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沿　　革

昭和48　9　　神戸市立図書館･博物館等調査委員会設置(523までに博物館部会を19回開催､視察調査を

6回実施)

50. 3　　同委員会博物館部会が｢神戸における博物館の基本構想｣を答申

52. 3　　東京銀行と同行神戸支店建物の博物館転用計画について合意

53. 4　　教育委員会事務局社会教育郡内に新中央図書館･博物館創設準備室を設置

7　　博物館資料収集協力員を委嘱(各区1名､計9名)

8　　神戸市立博物館創設準備会議を設置(以降7回開催)

54　6　　博物館展示計画検討会を設置(以降15回開催)

55　3　　東京銀行より同行神戸支店建物を受贈及び土地を買収

4　　博物館創設準備室と改称

4　　博物館創設担当参与に渡辺昭三就任

12　　改造及び新築工事､着工

57.3　　竣　工

4　　神戸市立博物館条例公布

4　　博物館組織発足

4　　館長に井尻昌一前助役就任

7　　神戸市立博物館規則公布

11　神戸市立博物館条例及び規則施行

11　開館記念式典､一般公開

11　南蛮美術館､考古館閉館

11-12開館記念特別展｢海のシルク･ロ-ド｣開催

58 1-2受贈記念特別展｢繭披松太郎氏収集　古地図の世界｣開催

2　　神戸市立博物館規則一部改正(博物館協議会)

2　　副館長に壇上重光就任

2　　神戸市立博物館協議会を設置

4-5第3回特別展｢神戸の文化財｣開催

8-9第4回特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん｣開催

10-11第5回特別展

59　4-5第6回特別展

8-9第7回特別展

10-11第8回特別展

12　　第9回特別展

60　6-8第10回特別展

8-9第11回特別展

ll-12第12回特別展

61 1-2第13回特別展

4-5第14回特別展

6-7第15回特別展

7-8第16回特別展

62. 1-2第17回特別展

｢古地図にみる世界と日本｣開催

｢眼鏡絵と東海道五拾三次展｣開催

｢中国蘇州年画展｣開催

｢更紗の世界展｣開催

｢ヨーロッパのジュェリー展｣開催

｢中国五千年の秘宝展｣開催

｢秘蔵の至宝を一堂に　展｣開催

｢高句選文化展｣開催

｢桃山時代の祭礼と遊楽｣開催

｢ワーダペ写真展｣開催

｢西洋の風景展｣開催

｢狩人の夢｣開催

｢挺る幕末写真展｣開催

4-5第18回特別展｢日本絵画名作展｣開催

6-7第19回特別展｢神戸はじめ物語展｣開催

8-9第20回特別展｢ジョルジュ･ビゴー展｣開催

10-11第21回特別展｢明治のガラス展｣開催
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63　4-5第22回特別展｢ジャワ更紗展｣ ｢江戸城壁画の下絵｣開催

6-7第23回特別展｢中世を旅する聖たち展｣開催

10-12第24回特別展｢アイルランド･チェスター･ピーティー･コレクション日本絵画名作展｣開催

平成元　2-3第25回特別展｢神戸ゆかりの巨匠たち展｣開催

4-5第26回特別展｢桂杯百景展｣開催

7-9第27回特別展｢大三彩展｣開催

9-11第28回特別展｢松方コレクション展｣開催

11　　井尻昌一館長退任

12-2　受贈記念特別展｢秋岡古地図コレクション名品展｣開催

2. 2-3受贈記念特別展｢小磯良平展｣開催

2　4　　名誉館長に宮崎辰雄前市長就任

船田史郎事務局長､副館長を兼務

7-9第31回特別展｢THEぴぃどろ展一江戸時代のガラス･粋と美-｣開催

10-11第32回特別展｢手塚治虫展｣開催

11-12第33回特別展｢没後100年記念チャールズ･ワ-グマン展｣開催

3　2-3第34回特別展｢隠元禅師生誕400年記念　隠元禅師と黄葉宗の絵画展｣開催

4-5第35回特別展｢ルイス･ C ･ティファニー展｣開催

7-9第36回特別展｢ポスター芸術100年展｣開催

9一一10第37回特別展｢神戸市立博物館名品100選｣開催

10-12第38回特別展｢ジャン二･ベルサーチ衣裳文化展｣開催

4. 2-3第39回特別展｢南蛮見聞録｣開催

3　　壇上重光副館長･船田史郎副館長兼事務局長退任

4　　副館長兼事務局長に林伸次郎就任

4-5第40回特別展｢中国明清名画展｣開催

5　　副館長に崎山昌贋就任

6-7第41回特別展｢正倉院の故郷一中国の金･銀･ガラス展｣開催

10-12第42回特別展｢森英恵とバリオートクチュ-ル｣開催

5. 1-3第43回特別展｢銅鐸の世界｣開催

2 20開館10周年記念講演会(講師　陳舜臣民)開催

3-5第44回特別展｢ルーヴル美術館200年展｣開催

5-6第45回特別展｢花と烏たちのパラダイス展｣開催

アーバンリゾートフェア'93｢トーマス･マックナイト展｣開催

7-9第46回特別展｢栄光のオランダ絵画と日本展｣開催

アーバンリゾートフェア神戸'93

｢アーキテクチェア･フェアKOBE･タイムトンネル神戸展｣開催

9-10アーバンリゾートフェア神戸'93 ｢印象一神戸絵画展｣開催

11-12第47回特別展｢太山寺の名宝展｣開催

6　2-4第48回特別展｢アイルランド国立美術館展｣開催

6-7第49回特別展｢装飾古墳の世界｣開催

7-9第50回特別展｢鎖国･長崎貿易の華｣開催

10-11第51回特別展｢横山大観･重出春草展｣開催
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事業概要

平成6年lBIの事業報告として神戸朽立博物館年報第12号を発行する運びとなりましたo神戸71JIT博物紺は､

1982年(昭和57年) 11月それまであった神戸印立南蛮柔術配すと考古館を統合して､人文系の博物鮒として発

足しました｡

以来毎年4-5回の特別展を開催してきましたが､平成6年度で､ 50回を越える特別展を開催したことに

なりますo

平成6年度の特別展は｢装飾-lJ_TJ鳩の世界威｣ ｢鎖国･長崎貿易の華展｣ ｢横山大観･菱田春草屈｣でした｡

ほかに｢秦の始皇柏とその時代展｣を開催する予定でしたが､開催数日前に阪神･淡路大窟災が発生し､キャ

ンセルとなりましたo作品が当館に搬入される直前でしたのであやうく損傷や破損を逃れましたo

また､企画展は｢装飾須恵器展｣ (前年度より引続く) ｢海と川の神戸展｣ ｢港町絵図と船の路展｣ ｢和鏡の

文様屈｣受贈記念企画展上川庄二郎コレクション｢明治鉄道錦絵屈｣ ｢南蛮美術名品展｣ ｢江戸時代の名所巡

覧屈｣でした｡

ギャラリーでは｢神戸ゆかりの芸術家たち展｣ (2回) ｢李庚水墨画展｣ ｢実効聖空展｣を開催いたしました｡

また､普及事業として毎年夏休み歴史散歩や土器づくり教室を博物館独白の事業として実施していますが､

今年度は新しく6人の学芸員による教養講睦｢神戸学講座｣を開催いたしましたo残念ながら､途中第4lF_]]

目以降がl'J71述の地震…で中lLとなりました｡

また例年のシャンソン･邦楽サロン(一部地富で巾止となりましたが)のような共催事業も実施しました.

主な新賃料としては､古地図の分類でブラウン&ホーへンベルク　mt界郡rl]'図帳｣を､東西交渉の分類で

｢切子藍色被せガラス栓付瓶｣を収集いたしました｡

所蔵資料の館外貸出は49件278点､特別利用は599件1971点でしたo

平成6年度の開館目数は地質による影響で､特別展123E]常設展99日計222日でしたo入館者数で見ますと､

平成6年度の常設展の入館者は､ 22,589人で､特別展の入館者85,429人の計108,016人でしたoまた､普及事業

による入鱈名は6,059人でしたo

この年報によって平成6年度の事業の現状を少しでもご理解いただければ幸いです.
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事業概要
1特別展示

(1)第49回特別展

装飾古墳の世界

･内　　容/

紀元5-6世紀ころ､北部九州をはじめ日本の各地で墓室の中に色鮮やかな彩色や線刻で壁画を描いた

り､石棺などに浮き彫りをほどこした装飾古墳が造営されていたことは古くから知られている｡また､昭

和47年(1972)奈良県高松塚古墳から中国の壁画墓の影響を強く受けたと思われる撃選な壁画が発見され

るや､国民の関心は一段と高まってきましたが､考古学･柔術史学なとからの研究はあまり進んでおらず､

国民の関心に応えているとは言えないのが実情である｡

本展では､考古学､歴史学､美術史学､宗教学､思想史､神話学などさまざまな角度から光をあてて研

究した最近の成果と､装飾古墳以前の縄文･弥生時代の絵画資料や､おなじ古墳時代の造形美術である埴

輪といった美の原点ともいえる原始芸術をもあわせ､仏教美術受容以前の日本美術､ひいては今日の日本

文化の基層を成す古代文化を紹介した｡

･会　　期/平成6年6月4日仕)～7月17日伯)

･会　　場/特別展示室　1､南蛮美術館室､特別展示室　2､ギャラリー､ホール

･主　　催/神戸市立博物館､朝日新聞社

･後　　援/文化庁､朝日放送

･特別協力/国立歴史民俗博物館

･入会宮料(当日･一般) 1200円

･開催日数/38日間

･入館者数/20,679人(544人/日)

･出品点数/150点

･イベント

①　記念シンポジウム　平成6年6月18日仕)於　神戸朝日ホール

｢土器絵画から高松塚まで｣

-なぜ､畿内では彩色の装飾古墳がつくられなかったのか-

②　特別講演　　　　　平成6年7月2日仕)於　博物館地階講堂

｢装飾古墳の系譜｣

講師　町田　章　奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部長
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熊本県釜尾古墳の壁画(現状図)　日下八光氏模写

熊本県釜尾古墳の壁画(復元図)　日下^光氏模写

1

【装飾古墳へのいざない】

日本の舌代国家形成以前の5-6世紀ころ､墓室の中に華やかな

影色や繰別の壁画をもつ装師苗場か､北部九州をはじめとする

E]本列島各地に現われます(,それL,ほいずれも死者の眠りを的けるものが

ないよう､また死者が無事来世にたとりつけるようにとの祈りをこめて描

かれ､彫刻されたもので､まさに日本絵画史の】 51-を飾るものです｡きりに

8世紀の亭刀め､中国の壁LrJ墓の影響を強く受けた高松嫁占LLlのような華

連な壁画古墳も出現しますD

この展覧会では､E]頃は保存のため目にすることのできない奈良県高

松塚古墳をはじめ､福岡県王塚古墳､同五郎山古墳､茨城県東塚占

墳なとiEl力ある実物大石室は型を多数展示します.また､文化庁が永

年にわたり､東京芸tiT大学名誉教授E]下八光氏に依栢して製作した

装飾古墳の壁画模写､これらの古鳩から出土した良否li遺物など､全

国の装飾古墳関係瞥料を一堂に塊めるとともに､E]本条全面の蔽流である

縄文､弥生時代の総画蛮料や､中国唐墓の壁画や高句麗の壁画墓模写

もあわせて展示し､ありゆる的鑑から光をあてて装飾古墳の.削こせまりま

す｡仏教美術以荊の架明鞘の日本の桧酎こ接するとともに､古土ElのiibLirJ

から古代人の心にもふれ､今E]のLj本文化のあり方についてL聖材を深め

ていただきたいと㍍います｡

【主要な展示品】

●装飾古墳石室横型[熊本県千金甲1号項､福岡県王塚古墳.

同五郎山古墳､茨城県虎噂古墳,奈良県高松土筆古墳など]

●装飾古墳壁画模写《日下^光氏模写〉 [熊本県釜尾古J*､福

岡県王頓古墳､同竹原古墳､同珍敷頓古tIL佐賀県EEl代太

EE]古墳.福島県有戸退古墳など]

4装飾古墳の出土品[福岡県王頓古墳出土品､奈良県高松頓

古墳出土品､福島県中EB輸穴出土品などj

e装飾古墳以前の絵画関係資料[兵庫県桜ケ丘遺跡出土銅鐸､

愛知県亀壕遺跡出土の人の顔を描いT=土器､奈良県佐味EEl

雪上葦古墳出土家層文規､同新山古墳出土直弧文鎌など]

+その他[熊本県広涌古墳などの装飾のある石棺材,装飾古

墳に描かれたものを表現した形象埴輸L高松塚古墳壁画模

写､高句欝古墳の壁画陳写､唐代壁画圭の壁画模写など]

装飾舌境の出土品(福岡県王塚古墳出土の馬具)

①記念シンポジウム

日時　平成6年6月1B日吐)13時～17時

t宗所　神戸朝日ホ-ル

土器絵画から高松塚まで
-なぜ､軌内では影色の装飾古鏡が

つくられなかったのか-

◇ ｢壁画古墳の時代の東7ジア情勢｣

J:EE]正昭　大阪女子大学学長

◇ ｢装飾古墳とF.松嘩｣

稽熊　兼勝　奈良国立文化財研究所

埋名文1ヒ朗セノクー研究柏ヰ鵠長

◇ ｢朝鮮半島の古鳩壁画｣

西谷　正　　九州大学戟横

◇ ｢装飾を持つ古瑞､持たない古壌｣

白石太一が　国立歴史見附等功糾細見鞘長

◇ ｢古代人か桧を画くということ｣

佐原　東　　国立歴史民俗博物館副館長

○コーディネーター

高橋　徹　　朝日新聞編集委邑

楽托講希望の方は､往後はかさに住所･氏名･電話

番号を明;己のうえ､T記までお申し込みTさい.(6

月7日必君).抽選で50)名を転料招待いたしますo

〒530-11大阪市北区中之島3T目2番4号

朝日薪碍h rSB古畑の世界展ノンポソウL｣孫あて

②特別講演
日時　平成6年7月2日吐日4時から

場所　神戸市立博物BE地悔講堂

講師　町EZ]章　票ji日立文化相相中bi甜莞M査召長

演題　装飾古墳の系譜
※低講希望の方はL　当日会場に直接お越しください.

桔講無料(入館料要)
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展示資料目録
展示期間が長期にわたるため､会場により展示資料に一部変更がありますのでご了承

ください｡

㊥印は国宝､ ◎印は書要文化財､ ●印は県指定文化財であることを示します.

Bは長さ､ hは高さ､ Wは帳､ dは径を表します｡

等号名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　所蔵　　　　　　　　　　　　且歎

福岡県王塚古墳横穴式石室復元模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　内法　A615m､ h385m国立歴史民俗博物館

熊本県千金甲1号墳横穴式石室模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5-6世紀　　　　内法　2306m､ h244m国立歴史民俗博物館

福岡県五郎山古墳横穴式石室模型(部分)　　　　　　　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　内法　W355m､ h4 15m国立歴史民俗博物館

福岡県竹原古墳横穴式石室模型(部分)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　内法　W21m､ h35m　馬事文化財EZl･馬の博物館

福岡県珍赦塚古墳横穴式石室模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　内法　253m､ W20m　国立歴史民俗博物館

熊本県鍋田27号横穴外壁の浮き彫り模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　W260m､ h2 19m

茨城県虎塚古墳鏡穴式石室模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6-7世紀　　　　内法　238m､ h135m

福岡県珍敷塚古墳　後室輿壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h150cm､ W221cm　　　　国立歴史民俗博物館

福岡県珍敷塚古墳　後室奥壁の壁画復元EZl E]下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　h151cm､ W223C仇　　　国立歴史民俗博物館

10　佐賀県EHi:太E]古墳　後室奥壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h117crn､ W233cm　　　　国立歴史民俗博物館

11佐曳県田代太EE]古墳　後室輿蟹の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h134cm, W226cJ)　　　国立歴史民俗博物館

12　福岡県王塚古墳　前室輿壁左側の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　hl16cm､ wlllcm　　　　国立歴史民俗博物館

13　福岡県王塚古墳　前書奥壁左側の壁画復元図　EI下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　　hlOOen､ wlO7cm　　　　国立歴史民俗博物館

14　福岡県王塚古墳　前室奥壁右側の壁画複写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　hlO3cTn､ W132cm　　　　国立歴史民俗博物館

15　福岡県王塚古墳　前宝典壁右側の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h99ctn､ wlO5cm　　　　国立歴史民俗博物館

16　福岡県王塚古墳　後室前蟹下部の壁画復元EEl　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h148cm､ W298cm　　　　国立歴史民俗博物館

17　福岡県王塚古墳　後室左側壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h15Ocrn､ W391cJn　　　　国立歴史民俗博物館

18　福岡県王塚古墳　後室左側壁の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h150cm､ W386cJn Ea立歴史民俗博物館

19　福岡県王塚古墳　後室右側壁の壁画模写　E]下^光氏模写　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h156cm､ W410cm　　　　国立歴史民俗博物館

20　福岡県王塚古墳　後室右側壁の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　h150cm､ W386cJn　　　国立歴史民俗博物館

21福岡県垂足古墳　後室輿壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h210cm､ W340qn　　　　国立歴史民俗博物館

22　福岡県董定古墳　後室右側壁下部の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　6世紀　　　　　　h156cm､ W386m　　　　国立歴史民俗博物館

23　福岡県竹原古墳　後室輿壁の壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h148cJn､ W205cm　　　　国立歴史民俗博物館

24　福岡県竹原古墳　前茎輿壁右側の壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h89cm､ wlO9cm　　　　国立歴史民俗博物館

25　福岡県竹原古墳　前宝典壁右側の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　　hl17eJn､ W90cm　　　　国立歴史民俗博物館

26　福岡県竹瞭古墳　前宝典壁左側の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　h90cm､ wgOcJn　　　　国立歴史民俗博物館

27　福岡県E]ノ岡古墳　玄室奥壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h195cJn､ W214cm　　　　国立歴史民俗博物館

28　福岡県目ノ岡古墳　玄室奥壁の壁画復元図　Ej下八光氏模写　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h195cm, W214皿　　　　国立歴史民俗博物館

29　福岡県Elノ岡古墳　玄室石側壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　h200cm､ W432cm　　　国立歴史民俗博物館

30　福岡県古材古墳　後室奥壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　h170cm､ W125cm　　　国立歴史民俗博物館

31福岡県鳥船塚古墳　玄室奥壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h112cm､ W148czn　　　　国立歴史民俗博物館

32　福岡県五郎山古墳　後室奥壁下部の壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h144cJn､ W273cm　　　　国立歴史民俗博物館

33　福岡県五郎山古墳　後室奥壁下郡の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　6世紀　　　　　h139cJn､ W268cm　　　国立歴史民俗博物館

34　福岡県五郎LIJ古墳　後室右側壁上部の壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　6世紀　　　　　　hl19cJn､ W164cJn　　　　国立歴史民俗博物館

35　福岡県五郎LLl古墳　後室奥壁上部の壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　hllOcm､ wl29ctn　　　国立歴史民俗博物館

36　福岡県五郎山古墳　後掌典撃上郡の壁画復元図　日下八光氏模写　　　　　　　　6世紀　　　　　hllOcTB､ W128cm Eg立歴史民俗博物館

37　福岡県塩花壕古墳　後室奥壁の壁酎呉写　El下^光氏模写　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h259crn､ W186cm　　　　国立歴史民俗博物館

38　大分県日EEl穴観音古墳　前書左側壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　6世紀　　　　　h141cm､ W182cJn Eg立歴史民俗博物館

39　大分県日田六校音古墳　前書右a憎の壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　6世紀　　　　　　h91cTn､ W218cm　　　　国立歴史民俗博物館

40　熊本県チプサン古墳　石棺内壁正面中央と右側の壁画模写　E]下八光氏模写　　　6世紀　　　　　hlOOcrn､ wl19cm　　　国立歴史民俗博物館

41熊本県チプサン古墳　石棺内壁右側面の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　6世紀　　　　　hlOOcm､ wlO4cm　　　国立歴史民俗博物館

42　熊本県釜崖古墳　後室石屋形奥蟹の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　6世紀　　　　　　hl19cm､ W311on　　　　国立歴史民俗博物館

43　熊本県釜尾古墳　後室石崖形奥壁の壁画復元図　E]下八光氏模写　　　　　　　　6世紀　　　　　　hl18m､ W310cTn　　　　国立歴史民俗博物館

44　福島県瀬戸迫76号横穴　奥壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　7世紀　　　　　h177cm､ W215Ⅷ　　　国立歴史民俗博物飽

45　福島県羽山1号横穴　奥壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　　7世紀　　　　　h127cm､ W235cm　　　国立歴史民俗博物館

46　福島県泉崎4号横穴　奥壁の壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　　　　　7世紀　　　　　　h179cm､ W191cE)　　　国立歴史民俗博物館

47　福島県泉崎4号横穴　右側壁の壁画模写　日下八光氏模写　　　　　　　　　　7世紀　　　　　h168cm､ W193cm　　　国立歴史民俗博物館

48　福島県泉崎4号横穴　左側壁d)壁画模写　E]下八光氏模写　　　　　　　　　　7世紀　　　　　h168cm､ W192Ⅷ　　　国立歴史民俗博物館

49　河原石を刻んだヴィ-ナス像　愛娘県上黒岩岩陰遺跡出土　　　　　　　　　　縄文時代草創期　:≡:≡≡- bb45m　　　国立歴史民俗博物館

50　シ′カの絵のある縄文土器　北棒通日尻B遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　縄文時代中期　　　h470cm　　　　　　　南茅部町教育委且会

51精霊のモチ-フを貼りつけた縄文土器(複製)　神奈川県上ノ人B遺跡出土　　　縄文時代中期　　　h435cm　　　　　　　国立歴史民俗博物館

52　魚の絵のある縄文土器　長野県山ノ神遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　　縄文時代晩期　　　魚の長さ75cDl　　　　　飯山市教育委員会

53　舟をこぐ人や高い建物などの絵のある弥生土器(複製)　鳥取県稲吉角田遺跡出土弥生時代中期　　　d525cm　　　　　　　国立歴史民俗博物館

54　舟の絵のある弥生土器(複製)　奈良県唐古･鍵遺跡出土　　　　　　　　　　弥生時代中期　　　現存高28cm　　　　　　国立歴史民俗博物館

55　疾走するンカの給のある弥生土器　福岡県吉武高木遺跡出土　　　　　　　　　弥生時代前期　　　h680czn　　　　　　　福岡市教育委員会

56　入墨の顔を描いた弥生土器　愛知県亀塚遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　弥生時代後期　　　h265cm　　　　　　　安城市歴史博物館

57　鳥の姿をした司祭者の絵のある弥生土器(複製)　奈良県坪井遺跡出土　　　　弥生時代中期　　　h120m　　　　　　　国立歴史民俗博物館
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番号名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　所蔵　　　　　　　　　　　　色数

58　鳥の軍をした司祭者･シか船の栓の奉る弥生土器(複製)　奈良県清水風遺跡出土　弥生時代中期　　　三=…宇…ふ.t';2wB定言㌫　　国立歴史民俗博物館

59　楼閣を措いた弥生土器(複製)　奈良県唐古･鍵遺跡出土　　　　　　　　　　　　弥生時代中期　　　a h82皿､ b h70皿　　国立歴史民俗博物館

60　韓の絵のある弥生土器　大阪府地上･曽根遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　　弥生時代後期　　　h275m　　　　　　　　大阪府教育委員会

61㊥人物と動物の絵のある銅鐸〔桜ケ丘1号銅鐸〕　兵庫県桜ケ丘遺跡出土　　　　　弥生時代中期　　　h432cm　　　　　　　　神戸市立博物館

62㊥シカの絵のある銅鐸〔桜ケ丘2号銅鐸〕　兵庫県桜ケ丘遺跡出土　　　　　　　　弥生時代中期　　　h426血　　　　　　　　神戸市立博物館

63　シカの桧のある銅鐸(複製)　大阪府恩智遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　　弥生時代中期　　　h441czn　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

64㊥人物と動物の絵のある銅鐸〔桜ケ丘5号銅鐸〕　兵庫県桜ケ丘遺跡出土　　　　　弥生時代中期　　　h396ezn　　　　　　　　神戸市立博物館

65㊥人物と動物の絵のある翁鐸〔桜ケ丘4号銅鐸)　兵庫県桜ケ丘遺跡出土　　　　　弥生時代中期　　　h42.6cm　　　　　　　　神戸市立博物飽

66　人物と動物の絵のある銅鐸(複製)　伝書Jrl県出土　　　　　　　　　　　　　　　弥生時代中期　　　h427czn　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

67　イノシシの絵のある銅鐸(複製)　三重県横山遺跡出土　　　　　　　　　　　　弥生時代中期　　　h394czn　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

68　矢を負ったシカの絵のある窮鐸(辰馬418号銅鐸〕 (複製)　出土地不詳　　　　　　弥生時代中期　　　h391cm　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

69　武器を持った人物の絵のある銅鐸(接製)　奈良県石上出土　　　　　　　　　　弥生時代～後期　　h58.1cm　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

70　狩猟文鏡(複製)　伝群馬県出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4世紀　　　　　　d182czn　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

家屋文鏡(複製)　奈良県佐味田宝塚古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　　4世紀　　　　　　d229cm　　　　　　　　宮内庁

72　直弧文錬(複製)　奈良県新山古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4世糸己　　　　　　d28Oczn　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

73　直弧文鏡　奈良県新山古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4世紀　　　　　　d210cm　　　　　　　　宮内庁

74　直弧文鎮　奈良県新LLJ古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4世紀　　　　　　d264cm　　　　　　　　宮内庁

75　号m帯文を彫刻した石(複製)　岡山県楯築墳丘墓出土　　　　　　　　　　　　　弥生時代後期　　　D90cm､ W92センチ､ h30cm国立歴史民俗博物館

76　弧帯文を彫刻した石(複製)　岡山県確築墳丘碁出土　　　　　　　　　　　　　　弥生時代後期　　　061くれW30センチ､ h16cn国立歴史民俗博物館

77　弧帯文を彫刻した円板(複製)　奈良県鍵向石塚古墳出土　　　　　　　　　　　　3世紀　　　　　　W196cn　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館

78　弧甫文を彫刻した木製品　奈良県碓向遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　3世紀　　　　　　2231cE)　　　　　　　　桜井市教育委員会

79　シカの絵のある円筒埴輪　栃木県塚山古墳ttl土　　　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　h51cm　　　　　　　　　栃木県立博物館

80　へラ描垂の絵のある円筒埴輪　長野県新井原2号頒出土　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　h74cmはか　　　　　　　飯田市教育委員会

yカ狩りの絵のある大刀の埴輪　奈良県荒蒔古墳出土　　　　　　　　　　　　　　6世糸己　　　　　　h13Otn　　　　　　　　　天理市教育委員会

82　シノカ狩りの絵のある円筒埴輪　京都府水内古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　h20dTl　　　　　　　　　福知山商業高等学校

83　シカ狩りの絵のある円筒埴輪　滋賀県木村古gl出土　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　h33czT)　　　　　　　　蒲生町教育委員会

84　青句の絵のある円筒埴輪　京都府銚子山古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　h16m　　　　　　　　　網野町教育委旦会

85　船の絵のある円簡埴輪　京都府カJJネガ岳古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　h287dn　　　　　　　　京都大学文学那博物飴

86　船の絵のある円筒埴輪　奈良県唐音･鍵遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　W242cn　　　　　　　　　京都大学文学部博物館

87　人墨の顔を措いた円筒埴輪　群馬県下郷天神塚古墳出土　　　　　　　　　　　　　4世紀　　　　　　h648Qll　　　　　　　　群馬県埋蔵文化財謂査センター

88　葛の絵のある須恵器　憩　石川県西山9号墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h208czn　　　　　　　　石川県立歴史博物館

89　騎馬の人物と家屋の絵のある須恵器　岡山県壕ノ本古墳出土　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h86cm　　　　　　　　　東京国立博物館

90　騎馬の人物の絵のある須恵器　福岡県岩長浦I W1号墳出土　　　　　　　　　　6世紀　　　　　　h18cm　　　　　　　　　宇美町教育委員会

鏡の彫刻のある石棺材　熊本県長迫古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　0218cm､ h85cn　　　　東京国立博物館

92　枚(矢簡)などの緑刻のある石棺材　熊本県大嵐成東農古墳出土　　　　　　　　5世紀　　　　　　2122cm､ h51cm　　　　^代市立博物蛾未来の森ミュージアム

93　大刀の浮き彫りのある石棺材　斉蔦本県広浦古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　P106cm　　　　　　　　済々羊高等学校(熊本県立美術虎保管)

94　刀子(ナイフ)や鏡などの浮き彫りのある石棺材　熊本県広浦古墳出土　　　　　5世紀　　　　　　250cm　　　　　　　　　済々事高等学校(熊本県立美術蛙保管)

95　刀子(ナイフ) ･鏡なとの浮き彫りのある石棺材　熊本県広浦古墳出土　　　　　　5世紀　　　　　　091cm､ h62czn　　　　　京都大学文学部博物館

96◎福岡県王塚古墳の副葬品　福岡県王塚古墳出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　6世条己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8111教育委員会(京都国立博物館保管)一括

