔵写顛帖〕

1川ナ 資159

写真集 4 シ-ボル ト先生史料 (仙)

1m1資140

写真集 5 鉄道史料 (他)

1冊 資141

写真集 6 耶蘇会士研究史料 (仙)

1冊 資142

写真集 7 切支丹史料 (他)

1冊 資145

写真集 8 海軍史料,海辺,海外交通,長ElhJ-,i(他)

1柑 資144

写真集 9 電気に関する知識伝来史料 (仙)

1冊 資145

写真集 10 下関,山口,萩史料 (他)

11m 資146

写真集 11 洋学資料 (仙)

1冊資147

写真集 12-14 欧文史料 (仙)その1-L5
5冊 資148-150

写真集 15 肖像画 (他)

1冊 資151

写真集 16 手番欧文 (他)

1冊 資152

写真集 17 E

l冊 資155
(他)

写真集 18 武藤教授写真帖

(武藤教授英文未定稿を含む)

1冊 資154

写真集 19-21 雛祭料

Sml 資155-157

(書簡)

書簡集 1 日本人の部

1冊 資161

書簡集 2 外匡U＼の部

1m 資162

書簡集 5 日本人-ガキの邸
1冊 繋165

書簡集 4 外国人ハガキ及び絵-ガキの部

11廿 資184

(雑)

湯治心得

長崎府医学校 長崎 長崎新聞局 明治 2 1枚

55×48.5C7n 資128

長峰尚歯会名簿

明治24 1枚 64×76.5cm (虫損) 資152

婿祖像

1体 木製 標4

関帝像

1体 木製 標5

手鏡

1ijb- 25.5cm 標24

手鏡

1両 18C7n 標25

手鏡

1両 14.5cm標26

屋根瓦 (◎ 中川クルス入)

1枚 楳27

天秤 分銅付

天保年間 蛾79cm 縦29cm 高79cm 木製 1台 標28

欧文出版物案内嬢集

1m 資158

武藤教授雑記紙片及び出品カー ド類集

11肘 資159
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名刺及びチケット類集

1冊 資160

出島の図

1枚 40×54.5cm (Levyssohn,J.H.著｢BLADEN
overJAPAN｣の巻末挿画) 資165

東浜町大嶋芳右衛門奉行所への願書

(養育料受用銀の件)写

1枚 27×111cm (虫抵) 資16占

大島兵七芳右衛門の訴訟に答う 辰十二月等
1枚 27.5×167C7m (虫損) 資167

大島兵七芳右衛門の訴訟に答う 巳正月 写
1枚 27×152cm (虫損) 資168

乍恐追所奉願口上書 大島兵助

2通 (虫扱) 資169

細川家紙売渡証文 紙座 ･朝倉弥九郎他

宝永元年 1枚 54.5×157cm (虫損) 資170

絵図

7枚 大59×49cm 小26.5×54cm 資175
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