
序章　世界のなかの日本、長州、萩
番号 作　品　名　／　作　者　等 年　代 員数 所　　　　蔵

1 地球万国山海輿地全図説／長久保赤水 弘化元年（1844） 一幅 萩博物館

2 日本輿地全図／中島翆堂 安政元年（1854） 一舗 萩博物館

3 長門国絵図 一舗
守屋壽コレクション
（広島県立歴史博物館寄託）

4 毛利敬親肖像 一幅 萩博物館

5 村田清風肖像 昭和12年（1937） 一幅 萩博物館

6 村田清風書簡 椋梨藤太・周布政之助あて 嘉永6年（1853） 一通 山口県文書館

第１章　吉田松陰、海外密航に失敗！
番号 作　品　名　／　作　者　等 年　代 員数 所　　　　蔵

7 ペリー提督肖像／Ｗ・ハイネ 1856年 一面
守屋壽コレクション
（広島県立歴史博物館寄託）

8 久里浜上陸の図／Ｗ・ハイネ 1855年 一面
守屋壽コレクション
（広島県立歴史博物館寄託）

9 吉田松陰自賛肖像〔複製〕／松浦松洞・吉田松陰 安政6年（1859） 一幅 松陰神社〔東京都〕

10 吉田松陰書簡 宮部鼎蔵あて 嘉永5年（1852） 一通 国立国会図書館憲政資料室

11 吉田松陰書簡 宮部鼎蔵あて 嘉永6年（1853） 一通 国立国会図書館憲政資料室

12 吉田松陰木像／疋田雪洲 明治35年（1902） 一躯 京都大学附属図書館

13 ポーハタン号模型 一隻 萩博物館

14 三月二十七夜の記〔複製〕／吉田松陰 安政元年（1854） 一幅 萩博物館（原品：松陰神社〔山口県〕）

15 豆州下田港之図 安政2年（1855） 一舗
守屋壽コレクション
（広島県立歴史博物館寄託）

16 下田 弁天島／Ｗ・ハイネ 1856年 一面
守屋壽コレクション
（広島県立歴史博物館寄託）

17 佐久間象山先生肖像／関口守衛 一枚 萩博物館

18 佐久間象山書簡 山寺源大夫・三村晴山あて 安政元年（1854） 一巻 京都大学附属図書館

19 吉田松陰書簡 土屋蕭海あて 安政元年（1854） 一通 山口県文書館

20 露西亜船建造図巻 安政2年（1855）頃 一巻
守屋壽コレクション
（広島県立歴史博物館寄託）

第２章　世界を見た！長州藩士たち
番号 作　品　名　／　作　者　等 年　代 員数 所　　　　蔵

参考1 宍戸璣写真 一枚 宍戸旦氏

21 北陲日誌・哈喇咈吐略誌／宍戸璣 明治35年（1902） 一冊 萩博物館

22 米行詩記／北条源蔵 一冊 萩博物館

23 咸臨丸模型 一隻 萩博物館

参考2 浦日記　より　北条源蔵書簡 北条瀬兵衛あて 万延元年（1860） 一枚 山口県文書館

24 黒龍江誌 一冊 桂道夫氏

参考3 杉孫七郎写真 一枚 『環海詩誌』より

25 環海詩誌／杉孫七郎 大正4年（1915） 一冊 萩博物館

参考4 高杉晋作写真 慶応元年（1865） 一枚 萩博物館

26 伊藤博文書簡 寺島忠三郎あてか 文久2年（1862） 一通 萩博物館

27 行李 一合 萩博物館

28 前後出師表／張棣香 文久2年（1862） 一巻 萩博物館

29 高杉晋作書簡 長嶺内蔵太あて 文久2年（1862） 一通 萩博物館

第３章　開国から攘夷へ、180度の転換！
番号 作　品　名　／　作　者　等 年　代 員数 所　　　　蔵

30 長井雅楽肖像／橋爪堆恩 昭和37年（1962） 一面 萩博物館

31 長井雅楽書簡 妻とみ・娘さだあて 安政5年（1858） 一巻 萩博物館

32 航海遠略策草稿／長井雅楽 文久元年（1861） 一通 長井治氏

33 孝明天皇和歌 正親町三条実愛筆 文久元年（1861） 一幅 長井治氏

34 正親町三条実愛和歌書 文久元年（1861） 一幅 萩博物館

35 長井雅楽辞世書 文久3年（1863） 一幅 長井治氏

萩博物館　明治維新１５０年記念特別展 第２弾　　　　平成３０年（２０１８）１０月２７日（土）～１１月２５日（日）

長州ファイブ―幕末・海外留学生の軌跡―　出品目録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・展示順は、目録順と必ずしも一致しません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・資料番号にある「参考」は参考資料の略で、写真パネルで展示します。