馬具　f字形鋭板付きの世　　　鏡板2218cm　　　　　　　　1線

馬具　剣菱形の杏葉　　　　　　　020 9czn～23 3cm　　　　　　　　5

馬具　十字文楕円形鏡板　　　　wlO6czn 1

馬具　わらび手文楕円形鏡板　　wllO皿

馬具　三幸文楕円形杏葉　　　　wlOctn

f　革具　壷短　　　　　　　　　　　h295cD l組

馬具　辻金臭　　　　　　　　　　最大径94cn　　　　　　　　16組

h　馬具　鞍金具　　　　　　　　　　前冶破A182皿､後輪哉A16441　1組

変形神獣鏡　　　　　　　　　　　d21 2cm

]　桂甲(小札をとじあわせた胃)の小札小札の最大長145【皿　　　　　一括

須恵器　杯　　　　　　　　　　E]径約15く皿

須恵半　杯の蓋　　　　　　　　　d約14cJn

須恵器　高杯　　　　　　　　　　h約13a]

須老器　堤瓶(水間)　　　　　　hl15皿

鎖の鈴　　　　　　　　　　　　　d26cm

金の耳輪　　　　　　　　　　　　d17cD

コハクなつめ玉　　　　　　　　　226ctz)

哩木の切子玉　　　　　　　　　　A17cTn､ 16cn

ガラスの管玉　　　　　　　　　　　224cm

土製の丸玉　　　　　　　　　　　d約1 6cn

正括寺(八女市教育委且会保管)

八女市教育委旦会

八女市教育委員会

八女市教育委旦会

974石人　武装した兵士　福岡県岩戸山古墳出土

98●石烏　福岡県岩戸山古墳出土

99◎較形の扇平石人　福岡県岩戸山古墳出土

㈹●石の牧(矢簡)　福岡県岩戸山古墳出土



時代　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　所蔵　　　　　　　　　　　負数

6世紀　　　　　笠のd58czn､柄の2160cm竜北町教育委真金

6世紀　　　　　h 188cE)　　　　　　竜北町教育委員会

6世紀　　　　　hl125m､ WllOcm　　　竹下　里氏

6世紀　　　　　h81cn､ W91cm　　　　拍旋市立歴史資料館

6 ･ 7世紀　　　　　　　　　　　　　　　相原市立歴史資料館

101石の蓋(きぬがさ)と柄　熊本県姫ノ城古墳出土

102　石の野(きしは)　熊本県姫ノ城古墳出土

103　大阪府高井田3-6号榛穴　羨道左壁の壁画拓本　船と人物

104　大阪府高井田2-12号横穴　羨道右壁の壁画(複製)帆船

105　大阪府高井田2 -12号横穴の土器

a　須恵器　杯　　　　　　　　　　El径137cm

b　須恵器　台付きの長男壷

C　土師器　かめ

106　大阪府高井田2 -59号構穴の土器

a　須恵器　杯

h21 8cm

口径144仇､ 92czD､ 94皿

口径13 7cm

梅原市立歴史資料館

須恵器　皿　　　　　　　　　　d152cm

C　須恵器　高杯

d　須恵器　堤瓶(水筒)

e　須恵器　はそう(水差し)

107　大阪府高井田3 -13号犠穴の土器

a　須恵器　杯

b　須恵器　杯の蓋

C　碩意器　つまみの付いた杯の蓋

h151cJn､ 137cm

h206cm､ 160cm

h155cm

口径10 3czu､ 10 0cm

径11 7cm､ 116cm

径127皿､ 116cm

相原市立歴史資料館

10B　茨城県虎塚古墳の副葬品　茨城県虎塚古墳出土

a　刀と鞘尻金具　　　　　　　　　238cm

b　鉾の石突(柄の鵡)　　　　　　2176(泊

刀子(ナイフ)　　　　　　　　A137cn

d　毛抜き状鉄製品

e　鎖鎌(鉄の矢じり)

茨城県幡6号横穴　玄室奥壁の壁画拓本

茨城県幡6号構穴　玄室右側壁の壁画拓本

茨城県幡6号坑穴　玄室右側壁の壁画拓本

茨城県幡12号横穴　玄室典壁の壁画拓本

29 5cm

最長11 cm

鳥と績

長いくちばしの鳥

船と馬

島と家

福島県中田横穴の副葬品　福島県中田税穴出土

a　珠文鏡　　　　　　　　　　　　d65cm

b　金めっさした耳輪　　　　　　　最大径33(刀

c　銅の釧(腕輪)　　　　　　　最大径66cm

d　コハクのなつめ玉　　　　　　　最大長28cn

ウの勾玉　　　　　　　　　最大長4 4皿

水晶の勾玉　　　　　　　　　　β24皿

g　碧玉の勾玉

h　ヒスイの勾玉

1　線色のガラス玉

j　紺色のガラス小玉

k　鉄の鉾先と石突

B28瓜1

最大長3 5czn

最大径1 4cm

最大径0 8cm

鉾A21 5cm

1鉄鍍(鉄の矢じり)　　　　　　最大長155cn

-n　金めっさした大給　　　　　　　h155皿､ dl15m

n　金めっさした香糞　　　　　　　　AIO3(加

金めっさした辻金具　　　　　　復元長53cn

金めっさした故具　　　　　　　B38cm

q　桐椀の蓋　　　　　　　　　　　d80m

114　宮城県山欄10号抜穴の須恵等

a　杯書　　　　　　　　　　　　　　d13cm

東北歴史資料館

学校法人･尽誠学園

芝山はにわ博物館

文化庁(群馬県立歴史博物館保管)

文化庁(鵬県唖題文化相如〃 -保管)

磐田市教育委員会

東京圏立博物館

東京圏立博物館

芝山はにわ博物館

東京国立博物館

四天王寺

芝山はにわ博物館

国立歴史民俗博物館

千薫県立房総風土記の丘

世紀　　　　　　h 15cE)

世紀　　　　　　　h64m

世紀　　　　　　hl16cm

世紀　　　　　　h132cm

世紀　　　　　　h 99皿

世紀　　　　　　h 39血

世紀　　　　　　h 46cm

世紀　　　　　　h l13czn

世紀　　　　　　h lO4cn

せき己　　　　　　h 126cm

世紀　　　　　　hl18cn

世紀　　　　　　英64 cm

世紀　　　　　　2128 5cm

世案己　　　　　　　h 69ql

115　宮城県山相15号横穴の須恵器　短現壷

116　双脚輪状文埴輪　香川県公文出土

1174常(さしは)の埴輪　千糞県殿塚古墳出土

118◎大刀の埴輪　群島県壕廻り4号墳出土

119◎盾の埴輪　群馬県壕廻り3号墳出土

120　弼(とも)の埴輪　静岡県堂LLJ古墳出土

121短甲の埴輪　宮城県経塚古墳出土

122　敬(矢簡)の横軸　神奈川県瀬戸ヶ谷古墳出土

123　家の埴輪　千糞県経僧塚古墳出土

124　帽子をかぶった男の埴輪　栃木県安塚古墳出土

125　馬に乗る男の埴輪　出土地不詳

126　垂女の埴輪　千葉県縫憎塚古墳出土

127　外洋を航海する船の埴輪(複製)　大阪府長原高廻り2号墳出土

128　水島の埴輪　千葉県車角寺101号墳出土



番号名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　所蔵　　　　　　　　　　　A歎

魚の埴輪　千葉県白桝遺跡出土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6世紀　　　　　h30cm　　　　　　　芝山はにわ博物館

奈良県高松塚古墳壁画模写　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7世紀末～8世紀初め　鮎際立文化杜仲究所飛鳥資料館

西壁　　　　　　　　　　　　　　h l13crn､ W266皿

北壁　　　　　　　　　　　　　　h l13cm､ wlO3cnl

東壁　　　　　　　　　　　　　　hl13仇､ W266cm

)31奈良県高松塚古墳石室模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7世紀末～8世紀初め　曽琵孟≡98恥WIOS血･　　国立歴史民俗博物館　　　1

132◎奈良県高松塚古墳の副葬品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7世紀末～ 8世紀初め　　　　　　　　　　　　奈良国立文化財研究所飛鳥資料館一括

競柏丸玉　　　　　　　　　　　　d1 5cm､ 14cm

ガラス丸玉　　　　　　　　　　d約1 0cEn～08cm

ガラス粟玉　　　　　　　　　　d約03cm　　　　　　　　　　一括

海獣葡萄鏡　　　　　　　　　　　d16 8cm

題装大刀の金具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一揺

胃金　　　　　　　　　　　　　W4 0αl

霜金物　　　　　　　　　　　L724cm､ 24m

柄の俵鋲　　　　　　　　　　21 3cm､ 12cm

留め鋲　　　　　　　　　　　Bllcm

山形金具　　　　　　　　　　山形金具W9 2cm､ 88cm

石突　　　　　　　　　　　　W3 4cm

f　漆塗り木棺飾り金具　　　　　　金銅製通飾り金具幅　　　　　一括

金銅劉八繋花文通飾金具　　dlO 8cTn

金銅製円形飾金員　　　　　　d4 8cm

方形座金具一辺2 1cLn

銅釘　　　　　　　　　　　　最大昆6 1cm

高句農　安岳3号墳壁画模写　豊玉夫人　朝鮮民主主義人民共和国黄海両道　　　4世紀　　　　　　hl15cEn､ W160czn　　　　朝鮮大学校

高句腿　通溝12号墳壁画損写　戦開園　中国苦杯省　　　　　　　　　　　　　　5世紀　　　　　　h127cm､ wl89C川　　　　朝鮮大学校

高句題　薬水里古墳壁画模写　墓主夫姐.玄武･北斗七星　朝鮮民主王義人民共和匝平安両道　5世紀　　　　　　h105cm､ W223cJn　　　　朝鮮大学校

高句麗　薬水里古墳壁画模写　行列図　朝鮮民主主義人民共和国平安両道　　　　5世紀　　　　　　h135cm､ W254cm　　　　朝鮮大学校

高句盟　夷披里1号墳壁画模写　樹木園　朝鮮民主主義人民共和国平壌市　　　　6世紀　　　　　　h121m､ W6000　　　　朝鮮大学校

高句麗　集安五屠場5号壁画模写　月と龍にまたがる天人　中国吉林省　　　　　6世紀　　　　　　h66cm､ W256cm　　　　朝鮮大学校

高句屈　江西中墓壁画模写　朱雀　朝鮮民主主義人民共和国繭清市　　　　　　　7世紀　　　　　　h166cm､ W97cm　　　　朝鮮大学校

11D　唐　李寿暮壁画模写　墓道西壁　出行図(部分)　中国隣西省　　　　　　　　630年　　　　　　縮尺5/6､ h133cm､W236cm群馬県立歴史博物館

唐　李寿墓壁画模写　毒道西壁　出行EE] (那分)　中国陳西省　　　　　　　　630年　　　　　　h200cn､ W132C'n　　　群馬県立歴史博物館

唐　李寿墓壁画模写　墓室北壁東側　演奏EZ]中国陳西省　　　　　　　　　　　630年　　　　　　h132cm､ W97cm　　　　群馬県立歴史博物館

唐　草懐太子李覧墓壁画模写　墓遁東壁　儀簡隊(部分)中国駅西省　　　　　　706年　　　　　　縮尺1/2､ hlO8cm､W66cm群鴨県IJL歴史博物館

唐　童懐太子李賢墓壁画模写　墓道東壁　海外使節　中国憐西省　　　　　　　　706年　　　　　　栢尺2/3､ h99cm､ W142crn群葛県立歴史博物館

唐　草憤太子李竪墓壁画模写　墓道西壁　海外佳節　中国隣西省　　　　　　　706年　　　　　　縮尺2/3､ h133un､W135cm群馬県立歴史博物館

唐　老優太子李賢墓壁画模写　前室西壁蘭舗　烏を見､蝉を捕る官女　中国陳西省706年　　　　　　h165cm､ wl40cm　　　　群馬県立歴史博物館

唐　永奉公主李仙煮墓壁画模写　重源東壁　儀衝隊(部分)中国侠西省　　　　　706年　　　　　　縮尺2/3､ h136crn､W69cm群馬県立歴史博物館

148　唐　永奉公主李仙善墓壁画模写　墓道西壁　儀衛隊(部分)中国陳西省　　　　　706年　　　　　　縮尺2/3､ h136czn､W69cm群馬県立歴史博物館

磨　永泰公主事仙者茎壁画模写　前室東壁南側　官女の群像　中国陳西省　　　　706年　　　　　　h194cm､ W194cm　　　群馬県立歴史博物館

唐　永奉公主李仙窟墓壁画模写　前垂東壁北側　官女の群像　中国隣西省　　　　706年　　　　　　h194cm､ wl94cJn　　　群馬県立歴史博物館

･一11-



(2)第50回特別展

鎖国･長崎貿易の章
一ギヤマン/更紗/金唐草一

･内　容/

当館所蔵の長崎貿易文番(池長コレクション)は､これまで未整理であったため､その内容は知られて

いなかったo平成5年度｢館蔵品目録｣刊行にあたり､調査･整理をすすめた結果､本文書が長崎の貿易

商･村上家関係文書であることがわかった｡村上家文書は､当館以外にも各所に分蔵されており､近世後

期にまとまりをみせる貴重な貿易関係資料として､各分野の研究に利用されている0

本展では､当館所蔵の村上家文書の目録刊行にあわせ､村上家の記録類と対比させながら､主に18･ 19

世紀に中Eg船･オランダ船が長崎港に持ち渡ってきたギヤマン､更紗･羅紗･贋桟などの染織品､金唐草､

中Eg･ヨ-ロッパ製の陶磁器などの工芸品を展示し､鎖国状態にあった江戸時代の貿易の様子を工芸品･

工芸材料を中心として検証したo

･会　　期/平成6年7月30日(士)～9月18日(印

･会　　場/特別展示室1､南蛮美術館室､特別展示室2

･主　　催/神戸市立博物館､読売新聞大阪本社､読売テレビ

･入館料(当日･一般) 800円

･開催日数/44日間

･出品点数/441点

･入館者数/18,214人(424人/冒)

･記念講演会

(丑　8月6日仕)於　博物館地階講堂

｢羅紗･更紗･奥嶋一日蘭貿易にみる染織｣

講師　石田　千尋　鶴見大学女子短期大学助教授

②　9月3日仕)於　博物館地階講堂

｢ギヤマンとオランダ陶器への招待-海を渡ってきた工芸｣

講師　岡　　泰正　神戸市立博物館学芸員

･同時開催(ギャラリ-)

李　庚　水墨画展　　7月21日(木)～8月21日(日)

神戸ゆかりの芸術家たち展

8月23日(火)～10月6日休)



特鍔車.禁濃艶忍の孝 

1994年7月30日仕)～9月18日(日) 

▲イギリス製7'リント岨器･ ∃-｡ノバ製ガラス器　　▲唐爾館絵巻　川原B!実害　長崎市立博物貯蔵　　　　　　　　▲グラヴユール花井文ガラス蓋物

(19世紀前朋)　　　　　　　　　　村上家伝束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(オランダ18世紀後朋)　脚角層保存金蔵

神戸市立博物館所蔵の長崎貿易文書(旭丘コレクション)は､　　　文書はさておいて､展覧会では､輸入された品々がとのよう

これまで未整耳であったため､その内容は知られていませんで　　に日本人の生活に切り入れられていったかを見ていただくとと

した｡平成5年度｢貯蔵品目録｣刊行にあたり､調査･整理をす　　　もに､舶載工芸品の華やかな世界を楽しんでいただければと思

すめた結果､本文書が長崎の貿易商･村上家の文書であること　　　いますC

が明らかにfj:りました｡また､村上象文書は､本館だけでfi:く､　　　(舶載の染織品)

各所に分威されており､近世の貿易関係文苔としてまとまった　　買あをし荘子拓は､ 17世紀前期に

斑重な資料であることもわかりました｡　　　　　　　　　　　　　イントで製作された人物文様の
･.･l I ■h

村上家文書からは､江戸時代に輸入された貿易品の商品名や　　　更紗を絵に見立て､その表装裂

数良･特徴･入札価格のはかに､商品をおさめた大坂の得意先　　　もすべて17-18世紀のインド更紗

などもわかり､輸入品の詳細を異体的に知ることができるだけ　　　で仕立てた掛物です｡展覧会で

でなく､その流通の過程をかいま見ることもできます｡　　　　　　　は､更紗尽し娃卜物などインド空

木展は､当館所感の村上家文書の目録刊行にあわせ､村上家　　　紗を中心に､江戸時代初期に船
され

の記録類と対比させながら､主に18-19世紀中国船･オランダ　　　載された裂や､徳Jrr#･祇園祭

船が長崎港に持ち渡ってきたギヤマン(ガラス)､更紗･羅紗･　　に伝来した貴重な渡来裂がまず
とウぎん

唐機などの染織品､金唐草､中国･ヨーロッパ製の陶磁器など

の工芸品を展示し､鎖国状態にあった江戸時代の貿易の様子を

工芸品や工芸材料を中心に検証しようとするものです0　　　　　　　人裂見本帳が残っています｡鬼

(貿易商･村上家)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本帳をみれば､何年のどの船に

村上家は､播州加古郁二子村の出身で､播州より呉服を持ち　　　どんfj:裂が舶載されてきたかを

下って商売をしていましたが､ 3代村上武兵衛の時代に長崎で　　　知ることができます.羅紗地に

唐紅毛商売をはL:め､その後本博多町に家屋敷を求めて長嶋の

町人となり､開国前後まで貿易業務に携わっていました｡

幸い､村上家のご子孫がご健在で､わずかではありますが原

爆の煩蚊をのかれることのできた絵像や輸入工芸品など､江戸

時代より村上家に伝世した資料を本展で紹介することができま

す｡

▲末永二年酉八月四番
割同五番割　串工毛木

方品代鳩荷物見帳
本館蔵

▲三代村上武兵書i絵像　村上

冥伝来　文政3年　個人蔵

出品されます｡

江戸時代も後期になると､輸
●∩ ▲ ul■.･

入裂見本帳が残っています｡見

草花文様をプリントした形付羅

紗は､同種の裂を文政10年の見本

帳に兄いだすことができますC

ここでは､多種多様な舶載染

▲更紗尽し掛物(更紗-インド17
-18世紀)　　　　　　　本能蔵

織品を紹介するとともに､江戸時代の人々が､輸入裂をとの様

に受容していったのか､さまざまな事例で見ていただきます.
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▲文政十年亥紅毛毛痛切本傾
本館蔵

<美他草花文様形イ寸羅紗

陣羽織(屈秒-19世紀前期)

4i)人蔵



(輸入されたギヤマン･陶磁器)

輸入されたヨ-ロッパ製ガラスは､当時､ギヤマンと呼ばれ､

m_戸期の和製ガラスであるビイドロと区別され､珍重されてい

ましたo Lかし､明治以後､質の高い外国製ガラスが大量にE]

本にもたらされるようになり､江戸期の輸入かとうかが大変わ

かりにくくなっています｡江戸期の様式を示す古い収納籍で見

分けるか､伝わった状況が明らかな旧家を調査することが重要

となってきます｡
あ11JP

頭郡の名尚し噸屋である角屋に伝世したグラヴユ-ルの蓋物

は､ 18世紀後期のオランダ製と推定される上質の作例o他の所

蔵家からも重厚な掛こおさめられたギヤマンの数々が木炭に出

品されます｡

陶磁器は中国､オランダ､イギリス､フランス､ベルギーな

ど各国の作例が輸入されました0本展では江戸後期の年代の明

らかな陶磁器を出品して､輸入の基準線を提示しようと考えて

います｡

く多様な交易品)
r▲′ I_>r   r ヽ I    I_ I  }^>rl

その他､金唐草･象牙･亀甲･鮫皮fj:ど輸入の工芸材料を使っ

たさまざまな工芸品や､輸入の染料であるプルシ丁ノ･プル--
けんかとう

(へロ藍)や薬種､松浦静山と木村兼羨望の旧蔵香のなかから輸

入書籍の一例なども紹介します｡

江戸時代の長崎貿易は､政治･経済fj:ど､どの分野からアプ

ローチするにしろ非常に難しいテーマですo　こうした間掛こ畠

正面から取り組むことは他の機会にまかせ､木炭では､工芸品

を中心としたごく限られた資料ではありますが､実際の輸入品

を貿易文書と対比しながら展示することで､江戸時代の貿易や

国際交流の跡を実感していただこうと考えていますo

l展覧会横車]

第1章　江戸時代の長崎貿易
1絵画資料にみる長崎貿易

2貿易商･村上家と長崎貿易一村上家文書の世界一

3長崎貿易の取引

第2章　輸入工芸品の精華

1舶載の染織品

①初期の渡来裂一更紗を中心に

(塾伝来の裂

⑨輸入裂見本帳一反物日利･貿易商人･その他の見本帳

④舶載染織品の受容
2.輸入されたギヤマン

①旧家に伝来したギヤマン

(参多彩なギヤマ/

3.輸入された陶磁器

①中Eg製の陶磁器の一例

②ヨーロッパ製の陶磁器

4輸入の工芸材料

①金唐草

②象牙

@%EFl

④鮫･かいらぎ皮

第3章　多彩な交易品
1染料一プルシァン･ブルー(ベロ藍)の輸入

2薬種

3書籍一松浦静山と兼覆掌の旧蔵書にみる船載本

4その他

▲金T,唾付ガラス粧(オランダ19せ促前期)個人麓

▲デルフト染付幾替わLJ皿(オランダ17世記後期)本居蔵

▲全店蔓暇組(金唐芋-18世だ)東京国立博物鑑蔵

く記念講演会のご案内)
於当館地階講堂

①8月6目出　午後2時から

鶴見大学女子短期大学部助教授　石田千尋氏
bし○さもさ由くしt

｢羅紗･更紗･奥嶋-日蘭貿易にみる染織-｣

②9月3日tt)午後2時から

当館学芸員　岡　泰正

｢ギヤマンとオランダ陶器への招待

一海を渡ってきた工芸-｣

-次回展覧会のお知らせ- 

特別展 

日本画壇の巨匠 

横山大観.菱伝春草展 
-東洋の近代を求めて- 

受贈記念企画展 

上川庄二郎コレクシ∃ン 

明治鉄道錦絵展 
会期10月8日は)～11月13日(日) 

-14-



出品資料

Nn　作品名　　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　　形式　　　　　寸法　cm　　　　所蔵

第1章　江戸時代の長崎貿易
L　絵画資料にみる長崎貿易
1　長崎韓図･プE)ンホフ家族図衝立　　川風慶賀筆　　江戸時代　　　　絹本着色　　　　各690】く855　　　神戸市立博物館

2　狸浦奉献進行図

3　唐船図

4　和蘭船唐船図

5　唐船丸荷役之図

6　唐船来舶図巻

7　湊洋長崎居留図巻

8　唐開館図巻

9　長崎唐舘交易絵巻

10　長崎古今集覧名勝図絵稿本

11　長崎名勝図絵稿本

12　唐人屋舗景

13　出島阿FPl陀屋舗景

14　唐船

15　唐船荷揖之図

16　[覚]

17　[申四番船･同五番船橋荷役見帳]

18　阿蘭陀船図

19　阿珊陀本Eg船図

20　唐船

石崎融患筆　　　文政3年(1820)絹本着色　　　　84 2X1478　　　　　長崎市立博物館

石崎熟思筆　　文政4年(1821)樵本着色　　　　48 5X 27 0　　　　長崎市立博物館

石崎融愚等　　　天保4年(1833)絹本著色　　　　850X 330　　　　　長崎市立博物館

石崎敵思筆　　　文化元年(1804)絹本着色　　　　33 5X 72 5　　　　　長崎県立美術博物館

紙本着色　　　　37 5Ⅹ529 0　　　　　長崎市立博物館

相木着色　虐館EZ)巻-35 4X446 0　　長崎県立菜摘博物館

佃館図巷-35 4X322 0

伝渡辺秀石筆　　　　　　　　　　紙本着色　唐館図巻-358X487 7　　神戸市立博物館

髄館図巻-358X399 2

渡辺秀詮筆　　江戸時代　　　　絹本着色　　　　36 4xT76 9　　　　神戸市立博物館

石崎敵恩等　　天保12年序(1841)紙本墨画　　　　各26 7X 19 5　　　長崎市立博物紹

紙本塁画

首唱屋文治右術門版　　　　　　　木版葦彩

豊嶋星文治右補門版　　　　　　　木版筆彩

文綿堂版　　　　　　　　　　　　木版合羽摺

木版色相

ZI:戸時代後期

江戸時代後期

木版等彩

⑳革版　　　　天保15年(1844)木版色摺

木板色摺

2.貿易商･村上家と長崎貿易一村上家文書の世界一

21　三代村上武兵補絵像

22　極上伽羅く白鍵の缶入り)

23　茶地草花文様更紗

24　赤地幾何文様更紗

25　赤地幾何文様更紗

263X 186

40lx 557

404X 557

255Ⅹ 194

23Sx　357

31 g〉【 437

318X 428

357】⊂ 295

香月丹丘　　　　文政3年(1820)箱書絹本着色　　　91 4】く30 9

天明3年(1783)

ヨーtjッパ　　19世紀

ヨ-ロッ′ヾ　　19世紀

ヨーtj yパ　　19世紀

長崎市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物蛇

個人戴

容器一高110　篠116　　個人裁

774X 754　　　　　個人裁

1000xl150(最長)個人戯

333X 245　　　　個人蔵

25-参　文政七申八月　申年紅毛船持渡反物切本懐(パネル)　芦壊太郎八　　文政7年(1824)

26　青地花文様更紗　　　　　　　　　　　ヨ一｡ yパ　　19世紀　　　　　　　　　　　　　　5780X861

26･参　文政九年成九月　戎紅毛持渡反物切本帳　ね(バネJL,)　芦塚太郎八　　文政9年(1826)

27　茶地花文様更紗

28　茶地花文様更紗

29　カットガラス台付小鉢

30　金彩花詩文カットガラス碗

31　金彩花弗カットガラス碗

32　金彩カットガラス栓付小瓶

33　カットガラス香水瓶各種

34　ゲラヴューJL,鹿文責色焼きつけ碗

35　染付ウィロウパタ-ン皿

36　線絵植物文皿

37　染付西洋風景図穣花深皿

38　染付山水文鉢′

39　染付花唐草文長円形皿

40　染付花唐草文皿

41　染付花唐草文皿

42　染付花唐草文皿

43　染付鳳風文長円形皿

44　染付題花文王付碗

45　染一付楼閣LLL水文蓋茶粥

46　染付花文碗

47　明安調方記

48　長崎固く無題)

49　[成四番割　弐冊之内　覚〕

50　卸請書連印帳

51　差上申称請証札之事

ヨーロッパ

ヨーロッパ

イギリス

オランダ

オランダ

イギリス

イギリス

ボヘミア

イギリス

イギリス

イギリス

景徳鏡窯

景徳鎮窯

景徳鎮繁

景徳鎖窯

景徳鏡窯

景徳顔窯

景徳鏡窯

貴徳鎖窯

景徳鏡窯

江戸商人中

1g世菓己

19世紀

19世紀前期

19世紀前期

19世紀前期

19世紀前期

19世寿己前期

19世紀前期

19世紀前期

19世紀前期

19世紀前期

19世紀前期

18世紀後期

18世紀後期-19世紀前期

】8世紀後期

18世紀後期

18世紀後期

18世寮己後期

18世糸己後期

19世紀前期

763X 768

714X 758

高70　長径98

高94　長径73

高93　口径71

高72

東京国立博物館蔵

個人点

東京国立博物館威

個人庶

個人蔑

個人点

個人蔑

偲人意

個人裁

大-扱高7 3　　　　個人鹿

高10 5口径9 0　　　個人鹿

高30　径257　　　個人成

高38　径264　　　個人裁

大一高47　径259　個人農

高83　口径181　個人威

20lx271高38　個人裁

径15 4　　　　　　　個人蔵

径20 0　　　　　　　個人鹿

径15 1　　　　　　個人意

208X280　高40　個人蔵

総高98　口径120　個人歳

高80　口径110　　個人点

高55　口径75　　個人意

江戸時代後期

文故4年(1821)木版合羽棺　　　357X 460

文政9年6月(1826)か

天保8年2月(1837)

天保8年4月～同12年2月(1837 -1841)

-il苧-

長崎県立長崎図書館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

基幅幅幅幅巻巻　　巻　　巻冊冊枚牧牧枚冊冊枚放牧

帽点牧枚枚冊点冊点点点点口点点点点点牧口枚枚枚枚枚点合口　冊舗冊冊冊



No.作品名　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　形式　　　　寸法　cm　　　所蔵

2　3　4　5　6　7　8　　　　9　0　　　　1　　　　2　3･4　LL)　6　　　　7　8　　　　9　　　　0　1　2　EJ　4　5　6　7　8　9　0　　　　1　2　3　4　5　6　7　8　9　0　1　2　35　5　LL'　5　5　5　5　　　　LL)　6　　　　6　　　　6　6　6　6　6　　　　6　6　　　　6　　　　7　7　7　7　7　7　7　7　7　7　8　　　　00　RV　8　gU　8　8　pU　8　8　9　9　9　9 天保十五年甲長年　大宝東　　　　　野応記

