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革

神戸市立図書館･博物館等調査委員会設置(52 3までに博物館部会を19回開催､視察調査を

6回実施)

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

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

教育委員会事務局社会教育部内に新中央図書館･博物館創設準備室を設置

博物館資料収集協力員を委嘱(各区1名､計9名)

神戸市立博物館創設準備会議を設置(以降7回開催)

博物館展示計画検討会を設置(以降15回開催)

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　　琴工

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･ロード｣開催

58. 1-2　受贈記念特別展｢両液松太郎氏収集　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｢古地図にみる世界とE]本｣開催

59. 4-5　第6回特別展｢眼鏡絵と東海道五拾三次展｣開催

8-9　第7回特別展｢中国蘇州年画展｣開催

10-11第8回特別展｢更紗の世界展｣開催

12　　　第9回特別展｢ヨーロッパのジュエリー展｣開催

60. 6-8　第10回特別展｢中国五千年の秘宝展｣開催

8-9　第11回特別展｢秘蔵の至宝を一堂に展｣開催

11-12　第12回特別展｢高句麗文化展｣開催

61. 1-2　第13回特別展｢桃山時代の祭礼と遊楽｣開催

4-5　第14回特別展｢ワーダペ写真展｣開催

6-7　第15回特別展｢西洋の風景展｣開催

7-8　第16回特別展｢狩人の夢｣開催

62. 1-2　第17回特別展｢起る幕末写真展｣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

63. 4-5　第22回特別展｢ジャワ更紗展｣ ｢江戸城障壁画の下絵｣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
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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｢桂林百景展｣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ひいとろ展--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[司特別展｢没後100年記念　チャールズ･ワーグマン展｣開催

3. 2-3　第34回特別展｢隠元禅師生誕400年記念　隠元禅師と黄衆宗の絵画展｣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 -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仲次郎就任

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-中国の金･銀･ガラス展｣開催

10-12　第42回特別展｢森英恵とパリオートクチュール｣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｢花と鳥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

アーバンリソートフェア神戸'93

｢ァーキテクチェア･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[司特別展｢鎖国･長崎貿易の華｣開催

10-11第51回特別展｢横山大観･菱田春草展｣開催

8. 4-6　第52回特別展｢オルセー美術館展｣開催

7-9　第53回特別展｢マリー･ローランサン展｣開催

9-10　第54回特別展｢柳原義達展｣開催

11-12　第55回特別展｢司馬江漢　百科事展｣開催

9. 2-4　第56回特別展｢砂漠の美術館　永遠なる教壇｣開催

5-7　第57匡】特別展｢デイル･チ7-リ展｣開催

8-9　第58回特別展｢日中歴史海道2000年｣開催

11-　　第59E]特別展｢発掘された日本列島'97｣開催

10. 1 -3　第60回特別展｢日蘭交流のかけ橋｣開催

3 -　　第61回特別展｢大英科学博物館展｣開催
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事業概要

平成9年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第13号を発行する運びとなりました｡神戸市立

博物館は､ ｢国際文化交流一東西文化の接触と変容-｣を基本テーマとして､以前からあった神戸市

立南蛮美術館と考古館を統合し､昭和57年(1982)11月に､人文系の博物館として開館しました｡

以来､常設展をはじめ､年4-5回の特別展､企画展を開催し､講演会など各種の催しを企画して

来ました｡平成7年(1995)年1月17日の阪神･淡路大震災により建物などに被害を受け､休館を余儀

なくされましたが､翌年1月17巨]に一年ぶりに再開し､平成8年度以降は従前通りの活動を行って釆

ました｡

平成9年度は､特別展として｢テイル･チ7-リ展｣ ｢日中歴史海道2000年展｣ ｢発掘された日本列

島'97｣ (中核展示の他､地域展示として｢ひょうご復興の街から｣) ｢日蘭交流のかけ橋｣の4回

(年度をまたがって開催した｢砂漠の美術館　永遠なる数値｣は年報第12号に､ ｢大英科学博物館展｣

は年報第14号に収載)､企画展として｢浮世絵の美｣､南蛮紅毛美術企画展として｢黄葉と長崎派の絵

画｣ ｢南蛮美術名品展｣､古地図企画展として｢中国の古地図｣ ｢東西文化交流の古地図｣を開催しま

したo　またギャラリーでは｢15番館と外国人居留地展｣などを開催しています｡館外ですが､デュオ

こうベアートインフォメーションでは｢呉須手のやさもの｣などのテーマで館蔵資料を展示しました｡

学習室では､見るコーナーのビデオ番組として｢米のきた道｣など5番組を制作しました｡

普及事業として､夏休み土器づくり教室､ミュージアム講座を昨年に引き続いて開催し､歴史散歩

を新しく歴史たんけん隊にあらため実施しましたo　また学校団体へのオリエンテーションを134校に

行いました｡博物館の刊行物としては､展覧会図録･館蔵品目録･研究紀要･年報･博物館だよりを

発行しています｡これらの独自事業以外に､共催事業として音楽会･映画会などの各種の催しを開催

して釆ました｡

平成9年度､司馬江漢筆｢相州鎌倉七里ケ浜図｣が国指定重要文化財となり､当館の国指定の文化

財は7件96点を数えることになりました｡新収蔵資料として､昇外義筆素描53点の寄贈をうけ､ ｢西

国街道絵巻｣ ｢切子銅赤被せガラス鉢｣などの資料を収集しています｡また資料の特別利用では､館

外貸出が54件442点､それ以外の特別利用が798件2,578点にのぼります｡

平成9年度の入館者数は,特別展147,368人､常設展9,729人､普及事業3,592人､計160,689人で､開

館日数は280日となります｡

この年報によって､平成9年度の博物館事業について､すこしでも現状をご理解いただければ幸い

です｡
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1特別展示

(1)第57回特別展

アメリカ現代グラスアートの巨匠　　デイル･チ7-リ展

･内　　容/

現代グラスアートの第一人者として世界的に高い評価を得ているアメリカ人作家､デイル･チフ-

リ氏(1941-)のわが国初の本格的な展覧会を開催しました｡

チ7-リ氏は､アメリカ･ワシントン州のタコマ生まれ｡大学でガラス芸術と出会い､ 1968年ヴェ

ネチア･ガラスの本場イタリア･ムラノ島で本格的にガラス制作を学びました｡帰国後は､ブロー

パイプ(吹き竿)から重力､逢し､力を利用して自然にできる形を探求しながら､多彩な色ガラスに

ょる独特の色彩美と造形美を生み出しました｡以来世界各地で展覧会を開催して注目を集め､ 1992

年には全米50州の知事が選ぶアメリカ初の｢ナショナル･リビング･トレジャー｣となり､さらに

翌年､活動の拠点としているシアトル市で開かれたAPEC会議の首脳会議場にも作品が展示されま

した｡

本腰は､アメリカ･インディアンが使う寵をモチーフにした｢バスケット｣､太古の貝や海洋生

物を思わせる｢シーフォーム｣､色鮮やかなガラスの大輪｢マキア｣など彼の代表的なシリーズを

はじめ､多彩なガラスオブジェを天井に配した｢ペルシャン･シーリング｣やガラスの森をイメー

ジした｢マキア･フォーレスト｣など､多数の作品を組み合わせて幻想的な空間をっくるインスタ

レーション(設置芸術)で構成､壮大なスケールのチフーリ芸術の全容を紹介しました｡氏が作り

出すガラスの魔術ともいうべき多彩な作品､インスタレーションを一堂に展示しましたo
･会　　期/1997年5月3日(土) ～7月21日(月)

･会　　場/特別展示室1､南蛮美術館室､ホール

･主　催/神戸市立博物館/読売新聞大阪本社/読売テレビ/美術館連絡協議会

･後　　援/文化庁/アメリカ大使館

･協　　賛/大成建設株式会社/花王株式会社

･協　　力/松下電工株式会社

･入館料(当日､一般) 1,200円

･開館日数/69日

･入館者数/74,068人(1.073人/日)

･出品点数/88件

なお本展はサントリー美術館(1997年8月12日～9月28日)と福岡市美術館(1998年4月18日～5月17

日)の3会場で行われた｡
･オープニングセレモニーのあと､チ7-リ白身による神戸市児童をまじえたドローイングが行われ､

その作品の一部も展示された.

ー6一



スタジオで軸乍中のデイル,デフ-リ(をからこ人員)

