








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第23回　明治美術再見Ⅳ　記録の芸術―山本芳翠とその時代）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1
相州観音崎灯台

（『明治初年横須賀写真帖』のうち）
撮影者不詳 一点 明治2年（1869） p. 9

2
房州野島ヶ崎灯台

（『明治初年横須賀写真帖』のうち）
撮影者不詳 一点 明治3年（1870） p. 9

3
造船所御雇仏人住舎

（『明治初年横須賀写真帖』のうち）
撮影者不詳 一点 慶応4年（1868） p. 10

4
製鉄所構内之景

（『明治初年横須賀写真帖』のうち）
撮影者不詳 一点 明治3年（1870） p. 10

5
重荷昇降機械

（『明治初年横須賀写真帖』のうち）
撮影者不詳 一点 明治4年(1871） p. 10

6
六十馬力運送船造営之景

（『明治初年横須賀写真帖』のうち）
撮影者不詳 一点 明治5年（1872） p. 10

7
向山御旅館

（『明治初年横須賀写真帖』のうち）
撮影者不詳 一点 明治5年（1872） p. 10

8
第一国立銀行（「各種写真　明治初年各地風

景　江戸城　東京市内　其他」のうち）
内田九一 一点 明治5年頃（1872頃） p. 11

9
開成学校開業式之景（「各種勝景　明治初年

各地風景　新潟県下　京都　大阪」のうち）
撮影者不詳 一点 明治6年（1873） p. 11

10
大阪造幣寮（「各種勝景　明治初年各地風景

新潟県下　京都　大阪」のうち）
撮影者不詳 一点 明治5年頃（1872頃） p. 12

11
王子村抄紙会社（「各種勝景　明治初年各地

風景　皇城釣橋其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治8～9年頃（1875～76頃） p. 12

12
品川停車場（「各種勝景　明治初年各地風景

皇城釣橋其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治10年頃（1877頃） p. 12

13
陸軍士官学校（「各種勝景　陸軍士官学校

山形県下　其他」のうち）
横山松三郎？ 一点 明治11年頃（1878頃） p. 13

14
大阪砲兵工廠　（「各種勝景　仙台　大阪

地方長官　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治10年代 p. 14

15
大阪紡績会社（「各種勝景　仙台　大阪　地

方長官　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治16年頃（1883頃） p. 14

16
帝国大学理科大学（「各種勝景　仙台　大阪

地方長官　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治21年頃（1888頃） p. 14

17

小笠原島父島ノ内大村セームスチュクラーブ

居宅（「各種勝景　明治初年各地風景　皇城

釣橋其他」のうち）

松崎晋二 一点 明治8年（1875） p. 15

18
札幌麦酒製造所開業式之景（「各種勝景　明

治初年各地風景　皇城釣橋其他」のうち）
武林盛一 一点 明治9年（1876） p. 15

19
札幌葡萄酒製造所開業式之景（「各種勝景

明治初年各地風景　皇城釣橋其他」のうち）
武林盛一？ 一点 明治9年（1876） p. 16

20
札幌製糸場開業式之景（「各種勝景　明治初

年各地風景　皇城釣橋其他」のうち）
武林盛一？ 一点 明治9年（1876） p. 16

21
札幌紡織場第二製糸室（「各種勝景　明治初

年各地風景　皇城釣橋其他」のうち）
武林盛一 一点 明治10年代 p. 16

22
札幌紡織場製糸器械室（「各種勝景　明治初

年各地風景　皇城釣橋其他」のうち）
武林盛一？ 一点 明治10年代 p. 16

23 富士山図
佐々木道介、

本多錦吉郎
十四点 明治19年頃（1886頃） p. 17-19

25
羽前国南置賜郡山上村刈安隧道

（「各地勝景　秋田山形諸県」のうち）
撮影者不詳 一点 明治14年頃（1881頃） p. 28

26

南置賜郡栗子新道線内刈安隧道西口（「各種

勝景　陸軍士官学校　山形県下　其他」のう

ち）

撮影者不詳 一点 明治10年代 p. 28

27
羽前国南村山郡下桜田村常磐橋（「各地勝景

秋田山形諸県」のうち）
撮影者不詳 一点 明治14年頃（1881頃） p. 30

28
南村山郡下桜田村常磐橋（「各種勝景　陸軍

士官学校　山形県下　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治10年代 p. 30

29 栗子山隧道図 高橋由一 一面 明治14年（1881） p. 29



30

福島県管下岩瀬郡須賀川産馬会社（「各種勝

景　明治初年各地風景　皇城釣橋其他」のう

ち）

撮影者不詳 一点 明治9年（1876） p. 31

31
福島県管下安積郡桑野村開成館（「各種勝景

明治初年各地風景　皇城釣橋其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治9年（1876） p. 31