唐商鑑　　　　　　　　　　　　　　栄信記

慶応四辰仲秋　向々返納金当座手El　　荷書記

天保15年2月(1844)

碁永4年(1851)

慶応4年(1868)

蓋上申一札之等　　　　村上太三郎･村上蒔兵衛　　江戸時代後期

乍倖口上書　　　　　　　　　　　　村上藤兵衛　　El:戸時代後期

天保二年卯正月吉辰　万覚帳　　　　村安

安政六未九月兼四番軌　兼式番船王氏

英船江言伝囲精荷匝憂国

申六番胎･同七番船･同八番船橋荷役見帳　村太

嘉永二年酉八月酉四番割･同五番副　書安(塗抹)

紅毛木方品代荷物･脇荷物見帳

嘉永三年成壱番割　酉五番胎得宝.村r_

同六番船吉利･同七番船源宝

亥阿蘭陀舟本方品代脇荷物見帳　　　*安記(塗抹)

[唐商船持渡荷物綴]

天保2年(1831)

安政6年9月(1859)

江戸時代後期

森永2年8月(1849)

嘉永3年(1850)

嘉永4年8月(1851)

安政2 -同3年(1855-1856)

吉原細見　通家美(バネJL,)　　　臓形尾版　　　寛保3年刊(1743)木版果摺

京伝余師　　　　　　　　　　　　山東京伝著　　寛政2年厚く1790)木版黒摺

安政五午十一月午六番割　午紅毛弐　⑳書記

番舟見帳

話方買入傾

寅四月廿四日於高砂革　珍器類小間　懸りヨ

物落札帳

寅四月廿EEIEl於高砂亭　珍器頬小間　懸りヨ

物落札帳

着法大宝恵

文政二卯七番割　大重患　　　　　　村藤

持登大実意

大宝,%

仕切大宝恵

安政5年(1858)

天保3年(1832)

江戸時代後期

江戸時代後期

文化12年(1829)

文政2年(1819)

文政2年(1819)

文政6年(1823)

天保4 ･-同8年(1833-1837)

難波丸綱目　　　　　　　　　　　陰山三郎兵術　安永6年刊(1777)木版黒摺

改正増補　難波丸網目　　　　　　陰山三郎兵衛　手相元年刊(1801)木版黒摺

[午秋軌　紅毛本方脇荷注文覚]　加賀屋四郎兵衛　江戸時代後期

確甲入札写　　　　　　　　　　　加賀四･滋賀忠　江戸時代後期

摂津名所図絵　　　　　　秋里蘇為若　竹庶事朝煮画寛政8年序(1796)木版黒摺
一対男時花歌117　式亭三馬作､歌川皇国.歌川皇広画　伊賀屋勘右衛門版

文化7年刊(1810)木版果摺

中華手本唐人点くパネル)　司馬全交作､北尾重改画寛政8年干Tl(1796)木版黒摺

荷物送帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化12年(1829)

森永三成壱番割　荷物送り附帳　　相成　　　　　嘉永3年(1850)

買物独奏内　　　　　　　　　　　寿栄豊松岡蔵版　弘化3年刊(1846)木版黒摺

天保十五年長三四五割　津出y大宝恵　村蒔

荷物為登帳

巳午未　落札荷物為登差引仕分細尾帳　村上卯兵衛

預帳

両替勘定帳

北海道産物会所規則写

明治三庚午年六月　北海道産物開拓使控　村卯記

[北海道産物会所御用達二付申改]

六梅社　諸買物代金帳

天保15年(1844)

文政9 -同12年(1826-1829)

江戸時代後期

文政7年(1824)

天保5年(1834)

明治3年5月(1870)

明治3年6月(1870)

明治3年6月(1870)

明治5 -同6年(1872-1873)

3長崎貿易の取引
94　傭船模型

95　[阿佃陀船堆形江戸義御用.=差上侯二付,申渡専]　文化6年9月(1809)

96　長崎髄館囲巻　　　　　　　　　　古川文等輩　　天保14年(1843)杷木着色

97　阿冊陀船中図　　　　　　　　　　城義憐筆　　　安政3年(1856)紙本着色

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長G大学付朋舌経済学寿分轄

神戸市立博物館

冊　冊　冊　通　通　冊　冊

神戸市立博物館　　　　1冊

神戸市立博物館　　　　1冊

神戸市立博物館　　　　1冊

神戸市立博物館　　　　1冊

神戸市立博物館　複数冊合綴

東京都立中央図書館　1冊

各18 0x 12 0　　　大阪府立中之島図書館　　3冊

大阪商工会議所商工図書館　　1冊

大飯商工会最前商工図書館　　1冊

神戸市立博物館　　　　1冊

神戸市立博物館　　　1冊

大阪商工会議所商工図書館

長卓大学付舶書鵬済筆削壌

大飯商工会議所商工図書飽

大阪帝工会議所商工図書館

大願商工会議所商工図書館

各lo 9Ⅹ 16 0　　　大阪府立中之島国事館

各11 1X 158　　　大阪府立中之島国曹柁

神戸市立博物館

神戸市立博物館

各26 4X 18 5　　　神戸市立博物館

各18 2X 13 0　　　大阪村立中之島図番賠

東京都立中央図書館

大庭商工会議所商工匿看虎

神戸市立博物鵡

12 3Ⅹ 18 5　　　　大阪府立中之島匪書館

神戸市立博物館

大阪商工会議所商工図書館

長崎県立長崎図書館

大阪商工会談所商工暦書館

大阪商=会議所商=図書飴

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長崎市立博物館

全長260　総高160神戸市立博物館

26 5X2896

604Ⅹ 777

98　唐開館絵巻　　　　　　　　　　　川原慶賀筆　　　　　　　　　　紙本着色　唐舘-275X5695

肺館-27 5:く515 5

9g　長崎諸役場絵図
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神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長崎市立博物館

紙本着色　　　36 0X627 0　　　　長崎市立博物館

冊冊冊冊　冊冊冊冊冊冊　　冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊　冊通冊　　　　基　通　巻幅　　巻巻



Nn　作品名　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　形式　　　　寸法　cm　　　所蔵　　　　　　　点数

100　酉年阿砺陀船向々様卸跳井本方脇

荷差出し帳

101弘化四年　当朱夏船壱頼向薬種注文帳

102　長崎オランダ商館長Ej旨己(パネル)

103　gt荷証(バネJL,)

104　租裁秘録

105　総商品出入帳(パネル)

106　総計昇f (バネJL,)

107　柊商品出入帳(パネル)

108　総計鼻音(′ヾネル)

文政8年(1825)　　　　　　　　12 0X 33 5　　　　長崎市立博物館　　　1冊

弘化4年(1847)　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立博物館

1813-1814年

1814年

江戸時代後期

1814年

1814年

1814.-1815年

1815年

オランダ国立中央文書館(東京大学史料措暮所所鹿マイクロフィルム)

オランダ国立中央文書館(東京大学史料好事所所載マイクロフィルム)

木版鼻緒　　　　26 7x 18 1　　　　国立公文書館

オラyダ国立中央文書館(東京大学史料稲暮所所意マイクE)フィルム)

オランダ国立中央文書結(東京大学史料編暮所所蔵マイクロフィルム)

オランダ国立中央文書鯖(東京大学史料窮策所所蔵マイクロフィルム)

オランダ国立中央文青稚(東京大学史料窮茶所所蔵マイクロフィルム)

109　文化十一年成七月　当成歳紅毛　　　岸村椿三太　　文化11年7月(1814)

持汝端物切本

110　文化十一年成七月　成歳紅毛　　　　芦塚太郎八　　　文化11年7月(1814)

船持渡端物切本

111文政式年卯七月　卯歳紅毛船持　　　芦塚太郎八　　文政2年7月(1819)

渡端物切本

112　卯竜巻割卯二月　寅四番船･同五番船.同六番船･同七番船･同八番船木売見本帳

村太

113　卯六月卯三番割　卯弐番･三番船木亮弁別投売見境

相席

114　卯二月　寅四番船･同五番船･同六番船･同七番船･

村太

115　卯四番割　卯紅毛木方見帳　　　　　村藤

116　文政二年卯着　大宝意　　　　　　　村藤

117　文政二年卯秋　大宝志　　　　　　　村藤

118　卯壱番割卯□月　着法記

11g　為畳帳

文政2年(181g)

文政2年(1819)

同八番船別段見本帳

文政2年(1819)

文政2年(1819)

文政2年(1819)

文政2年(1819)

文政2年(1819)

文政2年(1819)

120　文政新改　摂州大阪全図(,<ネル)

蔀閏年写図　緯帝展九兵術版　文政8年9月(1825)木版筆影　　904x g04

第2章　輸入工芸品の精華
1.舶載の染織品

121更紗尽し掛物(浅見家伝兼)

122　更紗尽し掛物

123　唐桟男物着付

124　白地花文様更紗間者

125　白貴地緑取りに大挙更紗文様下着

126　白地金彩勅子蛇草花文炉扉

127　白地草花文様金更紗

128　赤地草花文様雲母更紗槻紗

129　赤地草花文様雲母更紗紙紗

130　赤地草花文様雲母更紗鞭紗

131カピタン縞茶箱包

132　白地幾何学文様更紗茶箱包

133　阿脱陀縞

134　オランダ木綿単羽織　綾川吉通着用

135　自尊胴着

136　叙チZ)ロケン

137　白地紋ビロード

138　阿仰陀毛織(紋-ルト)

139　水色海責

140　巌モ-ル緑

インド更紗-17′-18世紀(江戸時代)

インド更紗-ユ7-18世紀(江戸時代)

18･-19世紀(江戸時代)

インド更紗-18世紀(江戸時代)

インド更紗-18世幕己(江戸時代)

インド更紗-17世紀

インド更紗-17-18世紀

インド更紗-17-18世紀

インド更紗117-18世紀

インド更紗-17-18世紀

17世紀

インド更紗-17-18世紀

17-18世紀

17世紀(江戸時代)

義一更紗17-18世紀(江戸時代)

17-18世紀

17-18世#己

18世鼻己

17.-18世紀

東京国立博物館

冊冊冊冊冊冊冊冊冊

東京国立博物館　　　　1冊

東京国立博物館　　　　1冊

長崎県立長崎図書館　1冊

長崎県立長崎図書館　1冊

長崎県立長崎図書館　1冊

長崎県立長崎図書館　1冊

長や大学別司同書好珪済学附せ　1冊

長月大字付悶書館瑳蒔芋附館　1冊

長特大苧付日射蛙捷済学年分地　1冊

大願商工会議所商工図書館1冊

神戸市立博物緒　　　1舗

1120X 590　　　　個人意

132 5X 648　　　　神戸市立博物館

丈1378　桁662　個人歳

丈1390　　　　　　個人蔵

丈1400　　　　　　個人蔑

950X 380　　　　個人威

112 0X1265　　　　個人成

272X 265　　　　個人点

270X 254　　　　個人息

27gx 258　　　　個人蔵

170x g0x llO　　個人鹿

170xlO5X 165　　個人裁

35 7X134 0　　　　個人裁

丈1082　線桁1436徳川美術館

丈840　捻桁1268徳川美術館

506X4746　394X73徳川美術館

26 Ox 45 0　　　　徳川美術館

473X2230 lワx 251徳川美術館

164X227　48X258徳川美術館

18世紀　　　　　　　50X8574　26X1827　045X9605徳川美術館

141円紋に花里文様･家並に花文様インド更紗掛物　見送り　17世紀(貞宇元年(1684)銘)　　298 0xl77 0　　　㈲南観音山保存会

142　花輪散らし文様･イギリス紐雑技　前の水引　　　19世紀中頃(安政6年(1859)銘)　687X2460　　　㈲北械菅山保存会

143　婚遊百子園の図･鳳魔術･中国綴織掛物　見送り　　17世紀中頃(文化6年(1809)銘)　2685X1930　　　㈲北班菅山保存会

144　牡丹梅笹唐草文様中国橋織掛物　水引　　　　　　17世紀初期(天明5年(1785)緒)　72 0X325 0　　　　触北観音山保存会

145　五色羅紗幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　18世紀(享保20年(1735)) 1655X2537 1934X2468肺北塀青山保存会

146　円紋疑似ペイズI)イ･ヨ一口,パ捺染掛物　見送基地19世紀前期(江戸時代)　　　　2201X1557　　　　肘)保昌山保存会

147　′ト花文様･イギリス捺染反物　後甜　　　　　　　19世紀前期(江戸時代)　　更紗部分-770X2020　　伽)保昌山保存会
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Nol　作品名　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　形式　　　　寸港　crD　　　所蔵

148　赤地小花文様･花束文様捺染反物　胴掛　　　　　19世紀(江戸時代)　　　1357X2668 1353Ⅹ2679榔保昌山保存会

149　小花文様･大花周縁･フランス捺染掛物　　　　　19世紀前期(弘化4年(1847)紘)　2100X2240　　　　軸)放下鉾保存会

150　文化四　七月　卯年紅毛船弐唐本方鳩物見帳　芦壕　文化4年7月(1807)

151文政二年卯二月　唐方持渡反物切本帳　芦壕太郎^　文政2年2月(1819)

152　文政二年卯六月　卯三番割　唐方持波根物切本帳

芦壕太郎八　　文政2年6月(1819)

153　文政弐年卯二月　唐方持渡上皿紗切本帳

芦塚太郎八　　文政2年2月(1819)

154　文政十二年丑八月　丑紅毛船持渡反物切本帳

芦短太郎八　　　文政12年8月(1829)

155　文政十年　唐方反物切本帳　　　　　　　　　　　　　文政lo窄(1827)

156　文政十年　亥紅毛毛織切本帳　　　　　　　　　　　文政10年(1827)

157　森永七年　責紅毛方品代持済切本帳　　　　　　　　嘉永7午(1854)

158　変改二卯七月　卯紅毛船持渡端物切本帳　如　　　　実改2午(1855)

159　嘉永六年丑二月丑壱番割　子弐着船･同三番船.同四番船･同五番船頚札買端物切本帳　弐冊之内(AN90-7)

篠崎　　　　　　嘉永6年(1853)

東京国立博物館

東京Eg立博物館

東京国立博物館

東京国立博物館

東京国立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長崎市立博物館

点点　冊冊　　冊　　冊　　冊冊冊冊ー冊

京妬=芸擁捜大学美術工芸資料館1冊

160　安政四年巳三月巳弐番割　巳を番船･同弐番船･同三番船･同四番船本方井船主向切本帳　弐冊之内(AN90-13)

篠崎　　　　　安政4年(1857)　　　　　　　　　　　　　　　　　京細工豊丘推大学美稀=芸帥柏1冊

161安政四年巳三月巳弐番都　巳壱番船･同弐番船･同三番船･同四番船r木方井船主向切木嶋〕弐冊之内(AN90-14)

篠崎　　　　　　実政4年(1857)

162　安政四年巳九月巳三番割脇荷･同五番割木方　巳紅毛船四度端物切本帳(AN 90･15)

篠崎　　　　　　安政4辛(1857)

163　万延元年申四月申三番割　振安船伝言荷物切本帳(AN 90-19)

篠崎　　　　　　万延元年(1860)

164　天保七申二月申壱番軌　兼四番船･同五番船唐万　弐冊之内

天保7年2月(1836)

165　天保八年酉正月酉壱番軌　申三番船･同四番船･同五番船端物切本　二冊之内

天保8年正月(1837)

166　弘化三年午七月午三番割　午壱番船･同弐番船･同三番船端物切本　全

弘化3年7月(1846)

167　嘉永二年酉八月　酉式事船･同三番船･同四番船巌札買切本　弐冊之内

意永2年8月(1849)

168　轟永七歳寅八月　寅壱番船･同弐番舶本方　　　　　慕永7年8月(1854)

169　嘉永二酉三番割　酉夏唐船三彼分端物類壱岐　　　　嘉永2年8月(1849)

170　森永三成五番創　成夏唐船壱妓分端物頬寄帳　　　　幕永3年8月(1850)

171天保六歳兼三月吉E]切本帳　　　　対馬恩　　　　天保6年3月(1835)

172　嘉永元申^月申三番割　申紅毛舟木方品代反物横切手本

*　　　　　　　嘉永元年8月(1848)

173　成阿蘭陀船木方品代り切手本帳　　　+　　　　　　　嘉永3年(1850)か

174　鼻水四亥八月亥四番都　亥紅毛船木方晶代切本帳

*(塗抹)　　　嘉永4年8月(1851)

175　嘉永六年丑壱番割･同弐番割　子冬唐船四般分本尭簸札買切本帳

*(塗抹)　　　嘉永6年(1853)

176　森永七寅弐番割品代り･同三番劉木方　寅阿蘭陀舟木方品代切本帳

*(塗抹)　　　森永7年(1854)

177　安政二卯三四番劃　卯阿冊陀船木方品代切木板

+(塗抹)　　　安政2年(1855)

178　安政三辰四五番部　屋紅毛船木方脇荷切本帳

書く塗抹)　　　安政3年(1856)

179　安政四巳十一月巳六番割　巳阿聞陀五番船切本帳

*(塗抹)　　安故4年11月(1857)

180　万延元申六月申弐番割･同三番割　振安船荷物切木嶋

や(塗抹)　　　万延元年6月(1860)

181 [算紅毛壱弐番船端物切手本帳](AN 71-7)　　　　豪放元年(1854)か

182 [巳壱弐三四番船端物切手本帳](AN 71-3)　　　　安軟4年(1857)

183 [午壱番船端物頬切手本傾](AN 71-8)　　　　　　安政5年(1858)か

184　安政四年巳七月　巳阿肺陀船木方ワヰ二物端物切本帳

①　　　　　　安政4年7月(1857)

185　未八月兼三番劉　兼阿仰陀切手本場　本方井品代　　江戸時代後期
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束帯工芸杜絶大学美術工芸音料虎1冊

京都工芸i絶大苧美術工芸資料蛤1冊

束転工芸集線大学美庸工芸資料館1冊

個人威　　　　　　　　1冊

個人蔵

個人歳

個人裁

個人歳

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長崎市立博物館

長崎市立博物館

長峰市立博物館

長崎市立博物館

偲人意

長崎市立博物館

長崎市立博物館

長崎市立博物館

個人威

冊　　冊　　冊冊冊冊冊　　冊冊　　冊　　冊　　冊　　冊　　冊　　冊

関西大学図書館　　　1冊

京斎=芸汝捷大学美箱工芸帥轄2冊合頗

京轟工芸‡膿大学美術工芸納館7冊合綴

京蘇I芸榊大宇美轄工芸賞料地3冊合格

個人裁

個人歳



Nn　作品名　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　形式　　　　寸法　cm　　　所蔵

186　亥四番割　亥紅毛切本帳

187　子八月　子阿蘭陀切本帳

188　子二月子壱番割　唐船四親分切本帳

189　唐紅毛渡来反物切見本帳　壱　　　　松本記

190　紅毛渡来反物見本帳　弐　　　　　　松本記

191文化年渡り品　紅毛渡来反物見本帳　参

松本妃

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

文化年間

192　差出目切帳(パネル)　　　　　　　′ト西平兵衛　　森永5年～安故3年(1852-1856)

193　安敬三年　長秋新政り反物頬切手本帳　　長崎今町菱屋安兵衛

安政3年(1856)

194　毛類直打帳(パネル)　　　　　　　　三井唐⊂]□　　　天明5年～宇和3年(1785-1803)

195　唐様見本裂　　　　　　　　　　　　　市場徳兵術　　18-19世紀(明治42年6月)

196　茶色羅紗地二つ引き絞付火消羽織　　義一3-ロッバ更紗19世紀(江戸時代)

197　柴呉紙地二つ引き紋付陣羽織　　　　基-ヨ一口ッJヾ更紗19世紀(EI:戸時代)

198　赤天鷲械地白丸十字蚊陣羽織　　　　裏目ヨ-ロッパ更紗18世紀(江戸時代)

199　唐桟留羽織　　　　　　　　　　　　市場徳兵衛旧鼓18-19世紀(江戸時代)

200　納戸呉緒地立涌松模様羽織　　　　　義一紋金巾　　19世舵(tl戸時代)

201白羅紗柚韻文陣羽織　　　　　　　　E]向延岡城主内藤政樹公(169011766年)所用

18世紀(江戸時代)

202　薄茶毛長天鷲板場蛇の目紋陣羽織

203　黒毛長天鷲級地陣羽織

204　金唐草陣羽織　轟-ヨーロッパ更紗　金唐芋118世紀

羅紗･

205　白羅紗地陣羽織

206　藍木綿地桐字紋陣羽織

207　赤呉招服連⑳紋陣羽織

208　藍羅紗火事装束帽子

209　色替羅紗地火事装束相子

210　赤尾砂地火事装束

211黄地形附草花文様羅紗陣羽織

212　茶地呉荏服連通行

213　赤地草花文様更紗陣羽織

214　赤地呉擢服連陣羽織

215　白地紋金巾火事装束

216　白地薄茶幾何学文様更紗下着

217　黒地赤′1ヽ花文様更紗下着

218　唐枝下着

219　唐桟下着

220　唐桟羽織

221唐桟羽織

222　白地赤小花文様更紗下着

223　白地紫小花文様更紗下着

224　更紗縫い合わせ下着

225　白地草花縞文様更紗下着

226　オランダ更紗胴掛

227　赤地へるへとわん座商圏

228　青地花文様更紗蒲EZ1

229　青地花果亀虫文様形附線天空紙座蒲Eil

230　白地草花文様更紗煎茶敷布

231赤地羅紗槻紗

17-18世紀(江戸時代)

18-19世紀(江戸時代)

ヨーロッパ更紗19世紀(江戸時代)

19世紀か(江戸時代)

義一ヨ-ロノバ更紗19世寿己(江戸時代)

義-ヨーロッパ更紗19世紀(江戸時代)

18-19世寮己(江戸時代)

18-19世紀(江戸時代)

18-19世紀(江戸時代)

19世紀(江戸時代)

19世紀(江戸～明治時代)

19世紀(江戸時代)

義一ヨー占ッパ更紗19世紀(江戸時代)

19世紀(江戸時代)

19世紀(江戸～明治時代)

19世紀( EI:戸～明治時代)

19世紀(江戸～明治時代)

19世紀(江戸～明治時代)

19世紀(江戸～明治時代)

19世紀(江戸～明治時代)

19世紀(江戸～明治時代)

19世紀(江戸～明治時代)

17-19世暮己(明治～大正時代)

19世紀(江戸時代)

丈939　桁699

丈872　首唱553

丈735　肩幅420

丈1020　桁666

丈457　桁645

丈712　肩幅713

丈916　帯幅515

丈870　肩幅565

丈925　肩幅620

丈910　肩幅577

丈940　胃将540

丈900　育幅605

総長107 0

冊冊　冊冊　冊棺館館館館書　壱　書　物　物
Eg]図図博博

学学　学　立　立大大大市市西　西　西　崎　崎関関関最長

長崎市立博物館　　　1冊

(財)三井文雄　　複数冊合綴

神戸市立博物館　　　　1冊

(財)三井文庫　　複数冊全様

東京国立博物館　　　　1点

腹当総長57 5

東京国立博物館

東京国立博物館

東京国立博物館

東京国立博物館

東京国立博物館

(財)高津古文化会館

(財)高津舌文化会館

(財)高津舌文化会席

(財)高津舌文化会館

(財)高津舌文化会館

(財)高津盲文化会館

(財)高津古文化会館

(財)高津盲文化会館

総長86 0　　　　　(財)高津舌文化会館

丈938　桁655

丈872　肩幅545

丈770　桁650

丈700　桁430

丈774　桁455

丈875　桁660

丈1257　桁630

丈1282　桁620

丈1420　特628

丈1300　柘650

丈822　桁655

丈975　桁655

丈1340　桁640

丈1385　桁640

丈1440　桁625

丈1515　桁590

腰当総長60 7

(財)高津古文化会館

個人歳

個人蔑

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人或

個人庶

個人意

個人蔵

個人意

個人蔵

神戸市立博物館

神戸市立博物館

19世紀　　　　　　各142 0X205 0　各139 0X157 0　　神戸市立博物館

(EI:戸～明治時代)　　　　　　　　各48 2X60 3

19世紀(江戸～明治時代)　　　　182 0X220 0

19世紀(江戸～明治時代)　　　　73 0X80 0

19世東己　　　　　　　　　　　　　　57 4X59 0

鼓-ヨーロッパ更紗19世紀(江戸-明治時代)　　614X590

232　白･赤地羅紗紙紗

233　紅唐桟寄木盆包

234　紅唐桟腰差したばこ入れ

235　インド更紗利休形女持ち懐中たばこ入れ

236　唐草雲母更紗利休形女持ち懐中たばこ入れ

237　唐草更紗利休形女持ち懐中たばこ入れ

238　花模様紋天空板札人

19世紀( EI:戸～明治時代)

18-19世紀

19世紀(江戸時代)

18世紀(江戸時代)

18世幕己(江戸時代)

18-19世紀(江戸時代)

19世紀(江戸時代)

ー19-

69 5X62 5

高24　撞110

7 0つく10.0

65X126

65Ⅹ110

62xl13

14 9Ⅹ21 7

個人哉

偲人意

個人哉

個人蔵

個人鹿

個人蔵

個人蔵

たばこと塩の博物館

たばこと塩の博物館

たばこと櫨の博物館

たばこと塩の博物館

神戸市立博物館

領領領領領　領領領　領領領領点点　点領領領領領領領領領領領領領領領放牧点点点点点点点点点点点



Nn　作品名　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　形式　　　　寸法　cm　　　所蔵

239　白地草花文様インド更紗

240　白地碁盤十字文に花文様更紗

241赤地草花文様更紗

242　赤地花鳥媒文様蝋引更紗

18世紀

19世幕己

19世紀

19世紀

2.輸入されたギヤマン

243　グラブエール花井文ガラス蓋物　　　オランダ　　　18世紀後期

244　ダラヴ1-ル花井文脚付ガラス杯　　イギリス　　　19世紀荊如

245　カットガラス脚何杯　　　　　　　　イギリス　　　19世紀前期

246　カットガラス栓付粧(伏見畠伝来)　イギリス

247　グラヴエール花井文脚付ガラス杯(伏見畠伝来)

イギリス

248　グラヴエール花弗文脚付ガラス杯(伏見畠伝来)

イギリス

249　金彩花弗文脚付ガラス杯(伏見息伝来)

オランダ

250　金彩花弟文手付ガラス砺(伏見屋伝来)

251カソトガラス小皿(伏見屋伝来)

252　ガラス瓶

253　ガラス銘酒瓶

254　緑色ガラス角瓶

255　緑色ガラス角瓶(錫□)

256　カ,トロルフ(簸口)

257　緑色砧形ガラス瓶

258　カ,トガラス脚付杯

259　カットガラス脚付杯

260　ガラス乳鉢･乳棒

261カットuラス小皿

262　金彩ぶどう文栓付ガラス瓶

263　金彩栓付角形ガラス瓶

264　金彩カットガラス杯

265　金彩植物文長円形ガラス皿

266　プレス藍色ガラス皿

267　金彩藍色カyトガラス鉢

268　ジン･ワイン瓶各種

269　カ,トガラス栓付瓶(目盛入り)