現代クラスア-卜の第一人者として世界的に商い評価を得ている

アメリカ人作家､デイル･チフ-リ(ワシントン州シアトル市在住)め

わが国初の本格的な鹿野会ですuチフーリは. 1 941年シアトル市

の雨に位置するタコマ市に生まれ､ワシントン大学のインテリア･

5･Lザインコースでガラス芸絹と出会い､

I 988年ヴェネチア.ガラスで有名なイタ

リア･ムうノ亀で本格的にガラス工芸を学

びましたo帰国鰍ま.ブD-･JTイブ(吹管

等)を用い､蛮力や遠心力を自在にコント

C]-ルして,炊普ガラスの魅力を探求しな

がら､多彩な色ガラスを組み合わせた独特

の誌研き作品を生み出し課した｡以来.オ-

ストラリア､フランス､ブラジル､台衛など

で巌発会を開催.注目を集めましたo

習m荒野顎琵　　柑92年にはt全米60州の知事が選ぶ
シアトル爽柵でのインスタL･-シヨン　　アメリカ初の｢ナショナル･リヒンクートレ

ジャー(人間囲宝)｣となり､さらに翌年

シアトルで聞かれたAPEC会蹄の首脳会

諌機にも作品が展示されました｡

1億的な作品シリーズには､アメリカインディアンが使う髄を宅

ティーフにしたrバスケット｣､古代の員や海洋生物を思わせるrシー

フォーム｣､色鮮やかなガラスの大輪rマキア｣.多彩なガラスオブ

ジ=を天井に配渡した｢ベルシャン･シJJンクjなどがあります｡

それらのオブジェは,チフ･JJの考えで年をおって大きくなる頒向

にあり､最近は､直径1メートルにもおよぶ炊きガラスによる最大糠

のオブジェを多数組み合わせ､幻想的な空間をつくりだすインスタ

レーション(役者芸術)が試みられていますo

このたびの展轄会は､今年､神戸-シアトル姉妹都市縫挽40周年

と､読売新聞の大阪発刊45周年を迎えるのを機に開催するもので

す｡助通力と自由な感性に満ち､ガラス工芸の可能性を追求する壮

大なスケ-ルのチフ-リ芸術の全容を紹介しますoぜひ､チフ･JJ

が創り出すガラスの魔術を体感L'てくださいo

+入館料

当日一　　　前売り券一　　団体

ニ_｣墜_ルー_i,?"QQBM_【【1999阜11　900円

垂二重生　　些OJIL叫___1991ヨ【【p【【p【【【旦991きし

小,中生　　　450円　　350円　3001きき

'神戸rtJすこやか鰯触手繊(老人祇社印良)の焚付を受けている方は半額と

なります(手械が必肇ですJ

+E対陣料金は30名以上より適用されますb

一餌,)たり射ま博物館辞御舟､チケソトぴあ､チケットセゾンJ榔)宮プレイガイド

協会などでお求めになれますや

■交誠Ik内

f新幹線〔粁神戸｣から僻へ司tで約10分

+JR ｢>:jざれ地ド鉄､鞭胤阪神に宵3から熱唱へ徒歩約10分

+汎桁神派町1から縮tk-へ練J担約10/jJ

や神戸市立博物館
〒650　神J≡絹沖央t才京町24番地

テレ'トンil -ビス/℡ (078) 332胡1O

お問い合わせ先
●紳f叫はr博物甜/ ℡ (078) 391･0035

'流鬼折甜大敗本祉/℡く06) 366-1843



作品目録

シリンダー

1　初期のピーチ･ブランケット･シ))ンダー

1 975年

25.4/20 3/20 3 cm

2　レッド･ドローイングのある

ピンク･ピルチャック･シリンダー

1984年

38,1/22.9/22.9cm

3　ホワイトドローイングのある

プルシアングリーン･シリンダー

1984咋

38.1/20 3/20 3cn1

4　ピンク･シ))ンダー

1 984 f1

35.6/25 4/22 9cm

5　コバルトバイオレット7jローイングのある

オパール色のシ))ンダー

1 98611-

40.6/20 3/20.3cm

6　榊柵のシリンダー

1991年

27 9/20 3/20.3cm

7　インディアン･フランケット･ドローイングの

あるピーチ･シリンダー

1 995年
L40.6/17 8/17 8cm

8　インディアン･ブランケット･ドローイングの

あるピーチ･シリンダー

1995年

33 0/40,6/40.6cm

9　インディアン･ブランケット71ローイングの

あるピーチ･シリンダー

1995 41

10.2/7.6/7.6cm

lO　インディアン･ブランケットドローイングの

あるピーチ･シリンダー

1995年

50.8/22 9/22.9cm

ll　インディアン･ブランケット･ドローイングの

あるピーチ･シリンダー

1995年

27.9/27 9/27 9cm

バスケット

凡　例

No ､ n l'"I.fl､制作畔､ 71法くけ,tさ/恥l/奥fJ-き､あるいは縦/桃)のJlhrlに

.lLlした｡

･1 7滋についてはインチ衣ホをセンチに換rt(lJLl拾五人)した｡

インスタレーションについては過去の火施会糊Ylを,Eilした｡

12　オレンジ色のバスケット

1981年

15.2/17 8/17,8cm

13　透明なアンバー色のバスケット･セット

1981年

22 9/33 0/33.0cm

14　渦巻き模様のタイガーイエロー･

バスケットセット

1 984年

15 2/27.9/27.9 cm

15　シトロングリーン･バスケットセット

1 992年

30.5/50.8/35.6 cm

16　サンフラワーイエロー･バスケットセット

1993qJ-

45 7/55 9/55 9cm

17　セピア色のバスケットセット

1 993年

30 5/33 0/40 6cm

18　アイボリー･バスケット･セット

1994年

22.9/61.0/58.4 cm

19　レッドりヾスケット

1995年

35.6/38 1/38.1 cm

20　スカーレットレッド･バスケットセット

1995年

30 5/58 4/78 7cm

21スカイブルーり†スケット･セット

1 995年

27.9/71.1/45.7 cm

シーフォーム

22　ピンク･シーフォーム･セット

1 980年

10 2/27,9/25 4cm

23　コーラルピンク･シーフォーム･セット

1982年

12 7/25 4/25.4cm

24　コバルトグリーン･シーフォーム･セット

1987年

17.8/35.6/35 6cm

-8-

25　ホワイトとカーマイン色の

シーフォーム･セット

1 988年

30.5/50.8/50 8cm

26　フラミンゴピンク･シーフォーム･セット

1989年

35 6/61 0/35 6cm

27　ローズマター色のシーフォーム･セット

1990年

22.9/68.6/58.4 cm

28　プルシァンプル一･シーフォーム･セット

1 994年

48 3/83 8/68.6cm

29　ホワイトシーフォーム･セット

1996年

27.9/55 9/30 5cm

30　エメラルドグリーン･シーフォーム･セット

1997年

48.3/55 9/55 9 cm

31バイオレットシーフォーム･セット

1997年

55. 9/66.0/63. 5 cm

マキア

32　クロームイエロー･マキア

1 985年

35 6/63 5/68.6cm

33　スノーホワイトマキア･セット

1985年

48 3/45 7/38 1cm

34　オレンジ色のマキア

1991年

27.9/27.9/22.9 cm

35　オーレオリン色のマキア

1992年

48.2/55.9/53.3 cm

36　ウルトラマリン色のマキア･セット

1993年

45.7/81 3/86 4cm

ソフトシリンダー

37　初期のバスケットシリンダー

1980年

20.3/20 3/20 3cm



38　初期のバスケットシリンダー

1 980年

27.9/25 4/25 4cm

39　ドローイングのあるスカイプル一･

ソフト･シリンダー

1984年

25 4/30 5/30.5cm

40　アリザリン9リムソン色のソフトシリンダー

1984年

33 0/30.5/27.9cm

41モーブ色のドローイングのあるバイオレット

カーマイン色のソフトシ))ンダー

1987年

36 8/22 9/21 6cm

42　オーカー色のドローイングのある

トルコグリーン･ソフト･シリンダー

1988年

43 2/43.2/35.6cm

43　カドミウムイエロー･ソフトシリンダー

1 989年

22 9/33.0/30.5 cm

44　ディープイエロー･ソフトシリンダー

1 989年

22.9/38 1/38 1cm

45　シャルトルーズ色のソフトシリンダー

1995年

53 3/50 8/38.1cm

ペルシャン

46　オックスブラッド色のペルシャン

1 987年

12 7/25 4/20.3cm

47　ブルーとピンクのペルシャン

1987年

21.6/30.5/21.6 cm

48　カドミウムイエローとラベンダー､

クロームグリーンのペルシャン･セット

1 988年

25 4/94.0/53 3cm

49　イエロー･ペルシャン･セット

1994年

81 3/142.2/81 3cm

50　コバルトブルー･ペルシャン･セット

1 997年

48 3/55 9/55.9cm

ヴェネチアン

51ブルーとレッドの取っ手飾りのある

トルコ7J一色のヴェネチアン

1989年

40.6/35.6/35.6 cm

52　ワインレッド･ヴェネチアン

1989年

40 6/38 1/33.0cm

53　哉色の飾りのあるウルトラマリン色

のヴェネチアン

1989年

35 6/35 6/38.1cm

54　セルリアン色の斑点のあるヴェネチアン

1 989年

40 6/27.9/33 0cm

55　弗色の羽のあるヴェネチアン

1989年

55.9/22.9/22.9 cm

56　ユ))飾りのある斑点模様の

イエロー･ヴェネチアン

1991年

61 0/38.1/38 1cm

57　薬飾りのシャルトルーズ色の

ヴェネチアン

1991年

63.5/33.0/17.8cm

58　まだらのあるグ)ムソンレッド.ヴェネチアン

1991年

43 2/38.1/38.1 cm

59　取っ手飾りのある半透明の

イエロー･ヴェネチアン

1993年

50.8/27 9/27 9cm

60　取っ手飾りのあるコバルトブルー･

ヴェネチアン

1993年

45.7/45 7/45.7 cm

61エメラルドグリーン･ヴェネチアン

1 993年

58.4/45.7/33 0cm

-9-

62　ルーインズブルーとシエナ也の

ヴェネチアン

1 993年

43.2/38.1/38 1 cm

プティ

63　コバルト色のプテイヴェイス

1991咋

50 8/33.0/33,0cm

64　9リアプル一･プテイヴェイス

1991年

53.3/35.6/27 ,9 cm

イケバナ

65　ダイナミックな赤い花のある

金色のイケパナ

1993勺

61.0/35 6/35.6cm

66　求色の花のあるアップルレッドのイケパナ

1993年

53 3/40.6/40 6cm

67　青い黄のある新芽色のイケバナ

1993年

88 9/48 2/27.9cm

68　弗色の花のあるシャルトルーズ色の

イケパナ

1 993年

162 6/43.2/40 6 cm

ピルチャック･スタンプ

69　シルバーグリーン･ビルチャック･スタンプ

1992年

20.3/58.4/25 4 cm

70　シトロングリーン･ビルチャック･スタンプ

1992年

58.4/25.4/22.9 cm

71ブルーとアンバー色の斑点のある

ビルチャック･スタンプ

1 992年

25.4/55 9/30 5cm

ドローイング

72　ヴェネチアン･ドローイング

1989年

76 2/55.9cm



73　ヴェネチアン･ドローイング

1 989年

76 2/55.9m1

74　ヴェネチアン･ドローイング

1989年

76.2/55.9 cm

75　ヴェネチアン･ドローイング

1990年

76.2/55.9 cm

76　ヴェネチアン･ドローイング

1 990年

76.2/55.9cm

77　ヴェネチアン･ドローイング

1990年

76.2/55.9 cm

78　ヴェネチアン･ドローイング

1 990年

76.2/55.9 cm

79　ヴェネチアン･ドローイング

1990年

76.2/55.9 CJTI

インスタレーション

80　マキア･フォーレスト

1994年

ダラス美術館:ダラス(テキサス州)

80aマーキュリーレッド･マキア

1995年

58.4/78.7/81.3 cm

80bスプリンググリーン･マキア

1995年

61.0/76.2/78.7 cm

80Cサファイアプル一･マキア

1995年

58.4/86.4/86.4 cm

81マルチカラー･ペルシャン･ウォール･

インスタレーション

1997年

チ7-リ･スタジオ:シアトル(ワシントン州)

82-1ペルシャン･シ-)ング

1993年

デトロイトインスティテュートオブ･アーツ

デトロイト(ミシガン州)

82-2ペルシャン･パーゴラ

1996年

セントルイス美術館:

セントルイス(ミズーリ州)

82-3ペルシャンリマ-ゴラ

1994年

ダラス美術館:ダラス(テキサス州)

83-1フロート･インスタレーション1

1997年

チ7-1ノ･スタジオ:シアトル(ワシントン州)

83-2フロートインスタレーションⅠ1

1997年

チ7-｣ノ･スタジオ.シアトル(ワシントン州)

ニイジマ･フロート

83a紙吹雪模様のフロート

1992年

76 2/86 4/86.4 cm

83b亀裂のあるゴールデンイエロー･フロート

1993年

50,8/45. 7/45.7 cm

83C金色の斑点のあるピンク･フロート

1993年

50.8/45. 7/45.7 cm

シャンデリア

84トルコブルーのヌータヤルヴィ･

シャンデリア

1996年

243 8/121.9/121.9cm

85　レモンイエローとシトロングリーンの

シャンデリア

1997年

182.9/137.2/137.2 C.n

ドローイング･インスタレーション

86　プレキシグラス･ドローイング･ウォール

1997年

ミネアポリス･インスティテュート･オブ･

アーツ:ミネアポリス(ミネソタ州)

87　ドローイング･ウォール

1997年

ミネアポリス･インスティテュート･オブ･

アーツ:ミネアポリス(ミネソタ州)

ー10-

88　バサルトバスケットインスタレーション

1997年

神戸市立博物館:神戸市(日本)



第58回特別展

上海･長江交易促進プロジェクト､神戸開港130年､日中国交正常化2 5周年記念

日中歴史海道2 0 0 0年展
･内　　容/

海上の道を通じて日本は中国と交流し､一文化を育んできましたoなかでもEj宋･ E]明貿易､また1868年の

開港を通じ｢歴史海道のターミナル｣であったのが神戸のミナトです｡

特別展『日中歴史海道2 0 0 0年』は､震災復興事業の関連企画｢大長江節(フェア)｣の一環として開催
したもので､稲作文化が伝播した時代から開港場となった近代までの文化交流を､神戸の役割に注目しなが
ら､歴史的･文化的につながりの深い長江流域との交流に重点をおき､プロローグ､中国と結ばれた神戸の
ミナト､中国文化の伝来と影響､鎖国の中の交流､開港と在神中国人たちにわけ､構成しましたo
日中の文化交流を代表する名品とともに､孫文の手紙などの初めて公開される資料､ 400年ぶりにお里帰り

した南禅寺一切経､初めて3種頬が揃った兵庫北関入船納帳など､約2 1 6件の資料の数々をとおして交流
の多様性をあらわす展覧会となりました｡

展覧会の内容をより親しみやすいものにするため､新たにビデオの2番組(目宋･日明貿易と神戸　約7

分､開港と在神戸中国人たち　約7分)を制作し､上映しましたo　またNHK提供のハイビジョン『悠久の

長江～中国･三峡のパノラマ紀行～』も上映しました｡
･会　　期/8月2日(土)～9月15日(月･祝)

･会　　場/特別展示室1 ､南蛮美術館室､特別展示室2
コ=

主 催/神戸市立博物館､日中上海･長江一神戸･阪神交易促進日本委員会､神戸市教育委員会､
神戸新聞社

･後　　援/中華人民共和国駐大阪総領事館､兵庫県教育委員会､神戸華僑総会､ NH K神戸放送局､

サンテレビジョン､ AM神戸
･協　　賛/みとり銀行文化振興財団
･講　演　会

8月9日(土)大庭　情(大阪府立近つ飛鳥博物館館長) ｢中国からみた日中交流｣

8月16日(土)影山純夫(神戸大学国際文化学郡教授) ｢中国への憧れ-室町水墨画家の場合｣
8月30日(土)中村哲夫(神戸学院大学人文学部教授) ｢移情閣(呉錦堂)をめぐる日中関係｣
9月6日(土)脇田晴子(滋賀県立大学人間文化学郡教授) ｢日明貿易と兵庫港｣