32
猪苗代湖疎水工場 （「各種勝景　陸軍士官学

校　山形県下　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治15年頃（1882頃） p. 31

33
猪苗代湖疎水工場 （「各種勝景　陸軍士官学

校　山形県下　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治15年頃（1882頃） p. 31

34-1 桜島農夫之踊（九州・琉球巡視記録画連作） 山本芳翠 一面 明治21年（1888） p. 32

34-2
琉球中城之東門

（九州・琉球巡視記録画連作）
山本芳翠 一面 明治21年（1888） p. 33

34-3
宗元寺舜天王之廟

（九州・琉球巡視記録画連作）
山本芳翠 一面 明治21年（1888） p. 32

34-4
琉球東城旧跡之眺望

（九州・琉球巡視記録画連作）
山本芳翠 一面 明治21年（1888） p. 33

34-5 那覇港之景（九州・琉球巡視記録画連作） 山本芳翠 一面 明治21年（1888） p. 34

37
熊本天守台ヨリ西南方向（「西南役写真帖

八代口・植木口・熊本口」のうち）
長谷川吉次郎 一点 明治10年（1877） p. 35

38

熊本県下肥後国芦北郡水俣郷日当野村ノ内平

野山ヨリ東南方向（「西南役写真帖　水俣

口」のうち）

上野彦馬 一点 明治10年（1877） p. 35

39
鹿児島岩崎谷士族鮫島元吉邸内ヨリ西南方向

（「西南役写真帖　鹿児島口」のうち）
上野彦馬 一点 明治10年（1877） p. 35

40

兵庫県赤穂郡赤穂町ノ内中村市街（「各種写

真　大和、兵庫水害　名古屋城　其他」のう

ち）

撮影者不詳 一点 明治25年（1892） p. 36

41
兵庫県赤穂郡赤穂町警察署「各種写真　大

和、兵庫水害　名古屋城　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治25年（1892） p. 36

42
備中国賀陽郡大井村大字粟井「各種写真　大

和、兵庫水害　名古屋城　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治25年（1892） p. 36

43 磐梯山破裂之図 山本芳翠 一面 明治21年（1888） p. 37

44 明治二十七八年戦地記録図 山本芳翠 十五面 明治27～28年（1894～95） p. 38-41

45 唐家屯月下歩哨図 山本芳翠 一面 明治39年（1906） p. 42

46 遼陽附近写生図 山本芳翠 十二点 明治37年（1904） p. 43-44

47
博覧会鯱之図（「各種写真　明治初年各地風

景　江戸城　東京市内　其他」のうち）
内田九一？ 一点 明治5年（1872） p. 45

48
東京向島桜之景（「各種写真　明治初年各地

風景　江戸城　東京市内　其他」のうち）
内田九一？ 一点 明治5～6年頃　（1872～73頃） p. 46

49
東京寸三田川之舟（「各種写真　明治初年各

地風景　江戸城　東京市内　其他」のうち）
内田九一 一点 明治5～6年頃　（1872～73頃） p. 46

50 民間之宴席（「各地写真帖」のうち） 小笠原忠忱 一点 明治30年前後（1897前後） p. 47

51 飴売（「各地写真帖」のうち） 徳大寺公弘 一点 明治30年前後（1897前後） p. 47

52 人畜共農功（「各地写真帖」のうち） 撮影者不詳 一点 明治30年前後（1897前後） p. 47

53 浜離宮鴨場（「各地写真帖」のうち） 戸田氏共 一点 明治30年前後（1897前後） p. 48

54 通運丸之進行（「各地写真帖」のうち） 伊達宗陳 一点 明治30年前後（1897前後） p. 47

55 浅草公園（「各地写真帖」のうち） 本多実方 一点 明治30年前後（1897前後） p. 47

56
福島米沢間鉄道敷設（「各種写真　大和、兵

庫水害　名古屋城　其他」のうち）
撮影者不詳 一点 明治28年（1895） p. 47

57 水彩画帖 浅井忠ほか 一帖 明治31年（1898） p. 49-56

















































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・各展覧会図録中，作品名や作者，制作年などの表記は，図録発行当時のものです。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録の著作権はすべて宮内庁に属し，本ファイルを改変，再配

布するなどの行為は有償・無償を問わずできません。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録（PDF ファイル）に掲載された文章や図版を利用する場合

は，書籍と同様に出典を明記してください。また，図版を出版・放送・ウェブサイト・

研究資料などに使用する場合は，宮内庁ホームページに記載している「三の丸尚蔵館収

蔵作品等の写真使用について」のとおり手続きを行ってください。なお，図版を営利目

的の販売品や広告，また個人的な目的等で使用することはできません。 

 
