270　ツイスト脚付ガラス杯各種

271脚付ガラス杯各種

272　カットガラス栓付瓶各種

273　カットガラス栓付角瓶

274　カ,トガラス台付主物

275　ガラスコップ

276　金彩脚付ガラス杯各種

277　金彩ガラスコyプ各種

278　金彩ガラス皿各種

279　金彩栓付uラス瓶

280　カyトガラス台付鉢

281カットガラス栓付瓶

282　カットガラス丸文長円形深皿

283　金彩カットガラス皿

284　金彩栓付ガラス瓶

285　エッチ/グ政文ガラス盃

286　カットWラス栓付瓶

287　グラヴユーJL,ガラス器各種

288　カットガラス手付碗

289　ガラス脚付杯各種

ヨーロッパ

オランダ

オランダ

オランダ

ヨ-ロッバ

オランダ

ヨーロッパ

ヨーロッパ

ヨーtZ yパ

イギリス

オランダ

オランダ

オランダ

オランダ

イギリス

イギリス

オランダ

イギリス

イギリス

ヨーロッパ

ヨーロッパ

ヨーロッパ

イギリス

ヨーロッパ

オランダ

オランダ

オランダ

オランダ

イギリス

イギリス

イギリス

オランダ

オランダ

フランス

オランダ

ヨ-ロッパ

イギリス

オランダ

19世紀中期

19世紀中期

19世紀中期

19世紀中期

19世紀中期

19世紀中期

19世紀前期

19世紀前期

19世紀前期

18世幕己

18世鼻己

18世弁己

文化11年(1814)箱書

19世紀前期

元治元年(1864)箱書

19世紀初期

天保10年(1839)箱書

19世紀初期

19世紀初期

19世紀初期

19世寿己中期

19世紀中期

18-19世紀

19世紀中期

18世紀

18･-1 9世集己

19世紀前期

19世紀中期

19世紀前期

18･～1 9世紀

19世紀前期

19世紀前期

19世寮己前期

19世紀前期

19世鼻己初期

19世集己初期

19世紀初期

19世紀初期

19世紀中期

19世紀中期

文化15年(1818)箱書

脚付杯一弘化3年(1846)箱書

弘化4年(1847)清音

18世紀

290　金彩花弟文栓付ガラス瓶.脚付ガラス杯揃いオランダ19世紀初期

291金彩ガラス器各種　　　　　　　　オランダ　　　19世紀中那

292　かットガラス手付水差し　　　　　　イギリス　　　19世紀初期

-20-

唱92 7　　　　　　個人議

場118 5　　　　　　個人意

幅82 2　　　　　　　個人威

幅70 2　　　　　　個人意

総高19 3　　　　(財)角最保存金

高12 4　　　　　(財)角畠保存金

高11 9　　　　　(財)角畠保存金

高20 8　　　　　　個人最

高121口径68　　個人威

高102　口径47　　個人鹿

点点点点　　点　　点

高151口径82　　個人裁　　　　　　　1点

高90　口径66　　個人息　　　　　　　1点

高26　口径90　　個人蔑　　　　　　　1点

高280　　　　　　ぴいとろ史料庫　　　　2点

高223　　　　　　ぴいとろ史料庫　　　　2点

高280　　　　　　ぴいとろ史料庫　　　1点

高318　　　　　　ぴぃどろ史料庫　　　1点

高281　　　　　ぴぃどろ史料卑　　　1点

高202　　　　　　ぴいとろ史料庫　　　1点

高137　　　　　　ぴぃどろ史料帝　　　1点

高140　　　　　　ぴいとろ史料卑　　　　2点

高65　口径92　　ぴいとろ史料庫　　　　2点

高26　径90　　美光ぴぃどろコレクション　5枚

総高290　　　　美光ぴいとろコレクyヨン　2点

高25 3　　　　　　個人最

高11 4　　　　　　個人威

103×152　高23　個人裁

高21径161　　個人農

高97　口筏202　　個人歳

細目一高298　　　個人東

大-高21 3　　　　個人哉

大一高194　口径61個人最

大一高166　口径78個人蔵

大一高28 9　　　　個人東

大一高17 0　　　　個人裁

高26 9　　　　　　個人裁

大一高87　口径80個人鹿

大一高140　　　　個人蔵

手付一高8 4　　　　個人鹿

稜花-径128　　　個人農

大一高26 7　　　　個人農

高254　口径233　個人蔵

総高26 4　　　　　個人鹿

210X314　高59　個人意

高30　径221　　個人裁

高25 6　　　　　　個人意

高29　径70　　　個人蔑

1点

1点

5枚

5枚

1点

11点

2点

3点

7点

3点

3点

1合

2点

8点

8件35点

2件15点

3点

1点

2点

1枚

1枚

2点

6口

筒25 8　　　　　　神戸市立博物館　　　1点

脚付杯一高178　　神戸市立博物館　　　　3点

高68口篠76　　　神戸市立博物館　　　1点

1対の方一高152　神戸市立博物館　　　　3点

栓付頼一高20 7　　神戸市立博物館　　　1式

栓何瓶-高23 1　神戸市立博物館　　　　4点

線高20 7　　　　　神戸市立博物館　　　1点



Nm　作品名　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　形式　　　　寸法　cm　　　所蔵

293　金彩ぶどう文脚付ガラス杯

294　金影藍色カットガラス碗･鉢

295　カットガラス脚付小杯

296　緑･紫ガラス鉢

297　カットガラス台付鉢

298　カットガラス蓋物

オランダ

イギリス

イギリス

イギリス

イギリス

イギリス

天保3年(1832)箱書

19世紀中期

天保3年(1832)箱書

19世紀中期

19世紀初期

19世紀初期

高160

高83　口径214

高104

紫一高80 [コ径128

182X25 7X19 0

線高19 0

298一参天保七年申専制　月高大宝恵村実　　　　　　天保7年(1836)

299　卯紅毛船脇荷物見帳　　　　　　　　村太　　　　　　文化4年(1807)

300　兼三番割･同四番割･同五番刺　通売⑳産物共犯ス　未紅毛船本方脇荷井品変l)端もの見構

成九記　　　　江戸時代後期

301 [五番部屋より拾四番都島迄見帳]　　　　　　　　　文化5年(1808)

302　午紅毛船木方脇荷物品代[)ロニ見ル事e落札迄肥

匪九記　　　　江戸時代後期

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長崎県立長崎図書館

点　口　点点点合冊冊

長崎県立長崎図書館　1冊

長崎県立長崎図専館　1冊

長崎県立長崎図書館　1冊

303 [森永三成三番割紅毛脇荷･戊四番割阿柵陀船木売･成五番割成壱番船木売･同銀札員･十二家在留銀札責･成壱番船別段覚]

嘉永3年(1850)　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立博物館　　　1冊

3輸入された陶磁器
304　染付楼閣山水文蓋物

305　染･付山水文小皿

306　色替わり小柄

307　染付岩に楼閣図皿

308　朱泥獅子水注

309　弛付ざくろ文責付椀

景徳鏡窯　　　　滑･文政6年(1823)箱書　　22 3X24 8X13 5　　　　　(肘)角岸保存会　　　　1台

景連鎖窯　　　滑･文政6年(1823)箱書　　高25　径83　　　　(財)角屋保存会5枚(13枚の内)

景徳鏡窯　　　　清.文政10年(1827)箱書　　高4 5　口径92　　　　(肘)角島保存会10合(48口の内)

景徳鏡無　　　　糖1 18世紀中頃　　　　　　高27　径235　　　　　　(財)角最保存会　　　　5枚

宜興窯　　　　　清･ 18世紀　　　　　　　　総高122　胴径103　　　(財)角星保存会　　　　1点

景徳鏡窯　　　渦･文政6年(1823)箱書　　総高83　口径94　　　　(肘)角皐保存会　　　10合

310　染付楼閣LLJ水文長円形皿　　　　　　景徳鎖窯　　　　滑･文政6年(1823)箱書　14.Ox19 2　高2 8　　　(財)角屋保存会10枚(20枚の内)

311染付牡丹鳳風文皿　　　　　　　　　景徳蹟窯　　　　清･ 19世集己前期　　　　　　高50　径275　　　　　　(財)角屋保存会　　　　1枚

312　染付楼閣山水文大鉢　　　　　　　　兼敏鏡窯　　　清･文政5年(1822)箱書　　36 2X44 3X6 5　　　　　(財)角島保存会　　　1枚

313　染付呉領手帆船に魚文大皿　　　　　福健省　　　　　明･ 17世紀前期　　　　　　高70　径465　　　　　(財)角屋保存会　　　1枚

314　染付花井文大皿(伏見屋伝来)　　　景徳鏡窯　　　明･17世紀前期　　　　　　高60　後34 1　　　　　個人鹿　　　　　　　1枚

315　青砥双龍香炉(伏見星伝来)　　　　龍泉窯　　　　明･ 17世紀　　　　　　　　高11 6　　　　　　　　　個人裁　　　　　　　1合

316　色絵呉須手韻文大皿(伏見畠伝来)　緒健智　　　　明･ 17世紀前期

317　染付芙蓉手皿(伏見崖伝来)　　　　景徳鎖窯　　　　明･ 17世暮己前期

318　染付山水人物文八角嗣(伏見崖伝来)景徳鏡窯　　　明･ 17世紀前期

319　染付礁人文耳付猪口(伏見屋伝来)　景徳功業　　　　渦･ 17世‡己中期

320　交祉者塊小皿(伏見畠伝来)　　　　中国南部　　　明･ 17世紀前期

321青磁蓋茶碗(伏見崖伝来)　　　　　景徳銭窯　　　　清･ 19世紀前期

322　白堀長皿(伏見屋伝来)　　　　　　　景徳鏡窯　　　　滑･ 18世紀後期

323　梅粕皿(伏見屋伝来)　　　　　　　　景徳鏡窯　　　　滑1 18世紀

324　色絵骨柚バラ文小覗く伏見崖伝来)　景徳鎮窯　　　　滑･ 19世紀前期

325　色絵東独菊文小皿(伏見畠伝来)　　景徳頗窯　　　　清･ 19世紀前期

326　色絵菊唐草文手付水注(伏見展伝来)景徳鋳窯　　　清･ 19世紀前期

327　色絵花井文･染付楼閣山水文手付碗(伏見屋伝来)

景績鏡窯　　　清･ 19世紀前期

328　膝茶箱一式(伏見展伝来)

329　秒韻皿･七宝小我(伏見畠伝来)

330　七宝鳳亀文鉢(伏見屋伝来)

331堆集樹下人物文盆(伏見屋伝来)

332　青見騎馬人物文香合(伏見星伝来)

333　青砥香炉<象牙董>(伏見畠伝来)

334　染付西洋風貴国蓋物

335　金彩碗LII1

336　出島出土西洋陶磁器破片各種

337　染付花井文蓋物

338　染･付西洋風景囲深皿

339　金彩白磁皿

340　黒絵西洋少年固執

341藍線白磁皿

342　色絵花井文皿

343　染付西洋人物図蓋付胡

344　染付ぶどうEZl小皿

竜泉窯

イギリス

フラ　ンス

ラ-E=ッパ

オランダ

イギリス

オランダ

ベルギー

イギリス

オランダ

オランダ

オランダ

清･18世紀

清･ 19世紀前期

清･ 19世紀前期

明･17世紀

明･17世紀

明･17世紀

19世紀前期

19世弁己前期

19世紀前期

19世紀中期

19世紀中期

19世紀中期

元治元年(1864)衛f

弘化元年(1844)箱書

18世紀初期

19世紀中期

19世紀中期

-21-

高8.9　径38.8　　　　　　個人鹿　　　　　　　1枚

高32　径147　　　　　　個人裁　　10枚(20枚の内)

高52　⊂]径9.2　　　　　個人鹿　　　　　　　　5口

高40　　　　　　　　　　個人薦　　　　　　　　　5口

高10　径62　　　　　　　個人鹿　　　　　　　　10枚

総高83　口径98　　　　　個人歳　　　6合(20合の内)

26ユX398　高28　　　　個人色　　　　　　　1枚

高33　径183　　　　　　個人鹿　　　　　　　　　ユ枚

高41口径53　　　　　　個人庶　　　　　　　　10口

62X71高12　　　　　　個人意　　　　　　　　10枚

高11 2　　　　　　　　　　個人裁　　　　　　　　1点

色絵-高6.0　口径65　　傭人蔑

14 lx24 0xl7 0　　　　　　個人威

砂張一高20　径105　　　個人裁

高70　口径174　　　　′　個人意

160〉【240　高28　　　　個人裁

高18　撞71　　　　　　個人最

高54　口径81　　　　　個人裁

縫高14 9　　　　　　　　　個人農

高72　口径130　　　　　傭人鹿

長崎市教育委員会

27 8X30 2X16 7　　　　　　武雄市教育委員会

高41篠260　　　　　　武堆市教育委旦金

高25　径217　　　　　　個人薦

高47　口径84　　　　　個人威

高40　口径269　　　　　個人最

高3.8　径23.1　　　　　個人農

高80　口径115　　　　　個人農

高2.1径115　　　　　　個人色

口点点　口　牧合点件件点合板牧　口放牧合枚2　7　2　1　1　1　1　1　1　42　2　1　8　1 7　1 0　1　5　1 4

式



N8　作品名　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　形式　　　　寸法　cm　　　所蔵

345　染付西洋人物図柄

346　染付花詩文皿各種

347　染付西洋風貴国皿各種

348　三色緑皿

349　梁,付ナポレオン図小皿

350　染付絵替わり皿

351色絵絵替わり皿

352　白磁長大皿

オランダ　　　19世紀中期

オランダ･イギリス　　　19世紀中期

イギリス　　　19世紀中期

イギリス　　　　ユ9世紀前期

ベルギー　　　19世紀中期

オランダ　　　17世紀後期

オランダ　　　18世紀前期

フランス　　　18せき己後期

353　鉄絵寿老人園皿　　尾形周平絵付け　イギ[)ス　　　19世紀初期

354　線絵蓮花文陶器

355　三色緑皿

356　赤絵西洋風景EZ]皿

357　赤絵西洋風貴国深皿

358　染付西洋人物･楼閣囲小皿

359　染付異国風景図皿

360　染付西洋LLJ岳図皿

361染付西洋人物図徳利

362　染付楼閣山水文大皿

363　色絵挿花文深皿

364　染付花井文皿

365　染付西洋人物図入れ子鉢

366　染付西洋風貴国長円形大皿

367　染付イギリス城郭図皿

高47　ロ雀90

後列右一高30　径248

線絵一高30　径264

高31径242

高28　径127

各高23　径124

各高33　径231

335X740　高60

326　@255

イギリス　　　　天保5年(1834)箱書　　焼物皿一高30　径185

イギリス　　　　天保10年(1839)箱書　　高24　径21 0

イギリス　　　　天保15年(1844)特専　　高24　径260

イギ1)ス　　　　弘化2年(1845)箱書　　高48　径264

イギリス　　　　元治2年(1865)箱書　　高30　径112

オランダ　　　　元治2年(1865)箱書　　高32　径245

オランダ　　　　元治2年(1865)箱書　　高25　径210

オランダ　　　19世糸己中期

オランダ　　　19世紀中期

オランダ　　　19世紀中期

オランダ　　　19世紀中期

オランダ　　　19世幕己中期

イギリス　　　19世紀初期

1対一高166

高74　径47.3

大一高59　口径387

高28　径241

大一高98　口径196

358X445　高40

イギリス　　　19世紀初期　　　　　　高20　径220

368　染付西洋風景図墓物･スプーン　　　イギリス　　　19世紀抑期　　　　　　主物-総高157

369　線絵少女図蓋付茶碗　　　　　　　　イギリス　　　19世紀中期　　　　　　総高89　口径92

370　丑壱番割　子八番船･同九番船･同拾番船･丑壱番船･同式事船･同三番船別段売見場

371 [子　見帳]

村藤　　　　　　文政12年く1829)

江戸時代後期

4輸入の工芸材料

372　文政十二丑年B別段売相手木嶋　一　家原

373　嘉永二酉年8船々別段売牛皮和手本帳　二

374　装剣奇賞

375　金唐草包較鐙

個人歳

個人戒

個人戒

偲人意

個人蔑

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物緒

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

口　枚枚牧枚牧枚放牧件枚枚枚枚枚枚点枚枚枚点枚枚件合9　3　5　1　1 0　5　4　1　1　4　1　1　1　60　5　5　3　1　2　5　3　1　9　1　5

長崎県立長崎図書柏　1冊

長崎県立長崎図書館　1冊

文政12年～嘉永元年(1829-1848)　　　　　　　　　長崎大学附悶着虎蛭済学部分飴　ユ冊

家原　　　　　　意永2年～安政6年(1849-1859)

稲妻通龍著　芝翠館蔵版

天明元年(1781)木版墨摺

金唐草- 18世紀(a:戸時代)

376　往診用薬箱

377　金唐芋座蒲団

378　花鳥図影絵障泥

379　金唐草鼻紙台

380　金唐草脇差

381ディアナ模様金唐草煙草人

382　花模様金唐草札人

383　花模様金唐草煙草入象金臭

384　金唐草胴乱形一つ提げたばこ入れ

385　金唐草一つ提げたばこ入れ

386　オランダ金華LLl絶縁金唐草腰差したばこ入れ

387　金唐草一つ提げたばこ入れ

388　金唐草鮫まち入り両かぷせ提げたばこ入れ

389　金唐草かぶせ付き提げたばこ入れ

390　象牙

391阿佃陀人貨物試i図

392　象牙彫西洋人物文小箱

393　象牙蓋置

394　象牙小中次

395　象牙角瓶形振出

396　真Eg人根付

397 1と甲櫛･替各種

江戸時代

金唐草-18世紀(江戸時代)

金唐草- 18世紀(江戸時代)

金唐草1 18世紀(iI_戸時代)

金唐草- 18世紀(江戸時代)

金唐草- 17世紀末期(江戸時代)

金唐草- 18世紀(江戸時代)

金磨芋- 18世紀(江戸時代)

金唐草- 17世紀末期(江戸時代)

金唐草- 17世紀後期(江戸時代)

金唐芋-18世幕己か(江戸時代)

金唐草- 17世紀後期(江戸時代)

金唐草一18世紀(江戸時代)

金唐草- 18世紀(江戸時代)

大和尾坂　　　江戸時代後期　　木版色相

稲辺天工作　　江戸時代後期

江戸時代

江戸時代

江戸時代

EI:戸時代後期

江戸時代後期

-二〇-

各22 8X16 2

鞍-28 5】く24 5】く40 0

20 0X28 0Ⅹ27 0

46 2】く38 0

52 0X66 5

33 5X18 5

長54 5

79xl13

139Ⅹ21 0

78xl21

117xlO6

80xlO5

75xl25

43X80

80Ⅹ145

ll 5X173

45 6xl5 7

45xglxO9

高53　径50

高56　径46

76×43　高85

総高11 1

長崎大学附属固着雌経済学部分原1冊

神戸市立博物館　　　　7冊

鐙-27 5X23 5

東京国立博物館

個人蔵

個人蔑

神戸市立博物館

個人威

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

たばこと境の博物館

たばこと櫨の博物館

たばこと塩の博物館

たばこと櫨の博物館

たばこと塩の博物館

たばこと塩の博物館

内藤記念くすり博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

彦根城博物館

彦根城博物虎

彦根城博物館

神戸市立博物館

長崎市立博物館

具点点双点　口　点点点点点点点点点点枚点点点点点点1　1　5　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　-　1　1　1　1　-　1　7　1 1



Nn　作品名　　　　　　　　　　　　画者　　　　制作年　　　　形式　　　　　寸法　cm　　　　所意　　　　　　　員数

398　ゲラヴェールオランダ船文ガラス入り海甲櫛　　　　江戸時代後期　　　　　　　　　　57xlO2

399　鮫皮(箱入り)　　　　　　　　　　　　　　　　　(江戸時代)　　　　　　　　　　各160X640

400　鮫皮精義　　　　　　　　　　　　　梅糞通龍著　　天明5年刊(1785)木版墨摺　　　　各22 5X15 7

401安政四巳四番割　御用残･献上残･調進残･商売荷物･会所紳近.召上物･大坂召上･会所請込鮫臓落札帳

村亀　　　　　　安政4年9月(1857)

402　梅花皮鮫果研出大小粍　　　　　　　　　　　　　　(zl:戸時代)

403　果塗蝶鮫研出大小鞘　　　　　　　　　　　　　　　(江戸時代)

404　南蛮鐸脇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　(江戸時代)

神戸市立博物館　　　　1点

長崎市立博物館　　　　2枚

大阪府立中之島図書館　2冊

神戸市立博物館

大一長797　小一長535　　　彦根城博物館

大一兵793　小一長548　　　彦根城博物館

長61 3　　　　　　　神戸市立博物館

第3章　多彩な交易品
1,染料-プルシアン･ブルー(ベロ藍)の輸入

405 [覚]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉永4年(1851)

406　卯十二月卯七番割　見帳　　　　　　村太　　　　　文化4年12月(1807)

407　八月寅六番割　寅紅毛脇荷之内三四五七八番部屋虐拾五番部屋迄見帳

村太　　　　　文政元年8月(18ユ8)

408　酉五月酉三番割　船々追売部足付貨物･御用残り召上もの･商売荷物京都召上物･調進残り琉球産物見帳

村太　　　　　　文イい0年5月(1813)

409　天保十五年辰四月辰壱番割　向々為畳荷物井根証文取組高種悼

村塁　　　　　　天保15年4月(1844)

冊　点　点　口

神戸市立博物館　　　　1冊

長崎県立長崎EE]書館　1冊

長崎県立長崎図書館　1冊

長崎県立長崎図育館　1冊

神戸市立博物館　　　　1冊

410　文政八年酉五月酉三番割　申四番船退売.同七番船追売･御用残り･謝進残り･両売荷物･部屋付賞･召上もの･京召上もの･琉球産物見帳

村藤　　　　　　文政8年5月(1825)

411弘化PE未十一月末五番割　兼紅毛船追売･同臨時貰･御用残り.商売荷物･会所請込･召上物･琉球産物見帳

412　当世美人花合

413　菊五郎

414　東都橋場之図

415　東都名所　浅草今戸

416　江戸E]本橋ヨJ)富士ヲ見ル図

417　北都月の夜桜

呈上葦墾
418　藤娘高徳薬箱

419　携帯用薬指

420　一角(本体･輪切り･粉末)

421一角集考

422　六物新志

423　地下世界

424　本家御免阿噺陀伝方犀角書紅花香

全廃　　　　　弘化4年11月(1847)

二代歌川豊韓画　ZE戸時代末期　　木版色摺

歌川国芳画　　　江戸時代末期　　木版色摺

歌川国芳画　　　江戸時代末期　　木版色摺

歌川Eg芳面　加賀書版

江戸時代末期　　木版色摺

渓斎英泉画　EI:崎畠吉兵衛版

江戸時代末期　　木版色相

歌川国貞画　山口崖藤兵衛版

江戸時代末期　　木版色相

18世紀(江戸時代)

(江戸時代)

木村兼東宝著兼最宝蔵版

寛政7年(1795)木版墨摺

大横玄沢署幕煎望蔵版

天明6年(1786)序木版墨槽

キルヒャ-　ラテy語版　アムステルダム刊

1 665年

江戸時代後期　　木版色相

長崎県立長崎図書館　1冊

神戸市立博物館

37 3X25 0　　　　　たばこと塩の博物館

37 9X26 3　　　　　たばこと塩の博物館

242X366　　　　　たばこと塩の博物館

冊　枚　枚枚

24 1X35 1　　　　神戸市立博物館　　　　1枚

26 2X38 9　　　　　神戸市立博物館　　　　1枚

25 7】く37 6　　　　　神戸市立博物館

220X330X300　　　　　　名古屋市立大学薬学部　1点

12lx77X64　　　内藤記念くすり博物館1点

本体220　　　　　　内藤記念くすり博物館　3点

26 4X17 8　　　　　神戸市立博物館　　　　1冊

26 4X17 9　　　　　神戸市立博物館　　　　1冊

各39 7X25 2　　　　神戸市立博物館

425　烏犀角

426　薬種見本(薬用人参･白ti･沈香･山帰来･大瓶子･肉桂･T子)

427　嘉永三成壱番割　酉冬唐船三億分井天草漂流永泰薬種荒物等梶

嘉永3年2月(1850)

428　バルサンコツ,<イ-入り瓶　　　　　　　　　　　　　嘉永7年(1854)棺書

429 [巳阿肺陀船脇荷物琉球産物貫高覚]　　　　　　　　fI:戸時代後期

430　ロ印薬種荒物等帳　　　　　　　　　対馬崖　　　　　天保7年～文久2年(1836-1862)

431子臨時払　亥弐香船･同三番船･同四番船･子壱番船臨時買上端物薬種寄帳

江戸時代後期

高20 5

3.書籍一松浦静山と葉覆堂の旧蔵書にみる舶載本-

432　舶来書籍大意書　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期　　木版墨摺　　　　24 0X18 3

433　巳六番割　巳阿蘭陀船追売･同臨時貨･御用浅･商売荷物･緒進残･会所紺込物井盲籍鮫城見帳

×安(塗抹)　　江戸時代後期

434 [絵画･書籍書上兼]　　　　　　　　　　　　　　　EI:戸時代後期
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神戸市立博物館

内藤記念くすり博物館

内藤言己急くすり博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

冊枚点種　　冊点冊冊　　冊

国立公文香館　　　　　4冊

神戸市立博物館　　　　1冊

神戸市立博物館　　　1冊



Na　作品名　　　　　　　　　画者　　　制作年　　　形式　　　　寸法　cm　　　所蔵

435　時事解説事典　　ヒュプネル　ライデン刊　　　　1732年

436　冊仏辞典　　　-ルマ　アムステルダム刊　　　1729年

437　外科全書　　　パレ　アムステルダム刊　　　　1627年

438　薬用植物園謎　　ウェインマン　アムステルダム刊　1736-1748年

439　禽獣畠魚図説　　ヨンストン　アムステJL,ダム刊　1660年

440　奉使支那行程記　ニューホフ　アムステルダム刊　1665年

441縮刷世界地図帳　ス-ンク　アムステルダムfTJ　　1700年頃

442　江南名勝図詠

443　蘇州名勝因詠

444　名山勝菓記

445　新刻舌器具名

446　等夷花木島獣珍玩考

447　有象列仙全伝

448　天下金石志

4.その他

449　阿蘭陀耳坊

450　紅毛楊枝入

451ふらすこロぬき

452　阿冊陀火打

453　紅毛ラッカ

454　阿佃陀御金人

27 0Ⅹ20 0

25 0】く20 0

32 0X22 0

各41 0X260

380X25 0

37 0X24 0

5300X34 0

郭衷怪　　　　清･乾隆28年(1763)刊　木版墨摺　各140X85

邦真性　　　　清･乾隆24年(1759)刊　木版基摺　各142Ⅹ87

明代　　　　　　　　　　　　　　　木版墨摺　各240X163

胡文鎮　　　　明代　　　　　　　　木版墨摺　各25.9X168

俵恐官　　　　明･万暦9年序(1581)木版墨摺　各260X168

王世貞絹　江要崩校　明代

千葵正　　　　明代

四国某家老旧蔵19世紀

ZEl国英家老旧蔵19世紀

四国某家老旧意19世紀

四国某家老旧蔑19世紀

四国某家老旧蔵19世紀

四国某家老旧意19世紀
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木版墨槽　各260xl60

木版墨摺　各260X159

長10 2

長83

50X78

長115

9.Ox7 8

(財)松浦史料博物館

く財)松浦史料博物館

(財)松浦史料博物館

(財)松浦史料博物館

(財)松浦史料博物館

(財)松浦史料博物館

(財)松浦史料博物館

国立公文書鯖

国立公文書館

国立公文者館

国立公文書鎗

国立公文書館

奮立公文膏館

国立公文書館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊

対点点点点点



(3)第51回特別展

日本画壇の巨匠

横山大観･菱田春草展　一東洋の近代を求めて一

･内　容/

横山大観(1868-1958)と菱田春草(187411911)は､東京美術学校(現東京芸術大学)で岡倉天心

(1863-1913)に師事o　日本画に､西洋画の要素を取り入れた｢無線描法｣を試みるなど画壇に新風を吹き

込んだ.当初は全く世間に受け入れられず､ ｢腰縄体｣と厳しく批判されたが､その後､ 1907年ごろから色

彩と形態の--モニーが美しい独特の画風と評価される｡

さらに､春草は､日本画に大和絵の装飾美を取り入れるなと近代日本画に大きな影響を与えた｡一方大

観はE]本美術院の再興に尽力､第1回の文化勲章者に選ばれたo数多くの富士山図に象徴されるように､

生涯をかけて東洋的な思想と西洋的写実との融合を追求し続けた｡

本展は､日本画の近代化に正面から取組み､常に前進を続けた横山大観と菱田春草の二人にスポットを

あて､画壇の先頭に立って日本画の革新にまい進した二人の広範多彩な画業を紹介したo

･会　　期/平成6年10月8 E]仕)～11月13日(El)

･会　　場/特別展示室　1､南蛮美術館室

･主　　催/神戸市立博物館､神戸新聞社

･後　　援/兵庫県､神戸市､兵庫県教育委員会､サンテレビジョン､ラジオ関西､ Kiss-FM

･協　　賛/伽)兵庫銀行文化振興財団

･入館料(当日･一般) 800円

･開催日数/32日間

･入館者数/34,684人(1,084人/臼)

･出品点数/126点

･記念講演会/10月22日(土)於　博物館地階講堂

｢春草の作風と大観の作風｣　講師　原Ef]平作　大阪大学教授

･同時開催　受贈記念企画展

上川庄二郎コレクション明治鉄道錦絵展



養田春草｢落葉｣ 2曲1双(展示は10/23まで)

会期中､一部展示替え

をおこないます｡

横山大観(1868-1958)は茨城県水戸の生まれ､菱EE]春草(1874-

1911)は長野県飯田の生まれですが､ともに岡倉天心(1863-1913)が

校長をつとめた東京美術学校(現東京芸術大学の前身)に学んで､伝

統的な日本画を修めました｡そして､東洋画が育ててきた品格を保

ちながら西洋画に匹敵する等実力をも持った絵画を理想とした天心

の意を､具現しようとするところから出発しましたQ

それがために二人は､さまざまな困難にぶつかることとなりますo

Lかし､明治31年(1898)の日本美術院結成に始まり､ ｢股政体｣とい

う非難を受けたりしながらも､アメリカ･ヨ-ロソパへの研修や､茨

城県TL捕移住という苦境を経て､やがて明治40年に始まった文展

においては､色と形の中で遊ぶ自己の境地を見出していきました｡早

世した春草は､特にこの時期において､大胆な構成感のうちに静

かで伸び伸びとした画境を切り開いています｡

いっぽう大観は､この後も日本美術院を再興したり､ロ~マ?日

本美術展に参画するなどし､さらに戦後のたい廃を生き抜いて､豊

かな色彩と多様な形態の中に東洋的な思想と西洋の写実を生かし

て､ 20世紀の東洋美術というにふさわしい画境を展r期させるにいた

ったのでした｡

木展は､このEl本画壇の巨匠､横山大観と菱耶春卓の名作約120点

を集めて､その近代日本画の形成における某紙を回顧しようとする

ものですo

講演会10月22日仕)午後2時から神戸市立博物館地階講堂 

｢春草の作風と大観の作風｣講師大阪大学教授原Efl平作氏 

構山大鞭｢正気放光｣榎原神宮蔵
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菱Ef]春草｢荘蕃(高士望岳)｣広島県立美術館裁