･関連事業

上海･長江交易促進プロジェクト　神戸開港1 3 0年日中国交正常化2 5周年記念
シンポジウム『日中歴史海道2000年』

主催:神戸市､日中　上海･長江一神戸･阪神交易促進日本委員会､神戸市立博物館､神戸新聞社
共催･汎太平洋フォーラム､兵庫学研究会､松方ホール
後援:中華人民共和国駐大阪総領事館､神戸華僑総会
日時･ 8月21日(木) 13時～16時30分

会場:神戸新聞社､松方ホール
内容　記念講演　梅原　　猛(国際日本文化研究センター顧問)  『大長江文明と日本』

パネルディスカッション『日中歴史海道2000年』

千田　　稔(国際日本文化研究センター教授)　菅谷　文則(滋賀県立大学教授)

神木　哲男(神戸大学副学長)　　　　　　　安井　三吉(神戸大学国際文化学部教授)

崎山　昌贋(神戸市立博物館副館長)

演奏会｢アジア文化への誘い　中国･悠久の響き～大輪の華の競演｣
主催･ ㈲神戸市民文化振興財団･神戸市立博物館
日時. 9月7日(日) 14時～16時

出演.伍芳一中国古事､唐草一中国琵琶
会場.神戸市立博物館　地階講堂

･同時開催(～9月15日)

神戸ゆかりの芸術家たち　(ギャラリー)

ポスター

一rlil -



(樽別展l　上海･艮君伐易促進プロジェクト　神戸開港13岬　柳か国受近.馴ヒ25周年記念

磯牽塵
施しの道を通じて日本とl壬欄は

交流し､文化を脅んできました｡

なかでも日栄･口明貿易､また

186納:･の開鵜を通じ｢歴史梅迫の

ターミナル｣であったのが神1"1-の

ミナトですo

特別展｢日中歴史梅迫2()00年｣

は､稲作文化が松捕した時代から

問粘場となった近代までの文化交

流を､神)1-の役鰯に弦uしなから､

燃史的･文化的につながりの深い

長江流域との交流に蚤点をおいて

考えますo巌/Jtでは､ ｢仲間を行

き交った各時代の船をプロU-グ

に､ LH,ilと織ばれた神JIAのミナ

ト川佃は化の掠栄と彩轡;鎖問

のなかの交流;開港と在神や阿人

たちにわけ構成しています(

本展覧会は)東災復興野菜の関

連企梢｢火長江節(フェア日の
一環として開催されます′､多くの

所蔵者･所蔵機関から格別のご支

援を賜り､ご払払いただく名品の

数々をとおして､多彩に威開した

Hlftの文化交流をあらためて考え

ていただければ率いです､:

(作品保存のため金紗をりこ展示砂

があります)
I-暮･Ti｡;花柄1-/11架1割古き繁　岩.:部flE相場物餌萩

捕)ヨ17†ほでの巌示)

#弥鍵会　　8円9 El　大庭　備先生(大細鮮立艦つ飛脚鉢物納品) ｢中国からみた日中受取｣

8月16日　杉山純大先生榊戸東学国際文化挙動教授3 ｢中国への煉れ-愛野水農画家の場合｣

8月30日　中村哲夫先隼榊戸学院大学人文学部故郷｢移情闇横踊堂)をめぐる日中関係J

9月6日　脇田横手先生(東食艶文大挙人間文化学粁戟稽) ｢E欄貿易と舟軒別

会場:神戸市立博物館　地階錬堂　いずれも土曜日牛後2時から､無料く入館料が必要)

独演蕃余　｢アジア文化への誘い　中国･悠久の響き～大輪の峯の娩凍｣
9月7日は)午後2時-4時　会場:神戸市立博物館　地階鵠堂　出演:偲芳仲国吉琴卜唐草挿画先哲)

事前申込みが必寮です(問い合わせ先(財)神戸市民文化瀕興財団TELO78･222･7105

書シンポジウム相中歴史海道2000年｣
8月21日(木)午後1時-午後4時50分　神戸新聞社:磯方ホール

誓冨申慧慧芸,E三豊警署至芸ミミ誓警忘妄夕諸芸誌霊習急篭諾TtEBLO*7まー3'8…笠SL6fTィスかノション　　ぎ準

テレフォンサーヒス0781332-78 i 0当館での屈指会に関する晒朝をお伝えし



1桜ケ丘5号銅鐸(国宝)神戸市灘区桜ケ丘町出土1点　　弥生時代中期1世紀

2　長原高廻り2号墳船形埴輪(重要文化財)大師平野区長吉長原出1点　　古墳時代中期　5世紀前半

3　通庸便船模型　　　　　　　　　　　　　　　　1点

4　弘法大師像(重要文化財)　　　　絹本着色　1幅　　鎌倉時代13世紀

5　高野大師行状図画(重要文化財) 10%のつち巷鰍3　紙本着色　　2巻　　鎌倉時代14世紀

6　御請来目録

7　慈覚大師像

8　入唐新求聖教目録

9　入唐請来聖教目録

10　渡宋記

11太政官符案

木版(高野山版)墨刷　1帖

絹本着色　1幅

紙本墨書　1巻

紙本墨書　i帖

紙本墨書　1巻

紙本墨書　1巻

建治3年(1277)

室町時代16世紀

室町時代前期14世紀

江戸時代

寛喜元年(1229)

治承4年(1180)付･建久7年(1196)付

12　経ケ島縁起　　　　　　　　　　　紙本着色　　2巻　　長谷川等意筆　江戸時代18世紀

神戸市立博物館

文化庁(大阪市立博物館)

神戸市立博物館

兵庫･浄土寺

白鶴美術館

慶応義塾図書館

神戸･太山寺

慶応義塾図書館

神戸市立博物館

宮内庁青陵部

国立公文書館内閣文庫

東京国立博物館

13　大物追跡多字一石経　尼崎市大物町出土　　　9点　　平安時代末期～鎌倉時代前期12-13世紀前半　尼崎市教育委員会

14　島津家本平家物語30帖のつち巷剃1･15･18･22　紙本着色　　4帖　　江戸時代17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　個人蔵

15　宋船模型　　　　　　　　　　　　　　　1点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市立博物館

16　青磁輪花碗(銘属蛙粋､重要文化財)附馳皇幹茶甑記1ロ　　龍泉窯　南宋～元代12-13世紀　　　　　　　東京国立博物館

17　太平御覧　　　　　　　　　　　木版墨刷　3冊　　万暦2年(1574)版　　　　　　　　　　　　　宮内庁書陵部

18　兵庫北開入船納帳　　　　　　　紙本墨書　1帖　　文安2年(1445) 3月～翌年正月　　　　　　　京都･燈心文庫

19　兵庫北開入船納帳　　　　　　　紙本墨書　1帖　　文安2年(1445)正月～ 2月　　　　　　　　　東京大学文学部

20　兵庫北開推船納帳(重要文化財)　紙本墨書　1帖　　文安元年(1444)11月ん翌年11月　　　　　　　　奈良･東大寺

21真如堂縁起(重要文化財) 3巻のうち上巻紙本着色　1巻　　絵描郎助久国.詞(上巻)･後相原天皇麗筆大永4年(1524)京都･真正極楽寺

22　遣明船模型　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

23　足利義教像　　　　　　　　　　　絹本着色　1面　　室町時代

24　明宣宗賜(重要美術品)　　　　　紙本塁曹　1巻　　明代　宣徳8年(1433)

25　戊子入明記　　　　　　　　　　　紙本墨書　1帖　　　室町時代16世紀

26　善隣国宝記　　　　　　　　　　木板墨刷　　3巻3冊　明暦3年(1657)版

27　海東諸国記　鋼活字版重刷(地図　木版墨刷) 1冊　　李氏朝鮮時代1471年撰16世紀刊

28　海東諸国記(写本)　　　　　　　紙本墨書　　5冊　　江戸時代

29　初渡集･再度集(重要文化財)　　紙本墨書　　6冊　　策彦周良　室町時代16世紀

30　等海図編　　　　　　　　　　　　木版墨刷　　4冊　　嘉噂41年(1562)序

31重源上人坐優(重要文化財)　　　木造　　　1姻　　　天福2年(1234)

32　周防Eg阿弥陀寺EEl畑注文並免除状(重要文化財)　紙本墨書　1巻　正治2年(1200)11月日

33　南無阿弥陀仏作善集(重要文化財)　紙本墨書　1巻　　鎌倉時代13世紀

34　南無阿弥陀仏作善集(槙製)　　　　　　　　　1巻

35　重源勧進状(重要文化財)　　　　紙本墨書　1巻　　　元久2年(1205)12月E]

36　三角五輪塔･仏舎利寄進状(重要文化財)槻･紙柏書1基･ 1巻　建久9年(1198)12月日

37　三角五輪塔(重要文化財)　　　　鋼製　　　1基　　鎌倉時代12世紀

38　三角五輪塔　　　　　　　　　　　銅製　　　1基　　天正14年(1586)

39　三角五輪塔　　　　　　　　　　　水晶製　　1基　　鎌倉時代13世紀

40　板彫五輪塔(重要文化財)　　　　　　　　　1面　　建仁3年(1203) 9月15日

41鉦鼓(重要文化財)　　　　　　　鋳鋼製　　1面　　建久5年(1194)

42　勧進鉦鼓(重要文化財)附　錫平文鉦架1掛､撞木1本､蓮実形柄杓1本､菩提子念珠1連

鋳銅製　　1面　　　建久9年(1198)

43　獅子(重要文化財) 〔パネル展示〕　石造　一対のうち西方　建久7年(1196)

44　須弥壇(重要文化財) 〔パネル展示〕石造　　　1基　　鎌倉時代

45　獅子　　　　　　　　　　　　　石造　　　1姻　　鎌倉時代

-13-

広島県立歴史博物館

京都･法観寺

藤井有郁館

京都･妙智院

神戸市立博物館

東京大学史料編纂所

神戸市立博物館

京都･妙智院

神戸市立博物館

兵庫･浄土寺

山口･｡阿弥陀寺

東京大学史料編纂所

岡山県立博物館

奈良･東大寺

滋賀･胡宮神社

兵庫･浄土寺

奈良･東大寺

三重･新大仏寺

三重･新大仏寺

兵庫･浄土寺

奈良･東大寺

奈良･東大寺

三重･新大仏寺

岡山･熊野神社



46　栄西禅師像　　　　　　　　　　　　絹本着色　1幅　　　仏光国師(無学祖元)賛詞､絶海中津書　室町時代　京都･両足院

47　唐墨筆献上状(重要文化財)　　　　紙本墨書　1幅　　　栄西自筆　建永2年(1207)

48　無本覚心(法燈国師)倭(重要文化財)絹本着色1幅　　　-山一寧賛　鎌倉時代13世紀

49　撫本覚心(法燈国師)傑　　　　　　絹本着色　1幅　　　自賛　鎌倉時代13世紀

50　蘭漢道隆(大覚禅師)倭(重要文化財)絹本著彩　1幅　　　霊石如芝賛　鎌倉時代14世紀

51大覚禅師径行像(重要文化財)　　　絹本着色　1幅　　　鎌倉時代13世紀後半

52　明極楚俊像　　　　　　　　　　　　絹本着色　1幅　　　室町時代

53　的翁徳倹(仏燈国師)像　　　　　　絹本着色　1幅　　　自賛　鎌倉時代14世紀

54　寂室元光(正燈国師)像　　　　　　絹本著色　1幅　　　横川景三賛　室町時代

55　月庵禅師像　　　　　　　　　　　絹本著色　1幅　　　永徳4年(1384)

奈良･東大寺

和歌山･興国寺

和歌山･円満寺

神奈川･建長寺

神奈川･建長寺

大分･岳林寺

京都･牧護席

滋賀･清源寺

神戸･禅昌寺

56　十王図(重要文化財) (9欄年都市別0三年五道義嶺王　10帽のうち2幅　陸信忠等　南宋時代12世紀末-13世紀中頃　奈良国立博物館

57　十王図(重要文化財)　　　　　　絹本著色10幅のうち4幅　南宋時代　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県立博物館

58　十王図(重要文化財) (2胤は131五運転輪王　絹本著色　3幅のうち2幅　陸仲淵筆　元代　　　　　　　　　　　　　奈良国立博物館

59　十六羅漢像(重要文化財)　　絹本墨画淡彩16幅のうち4幅　　元代　　　　　　　　　称名守(神奈川県立金沢文庫保管)

60　華厳海全書知識量茶羅図　　　　　絹本著色　1幅　　　明代15世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良･東大寺