参考5 久坂玄瑞肖像写真 一枚 山口県立山口博物館

36 久坂玄瑞書簡 前原一誠・入江九一あて 万延元年（1860） 一巻 京都大学附属図書館

37 江月斎日乗／久坂玄瑞 文久元年（1861） 一冊 京都大学附属図書館

38 長井雅楽弾劾建白書草稿／久坂玄瑞 文久2年（1862） 一幅 山口県立山口博物館

39 菊ヶ浜台場築造図屏風 文久3年（1863） 一双 長谷紀子氏（萩博物館寄託）

40 人体的異人図／森寛斎 元治元年（1864） 一幅 京都大学附属図書館

41 甲子兵燹図／前川五嶺・森雄山 二巻 京都大学附属図書館

42 下関戦争図 一幅 萩博物館

第４章　「長州ファイブ」、イギリスへ密航！
番号 作　品　名　／　作　者　等 年　代 員数 所　　　　蔵

43 伊藤博文書簡 来原良蔵あて 万延元年（1860） 一巻 徳富蘇峰記念館

44 周布政之助肖像 一面 山口県立山口博物館

45 佐藤貞次郎筆記 一冊 山口県文書館

参考6 浦日記　より　長州藩沙汰書 井上馨・井上勝・山尾庸三あて 文久3年（1863） 一枚 山口県文書館

46 周布政之助詩書 遠藤あて 文久3年（1863） 一幅 山口県立山口博物館

47 日本政記／伊藤博文・井上馨帙裏書 文久3年（1863）
五冊
一枚

山口県立山口博物館

48 改正増補 英和対訳袖珍辞書／堀達之助 慶応2年（1866） 一冊 萩博物館

49
井上馨書簡（井上勝・遠藤謹助・山尾庸三・伊藤博文と連名）
毛利登人・楢崎弥八郎・周布政之助・木戸孝允あて

文久3年（1863） 一巻 国立国会図書館憲政資料室

50 御開港横浜之全図／橋本玉蘭斎 万延元年（1860）頃 一舗 横浜みなと博物館

51 横浜波止場 一枚 横浜みなと博物館

52 再改横浜風景〔右半分〕／橋本玉蘭斎 文久元年（1861） 一幅 萩博物館

53 ホワイト・アッダー号とペガサス号の図〔複製〕 一面 旧伊藤博文金沢別邸

54 油彩画 ホワイト・アッダーとペガサス 昭和35年（1860）頃 一面 横浜みなと博物館

55 長州藩英国密航留学生写真（渡辺蒿蔵アルバムより） 1863年頃 一葉 萩博物館

56 五代友厚・堀壮十郎ほか写真（山尾庸三アルバムより） 1865年頃 一葉 萩博物館

57 伊藤博文遺品 イギリス製手帳 1864年頃 一冊 入江泰雄氏蔵（萩博物館寄託）

参考7 諸記録綴込　より　長州藩沙汰書 井上馨・伊藤博文あて 元治元年（1864） 一枚 山口県文書館

終章　「長州ファイブ」、それぞれの道へ
番号 作　品　名　／　作　者　等 年　代 員数 所　　　　蔵

58 太政官制札 明治元年（1868） 一面 萩博物館

参考8 井上馨写真 明治13年（1880） 一枚 宮内庁三の丸尚蔵館

59 鹿鳴館 貴夫人慈善会図／楊洲周延 明治17年（1884） 三枚続 山口県立萩美術館・浦上記念館

参考9 伊藤博文写真 明治13年（1880） 一枚 宮内庁三の丸尚蔵館

60 伊藤博文書簡 山尾庸三あて 明治17年（1884） 一通 萩博物館

61 伊藤博文遺品 金縁眼鏡 一掛 山口県立山口博物館

62 帝国万歳 憲法発布略図／楊洲周延 明治22年（1889） 三枚続 山口県立萩美術館・浦上記念館

参考10 山尾庸三写真 明治13年（1880） 一枚 宮内庁三の丸尚蔵館

63 虎乃門夕景／小林清親 明治13年（1880） 一枚 山口県立萩美術館・浦上記念館

参考11 井上勝写真 明治13年（1880） 一枚 宮内庁三の丸尚蔵館

64 鉄道開業新橋夜景図／歌川芳虎 明治5年（1872） 三枚続 山口県立萩美術館・浦上記念館

参考12 遠藤謹助写真 明治13年（1880） 一枚 宮内庁三の丸尚蔵館

65 浪花繁栄東堀鉄橋図／松光斎長栄 明治3年（1870） 三枚続 山口県立萩美術館・浦上記念館

小特集　長州藩、蘭学から英学へ
番号 作　品　名　／　作　者　等 年　代 員数 所　　　　蔵

参考13 大村益次郎肖像写真 一枚 萩博物館

66 活版兵家須知戦闘術門／大村益次郎　　　　　　　 慶応3年（1867） 三冊 萩博物館

67 兵家須知戦闘術門／大村益次郎　　　　　　　 明治元年（1868） 六冊 萩博物館

68 オランダ語翻訳原稿／大村益次郎 明治元年（1868）頃 一幅 萩博物館

69 蘭和字引／中島治平 一冊 中嶋健二氏（萩博物館寄託）

70 英和字引／中島治平 安政5年（1858） 一冊 中嶋健二氏（萩博物館寄託）

71 英国志 文久元年（1861） 五冊 萩博物館

参考14 木戸孝允写真 慶応3年（1867） 一枚 萩博物館

参考15 渡辺蒿蔵写真 1869年頃 一枚 萩博物館

72 木戸孝允書簡 渡辺蒿蔵あて 慶応3年（1867） 一巻 萩博物館