同時開催　受贈記念企画展
上川庄二郎コレクション

明治鉄道錦絵展

当日 仞��】一般 l800円 緬�Y�8���｣s��冷�高校生 550円 傅ﾈｿ卯��3��冷�

前売 団体 俘r�ｾ��l700円 【600円 姪c��冷�ﾃS��冷�500円 300円 �#S�冷��S�冷�

准til件は30名以上

や神戸市立博物館
〒650神戸市Et]央区京町24番地Tl;L (078) 391-0035

テL'ホンサービス　078-332178 1 a

◆当世でPlA中の点E会に関するfnをお伝えしています,



作品一覧

横山大観
No.　作　品　名　　　　　　　制　作　年

1孔雀明王俊(模写)

2　阿帝陀如来像(模写)

3　観音猿鶴図(模写)

4　武蔵野

5　寂静

6　四季山水図(模写)

7　夕(観山･春草と三幅対)

富士山(下山観山作)

8　五月の頃

9　春(春草｢秋｣と双幅)

1895　(明治28年)

1895　(明治28年)

1895　(明治28年)

1895　(明治28年)

1896　(明治29年) ★

1897　(明治30年)

1900　(明治33年)

1900　(明治33年)

1901 (明治34年)

1901 (明治34年)

10　雨後(春草｢月下薦雁｣と双幅) 1901 (明治34年)

11月下牧童

12　夕立

13　迷児

14　鴨

15　夕映

16　帰帆

17　山路

18　樹下苦行

19　松

20　撫子

21月

22　革意三顧図

23　宍道湖東景図(宍道湖所見)

24　降魔

25　山路

26　雪飴の山路

27　釈迦十六擢湊図

28　江畔風雨

29　虎渓三笑

30　雷変

31両中白鷺

32　飛泉

33　水郷の雨

34　焚火

35　東海道五十三次絵巻第九巻

36　億寺晩鐘

37　梱寺晩鐘

38　寒山拾得

39　雲去来

40　鳩之浦絵巻

No.　作　品　名　　　　　　　制　作　年

41矢走の朝　　　　　　　　1918　(大正7年)

42　矢走の帰帆　　　　　　　　1918　(大正7年) ★

43　蓬莱　　　　　　　　　　1919頃(大正8年噴)

44　秋の富士(霊峰十趣)　　　1920　(大正9年)

45　三保の富士(霊峰十趣)　　1920　(大正9年)

46　不義山　　　　　　　　　1920頃(大正9年頃)

47　老子(老君)　　　　　　　1921 (大正10年)

48　東山暁色図　　　　　　　1921頃(大正10年頃)

49　霊峰契明　　　　　　　　1922　(大正11年)

50　木克　　　　　　　　　　　1926　(大正15年)

51鹿島神宮･筑波山　　　　　1928 (昭和3年)

1901頃(明治34年頃)　　52　飛泉　　　　　　　　　　　1928　(昭和3年)

1902　(明治35年)★　　53　年　　　　　　　　　　　1929　(昭和4年)

1902　(明治35年)　　　54　毅明　　　　　　　　　　　1929-y)頃(昭和4-5年頃)

1902頃(明治35年頃)　　55　松竹梅　　　　　　　　　　1930　(昭和5年)

1902頃(明治35年頃)　　56　ローマの春　　　　　　　　1930　(昭和5年)

1905　(明治38年)

1907　(明治40年)

1909頃(明治42年頃)

1909頃(明治42年頃)

1909頃(明治42年頃)

lW9-1帽(明治42-43年頃)

1910　(明治43年)

1910　(明治43年)

1910　(明治43年)

1911 (明治44年)

1911 (明治44年)

1911. (明治44年)

57　白菊　　　　　　　　　　　1932　(昭和7年)

58　着の水･秋の色　　　　　　1938　(昭和13年)

59　山桜　　　　　　　　　　　1938　(昭和13年)

60　卯　　　　　　　　　　　　1938　(昭和13年)

61皇大神宮　　　　　　　　　1938頃(昭和13年頃)

62　霊峰不二　　　　　　　　　1939　(昭和14年)

63　神国日本　　　　　　　　　1939　(昭和14年)

64　春朝　　　　　　　　　　　1939頃(昭和14年頃)

65　夜梅　　　　　　　　　　　1940　(昭和15年)

66　白砂青松　　　　　　　　　1940　(昭和15年)

67　松　　　　　　　　　　　　1940頃(昭和15年頃)

68　正気放光　　　　　　　　　1941 (昭和16年)

1911頃(明治44年頃)　　69　旭El静汝　　　　　　　　　1941 (昭和16年)

1912　(明治45年)　　　70　天長地久　　　　　　　　　1941頃(昭和16年頃)

1912　(明治45年)　　　71春風万里乃清　　　　　　　1942　(昭和17年)

1913頃(大正2年頃)　　72　正気放光　　　　　　　　　1943　(昭和18年)

1913頃(大正2年頃)　　73　春光る(樹海)　　　　　　1946　(昭和21年) ★

1914頃(大正3年墳)　　74　神洲乃正気　　　　　　　　1946　(昭和21年)

1915　(大正4年)

1915　(大正4年)

1915　(大正4年)

1915　(大正4年)

1915　(大正4年)

1917　(大正6年)

1918　(大正7年)

75　蓬莱山　　　　　　　　　　1949　(昭和24年)

76　着乃不二　　　　　　　　　1951 (昭和26年)

77　或る目の太平洋(下絵)　　1952　(昭和27年)

78　満ちくる朝潮　　　　　　　1952　(昭和27年)

79　風粛々今易水寒　　　　　　1955　(昭和30年)

80　明ゆく山　　　　　　　　　　制作年不詳

81横山大観先生(撃山繭風筆)　N･参考出品
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菱田春草
Nq　作　品　名　　　　　　　制　作　年

l羅顔

2　雅子

3　高士のEZl

4　牧牛

5　老子

6　鎌倉時代闘牛図

7　武具の図

8　桜下美人図

9　高野山古寺

10　普賢延命図(模写)

1890　(明治23年)★

1891 (明治24年)

1893　(明治26年) ★

1893　(明治26年)

1893　(明治26年)

1894　(明治27年)

1894　(明治27年) ★

1894　(明治27年)

1895　(明治28年)

1895　(明治28年)

11大原の霜　　　　　　　　　1895頃(明治28年頃)

12　一字金梅園(模写)

13　武蔵野秋景望富岳之図

14　秋景(紅葉山水)

15　秋渓の図

16　帰舟(大観･観山と三相対)

17　暮色

18　白描

19　月下白鷺

20　秋(大観｢春｣と双幅)

1896　(明治29年)

1898　(明治31年)

189g　(明治32年)

1900　(明治33年)

1900　(明治33年)

1901 (明治34年)

1901 (明治34年) ★

1901 (明治34年)

1901 (明治34年)

21月下意雁(大観｢雨後｣と双幅) 1901 (明治34年)

22　春の山　　　　　　　　　　1901頃(明治34年頃)

23　春野　　　　　　　　　　　1901噴(明治34年頃)

24　荘重(高士望岳)　　　　　1902　(明治35年)

25　雪後の月　　　　　　　　　1902　(明治35年)

26　雄快(海岸怒涛)　　　　　1902　(明治35年)

27　時頼　　　　　　　　　　　1902　(明治35年)

28　春暁　　　　　　　　　　1902　(明治35年)

29　夕陽　　　　　　　　　　　1903　(明治36年)

30　夕の森　　　　　　　　　1904　(明治37年)

31初夏(牧童)　　　　　　　1905　(明治38年)

32　仏御前　　　　　　　　　　1906　(明治39年)

33　帰樵　　　　　　　　　　　1906　(明治39年)

34　湖辺の白鷺　　　　　　　　1906頃(明治39年頃) ★

35　旭光耀々　　　　　　　　　1906頃(明治39年頃)

36　賢首菩薩(ノト下絵)　　　1907　(明治40年)

37　海月　　　　　　　　　　　1907　(明治40年)

38　爆布　　　　　　　　　　1907頃(明治40年頃)

39　雨後　　　　　　　　　　　1908　(明治41年)

40　蓬莱山水　　　　　　　　　1908　(明治41年)

N(L　作　品　名　　　　　　　制　作　年

41晩秋図

42　観音

43　落葉

･lLl　店竜

45　雪の山

46　椿と枯

47　鹿

48　梅に雀

49　栗色

50　適業図

51仙女(霊喝女)

52　雀に鵠

53　雨中美人(小下絵)

54　早春(小下絵)

55　湖畔

56　秋色の図
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1908　(明治41年)

1908頓(明治41年頃)

1909　(明治42年頃)

1909　(明治42年頃)

1909　(明治42年)

1909　(明治42年)

1909　(明治42年) ★

1909　(明治42年)

1909　(明治42年)

1909　(明治42年)

1909　(明治42年)

1910　(明治43年) ★

1910　(明治43年)

1911 (明治44年)

制作年不詳

制作年不詳

★は大津会場でのみ出品されたもの.



2　企画展示

日)企画展
-一定のテーマを設定し､本館の収蔵資料を中心に調査研究を行い､その成果を企画展として展示するo

展覧会名 ��霾��内容 

海と川の絵図展 ��人々の歴史と深いつながりがある水を テーマに､神戸の産業.交通.まちづ くり.水害.風景などに関する資料を 展示o 

和銃の文様屈 ��平安時代以降に和風化された銅鏡背面 の文様の変遷を展示o 

-受胎記念 上川任二郎コレ クション一 明7台鉄道錦絵展 ��上川氏が収集した明治時代に製作され た鉄道錦絵(木版画)､石版画など115 件が-一括して当館に寄贈されたことを 記念し､その優品78件を選んで一望に 展示○ 
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海と川の絵図展　出品日録

番号　　　　　名　　　　称　　　　　　　　　　　　年　　代　　　　　　材　　質　　　　　　備　　　考

江戸時代の海と川

1　日本園犀風

2　船絵馬

3　船絵馬(写真パネル)

4　船絵馬(写真パネル)

5　船絵馬(写真パネル)

6　敏馬浦

7　敏馬浦(F摂津名所図会j)

8　三万回(パネル)

9　兵庫津地子方絵図(写真パネル)

lD　西国名所之内　兵庫磯之町　歌川貞秀画

11築嶋寺(r摂津名所国会｣)

12　東海道名所の内　兵庫粟島寺

13　摂播国境手‡猟場栽詞=絵図写

14　兵庫魚市(r播州名所巡覧図絵,I)

15　駒ケ林の浜(写真パネル)

16　須磨浦地引網(写真パネル)

17　校油水車器械のEg]

18　製油録

近代のまちづくり

一居留地の建設-

19　福原庄六ケ村,生EE]村山論絵図

20　兵庫県御免許　開港神戸之園(写真パネル)

21神戸外国人居留地計画図写(J.W.ハート原図)

22　兵庫神戸実測三千分薗之縮図

23　雑居地海岸絵図

一河川の付替-

24　布引から神戸港を望む(写真パネル)

25　布引から神戸港を望む(写真パネル)

26　布引から神戸港を望む(r[]本名所写真帳1 ｣)

江戸時代

寛延元年(1 748)

延享3年(1746)

天明4年(1784)

明和9年(1772)

江戸時代(午3月)

寛政8 -10年(1796-8)

〔江戸時代)

)エ戸時代後期

慶応元年(1865)ころ

寛政8-10年(1796 ～8)

文久3年(1863)

〔寛運1 0年(1 670))

文化元年(1804)

手書羊彩　　　　　藤　EE]幸　男　氏　蔵

敏　馬　神　社　蔵

敏　馬　神　社　蔵

敏　馬　神　社　蔵

敏　烏　神　社　蔵

敏　馬　神　社　蔵

木版墨刷

手書手彩

木版刷彩

木版墨刷

木版刷彩　　　　池長コレクション

羊書手彩　　　　　兵庫県立明石高校蔵

木版墨刷

明治40年(1907)ころ　　　　　　　　　　　　　小畑一三氏提供

昭和10年(1907)ころ　　　　　　　　　　　　　大谷勇　氏提供

江戸時代後期

天保7年(1836)

〔享保4年(1719)〕

慶応4年(1868)

明治5年(1872)

明治5年(1872)

明治初期

明治4年(1871)

明治中期

明治中期

27　湊川堤防決壊(Tデラカンプ氏個人アル′くム｣)より(写真′1ネル)明治29年(1896)

28　湊川新橋

29　湊川付菅工事　会下山トンネル

30　神戸市現図

一運河の建設-

31兵庫運河計画図

32　兵庫運河株式会社第6匝】事業報告書付属他国

33　三角船溜り(写真パネル)

手書手彩　　　　　大　利　信　正　民　意

木版墨刷

手書手彩

木版刷彩　　　　池長コレクショ　ン

手書羊彩

木版刷彩　　　　池長コレクション

手書手彩

松　尾　ふ　み　氏　蔵

明治中期

明治34年(1901)ころ　　　　　　　　　　　　　吉田重雄氏寄贈

明治30年代前半　　　　　　銅版

明治20年代後半　　　　　　手書手彩

明治30年(1897)　　　　　　石版刷彩　　　　南波コレクション

明治32年(1899)ころ

-30-



番号　　　　　名　　　　称　　　　　　　　　　　　年　　代　　　　　　材　　突　　　　　　備　　考

34　開閉橋(写真パネル)

35　兵庫運河の渡し(写真パネル)

36　苅藻島運河及新湊川埋立地平面図

一水道の建設-

37　布引貯水池堰堤工事(写真パネル)

38　水道起工条(写真パネル)

39　奥平野浄水場通水式(写真パネル)

40　鳥原貯水池(写真パネル)

41神戸市水道全図

42　神戸市水道増設工事一般平面図

港の近代化

43　南から居留地を望む(写真パネル)

明治32年(1899)ころ

明治後期

昭和6年(1931)ころ

明治32-33年(1899-1 900)ころ

明治30年(1897)

明治33年(1 900)

明治38年(1905)ころ

大正10年(1921)

昭和16年(1941)ころ

明治初期

44　南から居留地を望む仔神戸名所写真帳1 ｣より) (写真パネル)明治中期

45　南から居留地を望む(r淑戸内海写真帳J)　　　明治中期

46　メリケン波止場

47　雑居地海岸通一国産波止場付近-

48　郵便汽船出港定日表

49　和英詳密　神戸市全勝

50　神戸港波止場修築計画図

51捗業･畑EEl和書引札

52　神戸市新囲

53　話材木薪炭問屋･激屋文七引札

54　神戸引地廻漕会社代理店引札

55　実測神戸市地図

56　集港工事風景(写真パネル)

57　神戸港修築計画平面図

58　神戸税関陸上設備工事之園

59　三菱造船株式会社神戸造船所一般図

60　実地踏測　神戸市街全図

61エンプレス.オフ･ブリテン号q神戸也光写真帳止り)停真Jtネル)

62　神戸市全図

63　失地踏測　神戸市街全図

64　最新踏測　神戸市街全園

65　アメリカ軍撮影の空中写真(写真パネル)

66　空から見た神戸港(写真パネル)

67　完成した摩耶埠頭(写真パネル)

68　新港第1 -4突堤(写真パネル)

69　空から見た神戸港(写真パネル)

明治中期

明治中期

明治16年(1883)　　　　　　石版色刷　　　　葦　山　巌　氏　寄　贈

明治24年(1891)

明治29年(1806)ころ　　　　手書手彩

明治38年( I 905)　　　　　　石版色刷

明治41年(1 908)

明治時代　　　　　　　　　木版色摺

明治時代　　　　　　　　　木版

大正2年(1913)

大正ころ

大正12年(1923)

大正1 2年(1923)

大正12年(1923)

昭和4年(1929)

昭和初期

昭和8年(1933)

昭和13年(1938)

昭和16年(1 941)

昭和22-23年(1947-8)ころ

昭和35年(1960)ころ

昭和42年(1 967)

昭和43年(1968)ころ

昭和47年(1 972)ころ
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番号　　　　　　名　　　　称 年　　代　　　　　　材　　gt　　　　　　備　　考

水の脅威と親しみ

-災　　害-

70　居留地海岸風景(rThe Far Eas上l)より(写真パネル)明治4年(1871)

71雑居地海岸通(rTheFar Eas上l)より(写真パネル)　明治4年(1871)

72　明治24年台尻後の神戸港(rJく-ガレー氏個人アルバLJ)明治24年(1891)

73　台風後の神戸港　　　　　　　　　　　　　　　明治24年(1891)

74　神戸駅(アデラカンプ氏個人アルバム】より) (写真Jtネル)明治29年(1896)

75　晦時増刊　風俗画報128号　洪水被害録　　　　明治29年(1896)

76　神戸付近水書実況写真(第2集)

77　水害大観絵巻

78　神戸市災書状況図

79　昭和42年水書く写真パネル)

一水への親しみ-

80　-ノ谷(r摂津名所図会D

81舞子の浜より淡島嶋を望む(r播州名所巡覧図絵｣)

82　本朝名所　播州舞子之浜

83　六十余州名所図会　播磨舞子の浜

84　舞子浜(F神戸写真帳JI)

北村信也　氏蔵

松尾ふ　み氏麓

昭和13年(1938)　　　　　　　　　　　　　　吉EEl　義武氏寄贈

昭和13-14年(1938-9)　　紙本書色　　/神戸市立中央図書館意

昭和13年(1938)ころ

明治42年(1967)

寛政8 ～10年(1 796-8)　　木版墨相

文化元年(1 804)　　　　　　木版墨糟

文化12-天保10年(1815-39)木版鼻緒　　　　池長コレクション

裏永6年(1853)　　　　　木版色相

明治中期

85　布引雌滝(FJapanesc V陀VVS and Characters Voll.I)　明治後期

86　湊東区水練場(写真パネル)

87　野田浜海水浴場(写真パネル)

88　須磨の風景　須磨小唄

明治42年(1909)

大正8年(1919)

昭和初期
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和鏡の文様展　出品日録

Ⅰ中世の和鏡

1蜂鳥方鏡

2　山吹双鳥銃　　　　　　　　　　径10.8

3　枚喰鶴鏡　　　　　　　　　　　径91

4　草花蜂鳥鏡　　　　　　　　　　径9.8

5　瑞花賀寿八稜鏡　　　　　　　　径13.0

6　瓜蜂鳥鏡　　　　　　　　　　　径12.5

神戸市灘区滝の奥経塚出土　平安時代　　　　神戸市教育委員会

神戸市灘区滝の奥経塚出土　平安時代　　　　神戸市教育委員会

神戸市灘区滝の奥経塚出土　平安時代　　　　神戸市教育委員会

神戸市灘区滝の奥経塚出土　平安時代　　　　神戸市教育委員会

伝福岡県内経塚出土　　　　平安時代　　　　神戸市立博物館

(重要美術品)

平安時代　　　　神戸市立博物館

(重要美術品)

7　化粧道具　　　　　　　　　　　平安京右京三条三坊三町出土　　　　　　　　平安時代　　　　京都市考古資料館

草花双鶴鏡(径90) ･漆皮折敷･漆器皿･串状木製品･ピンセット状鋼製品･玉･墨･土潔

8　松嶋鶴鏡　　　　　　　　　　　径9.6

9　洲浜菊双雀鏡　　　　　　　　　径114

10　槍垣瑞花双雀鏡　　　　　　　　径10.0

11秋草双雀鏡　　　　　　　　　　径11.35

12　菊花散双鶴鏡　　　　　　　　　径11.35

13　千万字蓬莱鏡　　　　　　　　　径11.3

14　洲浜草花鏡　　　　　　　　　　径10,8

15　桐竹双雀鏡　　　　　　　　　　径11.5

16　松藤双雀鑑　　　　　　　　　　径10.8

17　亀甲地双鶴鏡　　　　　　　　　径11.5

18　梅花散双雀鏡　　　　　　　　　径8 6

19　松樹双雀鏡　　　　　　　　　　径9.9

20　摘双鶴鏡　　　　　　　　　　　径59

21松竹双鶴柄鏡　　　　　　　　　総長19.5　面径8.9

鎌倉時代　　　　神戸市立博物館

(重要美術品)

鎌倉時代　　　　神戸市立博物館

鎌倉時代　　　　神戸市立博物館

鎌倉時代　　　　大阪市立博物館

室町時代　　　　大阪市立博物館

室町時代　　　　大阪市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

室町時代　　　　神戸市立博物館

Ⅱ　近世の和鏡

22　桐双鶴柄鏡　　　　　　　　　組長15 7　面径6 6　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　神戸市立博物館

23　桐文柄鏡　　　　　　　　　　　緒｢天下一｣　総長20.6　両径8.7　　　　　桃山時代　　　　神戸市立博物館

24　秒蹴鞠柄鏡　　　　　　　　　総長20.7　面径9.2　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　神戸市立博物館

25　桐文双鶴柄鹿　　　　　　　　錦｢天下一｣　総長18.7　面径9.2　　　　　桃山時代　　　　神戸市立博物館

26　南蛮人喫煙図柄鏡　　　　　　　銘｢天下一若狭｣　総長19,8　両径9 8　　　江戸時代　　　　神戸市立博物館

(池長孟コレクション)

27　南蛮人散策図柄鏡　　　　　　　銘｢天下一佐渡｣　総長19 9　面径9,8　　　江戸時代　　　　神戸市立博物館

(池長孟コレクション)

28　松樹柄鏡　　　　　　　　　　　銘｢天下一｣　総長19.6　両径9.6　　　　　江戸時代　　　　神戸市立博物館

29　竹柄鏡　　　　　　　　　　　銘｢天下一作｣　総長18,1面径9.2　　　　江戸時代　　　　神戸市立博物館
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30　盆栽柄鏡

31梅樹柄鏡

32　葡萄棚柄鏡

33　生花柄鏡

34　椿柄鏡

35　菊花柄鏡

36　梅竹柄鏡

37　菊南天柄鏡

38　椿双鶴柄鏡

39　よしの川文字入

銘｢天下一｣　総長204　面径9.8

銘｢天下一若狭｣　総長22.0　面径11.4

錦｢天下一出雲守｣　総長20.6　両径108

銘｢天下一｣　総長213　両径11.6

錦｢天下一｣　総長21.1面径11,6

銘｢天下一若狭守｣　総長22,3　両径12.4

銘｢藤原福尚作｣　総長187　面径10.6

銘｢藤原光政｣　総長208　面径12.0

銘｢藤原光政｣　組長19.3　両径116

流水桜花柄鏡　錦｢天下一藤原久共｣　総長24.2　面径148

40　高砂文字入蓬莱柄鏡　　　　　　銘｢藤原英政｣　総長228　両径140

41襲文字入梅竹柄鏡　　　　　　銘｢藤原光長｣総長236　面径14.7

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

42　龍虎文字入梅竹柄鏡　　　　　銘｢天下一上場和泉守｣総長28.5　両径18 4江戸時代

43　揚羽蝶文南天柄鏡　　　　　　銘｢天下一人見和泉扱垂次｣総長27 8　面径18.0江戸時代

44　梅菓尾長鳥柄鏡　　　　　　　錯｢藤原光長｣総長27 3　面径18.0　　　江戸時代

45　桐文梅樹柄鏡　　　　　　　　銘｢藤原先島｣総長26.5　面径174　　　江戸時代

46　扇面橘文南天董柄鏡　　　　　銘｢藤原光長｣総長27.8　面径18.2　　　江戸時代

47　南天柄鏡　　　　　　　　　銘｢天下一楠本肥後守｣総長342　面径24.3江戸時代

48　蓬莱柄鏡　　　　　　　　　　銘｢藤原光長｣組長25.4　面接170　　　　江戸時代

49　蓬莱柄鍵　　　　　　　　　銘｢田中伊賀守康原書次｣総長34.g　面接24.4江戸時代

50　蓬莱鏡　　　　　　　　　　　径11.3　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代

51 E]本図鏡拓本　　　　　　　　堵｢天下一木瀬浄阿弥｣　　　　　　　　江戸時代

52　日本図鏡拓本　　　　　　　　銘｢天下一人見佐渡守政親｣

Ⅲ　和鏡の製作

53　八稜鏡鋳型　　　　　　　　　鳥取県倉吉市伯膏国庁跡出土

54　草花蜂鳥鏡鋳型　　　　　　　平安京左京八粂三坊九町出土

55　和鏡鋳造関係遺物　　　　　　　平安京左京三条三坊三町出土

鋳型･フイゴ羽口･ルツボ･犀風･溶解炉片

56　和鏡鋳造関係遺物　　　　　　　平安京左京二条四妨十一町出土

鋳型･青銅製品･溶解炉片･ルツポ

57　人間国宝角谷-圭氏和免製作工程復元

〔参考〕

誓諭草をしへ早引　歯　　　　　歌jII国芳画　大判錦絵

兵美人　　　　　　　　　　　換州周延画　大判錦絵

使中鏡
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江戸時代

平安時代

平安時代

江戸時代

江戸時代

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

(南淡松太郎コレクシオン)

神戸市立博物館

(繭汝松太郎コレクション)

倉吉市立倉吉博物館

古代文化調査会

京都文化博物館

京都市考古資料館

大阪市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

(野添宗某氏寄贈)



明治域道錦絵展　出品目録

Nm作品名　　　　　画者　　制作年　　版元　形式　寸法　員数誓讐

1車づくし

2　横浜海岸鉄道之図

3　東京蒸気車之園

東京高輪海岸蒸気車鉄道
走行之全図

歌川芳虎　　明治3年(1870)　万屋孫兵衛　木版色摺　35.4×710cm　3枚続ノ拡49

歌川芳虎　　明治4年(1871)　木屋宗次郎　木版色摺　364×727cm　3枚続〟44

歌川芳虎　　明治4年(1871)清水産直次郎　木版色摺　354×71.3cm　3枚続JG45

歌川芳虎　　明治4年(1871)加賀屋吉兵衛　木版色摺　371×727cm　3枚続ノ信47

5　高輪蒸気車之図　　　　　　　　歌川芳虎　　明治4年(1871)　たや銀三郎　木版色摺　369×727cm　3枚続JW51

6　高輪鉄道蒸気車之全図　　　　　昇斎一景　明治4年(1871)　　万孫　　木版色摺　375×738cm　3枚続JK55

7　六郷蒸気車鉄道之園　　　　　　昇斎一景　　明治4年(1871)　　真吾　　木版色摺　363×727cm　3枚続JG52

8　東京高積往来車尽行合之図　　二代歌川園輝　明治4年(1871)　　泉市　　　木版色摺　355×693cm　3枚続ノ佑40

9墓震豊諾認諾警至芸　二代歌j･周輝明治5年(.872)大黒屋金之助木版色摺372×736cm　3枚綻ぶ37

10　汐留よL)蒸気車通行の図　　　　昇嘉一景　　明治5年(1872)　蔦屋吉蔵　　木版色摺　349×724cm　3枚続ノ砿54

1.高-道之固　　　　く星豊詣)明治4年(.87.)大穂堂弥七木版色摺365×733cm　3枚続〟76

12　神奈川入河兼蒸気車鉄道国　　三代歌川広重　明治4年(187T)伊勢屋喜三郎　木版色相　358×722cn1　3枚続M5

･3蓋訟違憲雷岸　　　三代歌Jf･広重明治4年(,87.)万屋孫兵衛木版色摺370×728cm　3枚続M8

14　横浜往辺蒸気車全図　　　　　三代歌川広重　明治5年(1872)　上州屋金蔵　木版色摺　35.5×72.3cm　3枚続ノ砿6

15　横浜新地蒸気車鉄道之真景　　三代歌川広重　明治5年(1872)　わかさや　木版色摺　372×729cm　3枚続JK13

･6薫諾慧豊歪表克図絵　　三代歌川広重明治5年(1872)辻文　木版色槽370×255cm 1 -30

･7紙車鉄道往iaZ国　　讐琵Ja欝明治3年(.870)山口展藤兵衛木版色摺,82×500cm 1枚滅63

･8言霊ヲ蓋監造蓋諾思　F=粘111%7　明治4年(.87.)本屋安兵衛木版色摺,68×374cm 1枚瓜73

-9望謡笠屋霊気　　　F=%毘苫需品代初期)富士政七　木版色摺159×365cm 1枚滅72

20　新橋鉄道舘　　　　　　　　　　歌川貞秀　　明治5年(1872)　　大橋堂　　木版色摺　365×732cm　3枚続ノ佑75

21鉄道開業新橋夜景恩　　　　　　歌川芳虎　　明治5年(1872)　伊勢屋兼吉　木版色摺　36.9×73.8cm　3枚続ノ拡43

22　七括神蒸気車乗初回　　　　　　歌川芳虎　　明治5年(1872)　木屋宗次郎　木版色相　348×72.9cm　3枚続ノ拡48

23　新開名所　志ほ留鉄屋銘　　　　歌川芳虎　　明治7年(1874)　沢村屋清吉　木版色相　373×252cm　1枚ノ好50

24悪霊蒜蒜是認誉議書　歌川国鶴　明治7年(1874)丸尾鉄次郎木版色摺366×688m　3枚続Jm4

25　東京高始鉄道蒸気車全巣固　　二代歌JH国鶴　明治5年(1872)　伊勢屋兼吉　木版色相　372×74.2cm　3枚続一佑33

26　東京汐留鉄道系先手通行園　　二代歌川国輝　明治5年(1872)　大黒屋平吉　木版色摺　365×739clT)　3枚統一砿36

東京各大区之内
芝金杉橋遠景

東京各大区之内
新ばしスティーション

東京新橋煉花石鉄道
義気幸夫意図

二代歌川国輝　明治6年(1873)　　若与　　木版色相　35.6×24.0cm　1枚Ji42-1

二代歌川匡輝　明治6年(1873)　　若与　　木版色相　36.3×24.7cm　1枚JC41

二代歌川国輝　明治7年(1874)　伊勢屋兼吉　木版色相　373×729cm　3枚続ノ広38
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Na作品名　　　　　画者　　制作年　　版元　形式　寸法　点数冨讐