61十一面観音像(重要文化財)　　　絹本着色　1幅　　鎌倉時代13世紀　　　　　　　　　　　　　　神戸･太山寺

62　十六羅漢像(重要文化財)第3･8･11113尊　　　　　　　　　鎌倉時代14世紀　　　　　　　　　　　　　　　　神戸.太山寺

63　釈迦三尊像(重要文化財)　　　　　絹本著色　1幅　　　鎌倉時代14世紀　　　　　　　　　　　　　　　　神戸.太山寺

64　祇園遺跡粥披天日小柄　神戸市兵庫区上紙閲町出土　　1点　　　吉州窯　平安時代後期12世紀　　　　　　　神戸市教育委員会

65　大物遺跡出土遺物　尼崎市大物町出土　　　　　　　　　　平安時代末期～鎌倉時代前期12-13世紀　　　尼崎市教育委員会

66　青磁牡丹唐草文箱　　　　　　　　　　　　　　2ロ　　　龍泉窯　元･明代　　　　　　　　　　　　　　　神戸･太山寺

67　青磁盤　′　　　　　　　　　　　　　　　　　1枚　　　龍泉窯　明代　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸･太山寺

68　中国鏡　神戸市中央区葺合町布引山出土　　　　286枚　　　唐-明代　7 -15世紀　　　　　　　　　　　　　神戸･徳光院

69　南禅寺宋版一切経(重要文化財)　5822帖のうち7帖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都･南禅寺

(1)仏本行集経　巻第19 〔萄版〕

(2)阿見達磨順正理論　巻第2 1 〔開元寺版〕

(3)無相恩塵論･観所縁経論〔思渓版〕

(4)大宝積経　巻第66 〔元版〕

(5)大方広仏華厳経　巻第15 〔延聖寺版〕

(6)御製仏賦　巻第21 〔苗魔初彫版〕 i

(7)大紋君波羅蜜多経　巻第82 〔写本〕

' 70　東禅寺版経零巻

木版墨刷

木版墨刷

木版墨刷

木版墨刷

木版墨刷

木版墨刷

紙本墨書

木版墨刷

日)大方等大集経　巻第27

(2)大智度論　巻第96

(3)広百論釈論巻第9

71両史列伝　巻38断簡(重要美術品)　木版(南宋版)重刷

72　細字法華経(重要文化財)　　　　　木版墨刷

73　仏制比丘六物図　　　　　　　　　　木版(泉桶寺版)墨刷

74　大方広仏華厳経　39巻のうち巻第1　木版(霊山寺版)墨刷

75　焚網経古速記輔行文集　　　　　　　木版(西大寺版)塾刷

76　法華玄義釈栽10　うち236710　木版(叡山版)重刷

77　四分律注比丘尼戎本　　　　　　　　木版(極楽寺版)墨刷

78　大般若波羅蜜多経　巻第374,456　　木版(春日版)重刷

79　大方等大集経　巻第16　　　　　　　木版墨刷

80　大覚禅師語録　　　　　　　　　　　木版墨刷

81仏燈国師語録　　　　　　　　　　木版(福厳寺坂)墨刷

帖帖　帖　帖　帖　帖帖　帖　帖　帖　帖　冊　帖　冊　巻　帖　帖　帖　帖　巻　冊　冊1　1　1　1　1　1　1　3　1　1　1　1　3　1　1　1　5　1　2　1　-　2

巻　巻3　　2
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北宋時代　贋寧4年(1071)

南宋時代

南来時代

元代

元代

高麗曙代

応永7年(1400)

南宋時代 神戸･妙法寺

元豊8年(1085)題記､隆興2年(1164)

元祐6年(1091)題記､紹興31年(1161)

紹聖元年(1094)題記､隆興2年(1ユ64)

南宋時代　　　　　称名寺(神奈川県立金沢文庫保管)

南宋時代　　　　　　　　　　　　　　奈良･般若寺

寛元4年(1246)　　　　　　　　　　慶応義塾図書館

鎌倉時代13世紀　称名寺(神奈川県立金沢文庫保管)

弘安元年(1278)　　称名寺(神奈川県立金沢文庫保管)

弘安4 - 9年(1281-86)　　　　　　神戸市立博物館

正安4年(1302)　称名寺(神奈川県立金沢文庫保管)

南北朝時代14世紀　　　　　　　　　慶応義塾図書飽

応永32年(1 425)　　　　　　　　　　慶応義塾図書館

建武元年(1334)　　　　　　　　　　神奈川･建長寺

文和元年(1352)　　　　　　　　　　神奈川･建長寺



82　永源寂重和尚語録　　　　　木版(五山版)重刷　4冊のうち3冊　　永和3年(1377)

83　送海乗上人帰Eg図(重要文化財)

84　査雁図

85　岩竹図

86　騎獅文殊図

87　縄衣文殊図

88　匹】‡重囲(重要文化財)

89　布袋図

90　天橋立園(国宝)

91倣李唐牧牛図(重要文化財)

92　国々人物図巻

93　唐土勝景図巻

94　山水図

紙本淡彩　1幅　　鍾唐傑･奮従周賛12世紀末

紙本塁画　1幅　　一山-寧題詩　鎌倉時代後半14世紀初

紙本塁画　1幅　　　槽拙正澄題詩　延元元年(1336)

絹本淡彩　1幅　　　無隠元晦賛　南北朝時代14世紀中期

紙本署色　1幅　　　石室善玖賛　南北朝時代14世紀後半

紙本墨画　1幅　　　黙庵歪淵筆　祥符紹密賛14世紀前半

紙本塁画　1幅　　　黙庵霊淵筆　了庵槽欲賛14世紀前半

紙本塁画　1幅　　　雪舟筆　室町時代15世紀後半

紙本淡彩　1幅　　　雪舟等楊筆　室町時代15世紀後半

紙本墨画　1巻　　　模本､原画は雪舟か　室町～江戸時代

紙本墨画　1巻　　　模本､原画は雪舟か　室町～江戸時代

紙本淡彩　1幅　　　秋月筆か　蘭妓景置題詩　明応8年(1499)頃

岡山県立博物館

常盤山文庫

群願立近代輔折方庵井上コレクy王ノ

根津美術館

奈良国立博物館

東京国立博物館

前田背徳会尊経閣文庫

MOA美術館

京都国立博物館

山口県立美術館

京都国立博物館

京都国立博物館

東京国立博物館

95　山水図巻　　　紙本塁画　1巻　　一枝希維筆　一枝希椎による依頼文､金塊.蓑応額題記　文明8年　　京都国立博物館

96　王義之書扇図(重要文化財)　紙本墨画　1幅　如拙筆　大岳周崇題詩･惟肖得巌序･詩　永享2年(1430)京都国立博物館

98　渡唐天神図

99　渡唐天神図

100金山寺区界風

101西湖図

102西棚図犀風

103幕府撰慶長肥前国絵図

紙本塁画　1幅　　　官南筆　室町時代16世紀中期

紙本着色　1幅　　　万里集九序･題詩　室町時代15世紀後半

紙本署色　　6曲1隻　雪村筆　室町時代16世紀中期

紙本壁画　1幅　　　伝雪舟筆　室町～江戸時代

紙本塁画　　6曲1双　室町時代末期16世紀後半

紙本着色　1幅　　　江戸時代初期

104長崎図犀風　　　　　　　　　　　紙本着色　　6曲1隻　江戸時代

105長崎囲　　　　　　　　　　　　　　木版筆彩　1舗　　　江戸時代前期

106唐船来朝園　長崎図　　　　　　　　木版等彩　1舗　　　江戸時代前期

107長崎港之図　　　　　　　　　　　絹本著色　1幅　　　円山応挙筆　寛政4年(1792)

108長崎港図･プロンホフ家族図衝立　　絹本著色　1基　　　川原慶賀筆　江戸時代

109唐船図巻　　　　　　　　　　　　紙本着色　1巻　　　江戸時代中期

110外国船具　完

111信牌　長崎通商照票(模写)

112信牌　長崎通商腰票(模写)

113唐船方日記並配銅帳　弐(袋名)

114唐船方日記並配銅帳　壱(袋名)

115　日清貿易絵巻の内　2巻･ 3巻

116長崎唐館図巻

117長崎唐館交易図巻

118唐館絵巻

119清俗紀聞

120長崎古今集覧名勝図会稿本

121唐人屋舗景

122唐船之図

123唐船之図

124唐船入津之図

125大清貨船

126大清人

127唐飽書房之図

128清人合奏(無題)

紙本著色　1巻　　　江戸時代中期

1枚　　　文政11年(1828) 9月南京船主宛

1枚　　　安政3年(1856)展門船主宛

3冊　　　文政11年(1828)

3冊　　　安政4年(1857)

紙本管色　　2巻　　　江戸時代

紙本着色　1巻　　　伝渡辺秀石筆　江戸時代

絹本着色　1巻　　　渡辺秀詮筆　江戸時代

紙本署色　1巻　　　川原慶賀筆　江戸時代

木版　　6冊　　　中川忠英編　寛政11年(1799)

紙本塁画　　3冊　　　石崎融点筆　天保12年(1841)

木版筆彩　1枚　　　豊嶋屋文治右衛門　江戸時代後期

木版筆彩　1枚　　　針崖　江戸時代中期

木版筆彩　1枚　　　島原屋　江戸時代後期

木版色摺　1枚　　　益永　江戸時代後期

木版色摺　1枚　　　磯野文斎　江戸時代後期

木版筆彩　1枚　　　針屋　江戸時代中期

木版色摺　1枚　　　大和屋　江戸時代後期

木版色摺　1枚　　　文錦葦　江戸時代後期
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栃木県立博物館

静義堂文庫美術館

笠間稲荷美術館

静義堂文庫美術館

広島県立美術館

松浦史料博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長崎県立美術博物館

神戸市立博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

長崎市立博物館

長崎市立博物館

長崎市立博物館

長崎市立博物館

松浦史料博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

長崎市立博物館

神戸市立博物館

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



129唐子戯遊之図

130唐人卓子図

131唐人蛇躍

132長崎唐寺唐人参詣之図

133隠元隆璃像

134木魔性謡像

135即非如一･相厳性節優

136倍杖羅漢図

137倍杖羅漢図

138達磨図

139芦柴達磨図

140羅漢渡水図

141寒山拾得図

142寿老人図

143中華歴代帝王図

144騎獅文殊図

145雪梅群兎図

番外獅子戯児図

146バラに雀図

147春王双書図

148波に鵜図

149雪中兎図

150魂氏楽譜

151皇輿図(哀　坤輿万国全図)

152大明省図

153華夷変態

154坤輿万国全図

155坤輿万国全図罪風

156世界図･天文図犀風

157万国全図

158地球万国山海輿地図説

159大橋広輿図

160御製儀象図

161唐土名勝図会

木版色摺　1枚　　　文綿堂　江戸時代後期

木版色情　1枚　　　江戸時代後期

木版合羽摺　1枚　　　江戸時代後期

木版色相　1枚　　　大和屋由平　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

紙本着色　1幅　　楊道真筆　慧門如柿賛　樽代(江戸時代) 17世紀　京都･常宿寺

紙本書色　1幅　　桟道真筆　明暦3年(1657)木庵自賛　　　　　　長崎･福済寺

紙本署色　1幅　　楊道真筆　即非自賛　清代(江戸時代) 17世紀　福岡･福衆寺

紙本淡彩　1幅　　　陳賢筆　宿代(江戸時代) 17世紀

絹本着色　1幅　　渡辺郁洲筆　江戸時代19世紀

絹本著色　1幅　　　花道生筆　木庵性稲賛　江戸時代17世紀

紙本塁画　1幅　　　蕪簡筆　自賛　江戸時代17世紀

絹本著色　1巻　逸然性敵軍　寛文7年(1667)闇元隆碕序･木庵性嫡

絹本著色　1幅　　河村若芝筆　寛文10年(1670)即非如丁賛　寛文6年(1666)

絹本著色　1幅　　　伝渡辺秀石筆　延宝2年(1674)木庵性稲賛

絹本著色　1帖50園　鶴洲宝器筆　　貞享4年(1687)

絹本着色　1幅　　陳玄興等　木庵性稲賛　fI:戸時代17世紀

絹本着色　1幅　　　沈南東筆　　康照55年(享保元､ 1716)

絹本着色　1幅　　　沈南東筆　　乾隆21年(宝暦6､ 1756)

絹本着色　1幅　　　高乾筆　　晴代(江戸時代) 18世紀

絹本着色　1面　　　罵乾筆　　清代(江戸時代) 18世紀

絹本着色　1幅　　　舟員斐筆　　江戸時代18世紀

絹本曹色　1幅　　　拒鹿民那筆　江戸時代18世紀

木版墨摺　1冊　　　鉦鹿民部編　明和5年(1768)

紙本書色　12冊　　17世紀中頃

紙本着色　　2舗一組　宗覚(1639-1720)　元禄4年(1691)

神戸市立博物館

長崎市立博物館

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館

個人蔵

長崎市立博物館

神戸市立博物館

長崎市立博物館

個人蔵

神戸市立博物館

個人蔵

個人蔵

東京国立博物館

個人蔵

長崎市立博物館

国立公文書館内閣文庫

大阪･久催園院

手書　　　　2冊　　林春斎･鳳岡編　江戸時代　　　　　　　国立公文香館内閣文庫

木版筆彩　　6幅　　　利璃賓(マテオ･リッチ)　万暦30年(1602)京都大学附属図書館

紙本署色　　6曲1双　江戸時代前期

紙本署色　　6曲1双　渋川春海(1639-1715)　元禄11年(1698)頃

木版　　　1幅　　　儒略(ジュリオ･アレこ)　17世紀前半

木版等彩　1舗　　　長久保赤水18世紀末

木版手彩　1舗　　　長久保赤水　天明5年(1785)

木版　　　　2冊　　　南懐仁(7ユルデけ川･7ェルビーれ)康照13年(1674)

木版　　　　6冊　　　岡田玉山　文化3年(1806)

162海国図志　墨利加州郎･禰利堅国図　木版　　　　6冊1舗　中山伝右衛門　嘉永7年(1854)

163海国図志　英吉利国

164海国図志　俄羅斯国

165地理全志

166淑環志略

167地球説略

168聯邦志略

木版　　　　3冊　　　塩谷甲蔵･箕作院甫　安政3年(1856)

木版　　　　2冊　　　塩谷甲蔵･箕作院甫

木版　　　10冊　　　慕維廉(ウィlJアム･ミューへ7Tl)　安政6年(1859)

木版刷彩　10冊　　　井上春洋他　文久元年(1861)

木版　　　　3冊　　　箕作院甫　万延元年(1860)

木版　　　　2冊　　　箕作阪甫　元治元年(1864)

169摂津国八部郡福原庄六ケ村､菟原郡生田村境削目論絵図写　手書手彩　1幅　[1719年(享保4)]

170 19世紀初期の兵庫津(シ-ボルト著FNIPPON』) 1冊　　1869年復刻

171ペリー提督日本遠征画集　　　　　石版　　　1冊　　Wm　ハイネ画1856年

172幕末風俗図巻　　　　紙本署色　　全4巻のうち1巻　　[江戸時代末期]

173安政五か国条約　　　　　　　　　木版　　　　5冊　　岡田屋嘉七他版1859年(安政6)

-16-

神戸市立博物館

個人蔵

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



174武庫連山海陸古覧　　　　　　　　紙本署色　1巻　　　若林秀岳筆1903年(明治36)以前　　　　神戸市立中央図書館

175開港当時の神戸港( Fイラストレインド･ロンドン･ニュース』 )  1冊　　1868年　　　　　　　　　　　　神戸市立博物館

176神戸外国人居留地計画図　　　　　　手書手彩　1幅　　J Wハート1872年(明治5)

177摂州神戸海岸繁栄之図

178居留地西側の境界

179神戸写真帳

180瀬戸内海写真帳

181居留地行事局(写真パネル)

182神戸中経東本町粗絵図

183兵庫神戸実測三千分箇之縮図

184和英詳密　神戸市全図

木版色摺　3枚続　　　二代長谷川貞信画　明治4年(1871)

水彩　　　　1面　　　C Bバーナード1878年(明治11)

1冊　　　明治中期

1冊　　　明治中期

1899年(明治32)

手書手彩　1舗　　　明治2年(1870)

木版色摺　1舗　　1872年(明治5)

銅版刷彩　1舗　　1891年(明治24)

185諏訪山から神戸市街を望む(写真パネル)　　　　　　　　　明治初期

186諏訪山から神戸市街を望む(写真パネル)　　　　　　　　　明治後期

187 The HIOgO 良 Osaka Herald l冊　　1869年

188太平梅飛脚船･河内屋新兵衛引札　　木版　　　1枚　　　明治5年(1872)頃

189 ｢広島丸｣模型　　　　　　　　　　　　　　　　1隻

190西京丸(写真パネル)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治～大正期

191乗客案内郵船図会( 『風俗画報増刊　第239号J) ) 1冊　　1901年(明治34)　東陽堂発行

192　日本郵船株式会社航路図( 『日本郵船株式会社創立祐三十周年記念帖』 )  1冊1915年(大正4)

193　E】本郵船ポスター　　　　　　　　　石版色刷　1枚　　1910年(明治43)

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

神戸市文書飽

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

神戸市教育委員会

神戸市立博物館

横浜マリタイムミュ-ジアム

神戸海洋博物館

日本郵船歴史資料館

神戸市立博物館

El本郵船歴史資料館

横浜マリタイムミュージアム

194大阪商船ポスター　　　　　　　　　石版色刷　1枚　　1903年(明治36)　　　　　　サントリーミュージアム[天保山]

195　ダラー汽船ポスター　　　　　　　　石版色刷　1枚　　1927年(民国16･昭和2)　　　　　横浜マリタイムミュージアム

196袖珍上海新地図

197上海の絵葉書　河岸の風景　黄浦江公園　南京路バンド

198 Shanghal Or Today

199パ-ガレー氏個人7ルバム1

200香港上海銀行

201タウネンド氏個人アルバム

202胡鉄梅筆　山水図

203胡鉄梅筆　藤花図

204　マッチラベル

1舗　　1920年(大正9)

1 9世幕己末～ 20世摩己初期

1冊　　1927年(昭和2)

1冊　　　明治中期

1枚　　　明治中期

1冊　　　明治中～後期

1幅　　1886年(光緒12年　明治19)

1幅　　19世紀　晴代(明治時代)

明治～大正期

205清国赴東考察実業団歓迎記念　実業須知　　　　　1冊′　　神戸商業会議所1911年(明治44)

206麦少彰( 『兵庫県人物列伝』 )　　　　　　　　　1冊　　　山内直-編集兼発行1910年(明治43)

207復興本号行規条約　　　　　　　　　　　　　　1枚　　　王明玉1902年(明治35)

208孫文より華僑統一連合会寄付金につき同会会長王敬祥宛公文　　1912年(民国元･明治45) 1月31日

209孫文と在神華僑たち(呉錦堂､王敬祥ら)　　　　　　　　　1913年(大正2) 3月14日

210移情閣(写真パネル)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本安雄氏撮影　昭和30年代～40年代

211現在の呉錦堂池と呉錦墓の顧彰砕(写真パネル)

212孫文より中華革命党神戸大阪支部長王敬祥苑委任状　　　　1915年(民国4 ･大正4) 2月11日

横浜開港資料館

横浜開港資料館

横浜開港資料館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

横浜開港資料館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物賠

神戸市立中央図書館

王拍林氏

王拍林氏

王拍林氏

藤本正己氏

王柏杯氏

213 ｢大アジア主義｣を講演中の孫文(神戸高等女学校にて) (写真パネル) 1924年(大正13) 11月28日　　　　(財)孫中山記念館

214神戸華僑同文学校附属幼稚園第1届事業生(写真ノヾネル)　1908年(光緒34 ･明治41)

215神戸筆強学校落成式拍照記念(写真パネル)　　　　　　　1914年(民国3 ･大正3)

216上海篭球隊沸E]記念(中華会館にて) (写真パネル)　　　1937年(民国26 1昭和12)
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第59回特別展

新発見考古速報展

中核展示　発掘された日本列島′97　㌔

地域展示　ひょうご復興の街から
･内　　容

毎年全国で10,000件以上の発掘調査が実施されています｡発掘された遺構や出土品は､私たちの

祖先の衣食住､信仰､政治､経済について教えてくれます｡

中核展示では､旧石器人の食生活がわかる道具や食べカス､最近話題の大量埋納された銅鐸､江
戸時代のトイレまで､全国の注目を集めた最新の発掘成果を速報するものでした｡

地域展示では､平成7年におこった阪神･淡路大震災後の被災地の復興に伴い実施された発掘調
査の中から､注目された17遺跡の資料を展示しました｡

･会　　期/平成9年11月2日(日) ～11月24日(日)

･会　　場/南蛮美術館室､特別展示室2

･主　　催/文化庁､神戸市教育委員会､神戸市立博物館
･共　　催/全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会､全国埋蔵文化財法人連絡協議会
･協　　力/朝日新聞社

･協　　賛/アジア航測､ ㈱京都科学､ ㈱ジャパン通信情報センター､ ㈱東都文化財保存研究所､

㈱パスコ
･入館料/ (当日･一般) 600円

･開催日数/20日

･入館者数/10,471人

･出品点数/中核展示　約580点､地域展示　約2,000点

･記念講演会

①11月9日(日)　会場　当館地階講堂

｢近年発見の重要遺跡から｣講師　工楽善通氏(奈良Eg立文化財研究所埋蔵文化財センター長)

(参11月23日(日)　会場　当館地階講堂

｢震災復興と埋蔵文化財調査｣講師　和田靖吾氏(立命館大学文学部教授)
なお本展は東京国立博物館(平成9年6月17日～7月21日)､鹿児島県立歴史資料セン

ター架明館(平成9年7月29日～8月24日)､豊橋市美術博物館(平成9年9月2日～9

月28日)､弘前市立博物館(平成9年10月5日～10月26日)､岡山県立博物館(平成9年12

月1日～12月23日)を巡回した｡
･同時開催

南蛮美術名品展　　　　　11月2日(日) ～12月7日(日) (特別展示室1)

山下摩起展　　　　　　　10月28日(火) ～12月11日(木) (ギャラリー)
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七日市遺跡く旧石器時代>

中神戸市立博物館
〒650神戸市中央区京町劉番地TELO78-391-0035

都の寺院や離宮の屋根を飾った瓦

＼㌫:dl'i･.'::,lil ; Rl:" tt昌tL,

秀吉の湯LIJ御殿伝承地から湯船･園地が出土

尼崎城跡<江戸時代>
近世尼崎城の本丸を発掘嗣査

明石城武家屋敷跡く江戸時代>
当時の生活を紡徐とさせる日常雑器が出土



新発見考古速報展　【発掘された日本列島′9 7】　出品目録

中核展示
遺跡名　　　　　　　　　資料名

1.ひょうたん穴遺跡　クマ臼歯､シカの骨･歯､スクレイ

向山遺跡

栢ノ原追跡

奥ノ仁田遺跡

粥見井尻遺跡

多摩ニュータウ

No.245 ･ 248遺跡

7.堂平遺跡

8.中里貝塚

9.伊勢堂岱追跡

10.大宮･宮崎遺跡

ll.元屋敷遺跡

12.萩ノ岡貝塚

13.上杉沢遺跡

14.姦具岡遺跡

15.八日市地方遺跡

16.南方(済生会)

パーなど

フレーク､台石､ナイフ形石器など

石皿､磨石､磨製石斧､石鋸など

右脇､隆帯文土器､磨製石斧など

土偶

復元土器､粘土塊､未焼成土器など

火焔型土器､王冠型土器

員層断面の剥き取り資料

キノコ形土製品､渦巻文士製品､土

偶､石刀､三脚石器など

線刻疎､水晶

磨製石斧､製作工程資料､砥石など

糞石

クマ形土製品

水晶製玉製作工程資料､水晶製玉類

シカの絵画土器､人物意匠陽刻板､

時代　　　　　点数　　所蔵機関

旧石器時代　　19点　　東北旧石器文化研究所

旧石器時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

縄文時代

弥生時代

弥生時代

44点　　栃木市教育委員会

21点　　加世田市教育委員会

13点　　西之表市教育委員会

1点　　三重県埋蔵文化財センター

5点　(財)東京都教育文化財団

東京都埋蔵文化財センター

2点　　津南町教育委員会

1点　　東京都北区教育委員会

26点　　秋田県埋蔵文化財センター

4点　　西土佐村教育委員会

13点　　朝日村教育委員会

6点　　上浦町教育委員会

1点　　浄法寺町教育委員会

30点　(財)京都府埋蔵文化財調査

研究センタ-

弥生時代　　　40点　　小松市教育委員会

銅剣形木製品､鳥形木製品､管玉

製作工程資料､小型容器など

右鎖の刺さった楯､赤彩紋縦杓子､　　弥生時代

遺跡　　黒漆塗り犬､木製甲札､コップ､分

銅形土製品､縫針など

17.加茂岩倉遺跡　　　　銅鐸

重留遺跡　　　　　　鋼矛

19.根塚遺跡

20.片部遺跡

21.両の宮1号墳

22.島の山古墳

23.島内地下式横穴

茎群

24.南羽鳥正福寺

1号墳

25.宗吾瓦窯跡･内山

瓦窯跡｡･藤原宮跡

26.大御堂廃寺

27.屋代遺跡群

28.八木山ノ田遺跡

29.北高木遺跡

鉄剣､壷など

墨書土器?