30

31

32

33

34

35

文京名勝之内
高輪蒸気車鉄道全図

明治小史年間毒己事　皇后
宮西京行啓鉄道鈷発車之固

汐留∃ I)横浜迄鉄道開業
加東初話人拝礼之園

東京八ツ山下蒸気車往辺
鉄道之全図

横浜新埋地高嶋町緒屋
三階造海岸遠景之国

東京名勝図絵
品川八ツ山下鉄道

36　横浜海岸鉄道慕気車囲

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

横浜往返鉄道
蒸気車ヨリ海上之匿

西京神戸之同鉄道開業式
諸氏拝見之固

御発車従新棟ステーション
御乗車之固

東京名所之内　銀座述
煉瓦造鉄道馬車往復囲

東京名所園絵　新橋ステ-
ション蒸気の発車

従汐留横浜迄蒸気車鉄道
往辺之園

東京品川海辺蒸気車
鉄道之真景

東京飽牽名所図絵之内
しんばし鉄道寮

東京名勝図絵
金移橋よIJ芝浦の鉄道

東京開化三十六兼
高始大木戸

東京名所
芝浦　鹿島神社東

嶺浜名所の内
蒸気草薙昌巣の図

東京浅草金龍山並二
鉄道馬車繁栄之図

高輪鉄道よIJ汐留鉄道
一覧の図

51芝汐留鉄道蒸気車通行之圃

52　開化因循興発鏡

二代馴-韻語5ft初期)版元無記　木版色相366×7219cm　3枚続瓜35

月間芳年　明治9年(1876)大倉孫兵衛　木版色相　35.5×73.0cm　3枚続〟77

三代歌川広重　明治5年(1872)海老屋林之助　木版色摺　36.9×739cm　3枚続JKl

三代歌川広重　明治5年(1872)　政田屋　　木版色摺　35.8×723cm　3枚続JG14

三代歌川広重　明治6年(1873)　丸崖鉄治郎　木版色相　37.0×711cm　3枚続瓜10

三代歌川広重　明治6年(1873)　　丸鉄　　木版色摺　35.9×244cm 1枚J620

三代歌川広重　明治7年(1874)頃　万屋孫兵衛　木版色掩　367×720cm　3枚綻ぶ2

三代歌川広重　明治7年(1874)浜田屋鉄五郎　木版色摺　34.9×700cm　3枚続M3

三代歌川広重　明治10年(1877)　福田熊治郎　木版色摺　359×726cm　3枚続R9

三代歌川広重　明治10年(1877)　小林鉄次郎　木版色相　37.0×73.6cm　3枚続JW16

三代歌川広重

三代歌川広重

三代歌川広重

三代歌川広重

三代歌川広重

三代歌川広重

三代歌JIL広重

三代歌川広重

一港斎永林

歌川重清

明治1 5年(1882)

年不詳
(明治時代初期)

年不詳
(明治時代初期)

年不詳
(明治時代初期)

年不詳
(明治時代初期)

年不詳
(明治時代初期)

年不詳
(明治時代初期)

年不詳
(明治時代初期)

明治5年(1872)

明治15年(1882)

大倉孫兵衛

版元無記

具足屋

辻同産亀吉

熊谷庄七

九鉄

佐藤又兵術

植木林之助

師岡屋

三浦武明

木版色相　372×738cm　3枚続ノ砿12

木版色相　366×244cm　1枚｡砿29

木版色相　376×719cm　3枚続JGl12

木版色相　370×735cm　3枚統一佑11

木版色摺　370×25.0cm　1枚｡佑18

木版色摺　352×240cm　1枚一佑22

木版色相　358×247cm　1枚ノ拡29

木版色摺　372×249cm　1枚.催25

木版色相　34｡2×234cm　1枚一佑87

木版色摺　363×713cm　3枚続.砿60

昇斎-景　　明治5年(1872)増田屋根次郎　木版色相　384×746cTn　3枚続JK53

昇嘉一景　　明治6年(1873)山本屋久兵衛　木版色相　365×737cm　3枚続JKl13

昇嘉一景　　明治6年(1873)　具足屋　　木版色摺　353×69.3cm　3枚続〟56

53吾雪至芸業主鎧妄蛋蒜　長谷川竹菓　明治.8年(.885)長谷川竹葉木版色相35.×7,0-　3枚続JG84

54横浜鉄道続出車之図　　讐琵'a豊野明治6年(.873)伊勢屋兼吉木組摺367×693m 3枚m61

55芸歪崇並高相景　　讐琵'a翼賢明治6年(.B73)伊勢屋兼吉木版色摺363×7T2- 3枚続JK62

56枚浜組続出車之固　　讐琵'a望苧明治6年(1873)海老屋林之助木版色摺373×72･9m　3枚続JG64

57　横浜高嶋町神風楼之固　　　　　歌川国松　明治8年(1875)小林銀次郎　木版色摺　356×72.8cm　3枚続滅71

58　横浜ステーション之直　　　　　歌川国松　明治8年(1875)森本順三郎　木版色摺　363×713cm　3枚椀JG69



No.作　品　名　　　　　　　　　　　画　者　　　　制作年　　　　版　元　　形　式　　寸　法　　負数

59　鉄道停車場　　　　　　　　　　歌川国保　　明治18年(1885)　石島^重　木版色招　370×724cm　3枚続Jq81

60　新棟ステイ-シヨヲン之脹　　　橋本周延　　明治14年(1881)　三浦武明　木版色摺　371×731cm　3枚続Ji79

6.芸蓋議会‰　　　三代歌川広重明治.4年(1881)水野-郎木版色摺358×23･4m 1枚Jm

62琵%Lh雫誌兼餌之国　　歌川国利　明治.7年(-884)児玉弥七　木版色相374×73･3cm　3枚続ぷ67

63至託竿芸道虫耕　　　歌,帽利　明治22年(.889)永-之助木版色相370×7.･9cm　3枚続〟68

64　上野高崎同鉄道之囲　　　　　　歌川重清　　明冶17年(1884)　武川清吉　木版色相　36.4×708cm　3枚続JK59

65慧琵左芸諾望雷ケ谷　　馴壬清　明治.8糾.885)三浦武明　木統轄37.×7.7cm　3枚続Jq58

66　高輪牛町姓月景　　　　　　　　小林清泉　　明治12年(1879)　福巴熊次郎　木版色撫　220×333cm　1枚JG89

67　大元師陛下凱旋御3f真之凶　　　梅堂小国政　明治28年(1895)　尾閑岩吉　木版色撫　367×725cm　3枚続JG65

68　大坂名所　住吉乃月*　　　　　　林基春　　明治28年(1895)　古島竹次郎　石版色相187×257cm　1枚瓜102

69　汽車汽船固引札　　　　　　　　林基春　　明治31年(1898)　中井徳次郎　石版色相　352×51.9cm　1枚JWl14

70上野ステーション　　　井上安治　…需品中期)版元無記　木版色摺,.･6×.70cm 1枚･W92

7.ステ-シヨンノ曹　　　井上安治　竃忘代中期)版元舵　木版鯛..7×.77m .枚胤

72　大8本鉄道発車之国　　　　　　東州勝月　　明治27年(1894)　児玉又七　木版色相　385×733cLn　3枚続JK82

73　東海道鉄道興津海浜JE兼　　　載崎芳次郎　明治26年(1893)　載崎芳次郎　石版筆彩　320×425cm 1枚J6105

74芸蓋業主芙列車　　　長谷川竹菜　明治22年(,889)長谷川竹菓木版色増悪ix7-.｡m 1枚JK85

75慧慧莞皇国測出密　　児玉又七　B(^2ia*2;霊,(蒜;山貰郎禦監相5.1.×.0710cm 3枚続〟98

76謂讐改)引札　木綿治郎　明治34年(,901)頃木村栄治郎木版色相536×438cm 1枚胤01

77諾監手芸宗芸真底　　作的不詳需品代初期)版元無記　禦監摺.82×22.- .枚^GIO0

78汽車莞-刻表同真金表　画者不詳　竃荒代初期)版元無記　木版鯛383×5.8cm 1枚･699
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(2)南蛮紅毛美術展示

旧南蛮美術館所蔵資料及び本館収集資料を中心に､テーマを設定した企画展示を行う｡

展覧会名 ��｢�内容 

南蛮莫術名品展 ��館蔵品中､南蛮美術の名品33件を選ん で南蛮扉風と風俗画､初期洋風画､南 蛮意匠の工芸､輸出漆器､キリスタン 関係資料の構成で展示o 

南蛮美術名品展
出品　目録

※は個人コレクション

桃山時代は､風俗画-現実の人間生活を主題とする絵画-が流行した時代ですが､中でも西洋人の渡

来､交易の様子を描いた南蛮昇風は､珍奇で未知の風俗を楽しめる画題として喜ばれましたo　これらが発見

されるのは､主に港町の豪商の家からで､水運業を営む市民層でとりわけ愛好されたことがわかります｡の

ちに南蛮扉風は､南蛮船イコ-ル宝船､南蛮人は福の神､というような現世利益を廠う俗信仰に支えられ､

縁起ものとして鎖国後も描き続けられました｡
かのうfJいtrん

1.南蛮展風　　　　　　　　　　　狩野内膳筆　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　6曲1双

2.南蛮屠風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　6曲1双

3.南蛮人交易歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　1　　幅

4.観能図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　8曲1隻

5.万回人物図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　3帖のうち

初期洋風画

天文18年(1549)イエズス会士ザヴィエルの来日以降､日本にもセミナリオやコレジオといった学校が作ら

れ､油絵の技法や遠近法､陰影法といった西洋の写実的表現が､初めて日本へ伝えられました｡礼拝用の聖

画はキリスト教弾圧の中でほとんど失われ､わずかしか残っていませんが､信仰に直接関係のない世俗画は､

大名などへの贈呈用だったと思われ､まとまって残されていますDまた､のちには11のように､西洋の技法

で日本の伝統画題に取り組む画家も現れました｡

6.田都園･世界園(重要文化財)

7.水車のある西洋風俗園※

8.老師父図

9.師父二童子蜜･西洋二武人園　　伝信方筆

10.師父読書園※　　　　　　　　　　伝信方筆
だるま

1 1.達磨図　　　　　　　　　　　　　元禄15年(1702)雪村道香糞
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江戸時代初期　　　8曲1双

桃山～江戸時代初期　　　6曲1隻

桃山-江戸時代初期　　　1　　　面

桃山～江戸時代初期　　　　2　　　面

桃山-江戸時代初期　　　1　　面

江戸時代初期　　　1　　幅



南蛮意匠の工芸

南蛮犀風に散りばめられている異国の風俗は､絵画ばかりでなく､より身近に日常生活で用いる工芸品の

中にも登場しました｡南蛮人や洋犬､鉄砲､かるたなどの南蛮モチーフ､あるいは縞､水玉など西洋風の幾

何学文様が､異Bl風デザインとして器物を飾ったのです｡その代表的なものは馬具や文房具といった漆工芸

晶ですが､陶器や服飾､金工品のジャンルにも､その影響は及んでいます｡

12.南蛮人洋犬寄島'aL'岳

13.天正かるた版木重箱

14.永楽通宝銭･南蛮人蔓叢瞥
ひさふわたばこ

15.南蛮船曳船園蒔絵煙草盆
rl与I)ようさ.t9

16.南蛮人散策囲^稜鏡
jLかh(み

17.南蛮人喫煙国柄鏡

18.南蛮人散策国柄鏡

19.黒謎轟音影茶碗

桃山時代

桃山時代

桃山時代

江戸時代中期

江戸時代

江戸時代初期

江戸時代初期

桃山時代

含　合　対　点　面　面　面　o

輸出漆器

漆器は俗にJapanとも呼ばれるように､東洋独特の工芸品としてヨーロッパで人気を集めました｡桃山時

代には､来日した宣教師や商人らの注文によって数多くの外国向け漆器が作られ､海を渡ったのです｡これ

らも大別するとキリスト教で用いる祭具と､一般で装飾品として用いる調度とにわけられますが､いずれも
hE上L-

器形には西洋のデザインを基調とした上に､秋草など日本的な文様を施しており､東西文化の美しい融合が

見られますo光り輝く姦蒜(夜光員やアワビなどの且片を薄く盛ってはめこむ技法)の多用も､国内向けに

は見られない輸出用漆器の特色です｡

20.住吉社園蒔絵壷諒諺笈貼り絵嘗影洋簿　　　　　　　　　桃山～江戸時代初期
しJ;だん丁

21.具貼り舌箪笥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山～江戸時代初期

22.貝貼り小指　インドあるいはスリランカ製　　　　　　　　　　　　17世紀

23.花樹鳥獣図蒔絵螺細洋1t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期

24.花鳥園蒔絵鼻島影箱　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期

点　点　点　点　点

カトリックの宣教師(バテレン)の渡来､伝道活動とともに､日本の信者の問にキリスト教の画像､十字
せいはい

架､聖牌､ロザリオなどが浸透しました.その中には､ヨーロッパ製の銅版画､それを模した日本製の版画､

スリランカあたりで製作された象牙彫刻なども含まれ､禁教の歴史(徳川幕府による迫害は､おもに慶長19

年(1614)～寛永17年(1640)まで行われた)をくぐり抜けて､わずかに現代に伝わっています｡これらの遺品

筆削ま､桃山期の日本人が目にしたもうひとつの西洋-キリスト教の世界の存在を語りかけて来ます.
たっけい廿いはい

25.キリスト確刑図聖牌(片面　神の仔羊園)　銅版画は船載品　16世紀後半～17世紀初期

26.十字架を違うキリス帽聖牌　　　　銅版画は船載品16世紀後半～17世紀初期

27.聖者億聖牌肪面聖フランシスコ､片面聖ドミニクスか)銅版画は船載品　16世紀後半～17世紀初期
ちけい

28.キリスト答刑国聖牌　　　　　　　　　　　銅版画は日本製　16世紀後半-17世紀初期

29. 1 H S文赤地布製聖牌　　　　　　　　　　江戸時代に船載　16世紀後半～17世紀初期
けいかん

30.荊冠のキリスト像聖牌　　　　　　　　　　江戸時代に船載　16世紀後半～17世紀初期

31.鼓芽影幼児キリスト像　　　　　　　江戸時代に舶載16世紀後半-17世紀初期

32.ロザリオ(木製､ガラス製)各種　　　　　江戸時代に船載　16世紀後半～17世紀初期

33.メタイ各種　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代に船載　16世紀後半-17世紀初期
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点　点　点　点　点　点　点



(3)古地図企画展示

本館の古地図資料の中心をなす南淡コレクション･秋岡コレクションに加え､本館独自の収集古地

図資料を用い､テーマ設定した企画展示をおこなう｡

展覧会名 ��｢�内容 

港町絵図と船の路展 ��長崎や横浜などの江戸時代を代表する 港町を地図や絵画で展示○ 

江戸の名所巡覧展 ��南淡松太郎コレクションを中心に高野 山や鎌倉.奈良など江戸時代の名所を 絵図44件で展観o 
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江戸時代の名所巡覧展　≪出品　日録≫

No.　　　　資　　料　名　　　　　　作者等　　　　時　代　　　版　種　　　寸法(cm)　　　備　　考

【名所案内の地図〕

1大日本国大絵園　　　　　　　　　石川流宣　正徳2年(1712)　木版手彩　　89.9×1704

2　海陸　EL本道中行程記　　　　　　葡岡法涙　享保7年(1722)　木　版　　158×　72

3　大B本道中細見絵図　　　　　　　平野屋茂兵術他　嘉永2年(1849)　木版刷彩　　　35.8×1520

4　日本島取囲扉風(大曲一隻)　　　　　　　　　　　江戸時代後期　　手書手彩　　　64.7×211 1

5　大日本名所一覧　　　　　　　　　書斎立祥　　江戸時代末期　　木版刷彩　　　352×1223

6　東海道路行之園　　　　　　　　　　　　　　　寛文年間(1661-73年)木　　版　　131.3× 579

7　東海道分間絵図(五帖)　　　　　遠近道印　元禄16年(1703)　木　　版　　　265× 149

8　新版　東海道分間絵図　　　　　　　　　　　　　安永9年(1780)　木　版　　166×　92

9　東海道名所一覧　　　　　　　　　　葛飾北斎　文政1年(1818)　木版刷彩　　　436× 584

10　東海道五十三駅勝景　初編　　　　歌川貞秀　万延1年(1860)　木版刷彩　　242× 150

11総房海陸勝景奇覧　　　　　　　　葛飾北斎　　江戸時代後期　　木版版彩　　　38.6× 52.4

12　木曽路名所一覧　　　　　　　　　葛飾北斎　文政2年(1819)　木版刷彩　　420× 57.0

〔各地の名所や神社〕

13　羽黒山絵画

14　塩釜松島真貴之図

15　日光御山之絵図

16　上州草津温泉之絵図

17　上州草津温泉之囲

18
日本武将祖神鹿島神社
眺望之囲(六枚続)

19　江戸名所古跡一覧

20　西湖之^景武州金沢模写図

21江ノ島鎌倉道中記

22　鎌倉勝牧園

23　豆州熱海絵図

24　箱根七湯之医

25　富士詣独案内(三枚続)

26　身延山絵囲

27
身延山藷国霊場
早引畢場細見道中案内

木版手彩　　　462×　758

一　文　堂　　　　　　　　　　　木版刷彩　　　34DX1281

種山弥兵治　　　　　　　　　　木版手彩　　　62.0× 91.0

江戸時代中期　　木　　版　　　52.6× 67.2

三嶋屋四郎兵衛　安政2年(1855)　木　　版　　　310×　500

五聾革貞秀　元治1年(1864)　木版刷彩　　　362×1479

-宝斎国盛　　江戸時代末期　　木版刷彩　　　383× 51 8

北尾王政　　江戸時代後期　　木版刷彩　　　350× 456

貴意美寿　嘉永3年(1850)　木版刷彩　　　361×495

秦　棟　丸　寛政10年(1798)　木　　版　　　595×1434

菱川師査　天和1年(1681) 〔複製園〕　　515×499

吉田屋茂兵術　弘化4年(1847)　木　　版　　　332× 47.6

歌川貞秀　安政6年(1859)　木版刷彩　　　370×741

木版手彩　　　597× 830

嘉永2年(1849)　木版刷彩　　　29.4×161.0

-41-

南波　松太郎
コレクション

轟浪　松太郎
コレクション

南浪　松太郎
コレクション

南浪　松太郎
コレクション

南波　松太郎
コレクション

南浪　松太郎
コレクション

南汝　松太郎
コレクション

南浪　松太郎
コレクション

池長　　　孟
コレクション

繭波　松太郎
コレクション

南波　松太郎
コレクション

南波　松太郎
コレクション

高波　松太郎
コレクション

南波　松太郎
コレクション

南波　松太郎
コレクション

南波　松太郎
コレクション

南浪　松太郎
コレクション

南汝　松太郎
コレクション

南淡　松太郎
コレクション

南淡　松太郎
コレクション

南淡　松太郎
コレクション

池長　　　孟

コレクション

南汝　松太郎
コレクション

南濃　松太郎
コレクション



NA　　　資　料　名　　　　　作者等　　　時　代　　版　種　　寸法(cm)　　備　考

28伊勢内外宮図　　　　　　　　宝永4年(.707)木版手彩　48.×576　雪空ク警禁

29皇都細見匪(-帖)　　　　　　安永8年(,779)木版手彩184× 92　雪空ク警竺

30天の橋立園　　　　　龍　椿　文政13年(1830)木　版　38･2×520　雪空ク賢禁

31和州奈良之図　　　　　絵図屋庄^　天保15年(.844)木版刷彩　428×57･6　雪菅ク禁竺

32ならめい志よゑづ　　　　絵図屋庄^　　　　　木版手彩　285×43･2　雪空ク禁竺

33吉野山井鮎削細見絵図　　東　南　　　　　木版刷彩　386×53･4　雪空,禁竺

34高野山細見絵図上･下　　橘保養　文化1時(.813)手書手彩i諾三:i漂幸三

35高野山細見大絵図　　　　橘保春　文化'畔(1813)木版手彩　868×-672　雪空,禁聖

36紀州龍神温泉之図　　　　　　　　　　　　木　版　359×486　雪空ク警竺

37紀州和歌浦絵囲　　　　阪本屋大二郎　　　　　木　版　365×487　雪空ク警竺

38西国忙所方角絵図全　　野田知義　享保19年(,734)木版羊彩　800×795　雪空,禁聖

39　有馬山温泉由来　　　　　　　　稲　守　国　寛延2年(1749)　木版手彩　　22gX 1319

40酬須磨浦実景細見圃　　　場屋儀左衛門　　　　　木　版　328×492　雪空,禁B,B

41芸州鵬画囲　　　　　楊枝屋十歳　寛政改正　木　版　290×45･0　雪空,讐讐

42金昆削併　　　　　呑月斎玉峰　江戸時価期　木　版　332×454　雪空ク禁竺

43四国偏礼絵図　　　　　細田周英　皇居13年(1763)木　版　583×93･0　雪空,禁竺

44大日本海陸図会初　　　五要事貞秀　元治1年く1864)木版刷彩　36･6×.463　警官ク雪禦
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みち

港町絵図と船の路展　《出品　日録》

No,　　　資　料　名　　　　　　作者等　　　時　代　　　版　唖　　　寸法(cm)　　備　考

〔船の路を描く地図〕

1海瀕舟行図五帖　　　　原秘斐蓋子原本延宝8年(.860)手書手彩　各29OX.80悪書皆済歪

2鷲苧g苧荒苧野園　　　西田勝兵衛　江戸時代前期　木･版　各345×.53雪菅ク警竺

3　船路絵園犀風(大曲一隻､両面)　　　　　　　　江戸時代中期　手書手形　　728×2640　本　館　蔵

4江戸よ｡長崎道相(上･下巻)　　　　江戸時代中期　手書手彩　三g…;与呂呂oooE幸;本　館　蔵

5　大坂より松江航路図　　　　　　　　　　　　　　江戸時代中期　　手書手彩　　350×17910　本　館　蔵

6高雛通行海運鯛　　　槍　渓　江戸時代中期　木版手形　3.6×48･2　警官ク雪雪空

7従大坂至江戸航路絵図　　　　　　文化5年(.808)手書手彩　2300×3500　蓬晶悪霊

8 &(認温全図｣の内)　其芳斎主人　天保..午(,842)木版手彩　722×806　警官,警竺

9日東都西国筋旅中懐宝　　桂城甘泉　嘉永5年(.852)木版刷彩.46× 79　雪空ク禁讐

10大日祐岸鯛　　　　整軒玄魚　轟永6年(.853)木版刷彩　507×7,4　警官ク雪警竺

(22.8×23.9の北海道部分の付けたりあり)

1'勢海-覧　　　　　　紀藩天香堂　文久3年(.863)木　版　535×774　警官ク警e/B

12 ^酬舶之図　　　　一貫堂　文久3年(1863)木朋｡彩　43.×684　警官ク雪讐

13歪是重苦fE(票苧享子宗.Jチ呈チ　山本伊三郎　明治.午(.868)銅　版　各221×.57　警官ク雪警竺

14　皇国総海岸図　　　　　　　　　　酒井　書焦　安政2年(1885) 〔複製園　原本国立公文書熊蔵〕 *参考出品

【港町の絵図と風景画〕

･5長崎園　　　　　　　　　　江戸時代前期　木版手彩　648×.45.禁,ショ雪

16綱島撤園(大曲一隻)　　　　　　江戸時代前期　紙本書色.562×358･.禁クショ雪

･7唐船来朝園　　　　　松全開板元禄3年(1690)頃木版手彩　64･0×940　禁クショ雪

･8諾志望嘉塩霊芝孟讐表芸)歌川貞秀　文久2年(.862)木版刷彩　各360×24･9禁ク,ヨラ

19大日本海陸図会初　　　歌川　貞秀　元治.午(1864)木版刷彩　366×.46･3　警官ク警B,B

20万象写真図譜仝　　　　歌川　貞秀　江戸時代末期　木版刷彩.28×.2･0　警官ク雪雪空

21海鮎中画諸全　　　　歌川貞秀　江戸時代末期　木版刷彩.76×‖9　雪空ク警竺

22金比配船所　　　　　石田　玉峰　江戸時代末期　木　版　33･2×454　雪空ク禁竺

23雷雲起票芳芸望恕宗∃　　美玉堂　江戸時-期　木版刷彩　346×470　雪菅,警竺

24金毘羅参語案内大略囲　　　芳　虎　江戸時代末期　木版手彩　356×700　雪空ク禁讐

25泉州堺之図　　　　　高石記明　宝永.午(-704)木　版　424×538　雪空ク禁聖
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No.　　　資　料　名　　　　　作者等　　　時　代　　　版　唖　　　寸法(cm)　　備　考

26堺住吉地図　　　　　越陶斎iLF時代中期　紙本艶　474×-712　警モクショ雪

27西配所之内兵庫伽町　　歌川貞秀　慶応.午(,865)木版刷彩　357×243　雪モクショ雪

28東海道名所風景兵庫築鴫等　欄暁斎　払3年(,863)木版刷彩　333×223　禁,ショ雪

29武州横浜関数鯛　　　真　虎　安政6年(.859)娼棉色.30×850　雪モクショ雪

30神奈川御貿易場御地　　　　　　安政6年(.859)木版刷彩　52.×748　雪空ク禁聖

31御開港横浜大絵図　完　　　　　　歌川　貞秀　万延1年(1860)　木版刷彩　　　639×1898
南淡　松太郎
コレクション

32讐謎琵賢港実相絵　　　歌川貞秀　万延.午(-860)木版刷彩　各36･7×25,雪空,ショ雪

33警歪蒜賢二鯛町細見全景　歌川貞秀　万延.午(.860)木版刷彩　各366×252禁,ショラ

34　新潟湊之真景　　　　　　　　　　文　昌　画　安政6年(1859)　木版刷彩　　513×728

35　海陸道中図絵　　　　　　　　　　災叢斎一家　　江戸時代末期　　木版刷彩　　295×115 1

36　官許　新刊新潟全図　　　　　　　不由書院蔵版　明治3年(1870)　木版刷彩　　　720× 997

池長　　　孟

コレクション

南汝　松太郎
コレクション

南汝　松太郎
コレクション

37函鞍景(三枚㈲　　　　　　　明治.年(.868)木版刷彩　各372×252禁クショ雪

〔航海書〕

38悪蓋普慧莞莞　　　　高田雄　寛政8年(-796)木　版.56×.0･0　警官,雪雪空

39　海路安心録　　　　　　　　　　　坂部　広肝　文化13年(1816)　木　　版　　262× 183

40　西陸海上記　尭　　　　　　　　　山城屋佐兵衛他　天保8年(1837)　木　　版　　108× 158

41大日本海路図　　　　　　　　　　須原屋茂兵衛他　天保13年(1842)　木　　版　　162×　63

秋岡　武次郎
コレクション

秋岡　武次郎
コレクション

秋岡　武次郎
コレクション

42改正日本船細見記　　　忌部美啓　嘉永4年(.85,)木　版　"0×.6-　警習ク雪警警

43方向針筋跳用心記仝　　吉村酬　嘉永7年(,854)木　版　253×.82　警官ク雪雪空

44　廻船宝富久呂　仝　　　　　　　　奥村喜三郎　　江戸時代末期　　木　　版　　155×　76

45　航海金針　金
薩摩府学果
珍　　　版

安政4年(1857)　木　　版　　　26.0× 176
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秋岡　武次郎
コレクション
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(4)ギャラリー

展覧会名 ��｢�内容 

神戸ゆかりの ��所蔵の洋画と柳原義達の彫刻とデツサ 

芸術家たち展 刄唐�W示o 

李庚水墨画展 ��現代中国の水墨画家李庚の作品を展示. 