腕飾類(車輪石･石釧)､神獣鏡､直

刀､鋼鎖など

腕姉類(車輪石･鍬形石･石釧)､碧

玉製合子､手玉など

甲胃､鍛鉄､骨鋲､蛇行剣､員製腕

輪､鉄鉾など

ムササビ形埴輪､人物埴輪､魚形埴

輪､水鳥形埴輪

軒丸瓦､軒平瓦

佐波理匙､墨書土器

木簡､木製祭把具､網針､ミニチュ

ア木製品､土器など

人面墨書土器

版木
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弥生時代

弥生時代

弥生時代

古墳時代

古墳時代

古墳時代

古墳時代

古墳時代

飛鳥時代

58点　　岡山市教育委見会

4点　　島根県教育委員会･加茂町教

育委員会

1点　(財)北九州市教育文化事業団

4点　　木島平村教育委員会

1点　　嬉野町教育委員会

20点　　石川県立埋蔵文化財センター

34点　　奈良県立橿原考古学研究所

16点　　えびの市教育委員会

5点　(財)印旗郡市文化財センター

10点　　三野町教育委員会･大和郡山

市教育委員会･奈良国立文化

財研究所

飛鳥～奈良時代　2点　　倉吉市教育委員会

飛鳥～奈良時代　23点　(財)長野県埋蔵文化財センター

奈良時代　　　1点　(財)印旗郡市文化財センター

奈良時代　　　1点　富山県埋蔵文化財センター



30.飛山城跡

31.目梨泊遺跡

32.姫路城跡

33.家久遺跡

34.高野坊遺跡

35.博多遺跡群

36.根来寺妨院跡

37.安土城跡

墨書土器

オホーツク式土器､蕨手刀､帯金具､

環状石､石鉢､ガラス玉など

瓦経､瓦経の拓本

白磁四耳壷､はさみ､太刀､石現

金鋼製水滴･筆･墨など

供養墨書磯など

指輪､印､銭
一石五輪塔､金銅製懸仏､銅製六

器､泥仏､漆器など

金箔紙片

38.大坂城跡･城下町　　李朝小壷､犬形土製品､砲弾の鋳

39.佐渡金山遺跡

40.溜池遺跡

41.陶邑古窯跡群

〔参考出品〕

上屋敷遺跡

桜ケ丘遺跡

地域展示
1.七日市遺跡

2.本山遺跡

3.大開遺跡

4.新方遺跡

平安時代　　　1点　　宇都宮市教育委員会

オホーツク文化斯　　　34点　　枝幸町教育委員会

平安時代　　　　5点　　姫路市立城郭研究所･東京

国立博物館

点　　点点点20　　49　4　17～莱代代代代代時時時時時安倉倉倉町平鎌鎌鎌室 武生市教育委員会

天童市教育委員会

福岡市埋蔵文化財センター

和歌山県教育委員会

岩出町教育委員会

安土桃山時代　　6点　　滋賀県安土城郭調査研究所

安土桃山時代　　43点　(財)大阪市文化財協会･

型､碁石､将棋の駒､人形木製品､　　～江戸時代初期

金箔押瓦など

鉛延板､荷札木簡など

トイレ遺構

大聖､蓋杯､高士不など

銅鐸(加茂岩倉31号銅鐸と岡花)

国宝3号銅鐸(　　　　　　)

【ひょうご復興の街から】
局部磨製石斧など

木製農耕具､弥生土器など

弥生土器など

石鎖が射込まれた人骨､小型店製鏡

滑石製勾玉､須恵器､土師器など

小型伐製鏡

小型イ方製錬

長田神社境内遺跡　　小型伐製鏡

9.住吉宮町遺跡

10.貴船神社遺跡

ll.袴狭遺跡群

12.林崎三本松瓦窯

13.大物遺跡

14.宮内堀脇遺跡

15.有馬極楽寺遺跡

16.尼崎城本丸御殿跡

17.明石城武家屋敷跡

琴柱形石製品､玉類など

人物埴輪､須恵器など

製塩土器､蛸壷､新羅陶器など

人形木製品､鳥形木製品など

軒丸瓦､軒平瓦など

白磁碗､青磁碗など

墨書土器､金銅製鍬形台など

鬼瓦､陶磁器類など

墨書土器､陶磁器類など

陶磁器類なと
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江戸時代

江戸時代

古墳時代

弥生時代

弥生時代

旧石器時代

弥生時代

弥生時代

弥生時代･

古墳時代

弥生時代

弥生時代

古墳時代

古墳時代

古墳時代

古≠那寺代

奈良時代～

平安時代

平安時代

平安時代～

鎌倉時代

室町時代

安土桃山時代

江戸時代

江戸時代

(財)大阪府埋蔵文化財調査

研究センター

7点　　相川町教育委員会

1点　　東京都教育委員会

10点　(財)大阪飼:埋蔵文化財調査

研究センター

1点　　京都国立博物館

1点　　神戸市立博物館

15点　　兵庫県教育委員会埋蔵文化

財調査事務所

12点　　神戸市教育委員会

11点　　神戸市教育委員会

1500点　　神戸市教育委員会

1点　　神戸市教育委員会

1点　　神戸市教育委員会

1点　　神戸市教育委員会

140点　　兵庫県教育委員会埋蔵文化

財調査事務所

25点　　神戸市教育委員会

12点　　兵庫県教育委員会埋蔵文化

財調査事務所

24点　　兵庫県教育委員会埋蔵文化

財調査事務所

51点　　明石市教育委員会

17点　　尼崎市教育委員会

47点　　兵庫県教育委員会埋蔵文化

財調査事務所

23点　　神戸市教育委員会

44点　　尼崎市教育委員会

46点　　明石市教育委員会
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1

本木良永夫妻像　　　　　1幅

伝若杉五十八筆　江戸時代後期
絹本着色　545×564

長崎県立長崎図書飽蔵

_i

本木正宋夫妻像　　　　　1幅

筆者不詳　江戸時代後期
絹本着色　390×570

長崎県立長崎図書館蔵

､i

本木正栄夫妻像　　　　　　1幅

岡本豊彦筆　江戸時代後期
絹本着色　441×557

東京大学史料編纂所蔵

4

阿蘭陀通詞由緒書　　　　　1冊

明和8年(1771)

239×165

長崎市立博物館蔵

5

阿蘭陀通詞由緒書　　　　　1冊

享和2年(1802)

236×160

長崎市立博物館蔵

6

由緒書　　　　　　　　　　1冊

本木庄左衛門　享和2年(1802)

245×169

長崎県立長崎図書館蔵

7

長崎通詞由緒書(写)　　　　1冊

金坂周次　大正5年(1916)

267×193

日本学士院蔵

8

12 1795年6月13日バクヒア出航のヴェス

トカペレ号によるニュース(〟)

13　G Hemmり　長崎奉行平賀式部少輔

宛　オランダ船乗組員の国籍についての

返答1795　7　7(′′)

14　H Doeff　長崎奉行曲淵和泉守宛

カピタン部屋再建願1807.2 13(ドゥー

フ甲比丹那屋再建願-31 6×21 6)

15　P T Chasse　代官高木菊次郎宛

黒坊江戸行請書1792　3　22 (請願書

巻之ニー34 0×21 2)

16　P T Chasse　長崎奉行永井筑前守

宛　外科医ケラー採薬行願1792　3

28 (′′)

17　A IJ. B. Keller　年番町年寄宛

採薬行再願1792　4　7 (′′)

18　Hemml〕長崎奉行平賀式部少輔宛

ll

オランダ銅版画貼雄図巻　1巻

17-18世糸己

銅版一部筆彩　36 2×1,023.0

長崎市立博物館蔵

12

吉雄耕牛肖像　　　　　　1幅

荒木如元筆　寛政頃(1789-1800)

絹本着色　87.8×278

個人蔵

13

中山作三郎武成肖像　　　　1幅

筆者不詳　文化13年(1816)漢三賛

絹本著色1190×370
シーボルト記念館蔵

1776年来日外科医C P　ツユンベリー

の出身国と職業他について返答1794.　14

7 13 (蘭人墨跡集二　寛政十三辛酉年　　中山作三郎武徳肖像　　　1幅

正月-328×21 0)　　　　　　　　　　　川原慶賀筆　大磯玄来賓　江戸時代後期

19　表紙(安永七成年銅一件　他　寛政五　　絹本着色1180×360

丑十一月写-31 2×20 4)　　　　　　　　シーボルト記念館蔵

20　校　　総奉行れいにいる･けれるき

奉行所宛　安永七成年銅一件(〟)　　　15

21表紙(蘭人墨跡集-　寛政七次卯年正　　洋船図　　　　　　　　　1面

月-33.6×21 2)　　　　　　　　　　　　若杉五十八筆　寛政3年(1791)

22　Van Reede　長崎奉行水野若狭守宛　　布地油彩　650×870

スターウェ抜荷減刑願1789　8　22 (〟)　今宮神社蔵

23　TltSlngh　本木宋之進宛　インド､

チンスラよりの書簡1786　2　28 (〟)　16

24　表紙(献上品リストー33.6×21.0)　　　花寵と煤図･花鳥の阿蘭陀風景図　2面

25　Notltle der Geschenken Van AE2　　若杉五十八筆　江戸時代後期

1790 (ノ′)　　　　　　　　　　　　　　紙本着色　各1346×575

26　表紙(脇荷勘定帳-31.2×20.6)　　　　　神戸市立博物館蔵

27　Cambang Boek van AQ1805 (〟)

28　蘭人名札(詩経青菜二　寛政十三辛酉

正月-334×21 2)

29　ギリシア文字(′′)

30　マロール『ミューズの神殿』訳　オラ

ンダ語･ El本語(′′)

31マロール『ミュ-ズの神殿Jl訳　フラ

ンス語･オランダ語(′′)

本木蘭文　　　　　　一括(約7 4 0点)　　32　松浦静山所蔵洋書の解題(′′)

本木良永､正栄はか　廷宝2年～文化4年
(1674-1807)

冊子一平均33.6×21.6

長崎市立博物館

1　表紙(諸願書巻之一一334×214)

2　本木庄左衛門と馬場為八郎　A G

lges宛　注文書(′′)

3　Hemml】脇荷調役宛脇荷決算書

1794 ll ll (〟)

4　UIps　本木栄之進宛　諸色売込人頭

要請状1787. 4. 26 (〟)

5　Van Reede　長崎奉行水野若狭守宛

帰EEl願1789　9 16 (〟)

33　長寿葦生之説　本木良永訳　寛政四年

17

鷹匠図
若杉五十八筆　江戸時代後期

布地油彩　617×420

長崎県立美術博物館蔵

18

鷹匠図
若杉五十八筆　江戸時代後期

正月元旦(諸雑書集三一33 2×21 0)　　　布地油彩126.9×50 0

34　語学学習の苦労(ヲッブステル頬一　　東京芸術大学芸術資料館蔵
336×21 6)

35　島原地震と津波他　和文(〟)　　　　19

36　島原地震と津波他　蘭文(〟)

9

諸雑書集　　　　　　　　　1冊

本木良永､正栄ほか　安永～寛政年間

冊子-382×292

神戸市立博物館蔵

10

6　J A Loth　ファン･レーデの脚の　　諸画絵図集　　　　　　　　1冊

診断書1789 10　4(〟)

7　ボンヌ｢シナ帝国･日本諸島囲｣の刊

言己　フランス語原文･蘭訳つき(′′)

8　各国貨幣両面解説　ラテン語印文･蘭

訳(〟)`

9　Van Reede　本木仁太夫宛　シェリ

ボン発バクビア安着とその後の報告､滞

在中の礼状1790　6 15 (′′)

10　H Doe ff 1807年度送砂糖リスト

1807　9　20(旧) (′′)

11なぞなぞ(Raadsel) 5種(〟)

本木良永　天明頃(1781-88)

紙にペン､墨､筆彩　　冊子-430×272

長崎市立博物館

1　出島図　510×790

2　かびたん部屋建替絵図　蘭文　430×

545

3　かびたん部屋建替絵図　和文　430×

545

4-6　行程里数積算　フランス語･オラ

ノダ語付

-24-

西洋人物画
若杉五十八筆　江戸時代後期

布地油彩　各1290×505

住友史料館蔵

1面

1面

4面

20

狩猟家と鷹匠(Jager und FalkonlerS

m上t lhren VerrlChtungen.)　1冊

∫ E.リーヂィンガー　アウグスブルグ刊

1762年頃

銅版　　47 7×32 5

神戸市立博物館蔵

21

トルコの馬飾･馬の諸種(TurklSCher

Pferdsaufouz, sammt elnem dle

n6thlgn Anmerkungen hlerZu

enthaltenden Brlef.)　　　　　1冊

J Eリーディンガー　アウグスブルグ刊

1752年

銅版　31.2×445



神戸市立博物館蔵

22

王侯のすばらしき喜びと気高き狩猟の描写
(Vollkommene und grundllCh Vorst

ellungen der vortrleffllChen Ftirsten-

Lust oder der edlen Jagtbarkelt,e上c )

西洋銅版画一括のうち
J. E.T)-ディンガー　アウグスブルク刊

1729年

銅版筆彩
個人蔵

23

海岸之図
筆者不詳　江戸時代後期

紙本油彩　542×1268

住友史料館蔵

24

明細分限帳
明和8年(1771)頃

344×120

長崎市立博物館蔵

25

長崎諸役人寺社山伏
寛政4年(1792)

91×198

長崎県立長崎図書館蔵

26

蘭人鷹狩囲
荒木如元筆　江戸時代後期
布地油彩1310×686

長崎市立博物館蔵

27

線海都城園
荒木如元筆　江戸時代後期
布地油彩　91 3×60.8

神戸市立博物館蔵

1枚

1冊

1冊

1面

1面

28

オランダ海港図　　　　　1幅

荒木如元筆　江戸時代後期
布地油彩　267×549

大和文筆館蔵

29

洋入行禦図　　　　　　　　1面

筆者不詳　江戸時代後期
布地油彩　540×1530

長崎県立美術博物館蔵

30

和蘭人男女過遥図　　　　　1面

伝荒木如元筆　江戸時代後期
ガラス絵　660×500

浜松市美術館蔵

31

象牙彫西洋人物文小箱　　1点
稲辺天工作　江戸時代後期
45×91×高09

神戸市立博物館蔵

32

唐蘭飽園絵巻
石崎融恩等　享和元年(1801)

絹本著色　各42.5×700.0

長崎県立美術博物館蔵

2巻

33

長崎阿蘭陀船出島絵巻　　1巻

筆者不詳　江戸時代後期
紙本墨画　400×1,063.0

立正大学田中啓爾文庫蔵

34

長崎和蘭陀屋舗図　　　　1幅

筆者不詳　江戸時代後期
紙本着色　660×1200

立正大学田中啓爾文庫蔵

LTl

長崎出島飽之図　　　　　1幅

川原慶賀　江戸時代後期
紙本署色　49.1×740

東京芸術大学芸術資料館蔵

36

長崎蘭館饗宴図　　　　　　1面

川原慶賀　江戸時代後期
紙本着色　372×474

個人蔵

37

長崎商館壁紙貼交帖　　　　1冊

江戸時代後期
更紗､紙本署色､銅版　冊子-390×275
シーボルト言己念館蔵

38

阿蘭陀屋敷部屋置附品立書1冊
弘化頃(1844-47)

243×171

長崎県立長崎図書館蔵

39

食料品ならびに必需品の時価相場表1冊
H　ドゥー7　1805年(文化2)

36 8X24.8

神戸市立博物船蔵

40

日用食物直組帳　　　　　　1冊

1811年頃(文化8)

416×285

神戸市立博物館蔵

41

崎陽録　　　　　　　　　　1冊

文化年間(1804-17)

279×21.1

長崎市立博物館蔵

42
てつしんき

的弧機釆簡集帖　　　　　　1冊

1785-91

337×225

京都大学附属図書館蔵

神戸市立博物館蔵

44

貝譜､目と心の歓び(Les dellCeS dos

yeux et de l'esprlt Ou Collection

general des dlfferentes de

coqulllages )　　　　　　　1冊

G W　クノール　ニュルンベルク刊

1764-5年

銅版葦彩　271×212

大分県立図書館蔵

45

オランダ船錨付属文書【長崎県有形文化財

歴史資料】　　　　　　　1 0点

本木良永訳Ⅰ.ティチング署名
天明2年(1782)

松浦史料博物館蔵

1　暫錨図I.ティチング署名　1冊
ペン､手書筆彩他　415×268

2　轡語詩文1通　528×695

3　滴桝　1通　433×55.0

4　帯文　1通　435×557

5　御船奉行衆b之預り謹文　1通　329
×456

6　天明二島正月十七El河内3揚碇　1輔

紙木筆彩161,5×270

7　天明二寅正月十七日河内3揚碇之真圃

1鋪　紙本筆彩1650×665

8　河内3再ヒ得ル所の碇之真圏1鋪

紙木筆彩1390×665

9　包紙(｢蟹語等文｣) 1通142×370

10　包紙(｢適所｣)　1通　270×36.0

46

響錨図　　　　　　　　　1冊

本木良永訳　天明2年(1782)
ペン吾､手書筆彩他　426×276

長崎市立博物館

1丁

ドゥ-7像　　　　　　　　1面

筆者不詳1803年(享和3)銘

紙本署色　35.5×23.0

神戸市立博物館蔵

48

象園
筆者不詳1813年(文化10)餐
絹本着色　51.8×38.2

個人蔵

49

全象活眼
石崎融思　文化10年(1813)

木版拓摺､色情　239×137

神戸市立博物館蔵

1幅

1帖

50

日本回想録(Herlnnerlngen ult Japan )

1冊

H　ドゥー7　-ーレム刊1833年

205×125

国立国会図書館蔵

JLi

長寿養生之説　　　　　2枚　　　　51

蘭文一Ⅰティチング自筆安永8年～天明　日本回想録(Herlnnerlngen ultJapan･)

芸9'417X7296854)　　　　Hドゥ-フハレム刊1品

-25-



214×128

国際日本文化研究センター蔵

52

蘭人商館長之図　　　　　1幅

川原慶賀筆　江戸時代後期
絹本着色　847×322

個人蔵

53

阿蘭陀加比丹井妻子之図　1幅
川原慶賀筆　文政元年(1818)箱書

絹本着色　561×990

東京大学総合図書館蔵

54

プロンホフ家族図･長崎港図　1基

川原慶賀筆　江戸時代後期
絹本著色　名690×855

神戸市立博物館蔵

55

プロンホフ家族図　　　　1幅

石崎融恩筆　文化14年(1817)

紙本着色　900×281

神戸市立博物館蔵

56

奥平呂高蘭文詩(重要美術品)  1面
奥平昌高　文政3年(1820)

322×401

伊藤根光民意

57

奥平昌高賀詩(重要美術品)　1面
J　コック･プロンホ7　1822年(文政5)

290×345

伊藤根光氏蔵

58

農夫図扇面　　　　　　　　1面

J　コyク･プロンホフ筆　江戸時代後期

紙本雲母引墨画168　×401

伊藤根光氏蔵

59

デ･フィレネー7ェ夫妻像　1幅

石崎融思筆　　天保元年(1830)

絹本著色　505×334

長崎県立美術博物館蔵

60

蘭船図
1幅

石崎融思筆　文化5年(1822)

紙本署色　917×281

神戸市立博物館蔵

61

阿蘭陀船人津より出帆迄行事帳(写) 1冊

明和2年(1765)

250×185

シーボルト記念館蔵

62

外国標峨図巻
石崎融思筆　文化元年(1804)

麻布油彩　311×7020

西尾市岩瀬文庫蔵

1巻

63

御連書井紅毛船風説書全　1冊
享和3年(1803)

242×166

長崎市立博物館蔵

64

阿蘭陀船之風説書･松前若狭守衛届書

寛政9年(1797)

271×188

日本学士院蔵

65

紅毛風説書写　　　　　　1幌7冊

江戸時代後期
239×170他

愛日教育会蔵

66

長崎古今集覧名勝図絵稿本

イギリス18世糸己後期

絹織物　最大47.0 (織幅) ×495

徳川美術館蔵

7.5

間道紬(赤白格子縞職)　1点
インド19世紀初頭

絹織物102.0 (織幅) ×406.0

1冊　　徳川美術館蔵

76

縞小倉羽織　狂言用　　　1領
日本19世紀

木綿　丈-864　総桁-1334

徳川美術館蔵

77

狂言装束　猿　　　　　　　一揃い

ヨーロッパ18-19世紀

木綿　上着丈-749　総桁-1542　袴丈-

948

1冊(3冊のうち)　徳川美術館蔵

石崎融思筆　天保12年(1841)序

紙本塁画　27.6×195

長崎市立博物館蔵

67

唐船紅毛差出帳(写)　　　1冊

明7台41年(1908)

239×163

長崎市立博物館蔵

68

酉紅毛船生類直組帳　　　　1冊

寛政元年(1789)

262×193

神戸市立博物館蔵

69

鳥燥写生図巻　　　　　　　2巻

筆者不詳　文化3年～文政10年頃(1806-27)

紙本署色　265×6255　259×5760

神戸市立博物館蔵

70

尾長青書呼-羽　　　　　1枚

石崎融思筆　江戸時代後期
紙本署色　227×308

神戸市立博物館蔵

71

唐蘭船持渡鳥猷図　　　　　5帖

筆者不詳　江戸時代後期
紙本署色　名40.5×295

塵臆義塾図書館蔵

72

毛甑(黄地形附羅紗)　　1枚
ヨーロッパ19世紀初期

毛織物1パターンー1293 ×1450

徳川美術館威

73

阿蘭陀毛就(黄地形附羅紗)　1枚
オランダ19世紀

毛織物　2800×3440

神戸市立博物館蔵

74

紋ヘルト(縞地花表文横根子) 1点

-26-

78

緑地龍に鳳風文様更紗　　1枚
ヨーロッパ19世紀

木綿　755×695

伊藤根光氏蔵

79

西地リーフ文様更紗　　　1枚
インド18-19世紀

木綿1690×903 (耳幅)

伊藤根光氏蔵

80

江戸道中日記二　　　　　1冊

寛政2年(1790)

267×200

長崎県立長崎図書館蔵

81

紅毛人付添日記　　　　　1冊

天明8年(1788)

140×220

長崎県立長崎図書館蔵

82

江戸参府随行一件　　　　1冊

中山作三郎､本木仁太夫から高島八郎左衛
門､高木清右衛門宛
酉12月

25.0× 18.5

シーボルト記念館蔵

83

オランダ商館長御用船下関入湊図　1幅

江戸時代後期

絹本着色　66.3×107 2

下関市立長府博物館蔵

84

阿蘭陀甲比丹進上目録　　　　　1紙

1 8世紀末

407×549

京都大学総合博物館蔵

85

御用献上物差立井阿蘭陀人参府礼拝二付京
着語数向記　　　　　　　　1冊



天明8年～文化6年(1788-1809)

302×239

神戸市立博物館蔵

86

盲士囲 1幅

フェイルケ筆　文化7年(1810)

紙本塁画　41.2×542

個人蔵

87

富士山図　　　　　　　　1幅

フェイルケ葦　江戸時代後期

紙本墨画　362×485

個人蔵

88

富男訣松図　　　　　　　　　1幅

フェイルケ筆　文化11年(1814)

絹本墨画1330×513

伊藤根光氏蔵

89

紅毛人入来帳
寛政2年(1790)

245×174

住友史料館蔵

90

鼓銅図録
丹羽桃渓画　増EE]綱撰

文化初年(1804)頃

木版色摺　267×183

住友史料館蔵

91

棒鋼
江戸時代

長25cm　垂300g

住友史料館蔵

1冊

1冊

2樟

92

オランダ記念貨幣誌(Beschryvlng der

Nederlandschen hlStOrlpennlngen.)