神戸ゆかりの ��田村孝之介を中心とし､同時代に活躍 

芸術家たち展 凾ｵた神戸ゆかりの画家たちの展示○ 

安東聖堂展 ��現代かな書道のパイオニアとして活躍 した書家安東聖空の作品を展示o 

神戸ゆかりの 芸術家たち展 兌ｨﾌ侈y>ﾉYI&��ｸ,ﾈ+ﾘ-�(h鈔�
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李庚水墨画作品リスト

Ntl 俥ﾉV冖ﾂ�作品名(英文) ��ｸﾞﾉD��タテ×ヨコ 俤齏���ｵｩd��

1 倩ﾙ�ﾂ�APoet ��塔吋��65×45 倩igｹ�Yf��

2 �8)�ﾈ靼�2�PoeticFlavorofTangDinasty'8People ��塔)D��65×45 倩igｹ�Yf��

3 ��i�ﾈ靼�2�PoeticFlavorofSongDinastytsPeople ��塔9D��65×45 倩igｹ�Yf��

4 侏9?ﾈｮﾈ��2�PoeticFlavorofYuanDinasty'sPeople ��塔ID��65×45 倩igｹ�Yf��

5 �:兒9k��TaoYuanming(APoetFigure) ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��

6 �$)h��Damo ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��

7 ���8ﾉNﾒ�SuDonpo(APoetFigtlre) ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��

8 �6ﾙ^��DuPll(APoetFigure) ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��

9 凉ｸ椶�LiHe(APoetFigure) ��涛ID��65×45 册韋�gｹ�Yf��

10 倩ﾙ�ﾈ�"�APoetFigtlre ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��

ll 冩i�ﾘ掣Yr�LandscapewithWind ��塔�D��65×45 倩igｹ�Yf��

12 ���ﾘｬ�;��Landscape ��涛9D��140×90 倩igｹ�Yf��

13 伜)�R�Landscape ��塔yD��170×70 倩igｹ�Yf��

14 伜)�R�Landscape ��塔�D��65×45 冑ﾙm��Yf��

15 倅�ﾙ�ﾒ� ��塔yD��65×45 倩igｹ�Yf��

16 �8�4898慥�theRhine ��塔yD��90×60 倩igｹ�Yf��

17 儻域ﾘ�)���Mt.FujiFine ��塔iD��90×60 倩igｹ�Yf��

18 儻域ﾘ�)���Mt.FlljiSnow ��塔iD��90×60 倩igｹ�Yf��

19 侈ﾂ�PlumFlower ��涛ID��30×30 倩igｹ�Yf��

20 ��8ﾌｹ>�､8,ﾉn��theNightofⅠnlandSeaofSeto ��塔YD��90×60 倩igｹ�Yf��

21 �?ｩgｹYxﾆ嫡Uﾙgｸ､2��AIJandSCapeOfJapan(theSeaofJapan) ��塔YD��90×60 �6ﾙgｹ�Yf��

22 �?ｩgｹYxﾆ忠�8ﾌｹ>�､2��AIJandscapeofJapan(hlandSeaofSeto) ��涛9D��90×60 冢Igｹ�Yf��

23 �?ｩgｹYxﾆ忠��ｸ抦ﾆ鋳�ALandscapeofJapan(ASceneryofKobe) ��涛�D��90×60 倩igｹ�Yf��

24 �?ｩgｹYxｴﾘ*ﾙ[ｨﾌ傅ﾈﾆ鋳�ALandscapeofJapan(ASceneryofHyogo) ��涛�D��90×60 倩igｹ�Yf��

25 �?ｩgｹYxﾆ宙��ﾌ9�ﾂ��ALandscapeofJapan(KakoRiver) ��涛ID��90×60 倩igｹ�Yf��

26 �(hﾙ�Yxﾆ宙ﾆｩ}���ALandscapeofChina(Guilin) ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��

27 �(hﾙ�Yxﾆ宙囗�"��ALand8CapeOfChina(Mt.Huang) ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��

28 �(hﾙ�Yxﾆ忠�x�"��ALand8CaPeOfChina(Mt.Yam) ��涛ID��65×45 倩igｹ�Yf��
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3　学習室･図書室

(1)学習室

学習室は､ ｢見る､触る､考える｣というテーマに基づいているo常設展示室の常設部門で十分に表現で

きない分野を具体的資料を自由に手で触り､動かして､その事物の感触を味わい､楽しみながら神戸の発

展の姿を学習する情報資料提供の場で､次の3つのコーナーをもっているo

見るコーナー

博物館で資料展示がEfI難な､動きのある祭りや生産物の工程を示すもの､また建築物や､空からの都市

景観､神戸の歴史などをビデオディスクを使って映像で紹介している｡

これらは､リクエスト型のテレビで解説も日本語､英語のいずれでも聞けるようにしてあり､各自が自

由に見たいものを選択できるようにしている｡

触るコーナー

常設展示室の原始･古代部門に展示されている縄文時代､弥生時代､古墳時代の土器の模型を配置し､

自由に触り､各時代の土器の解説を見聞きしながら､土器の感触を直接体験できるようにしている｡

また､ EEI宝桜ケ丘出土の6号銅鐸のレプリカ(複製)にも触れ､銅鐸の音色を楽しんだり､壁面に描か

れた古代人の生活想像画を見ながら､古代人のくらしを身近に感じてもらおうというものである｡

考えるコーナー

神戸に伝わる歴史や話題を､モニターテレビから放映される各コース5問題を視聴して､解答を考えて

いくのである.各席に備えつけられた操作盤の押ボタンを動かして､解答の正誤が､すぐにわかるように

なっている｡

各コースとも､ 1問題を2分程度のまとめ､ 10分間､このクイズを楽しむことができる｡

(2)図書室

この図書室は､神戸に関係したもの､東西文化交流に関係したもの､考古学に関係したもの､南蛮･紅

毛美術に関係したものを4本柱としている｡

館内の展示部門の基礎的理解を深めていきたい人､専門的に探究しようとする人たちのために気安く利

用できる開架式の図書室である｡
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4　普及事業(平成6年度)
･博物館独自の事業

(1)夏休み歴史散歩　　　　　7.27-28

(2)夏休み土器づくり教室　　8. 4- 5

8.19

(8)神戸学講座(3)　　　　10.20

11.17

12.15

･共催事業

(1)　ミュージアム･コンサート

(3回)　4　6

10.29

11.4

(2)映画上映会

｢病院で死ぬということ｣ 410

(6回)　4.13-17

｢'94神戸韓Eg映画祭｣　6　4

(5回)　6.ll

(小計625人)

2教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26

成形　講師　陶芸家　西念秋夫氏　　　　　　　　　　63

焼成　教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63

｢東西文化の接触と変容｣学芸課長　　書谷美宣　　172

｢銅鐸･銅鏡に秘められた謎｣学芸員　森田　稔　　　173

｢南蛮糞術の粋｣　　　　　　　〝　　成滞勝嗣　　128

〔神戸市民文化振興財B]〕　　　　　　　　　(小計523人)

神戸現代邦楽の春　　　　　　　　　　　　　　　　　200

第7回定期演奏会　　　　　　　　　　　　　　　　　158

神戸音楽の展覧会'94　　　　　　　　　　　　　　　　165

〔神戸映画サークル協議会〕　　　　　　　(小計3,893人)

1,653

〔94'神戸韓国映画祭実行委員会〕　　　　　　　　　　950

6.18-19

6.25

｢ヴィンセント･ヴァン･ゴッホ｣ 826-28　〔神戸映画サークル協議会〕　　　　　　　　　　　　681

(3回)

｢山本薩夫監督作品集｣　522　　　〔神戸映画サークル協議会)　　　　　　　　　　　　72

｢94'Kobe匡l際映画祭｣ ll.3　　　〔神戸に映画文化を!連絡協議会〕　　　　　　　　　270

｢ピロスマニ｣ (2回) 12. 3-4　〔神戸映画サークル協議会〕　　　　　　　　　　　　267

(3)邦楽サロン　　(5回)　　　　　〔邦楽鑑賞兵庫県連絡会〕

第9回三味線音楽シリーズ･解説と演奏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計578人)

(4)その他

ll.20　　　｢大和楽｣佐野漣箕　　大和三千世/大和久満他　　134

ll.26　　　｢清元｣　谷村陽介　　清元延柳/清元延さだ世/清元延くに寿地　44

12.10　　　｢地歌｣　佐野漣箕　　菊聖公一/菊津木昭他　　　109

12 17　　　｢長唄｣　佐野漣箕　　杵屋勝之弥/杵屋勝寿治/杵屋浩基　183

7 1.15　　｢常盤津｣常盤削､欣司　常盤津小欣司/常盤津網男/春EEよと由士108

(小計440人)

｢ェンド･オブ･ザ･ゲーム｣ 423-24　〔劇舎塵気楼事務所〕　　　　　　　　　　　　　　　237

｢関悦子のひとり芝居｣ 10.16　　　〔神戸芝居カーニバル実行委員会〕　　　　　　　　　68

｢ミュ-ジアム　ダンス　パーティ｣12 11　　〔神戸新聞文化センター〕　　　　　　　　　　　　　135

合計6,059人
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平成6年度事業一覧

常設展示室 1.2.3.4.5 �<�¥ｩ5x麌���南蛮美術室 �<�¥ｩ5x麌�"�ギャラリー 儿�ｷ倬hｼb�

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1.1月 12月 1月 2月 3月 �?ｩgｸ,h､���(特別展)アイルランド国立美術館展 �(企画展)装飾須恵親展 伜(岔h�ｴ�5r�夏休み歴史散歩 (7/27.7/28) 夏休み土器づくり との文化交 流のようす ��凵`4/10(目) 

神戸ゆかりの (企画展) ��ｸﾌ9&��ﾘｮ�i5x�ﾂ�(企画展) 

を神戸に焦 俟�,i�ﾈ,ﾉ��ｹ5r�港町絵院と船の路展 刎�ｻ�,ﾉ[ivﾉ5r�芸術家たち展 

点をあてな がら展示 宙ｭH･"腟TX撮��B��(三好.前田) 23(土)～5/22( 忠�Тりｷｹgｲ��ﾆ｢��(岡.塚原) 4/13(水) 

～5/29(日) 

く特別展) 

｢装飾古墳の世界｣展 

(宮本.森田.前田) 

6/4(土)～7/17(E])■38El間p20,679人 

李庚水墨画展 (塚原.成滞) 7/21(木) 

く特別展) 

｢鎖国.長崎貿易の華｣展 劍���#�盈｢��教室 

(勝盛.岡.磯辺) 剪�(8/4.8/5. 

7/30(土)～9/18(臼)44日間18,214人 劔��ｸ.H*�.�,ﾂ��｢�,ｸﾋB���#2�竰�ﾓ���盈ｒ�8/19) 神戸学講座 12/15) I 

煉蒸9/26(月)～10/1(土) 

〈特別展) 凾ｭ企画展) 

｢近代日本画境の巨匠 �-受胎記念上川庄二郎コレクション- 

横山大観､菱田春草展｣ 剿ｾ治鉄道錦絵巌 

(成滞.塚原) �(岡.田井) 

10/8(土)～ll/13(El)32日間34.684人 

安東聖空度 (成滞.塚原) 
〔南蛮企画展) ��ｸﾌ9&��ﾘｮ�i5x�ﾂ�

南蛮美術名品展 ��ll/16(水) 

(成津.岡.勝盛) 12/3(土) 宙蓼ﾔB���62�������b以竰�～1/16(月) 

(特別展〉 劔��ｸ.H*�.�,ﾂ�

｢秦の始皇帝とその時代｣展 劔開 

(森田.宮本.前田) 劍ﾇﾈ��徂+ﾘ+�5r�催 

1/25(水)～3/12(日)41日間 剪�｢��ﾉ�ｒ���#R��R����B�#�盈ｒ�中 止 i 

神戸フTツシヲン美術館収蔵品展 3/24(金)～4/12(水) 

特別展開催日数123日:企画展開催日数　95日:開催日数　222日
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収蔵資料

1　新収資料

(1)受贈資料

資　　　料　　　名

西村数男コレクション

英EEE製物差し

村上華岳筆　雪中兎

李庚等　神戸風景

李庚筆　兵庫風景

河内国輿地便覧

別車博資氏蒐集浮世絵版画

別車博資氏蒐集書画

別車博覧氏蒐集東洋陶磁器

(2)購入資料

費　　科　　名

7　絵画･彫刻

大友月湖葦　群虎図

浅野重巌筆　牡丹図

斉藤雀亭筆　山水図巻

岸駒等　牡丹に媒図

貢漢源　山水図

元高筆　悦山道宗像

忍仙如慧筆　竹右図

鶴州霊鷲筆　中華歴代帝王Bl

帖

武勇雪月花之内生田森えひら

の梅

ペリー献上品蒸気車之図

小林清朝画　浅草夜見世

小林清朝画　梅若神社

小林清朝画　上野東照宮積雪

双

量　　-数　　曲　幅　巻　幅幅　幅　幅

2　　1　　1　　1　　1　　1　　1

1幅

疏枚　枚　枚　枚3　　1　　1　　1

之図　　　　　　　　　　　　1枚

小林清拭画　両Bl花火之斑　1枚

西村功　トアロードにて　　　1点

林重義画　版画一式　　　　11枚

ドッガ-パンク英蘭海戦図眼

鏡絵A l枚

ドッガ-パンク英蘭海戦図眼

鏡絵B　　　　　　　　　　　1枚

反射式のぞき眼鏡図　　　　1面

CBパ-ナード筆

数量　　　　　　　　寄贈著名

223件　　　　　　田中　兼子･西村　昭二

長岡　貞子･藤原すゑ子

成田ちゑの

点　幅　面　面　舗　点　点　点1　1　1　1　1　94　32　2 6

5

兼　長　李　李　木　　-.ノ
一彦　庚　康　雄

朋　浮　　　　住田　嶋　　　　村

別車博

伊勢上仁子

資　　料　　名　　　　　　数量

INLAND SEA　　　　　　　　1枚

C.B.パーナード筆

URAGA　　　　　　　　　　1枚

イ　工芸品

イギリスカットガラス丸文長

円形皿

切子三ツ盃･盃台

イギリスカットガラス脚付鉢

フランスエッチング披文盃

オランダ金彩カットガラス皿

オランダ金彩花詩文栓付ガラ

ス瓶

イギリスカットガラス栓付ガ

ラス瓶

カットガラス脚何杯

金赤被せガラス杯洗

染付遠目鏡に紅毛人文皿

染付破れ傘に紅毛人文皿

染付芙蓉手天使に紋章文皿

染付文房具に紅毛人文小皿

染付馬に紅毛人立像八角鉢

染付仙人に紅毛人立像八角鉢

染付帆船に紅毛人文鉢

染付洋文字に紅毛人立像鉢

染付紅毛人立像瓶

枚　点　口　口　枚1　　4　　1　　6　　1▲

1対

対点点　枚枚枚牧　口　口　口　H　点1　　2　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1



資　　料　　名　　　　　　数量

染付蒸気船に日本地CZI大皿　1枚

薩摩切子藍色被せガラス瓶　1点

染付紅毛人三ツ入れ子鉢　　　3点

青貝細工楼閣山水文花台　　1点

ウ　書籍･典籍

ルンフイウス　アンポイナ畠

珍奇物産集成　　　　　　　　1冊

猿橋碑銘　　　　　　　　　　1冊

工　考古資料

盤龍鏡　　　　　　　　　　　1面

柄鏡　　　　　　　　　　　　　45面

オ　歴史資料

神戸商工情勢　　　　　　　　1冊

財団法人神戸報国議会事業一班

Views of Robe

神戸雑居地内地券税別

貿易産業と兵庫県

神戸石炭同業組合沿革概要

神戸市清掃事業概要

神戸事件回顧展記念帖

枚　冊　綴　冊　冊　冊　冊

The Glimpses of Hyogo

Prefecture l冊

阪神便覧　　　　　　　　　　1冊

神戸師範学校規則･兵庫県公

立模範中学校規則　　　　　　1冊

住吉村戦災復興土地区画整理

資料　　　　　　　　　　　　　一括

摂津国菟原郡上野村朝倉家文

育

摂州八部郡奥妙法寺村文書

摂州八部郡坂本村地券

灘土地区画整理上野地区資料

神戸築港意見

明石郡高和山性海寺記等

摂津阪酉名所写真帳

日本名所風俗写真帳

第2回製茶共進会引札

神戸港新聞･官令嚢集

更紗尽掛物

括　括　枚　括　冊　冊　冊　冊　枚点　幅
1　1　2　1　-　4　1　1　1　4　1

資　　料　　名　　　　　　数量

THE ILLUSTRATED LONDON

NEWS 1891年11月19日　　　1枚

THE ILLUSTRATED LONDON

NEWS 1891年11月21日　　　1枚

DIPLOMATIC AND

CONSULAR REPORTS ON

TRADE AND FINANCE

1886一一1894　　　　　　　　　　1冊

DIPLOMATIC AND

CONSULAR REPORTS ON

TRADE AND FINANCE

1895-1901　　　　　　　　　1冊

DIPLOMATIC AND

CONSULAR REPORTS

1902-1908　　　　　　　　　1冊

DIPLOMATIC ANI)

CONSULAR REPORTS

1909-1913　　　　　　　　　　　　7

居留地海岸通　　　　　　　　1枚

オリエンタルホテル　　　　　1枚

ROBE CLUB l冊

明治十八年婦人束髪法　　　1冊

Japanese Views and

Characters l冊

THE GRAPHIC

1891年11月28日号

THE GRAPHIC

1891年12月19日号

居留地海岸

布引雌滝･舞子浜

旅龍･専崎弥五平引札

辰正月御地(慶応4年

古写真

神戸開港関係文書

日本名所風俗写真帳

神戸関係古写真

枚　　枚　枚　件　枚　冊　枚　通　冊　件1 1 1 1 l　　1　　4　　6　　1　　1

月

Co rrespondence respecting

Affairs in Japan

かわらはん兵庫表廻船問屋高

1冊

田屋九兵衛開所之事　　　　1枚

輸入裂見本帳　　　　　　　　　6冊

神戸の花　　　　　　　　　　1冊

神戸定期船発着一覧表　　　　1枚



資　　料　　名

観艦式写真帖

神戸市学事提要

鉄道汽車賃金表

呉服太物類･奥EEF新助引札

由利大正堂薬局引札

衛茶製所･菅園引札

山口合名会社広告

川崎造船所広告

蒸気機関井二付属製糸詰器械

量数　冊　冊　枚　枚　枚　枚　枚　枚

2　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1

見本　　　　　　　　　　　　1冊

着色･無着色スライド　　　　1件(40枚)

神戸開港五十年祭記念写真帖　1冊

相撲番付　　　　　　　　　　1枚

神戸又新日報附録　　　　　　7冊

工学寮学課並諸規則　　　　　1冊

明石名所　　　　　　　　　　1冊

明石舞子名所　　　　　　　　1冊

宝積山能福寺々記　　　　　　1冊

真光寺由緒　　　　　　　　　1冊

たはらくち　　　　　　　　　　1冊

奉納月次発句一千吟集　　　　1冊

松のとし越　　　　　　　　　1冊

諏訪LLr登り口付近　　　　　1枚

オリエンタルホテル･コーベ

クラブ　　　　　　　　　　　1件

諏訪山から神戸市街を望む･

長崎港　　　　　　　　　　　1件

布引雌滝･布引山か　　　　　1件

髄福寺大仏　　　　　　　　　　1枚

居留地海岸通　　　　　　　　1枚

イラストレイテッド･ロンドン

･ニューズ1908年10月3E]号1件

イラストレイテッド･ロンドン

･ニューズ1910年11月5日号1件

力　地図･絵図

ブラウン&ホ-へンベルフ

世界都市BEl帳

地球儀(明治7)

大日本園地貫之図

摂津国八部郡全図

神戸市兵庫区耕地図

摂州八部郡板宿村神撫山禅昌

冊　基　枚　舗　舗3　　1　　1　　1　　1

資　　料　　名　　　　　　数量

寺之図　　　　　　　　　　　1枚

神崎生瀬より有馬まで街道図　1枚

キ　複製･模造･模型

Mベハイム地球儀　　　　　1基

気比2号銅鐸複製　　　　　　1点

気比3号銅鐸複製　　　　　　1点



2　資料の特別利用

(1)館外貸出

貸　　出　　先

神戸海洋博物館

OAGドイツ東洋文

化研究協会(ジャパ

ン･ソサイェティー･

ギャラリー､ニュー

ヨーク)

大但馬展実行委貞会

(豊岡市総合体育館)

仙台市博物館

奈良県植原考古学研

究所附属博物館

滋賀県立安土城考古

博物館

別府財産区南別府会

館

たばこと塩の博物館

展　箕　会　名

常設展示

古地図展　西洋人の描

いた日本地図　　ジパ

ングからシーボルトま

で

大但馬展

特別展　没後150年記念

菅井梅閑

特別展　倭人の世界一

韓の東南大海中の弥生

文化

特別展　弥生時代の農

耕祭紀

繭別府会館竣工5周年

貢己念絵画展

錦絵に見る文明開化展

千葉県立安房博物館　　特別展　維新前夜の房

迅

期　　　　　　間　　点数　　資　　　　料　　　　名

平成6年　4. 1-7　　　1　平清盛坐俊(西村公朝)

6　4. 8-5.22　1　プトレマイオス地図帳(シルバヌス

編)

6. 4. 9-6.30　　2　　気比1号銅鐸(複製)気比4号銅鐸

(複製)

6.4.22-6　5　22　櫛子戯児囲(沈南東)月芦蟹囲(態

斐)葡萄園(宋紫石)牡丹に構図

(干葉龍卜) (3幅)七里ケ浜図(管

井梅閑)仙山楼閣図(菅井梅関)菊

右図(江稼囲)水仙園(江稼肝)蘭

斎画譜･前編(森臓斎) (8柵)価

煮画譜･後編(森蘭斎) (4冊)

6. 4.23-5.29　1　韓国江原道構成部清林里出土多鉦細

文鏡(複製)

6.429-6　5　3　桜ケ丘4号銅鐸(複製)桜ケ丘5号

銅鐸(複製)伝讃岐出土絵画銅鐸

(複製)

6.5.7-5.19　5　　E]の出(古家新)婦人像(果いドレ

ス)テラス(以上2点田村孝之介)

婦人像(小磯良平)ペンチの二人

(西村功)

6.6 1-710　18　鉄道開業新橋夜景之図　東京El本橋

風景　東京駿河町三ツ井正写之図

(以上3点歌川芳虎)東京築地ホテ
ル館之図(歌川芳藤)東都築地保弓

留館海岸庭前之図　第一大区従京橋

新橋迄煉瓦石造商家蕃昌卓絶薮沢盛

景　古今珍物集覧･元昌平坂聖堂二

於て(以上3点二代目歌川国輝)東

京繁栄流行の往来　東京名勝銀座之

通棟化石商家之図(以上2点三代目

歌川広重)東京海運橋兜街三井組為

替座西洋形五階遺(幾丸)内国勧業

博覧会機械館の図(橋本周延)新橋

鉄道蒸気車之図･東京銀座煉瓦石繁

栄之図　東京浅草吾妻橋貞図(以上

2枚三代E]歌川国貞)東京銀座煉瓦

石聯家京橋ヨ))一覧之囲　元昌平坂

聖堂二於て･博覧会斑(以上2点昇

斎一乗)鉄道独案内･品川､培浜

(以上2点歌川芳虎)開化因循興発

鏡(昇嘉一景)

6.7　9-828　15　兵庫和田岬和楽園全図　日本水族一

班第一図　日本水族一班第二図水族

館図(無題)和英詳密神戸市全図

摂州神戸海岸繁栄図　摂州神戸海岸

脹之EZl　神戸港問題沿革誌　神戸港

修築計画平面図　山崎合戦官軍大勝
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貸　　出　　先　　　　鼻　先　会　名　　　　期　　　　　　間　　点数　　資　　　　料　　　　名

和歌山市立博物館　　　世界の中の和歌山

神戸市埋蔵文化財七　　企画展示　海辺の古墳

ンクー

和歌山市立博物館　　　世界の中の和歌山

石巻文化センター　　　企画展　絵EZlの世界

神奈川県立近代美術　　没後100年　高橋由一

館　香川県文化会館　　近代洋画の繋明

三重県立美術館　福

島県立美術館

京都文化博物館

津久見市民会館

大阪市立博物館

広島県立歴史博物館

広島県立歴史民俗資

料館

特別展　大唐長安恵一

京都のはるかな源流を

たずねる一

南蛮船がもたらした文

化

特別展　朝鮮通信使一

善隣友好の使節団一

特別展　日本のなかの

アジア文化一漢字･南

画･仏俊一

特別展　古墳と大陸文

化

利之図　大E]本五港之内神戸港　摂

州神戸海岸繁栄図之図　イラストレ

イテッド･ロンドン･ニューズ　雑

居地海岸絵図　豪商神兵湊の魁

6. 7.30-9. 4　　2　　重要文化財四都図･世界図尿風( 8

曲一双)

6. 7.26-9,11　4　　大歳山1号墳出土鏡･玉類等資料

(一括)三角縁神獣鏡(複製)車鳴

石(複製) (以上2点東求女塚古墳

出土)へポソ塚古墳出土石釧(複製)

6.7.30-9.4　27　四都eZl世界図(重要文化財､ 6曲1

双)坤輿万国全図(マテオ･リッチ､

6曲1隻)万国絵図(2曲1隻)両

独部州万国掌菓之図(浪華子)地球
一覧Sil (三橋的客)地球万Eg山海輿

地全図説(長久保赤水)地球図(司

馬江漢)地球図　円球万国地海全図

(石塚桂高)新訂万国全図(高相景

保)北極中心世界地図(小佐井道豪)

重訂万国全図(山路許孝)銅版万Egl

方図新刊地球全図･完　輿地航海図

(武田簡吾)官許･新刊輿地全図･

完(佐藤政養)環航海路新図･完

(広瀬保庵)新訂坤輿略全図(新発

田収蔵)亜西亜略図･全(陸軍所)

大輿地球儀(沼尻墨俸)大輿地球儀

附録(吉見元鼎)地球儀(紙製､ 2

点)地球の舞台(オルテリウス)日

本図(ティセラ)世界囲(プラウ)

坤輿全図(南懐仁)世界図(コ-ペ

ンス&モルティール)

6　826-925

6. 8.27-10　2

6.10.15.-ll.13

6.ll 19-12 25

7 1.10-2.19

6. 9. 9-ll,27

6　9.10-9.12

6　　天竺之図　江戸より長崎道中EZl (下

巻)大阪より松江航路図　大日本海

陸図会　泉州堺之図　堺住吉地図

3　初代玄々俊　日吉丸　常盤卸前(以

上3点　高橋由一)

1　遣唐使船模型

13　火縄銃(4挺)鉄砲蒔絵太鼓銅　世

界図　東インド諸島図(以上2点

オルリテウス)日本図(ティセラ)

ウンスンかるた　火薬入れ(4個)

6. 9.13-10 23　　3　　朝鮮通信使来朝囲(羽川藤永)朝鮮

人大行列国　朝鮮通信使行列EZl犀風

6　9 14-10.16　1　^@@#

6. 9.22-ll 3　　6　　台付角杯(模造)簡形器台(模造)

天馬塚古墳出土馬鉢(複製)金鈴塚

古墳出土馬鐸(複製)頭椎大刀　環

頭大刀(以上2点文堂古墳出土複製)
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貸　　出　　先　　　　島JE　会　名　　　　　期

神戸市立小磯記念美　　特別展　林　重義　没

術館　　　　　　　　　　後50年展

和田山町立郷土歴史　　特別展　大盛山遺跡の

館　　　　　　　　　　　なぞ一但馬のクエの発

生を考える一

福山市福山城博物館　　秋季特別展　桃山･江

戸の美一進取の気風と

町民文化一

倉敷市立美術館　　　　開館10周年　生誕100年

音己念　池田基部展

平福音己念美術館　　　　江戸の洋風画展

角館町伝承館　　　　　江戸の医学と科学展

京都国立博物館　　　　特別展　都の形象-浴

中洛外の世界一

佐賀県立美術館　　　　企画展　百花練乱の世

界一江戸･化政期の絵

画-

飛鳥県立博物館

大坂城天守閣

東京叡江戸東京博物

鰭

横浜マr)タイムミェー

ジアム

土浦市立博物館

神戸市庁舎1号館2

階市民ギャラリー

企画展　描かれた弥生

人のくらし

特別展　戦国の五十人

世界のなかの江戸･日

本

特別展　船と旗

特別展　犬ものがたり一

人と犬の文化史一

小松益書画集70年度

ドイツ･ハンブルグ　　日本の航海史と海洋芸

見本市会場　　　　　　術(大阪の歴史に見る

港と船･仮称)

間　　点数　　資　　　　料　　　　名

6　9.30-12.4　　2　　カーニュ城祉　雪山(以上2点　林

重義)

6.10. 1-10.31　3　豊岡市気比1号銅鐸(複製)豊岡市

気比4号銅鐸(複製) E]高町久田谷

出土銅鐸片(複製一括)

610 1-ll. 6　　5　　清泉自蔵図(感斐)牡丹綬帯鳥図

(戟亭)燕子花にハサミ図(佐竹曙

巾)蓮図(′畑野直武)ゼルマニア

廊中之図(亜欧堂田善)

6.10 1.-ll 6　1　雪の神戸港(池田基部)

6.10. 1-1030　　4　　ファン･ロイエン花鳥図模写(谷文

晃)西洋婦人図(平賀坂内)広尾新

爺茶屋図(司馬江湊)七里浜(司馬

江漢)

6.10. 1-10.30　1　外科手術図巻(伝荒木如元)

6 10　4-ll.13　　3　　洛中洛外図岸風(6曲1双)都の南

蛮寺図(狩野宗秀　展示は半期)京

洛僻轍図(円山応挙)

610　7-1113　14　今戸瓦焼図　大E]本金龍山之図　桜

Efl.馬場射郷之図　日大槌屋後楼臨不

忍池図(以上4点亜欧堂田善)長崎

港図(川原慶賀)瀕海都城図(荒木

如元) El本鳥轍図　近江八景(9枚

半分ずつ展示替)　吉原楼中図

(5枚続) (以上3点葛飾北斎)東叡

勝景銅版真図(安田雷州　9枚　半

分ずつ展示替)阿蘭陀船持渡牝象

象　賂乾kameel酪舵二匹(無題)

(以上4点長崎版画)

6.10　7-ll 13　　5　　匡】宝桜ケ丘第1号銅鐸　国宝桜ケ丘

第2号銅鐸(複製)国宝桜ケ丘第4

号銅鐸(複製)国宝桜ケ丘第5号銅

鐸　伝讃岐出土銅鐸(複製)

610　8-ll 6　1　織田信長像(重要文化財　展示は

6 10 8.-10 22)

6.10. 1-ll 28　　4　　三関之景(天明七年)不忍池　両国

橋　中州夕涼図(以上4点司馬江湊

銅版画)

6.10　8-ll.20　1　魯西盤儀写真鑑

61016-1127　5　楽器を吹く異国人･洋犬図小柄　異

国人･洋犬図小柄(2点)南蛮人洋

犬図鐸　狩毛人狩猟図

6.10.21-ll.21　8　　レンガ塀と異人館　最後の異人館元

居留地･江戸町ウィトコフスキー

元居留地･トムプソン商会　元居留

地･カナディアンパンフィークとオ

リエンタルホテル　元居留地･外人

倶楽部　元居留地･両町　元紺地･

浪花町風景

6.10 22-10.30　　3　　粟ケ崎八幡神社奉納船絵馬(複製)

船穂利　和磁石(順針)
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貸　　出　　先

岡山県立博物館

兵庫県教育委員会埋

蔵文化財調査事務所

伊勢丹美術館　ひろ

しま美術館　神奈川

県立近代美術館　群

山市立美術館

展　光　会　名　　　　　期

特別展　平安から鎌倉
5ZI

特別展　米づくりの道

具

視覚の魔術-だまし絵
の不思議な世界-

大分県立芸術会館　　　特別展　竹田とその交

友たち展

小野市立好古館　　　　特別展　急げーの谷へ

松山市立子規記念博

物館

三越広島店

東京都江戸東京博物

館

秋田市立千秋美術館

特別企画展一道後温泉

本館建設百周年記念一

伊予の湯

第17回文化財展　古墳

文化と国際交流

企画展　博覧都市　江

戸東京

洋風景の系譜展

間　　点数　　資　　　　料　　　　名

6 10.22-ll 27　1　源平合戦Eg昇風屋島合戦図のうち届

の的(1隻)

6.10.30-ll.13　1　桜ケ丘5号銅鐸(複製　兵庫県立歴

史博物館所蔵　規定により､複製品
の原資料所蔵機関の承諾が貸出条件

となっているため)

6.10.27-12. 6　11　五人のあたまで十人に見ゆる(-鵬

斎芳藤)風流さや絵(花魁　-猛斎

612.20-7.2,5　　　　芳虎)鞘絵一西洋美人　眼鏡絵　四

7. 2,ll- 3.21　　　粂河原夕涼(無題　伝円山応挙)眼

7. 3.25- 3,21　　　鏡絵　三十三間莫大矢数(無題　伝

円山応挙)眼鏡絵(山口素軒) (以

上6点前後半2会場)覗き眼鏡(戻

射式)覗き眼鏡(反射式　レプリカ)

覗き眼鏡(直視式　レプリカ) (以

上3点全会場)覗きからくり(組み

立て式　東京会場のみ)忠臣蔵謀酔

之段(無題　鳥居清忠　前後半2会

場)

6.10.28-ll.23　　3　蘭船図(1帽　石崎熟思)象図(1

幅　渡辺徴洲)秋草に雀図(1幅

大西圭責)

6.10.28-12, 4　　9　源平合戦図扉風(1隻) -の谷大台

戦鷲尾三郎案内して鶴越の裏手を越

る図(芳年)無官の太夫敦盛熊谷直

美粗討の図(豊国)源頼朝平家追討
の論旨之図(歌川芳盛)朝地逆落平

家落城梶原働図(歌川国貞)瀕義経
一谷裏手之Eg (-寿嘉芳貞)耀武八

景須磨晩鐘(朝健棒Eg芳)本朝武勇

鏡熊谷次郎直美(佐野兵衛)本朝武

勇鏡無官太夫敦盛(佐野兵衛)

6 ll. 1-ll.27　　3　　諸国温泉功能鑑( 2点)大日本温泉

一覧

611 1-ll. 6　1　騎馬人物像土器(模造)

6.ll. 3-12.12　　3　元卜昌平阪聖堂二於テ博覧全図(罪

斎一乗　3枚挽)平昌平坂二於テ博

覧会諸人群集之図(昇嘉一景　3枚

6.ll.3-12.4　23　続)博覧会図式

教会麿祝日図絵　西洋風俗図扉風

(6曲1双)紅毛童子図(田代忠国)

錫食器工場図　画室図　三四囲(天

明3年版)獅子のいる風景図(以上

4点司馬江漢)ミメクリノツ　ゼル

マニア廊中之図(以上2点亜欧堂田

善)三園雪景図　観魚亭(以上2点

安田EI]棋)東都大地震図　江戸近Eg

風景　下つけからす川の真　上絶望

長南景　甲斐かじか沢富士川わたし

の景　無題(以上6点安田雷州)日

本橋図(伝･安EEE雷州)ヒポクラテ

ス像　西洋婦人図(以上2点石川大

迫)花龍と蝶　阿東陀風景(以上2
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貸　　出　　先

ベラスケス宮殿(マ

ドリッド市)

奈良国立博物館

神戸市役所市民ギャ
ラリー

川崎市市民ミュージ

アム

佐賀県立博物館

展JE　会　名

海外展　黄金の美術

サムライと豪商の文化

特別陳列　経塚出土陶

磁展1　畿内に埋納さ

れたやさもの

市役所所蔵作品展

企画展　弥生の食

企画展　戦国を駆ける

武将たち一五州の大守

粗造寺隆信の時代-

たばこと塩の博物館　　特別展　寛政の出版界

と山東京伝

間　　点数　　資　　　　料　　　　名

点若杉五十八)諸国銅版馬画集(リー

ディンガー)大画法書(ラィレッセ)

6.ll.22-7.219　2　重要文化財　泰西王侯騎馬図(4曲

1双)重要美術品　聖フランシスコ･

ザヴィェル俊

7 1 4-2.5　1　石峯寺経塚出土瓜蜂鳥刻文壷

7. 1.13-2.20　2　二人裸婦(田村孝之介)因幡風景

(冬) (大垣泰治郎)

7.1.21-312　3　桜ケ丘4号銅鐸(複製)桜ケ丘5号

銅鐸(複製)伝S川出土銅鐸(複製)

7　2.3.-312　12　重要文化財　織田信長俊　聖フラン

シスコ･ザビエル俊(複製)都の南

蛮寺図(狩野宗秀)ウンスンかるた

南蛮人図蒔絵箱　鉄砲蒔絵太鼓胴

南蛮図柄鍔(6点)南蛮人図柄小柄

(3点)ミュンスター世界地図　プ

トレマイオス地図帳　東方案内記

7　3. 4-4.16　　9　　江戸八景(3点　鳥居滑長)遠目鏡

美人(北尾政浪)唐美人遊宴の図

(3枚続　喜多川歌麿)三国通覧)

図説の内本絹地図5絹(6点　林子

平)三国通覧EZl説の内蝦夷之図　無

人島之図(2点　林子平)海国兵談

(3冊　林子平)
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(2)博物館所蔵資料の特別利用

1.館外貸出

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

57-59 鉄2�50 鼎s2�

60 �#r�27 鼎�b�

61 鼎2�41 鼎3R�

62 �3��33 鼎C��

63 �3��36 �3�b�

2.特別利用

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

7亡 鼎��46 鼎��

2 鼎��46 鼎S��

3 鼎R�52 鉄C"�

4 鼎B�58 �3���

5 鉄B�71 �3�"�

6 鼎��55 �#s��

57-59年 �60年度 �61年度 �62年度 

件 �5��件 �5��件 �5��件 �5��

熟覧. �45 �#Sb�45 �3#R�51 鼎#b�60 鼎#B�

模造 �5 唐�2 唐�1 迭�4 釘�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�31 ��S��15 田2�7 �#��30 涛"�

写真 鼎R�356 �3b�263 鼎2�231 都��407 

掲載許可 �525 亦紊#��176 鼎c��210 鉄#"�258 都#B�

原版使用 �280 ��ﾃ�湯�113 鼎Sr�171 鉄#��194 田CR�

紙焼~付与 � ��40 �#���22 田��48 �#C��

その他 � �� �� ��25 都��

合計 �931 �2ﾃ#���427 ��ﾃ��B�505 ��ﾃ����698 �"ﾃc#"�

63年度 剏ｳ年度 �2年度 �3年度 

件 �5��件 �5��件 �5��件 �5��

熟覧 �56 鼎Cr�23 �#Cb�46 �3s��21 �#c"�

模造 �4 唐�4 澱�3 迭�7 ����

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�43 ��s��24 ��3��34 免ﾆr�56 ��唐�

写真 田B�475 鉄"�213 鼎��257 �3��299 

掲載許可 �266 都s��290 田�b�289 都Cb�427 ��ﾃ##��

原版使用 �212 都�R�220 鉄ビ�240 塔S2�361 涛s2�

紙焼付与 �40 ��3��38 ��#��31 涛"�29 ��S��

その他 �30 ��C��25 塔b�36 涛��3g �#c2�

A計 �715 �"ﾃツ2�676 ��纉澱�719 �"ﾃSC��971 �2ﾃ3ィ�

4年度 �5年度 �6年度 

件 �5��件 �5��件 �5��

熟覧 �35 �#迭�･42 �#sr�24 �#3"�

模造 �5 迭�4 迭�2 釘�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�59 �#3r�51 �##��27 ��C��

写真 鉄2�462 鼎B�198 �#R�165 

掲載許可 �411 ��ﾃ�釘�367 都Cr�272 鉄c��

原版使用 �334 涛#r�312 塔s��181 鼎澱�

紙娩付与 �48 �3s2�27 塔2�21 �#cR�

その他 �54 �3#��74 �#cR�47 免��

合計 �999 �2ﾃ��2�921 �"ﾃc�2�599 ��ﾃ都��
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く一〇 妨尼�票 妨��の 俯ZH���4��tJ3 班(,"�,ﾂ�cO �6x�����
亡q 綿��58爾�ﾄﾃ��t��LE) N ごq �*ﾘ,"�����+�B�LD �+�H爾�l■こr 

Lr⊃ 冖��慕 �6��くJ⊃ ⊂n 妨����cO 班(�ﾒ�くJ⊃ ト一一 �*ﾘ�2��*ﾔｨ�ﾒ�
cO の くJ⊃ �*ﾘ咾��+�7r�?��l∫) 0つ く一⊃ tD �*�,"�W"��⊂､q 册5h,"�

< �4B����LLb crD 舒��O LL? ���ﾒ�tJ○ tJ〇 �62�*ﾘ,"�の LL) 汎ﾂ��*ﾘ,"�

痩 ��ｲ����ぎ 辻� �6��

⊂つ �6r�6rﾘ���〇〇 〇 郵,"��ｨ�｢�ド 丁■ 犯ﾈ,"�5韮�亡q ド �8�ｲ�e8�ｸ���Lr⊃ ○つ �7#��爾s��
く:⊃ L【つ LJ⊃ �,ﾂ����s��+(.��ぐ､ %' ��ｸ�ｲ� 汎B�

3○ ごヾ 冉ﾒﾒ�ﾄﾃ2�LLD GO ����ｷｲ�N 犯�,"�こ卜 唯ﾒ�ﾄﾂ��の く:〉 

ごり 僂Y? く⊃ l寸 汎SR���嶸爾�cO �7��LJ) 

lR �6��⊂n tD 冽r�eq LD 倆�｢���爾�W くつ 伜ｲ�Cq くつ �ｨ*｢�
こた ○○ ド ごヾ �,ﾂ�,ﾂ�こ卜 こた 披�eq �*ﾘ�ﾒ�

亡つ く8 ��ｨ�｢�*竄�W `寸 ����ト■ ド 冢r�)ｨ���O? 汎ﾃ2�6��講 �,ﾂ�S��eq �+(,"����ト■ ぐq ��ﾈ�X,"�*ﾘ�ﾒ��,"�q⊃ ��■寸一 

N くよっ ����Liつ �,ﾂ�e8*ﾘ�"�蔓 く> �6��■巴 汎ﾂ��の oD �+X,��N 儉fつ cr) N ����#��7"��くエ) ��､くr 

｣⊃ �4��く上､ LLD 冤��く> の �4��〇〇 くつ 棉��LD こ⊃ ���ﾒ�ﾇH58�ｲ�

ド ま �,ﾂ�5尼�ド く♪ �6��ぐ勺 ����

く⊃ く.⊂∋ �*ﾘ,"�ﾈ�������くヽつ tdl 問�4��Cq Tq �+���+�EB�l寸 ���｢�?��ltゴ一 妨���ｸ�ｲ�ごヾ. ����������ｲ�⊂⊃ eq 亡つ 汎B����ド �7��廿 

⊂り LLD 汎ﾃ��の q⊃ 舒��■一. く> �*ﾓ��Lrつ く⊃ ���,"�Liつ く8 �4��03 uJ= �+�6r�6��+(.��〇〇 ⊂ト ド 棉�ﾂ� �+�����

鶴 �ﾂ�鳩 ��b�% 僵R�缶 僵R�蛸 �r�

& くR 刎ﾒ�硝 剳y 亳ﾒ�僥R�砧 

# 侈��亦�鍵 �# 侈��

卓 劔�ﾂ�剄D 

【コ * 劍ｺ����剋ﾌト エ 

也 豫B��< 剪�
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諌言 ��くロ ド �,ﾂ�Pq ⊂つ �6���ｸ�ｲ�こ｢ 基 �4B�6rﾒ�罵 ��ﾆ���ﾊH���Ob LE3 汎ﾂ��6��

亜要 �7�,ﾂ�ド �+�x,"�寸 班(�ﾒ� �+(.�� ����く:> tD ��ｲ��W��

& LO 碑�｢�l寸 ��Lr､ �*竟��+'��○ ト■ 汎ﾃ��くわ 乂ﾒ� 彦ﾂ�

⊂'つ ��I 鳴�l 白�l 鳴�I 鳴�l 白�

N ��l 亦�l 鳴�l 白�l 鳴�1 白�

i 白�】 亦� ��ド �6��6��寸 く⊃ �#��ﾄﾄ"�H,(,"�劔03 くつ ��B��ﾈ�ﾒ�

=↓ �� 由s�� 劔��eY? 

く8 くつ �����CY? N �7#��Dﾃ��l 白�l 鳴�eq ⊂くつ 汎ﾂ��6��,ﾂ�

完⊥ 披�ﾒ�eY) 汎B�'■81 劔��i 

⊂ヽつ LL? �6��【:■q 披�f��く=> cY? 班C��'��く一つ 唯ﾒ�W cO ド �,ﾂ�ﾄｨ,"�6��

1寸N N〇 ���� ��r��くつ �6��く⊃ 遅�(爾�7��LD ��の 

く⊃ ��謡 �� �� �� �� ����5"�

ド eY? ���ﾒ�ﾄﾃ��〇〇 ト 緬���6��Cr? の 汎B���CY? u? 躍��*ﾗ(�"�W#��

･弓一〇 Net 册8�ﾂ��'寸 ��こね 披�ﾄﾃ��ド 豫2�+'��oD ��

O) 秘V2���｢� �� ��g q⊃ ��LL? 綿�x,"�く> ��

Uコ Cr? o3 ��ｲ�,ﾂ�く⊃ q⊃ �*ﾘ�B��*ﾘ�8�ﾒ�ｬ2�LL> ド �6��やﾒﾒ���ｲ�嶸爾��ｨ�ﾒ�

〇〇 ��l 白�I 白�g3 くJ> ����qつ ぐ一つ �2�ド ∈> 汎ﾃ��+�"�
吐くJ⊃ NfB 劔�*ﾓﾓ����くけ �,ﾂ�の 0) 鑓�｢�t- く> 

ト ��cO ��ﾆ���ｧﾒ�tr の 册6��Lr､ 妨��め の ������ﾒ�くp eq �+�*��*ﾓ��
<C eq､〇 冉ﾒﾒ� 凾ｭ> 汎B���｢�くよっ 册7(,"�Lr⊃ ⊂乃 冤p く⊃ 

qP ��l 箸�l 鳴�こ⊃ �ｨ�x,"�X,"�O1 ����+(�2�○ l∫) 窒脾�
の宗 cqel 劔唯簫�4B�tD �*ﾓ���,ﾂ�く> くつ 

■∫) 刎ﾈﾋ��寸 く=> lq一 ��ﾈ.ﾒ�*ﾓ��ﾈ����爾�晶 Lr) �b�,ﾂ���x,"�I 白�l 鳴�eq 卜 ���*ﾘ�ﾒ�*ﾘ�B�

l■守一 俘(薰�ド CD 汎B�fﾒﾒ�⊂R Cn 冉ﾒﾒ�の こ卜 綿��H爾�+���の LD ����く=> こ｢ 宥"�,ﾂ�cO 遅�(爾�⊂巧 册8�X,"�e8,"�ごつ く:> �6��くJ> 凵Z 二q 册2簫�

缶 ��○ 汎ﾂ��t- 妨��の LL? �6���ﾈ,"�○ lq- 佩ｲ�cO ����6��

鶴 �4(�ﾒ�W Cq �+���Bﾒ�く一D LL3 妨��*ﾔｨ�ﾒ�LL> �*ﾓ��N �4��く> の 免h�ﾒ�Bﾒ�

& 一∫つ 緋H�｢�cO eY? �'#��ト. �+�fﾒ�ﾇ��く> の LL> 宥"�ﾄﾂ��L王つ Er) �,ﾂ�DB� 乃ﾂﾒ�*ﾘ4x�"�

書蔓姦 剪` 俶���2�潮 音. 豫｢�餐 佻2���♯ ÷ 豫｢�♯ 豫｢�

I ��� ��I ��� ��淋 ��8+��
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Ⅱ　＼　轟　秘　密　Y

寸ー 剔� �*ﾖｨ,"�,ﾂ�亡亡 ド ��B���LL) Cn 妨"��< Cq 遅*ﾗ"�α 卜■ ��B�ﾂ�くつ く一D 冖��l∫つ くJ〇 杯��ﾒ�○ 猛�cO lt ����く工) や◆ �6��6r��
m �6r�㈹ 裕ｧB� 犯�� �*ﾓﾘ�"�の ����寸 汎｣�� ��o3 ��こb 汎ﾄB�

諌言 �03 N ��`寸 百��(�X���D�B�6��,Bﾘ峵�N 剩5鋳�剪� ���*ﾘ�(,"�く＼】 i 亦�LL? N �5尼�6��

!!= ～il 蒜撃～ � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

慧葦 白�ﾆB� �� � �� � �� � �� 

欝登 � �� �� �� �� ��� �+2�ﾅ�"�� �� �� �� 舒��ﾄB�

< ⊂卜 く8 汎ﾃ��ﾄB����翠 汎�,"�*ﾓ��LD CY? q> ��ﾇ��嵐�O) ○ ����｢��ﾃ��l=〉 の の 凾ｭ=〉 lq一 凾ｭJ〇 寸 �*ﾔｨ�ﾒ�ト- LO 友Bﾒ�ﾂ�Bﾒ�く> ■勺. くつ 冉ﾘ���-��こ> Cq 

芸… � �� 唯ﾒ�e7#��FjB�剪�劔����Cq �� 儼��

学童 亦� �� � �� � �� 剩l �� 

∃ # 亦�ﾂ�く:⊃ 塞 ��ｲ��ｲ�*ﾘ4r��く:> ○ ト- ��⊂⊃ く> 卜- �*ﾘ,"�^r�⊂⊃ こ> くp 凾ｭ=> lJつ LL) �*ﾘ,"��ｲ��ｸ,"�くつ く> Liつ 劍*ﾓ�����ﾈ�ﾒ�く=､ uつ 

翠き Qco 噸｢ 豊子 � �� �� �� �� ��t- �� ��N �� ���� ��

⊂ヽつ Jq ド �,ﾂ�*ﾘ�ﾒ����こn q〇 l寸 �*ｲ�62�6�����くj⊃ 基 �*ﾘﾔｒ�a) 亡ー) ��ﾄｨ�ﾒ�^r�く=〉 くり 1ミr 茶ﾓ���6��x*ﾘ������&Fﾂ�cO q⊃ ＼ごヽ 宥"�*ﾘﾔｒ�册8�ﾂ��ﾄﾃ��6��ト一 寸 亡> 儖l 卜 (j> tD 宥"��2�

増ト 蛋 i ���2�く=> 亡> o3 ��ﾈ�ﾒ�*ﾘ,"�X�ﾒ�⊂つ く> ド 凾ｭつ く> ド ��ﾈ�ﾒ��ｲ�T｣ﾒ�⊂> ○ q⊃ 剿ﾟ LL3 僥ﾂ�含 LL) 凵� ⊂つ くヽつ �*ﾘ,"�ﾄS2�こ⊃ LL> rd 

< �� �� �� �������� ��
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日　　誌

平成6年　　4月6日　･神戸現代邦楽の春

4月10日　･映画｢病院で死ぬということ｣ (4/13-17も)

4月13日　･神戸ゆかりの芸術家たち展(～5月29日まで)

4月23日　･海と川の神戸展(～5月22日まで)

･港町絵図と船の路展(～5月22日まで)

･和鏡の文様展(～5月22日まで)

･映画｢ェンド･オブ･ザ･ゲーム｣(24日も)

5月22日　･映画｢山本薩夫監督作品集｣

6月4日　･装飾古墳の世界展(～7月17Eほで)

･神戸韓国映画祭(～25日まで　全5回)

7月2日　･ ｢装飾古墳の世界展｣講演会(町田　華氏)

7月21日　･李庚水墨画展(～8月21Elまで)

7月27日　･夏休み歴史散歩(28日も)

7月30日　･鎖国･長崎貿易の華展(～9月18日まで)

8月4日　･夏休み土器づくり教室(5日も)

8月6日　･ ｢鎖国･長崎貿易の華展｣講演会(石田　千尋氏)

8月19日　･土器づくり教室で作った土器の焼成(神戸市立自然の家)

8月23日　･神戸ゆかりの芸術家たち展(～10月6日まで)

8月26日　･映画｢ゴッホの世界｣(～28日まで)

9月3日　･ ｢鎖国･長崎貿易の華展｣講演会(岡　泰正学芸員)

9月9日　･神戸市立博物館協議会(6年度第1回)

10月8日　･日本画増の巨匠-横山大観､菱田春草展- (～11月13日まで)

･受賞記念一上川正二郎コレクションー　明治鉄道錦絵展(～11月13日まで)

･ひとり芝居｢嘗女春秋｣ (閲　悦子)

10月20日　･神戸学講座｢東西文化の接触と変容｣ (青谷学芸課長)

10月22日　･ ｢横山大観､菱EEl春草展｣特別講演会(原田　平作氏)

10月29日　･ミュージアムコンサート｢アンサンブルコパン第7回定期演奏会｣

11月3日　･'94KOBE国際映画祭

11月4日　･ミュージアムコンサート｢神戸苦楽の展開'94｣

11月16日　･安東聖空展(～1月22日までの予定)

11月17日　･神戸学講座｢銅鐸･銅鏡に秘められた謎｣ (森田学芸員)

11月20日　･邦楽サロン｢大和楽｣

11月26日　･邦楽サロン｢清元｣

12月3日　･南蛮美術名品展(～1月16日まで)

･江戸時代の名所巡覧展(～1月16日まで)

12月10日　･邦楽サロン｢地唄｣

12月11日　･ミュージアムダンスパーティー

12月15日　･神戸学講座｢南蛮実術の粋｣ (成揮学芸員)

12月17日　･邦楽サロン｢長唄｣
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平成7年　1月15日　･邦楽サロン｢常盤津｣

1月17日　･阪神･淡路大震災で建物･収蔵品等に被災

1月25日から開催予定の｢秦の始皇帝とその時代展｣の開催を中止するとともに

普及事業も全て中止
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予　　算

(単位　千円)

年度 項目 �)?��2 �2�4 迭�6 

資料購入費 塔�ﾃ����80,000 塔�ﾃ����80,000 塔�ﾃ����!0.000 

資料整理費等 �#2ﾃsS"�93,407 �#2ﾃ�ビ�23,087 �#Bﾃ3�r�22,456 

特別展等開催費 塔づゴr�85,550 塔�ﾃ��b�110,400 �#迭ﾃ3���108,085 

普及事業費 �#�ﾃ�3��20.925 �#"ﾃS澱�22.635 �#�ﾃCッ�21,041 

光熱水費 �3bﾃ����36.000 �3bﾃ����36,000 �3B纉#��32,854 

施設管理費等 都2ﾃ�#��76,455 都津##"�83.594 塔2ﾃSs��85,459 

.事務費等 �#2ﾃCC��17,042 ��r紊�r�17.939 �#bﾃ都��23.391 

合計 �3Cbﾃ�湯�409,379 �3C�ﾃ##��373,655 鉄cb緜s��373,286 

博物館協議会

会　長

杯　　　雪　光　　元神戸市外国語大学学長 (学識経験)

委　員

吉　川　博　祥　神戸市立小学校教育研究会社会科部会長(伊川谷小学校長)　　　　　(学校教育)

徳　弘　邦　夫　神戸市立中学校教育研究会社会科部会長(白川台申学校長)　　　　　(　〝　)

大　谷　民　義　神戸市立高等学校教育研究会社会科部会長(葺合高等学校長)　　　　(　〝　)

前　田　　　薫　　神戸市青少年団体連絡協議会顧問

土　井　芳　子　　神戸市婦人団体協議会名誉会長

峯　松　文　男　　神戸市pTA協議会広報専門委員長

竹　下　義　孝　　神戸労働者福祉協議会副会長

荒　尾　頼　成　　元神戸市立南蛮美術館長

石　毛　直　通　　国立民族学博物館第-研究部長･教授

石　田　善　人　　神戸女子大学文学部教授

貝　原　六　一　　洋画家

町　田　　　章　　奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部島

吉　村　元　雄　　関西学院大学文学部教授

高　尾　一　彦　　大阪樟蔭女子短期大学教授
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組織･職員
組　織　(7.3.31現在)

職　長

名誉館長　　宮　崎　辰　雄

副館長兼

事務局長　　林　　　伸次郎

副館長　　崎　山　昌　頗

管理裸

管理課長　　中　島　勝　彦

管理係長　　足　立　　　健

事務職員　　宮　津　時　夫

岡　本　安　弘

学芸課

学芸課長

調査役

事業係長

管理課　　　　管理係

学芸係｣

博物館に属する庶務

施設及び設備の管理

入館料その他事業収入の収納

小磯記念美術館との連絡及び調整

特別展､企画展等展覧会の開催の計画

及び実施

講演会､講習会､研究会等事業の計画

及び実施

博物館の広報･公聴

博物館資料の収集及び保存

博物飴資料の調査及び研究

博物館資料の陳列等による文化知識の

普及及び啓発

古考量　幸　夫美　義　BBl谷　崎　江喜　神　舵

木

磯　前　山　辻　国　岡　塚　浅　宮　問　田　森　勝　三　成事事員且長査員駈駈鯛〝芸〝〝謝　芸〝〝"〝〝指　指事　　学　　　　学　主　学 次和　　美　明　春辺　田　中　井　田 史　史歴　歴雄　宏　健　和

千(文化人類)

正(美　　術)

原　　　晃(　〝　)

孝　郁　真玲沼　本　屋　井 光　雄　1 (歴　　史)

(考　　古)

(歴　　史)

千(考　　古)

田　　　稔(　〝　)

盛　典　子(歴　　史)

好　唯　義(地　　理)

揮　勝　嗣(美　　術)

職長の異動

6.4.1　和　EEl　宣　-(管理課)転出　　6.4.1　中　島　勝　彦(管理課)港湾局より転入

6.4.21　伊　藤　智　充(学芸課)転出　　6.4.21　松　江　国　夫(学芸課)開発局より転入

6.4.21　松　谷　武　夫(学芸課)転出　　6.4.21　浅　沼　孝　光(学芸課)塩谷中学校より転入
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