1冊

G vルーン　ハーグ刊1723-31年

386×260

大阪府立中之島図書館蔵

93

百科全書図版　第6巻(Recuell de

planches Vo1 6　HISltOlre naturell.)

1冊

Dディドロ　パリ刊1768年

40 6×27.5

大阪府立中之島図書館蔵

94

ヨーロッパ製反射式銅版眼鏡絵

7枚(44枚のうち)

18世糸己中期

銅版等彩
大阪府立中之島図書館意

1　ウィーン･ルセラ公の宮殿の眺望
パリ･ユキエ版　31.1×　43.8

2　ロ-マ･トレどの泉眺望

パリ･ドーモン版　290×412

3　嵐にあう艦隊
パリ･ボーグェ版　312×435

4　アムステルダム･モンテルパーンス塔　　文化2年(1805)

アウクスプルグ･プロプスト版　319

×436

5　ロンドン近郊テムズ河を渡ったミロー

ド･ハミロン城の庭園の眺望
パリ･パセ版　307×433

6　カルタコ風景
パリ･ドーモン版　325×450

7 1751年ロシュフォール港におけるプル

ゴ-ニュ公号(卸用船)の進水の景

310×439

95

手書等彩　　214 0×85 0

東京大学史料編纂所蔵

104

レザノフ長崎来航図　　　1枚

江戸時代後期

手書等彩　370×542

伊藤根光氏蔵

105

魯西亜国全図(写)　　　1舗･袋付

江戸時代後期
小倉沖江異国船漂流仕候二付為見届罷越候　　手書等彩　　78 0 × 83.0

節日録　　　　　　　　　　　　　1冊　　愛日教育会蔵

本木良永　寛政3年(1791)

24 4×17 1　　　　　　　　　　　　　　　　　106

神戸市立博物館蔵　　　　　　　　　　　　世界地図　　　　　　　　1舗

江戸時代後期
96　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手書筆彩　790×1280

筑前小倉長府異国船為見届罷越候諮書付控　　日本学士院蔵
1冊

本木元吉　寛政4年(1792)

247×173

神戸市立博物館蔵

97

チモール人上陸図　　　　　1面

石崎融思筆　享和2年(1802)

絹本着色　313×2120

長崎市立博物館蔵

98

書付[異国船漂着一件]  1枚

酉10月(享和元年)

165×380

シーボルト記念館蔵

99

書付[異国船漂着一件] 1紙

107

魯西亜新都ペテルプルグ之図1舗
江戸時代後期
手書筆彩　50.2×59.2

大阪市立博物館蔵

108

於江府披為成卸尋候魯西亜之儀二付かひた
ん問答之趣奉中上候書付　　　　1冊

石橋助左衛門､本木庄左衛門　　文化6年

(1809)

275×198

長崎県立長崎図書飽蔵

ul9

7ェートン号図　　　　　1面

江戸時代後期
紙本署色　　66 5×76 5

石橋助左衛門､本木圧左衛門､馬場為八郎　　長崎市立博物館蔵
酉10月(享和元年)

15 5×45.0

シーボルト記念館蔵

100

五嶋漂流異国船一件　　　1冊

宇和元年(1801)

25 1×16.9

神戸市立博物館蔵

101

新旧ロシア帝国誌　第4巻(Oude en

nleuWe Staat Van't RussISChe of

MoskovISChe kelZerryk Vlerde °eel )

110

フェートン号航海E3誌　　　　1冊

Bストックデール　1808-09年

380×242

長崎市立博物館蔵

ilil引

於江府被仰渡候横文字和解井御答書　1冊
本木庄左衛門　文化5年(1808)
27 1×19.4

神戸市立博物館蔵

11=

1冊　　かひたん卸隠密中上候横文字写　　　2冊

∫ Fレイツ　ユトレヒト刊　1744年　　　　へんでれきどうふ1809年

銅版　　228×180　　　　　　　　　　　　-ノ印-27.0×200　二ノ印-27.4×199

国立国会図書館蔵　　　　　　　　　　　　長崎県立長崎図書館

102　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113

ロシア使節レザノフ来航絵巻　　　2巻　　夷酋問答

文化2年(1805)

紙本署色　乾-405×8565　坤-40.5×

844 7

東京大学史料編纂所蔵

103

レザノフ来航長崎絵図

-27-

1枚

1冊

石橋助左衛門､本木正栄他
巳正月～午三月(文化6-7年)

264×185

天理大学附属天理図書館蔵

:14

按針役井へとる阿蘭陀人之儀二付御内密御
尋之趣かひたん江承り衡答奉中上候書付



石橋助左練門､本木庄左衛門
巳9月(文化6年)

和文_243×171蘭文一269×196

神戸市立博物館蔵

ilil里

和蘭弛術沓和解稿本
本木正栄訳　文化5年(1808)

258×185

長崎市立博物館蔵

116

海上砲術醤
江戸時代後期
240×161

長崎市立博物館蔵

117

海岸備要 5冊

2冊

2冊　　松浦史料博物館蔵　　　　　　　　　　　　werken van P Ovldus Naso.)  1冊

ファレンチイン訳　アムステルダム刊

125　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1697年

日本誌(儲訳版) (De Beschryvlng Van　　16 0×9.5

Japan )　　　　　　1冊　　　　　松浦史料博物館蔵

E　ケンペル　　アムステルダム刊

1733年　　　　　　　　　　　　　　　　　　133

367×225　　　　　　　　　　　　　　　　図説ミューズの神殿(Tableavx dv

松浦史料博物館蔵　　　　　　　　　　　temple des mvses )

M.ド･マロール　パリ刊1655年

126　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37 3×26 0

哲学教師または現代実験理学概説(蘭訳版)　松浦史料博物館蔵
(FllozooflSChe onderwyzer,of

2冊　　algemeene schets der hedendaagsche　134

0ndervlndelyke natuurkunde ) 1冊　　史的年代記(蘭訳版) (HIStOrlSCh

1冊

B　マーティ/アムステルダム刊　　　　　chronyck)　　　　　1冊

1744年　　　　　　　　　　　　　　　　　J L.ゴット71)-ト　アムステルダム

213×130　　　　　　　　　　　　　　　　刊1660年

松浦史料博物館蔵　　　　　　　　　　　　　　30 7×29 0

松浦史料博物館蔵
本木正米訳　布川通瑛校　嘉永5年(1852)　127

木版　　260×182

神戸市立博物婚儀

118

諸厄利亜国語和解抜稿(譜厄利亜興学小峯)
10巻3冊

本木正米編訳　文化8年(1811)

258×185他

長崎市立博物館蔵

119

譜厄利亜語林大成草稿　15巻4冊
本木正米他　文化11年(1814)

258×186他

長崎市立博物館蔵

120

新仏蘭会話教程(Nouvelle methode

pour apprendre les prlnCIPeS &
1'usage des langues rransoISe et

医薬宝由(蘭訳版) (Gazophylaclum　　　135

medico-physICum, Of Schat-kamer　　　史的年代記(HIStOrlSChe ChronlCk )

der genees- en natuur-

kundlgeZaaken )

J J　ウォイト　アムステルダム刊

1741年

245×200

松浦史料博物館蔵

128

ドイツ語版　　　　　　　　1冊

1冊　　J Lゴットフリー卜者　フランクフルト

刊､ 1743頃

398×270

神戸市立博物館蔵

136

ヒポクラテス像　　　　　1幅

デサルグ氏の透視図法及び測量術概説(蘭　　石川大浪筆　吉雄権之助賛　寛政年間

訳版) (Algemeene manler VandeHr　　紙本淡彩1344×399

Desargues, tot de parctl]Ck der　　　　個人蔵

perspectlVen, gellJCk tot dle der

meet-kunde )

A　ボス　アムステルダム刊1664年

165×110

松浦史料博物館蔵

129

1冊　　137

獅子図　　　　　　　　　1面

石川大浪筆　文化2年(1805)

絹本淡彩　284×197

個人蔵

hollandoISe )　　　　　　　　　1冊　　オランダ史(Nederlandsche hlStOrlerl )　138

pマーリン　アムステルダム刊1762年

164×105

松浦史料博物館歳

121

払郎察辞範草稿
4巻1冊

本木正栄他訳　文化11-14年(1814-1817)

263×18 1

長崎市立博物館蔵

122

和仏蘭対訳語林　　　　　　5冊

本木正栄編訳　文化14年(1817)頃

25 7×18.5他

長崎市立博物館蔵

123

平戸藩楽歳堂蔵書目録(写)　6冊

原本-天明5年～寛政12年(1785-1800)成立

大正頃写
各27 3×193

京都大学附属図書館蔵

124

新増昔日外篇轡園　　　　1冊

松浦静山　寛政12年(1800)序

27.8×19.7

p C　ホープト　アムステルダム刊

1 677年

373×245

松浦史料博物館蔵

1冊　　精選花譜大全(Florlleglum

ampllSSlmun et SelectlS81mum ) 1冊

E.スウェールツ　アムステルダム刊

1 647-54年

45 2×31.0

国立国会図書館蔵
lLiO

寧使支那行程記(net gezantschap der

Ne呑rlandsche Oost-IndlSChe

Compagnle, a且n den grooten

TartarlSChen Cham, den

tegenwoordlgen kelZer Van China )

1冊

J　ニューホフ　アムステルダム刊

1665年

373×240

松浦史料博物館蔵

Ijl

旅行記集成　第17巻(蘭訳版)

(IilStOrlSChe beschryvlng der rlZen

1二対

阿蘭陀本革稿本　　　　　　1冊

本木良永訳　明和8年(1771)

23.8×16 4

長崎市立博物館蔵

140

草木誌(Cruydt-boeck ) 1冊

Rドドネウス　アントワープ刊1644年

41 5×25.5

東京国立博物館蔵

141

草木誌(Crlユydt-boeck.) 1冊(三冊台

17 de °eel)　　　　　　　　　　1冊　　綴)

AFプレグォ　アムステルダム刊1758年　　Rドドネウス　ライデン刊1608年

270×220　　　　　　　　　　　　　　　　　　377×252

松浦史料博物館蔵　　　　　　　　　　　　神戸市立博物館蔵

132　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　142

オヴィディウス全集(蘭訳版) (Alle de　　泊夫藍能書

-28-

1冊



本木正栄訳　文化年間
208×138

神戸市立博物館蔵

143

佐亜列布之説

本木正栄訳か　江戸時代後期
23.9×16 5

長崎市立博物館蔵

144

物類品陳
平賀源内　宝暦13年(1763)

26 2×18.2

神戸市立博物館蔵

145

1冊

神戸市立博物館蔵

153

阿闇陀員品
木村葉酸堂　江戸時代後期
紙本塁画　262×18.3

西尾市岩瀬文庫蔵

1冊

154

新修学芸百科事典(NleuW en

volkomen woordenboek van konsten

6冊　　　　　en weetenschappen )　10冊

Eボイス　アムステルダム刊1769-78年

各206×135

個人蔵

1.55

蘭腕摘芳(稿本)　　　39冊のうち8冊　　江郡客申訳説経記　　　　1冊

大槻玄沢　天保2年(1831)完成

各267×183

東京国立博物館蔵

146

蘭腕摘芳
大槻玄沢　文化14年(1817)刊

226×156

神戸市立博物館蔵

i14h

六物新志
大槻玄沢　寛政7年(1795)

264×179

神戸市立博物館蔵

3冊

2冊

148

顧花植物図譜(蘭訳版) (Taaユryk

reglSter der plaat-ofte flguur-

bechryvlngen der bloemdragende

本木正米訳　文化5年(1808)

278×200

神戸市立博物船蔵

156

西洋新製梅程洲験器集説(写)　1冊

本木正米訳説､間重吉､大槻玄沢､馬場貞
由補説
245×169

長崎県立長崎図書館蔵

157

天気計儀訳説(写本)　　1冊

馬場貞由訳　文化7年(1810)

252×162

日本学士院蔵

158

蘭薬和解
本木正栄　文化･文政頃
24 6×16.9

神戸市立博物館蔵

1冊

164

動物図譜(Naeukeurユge beschryvlng

van de natuur der vler二voetlge

dleren [ ])　　　　　　1冊

J　ヨンストン　アムステルダム刊1660年

38 1×280

愛日教育会蔵

165

教訓的象徴画集または被遺物若干の比較に
よるキリスト教的考察(Leerzame

zlnnebeelden, bestaande ln

chrlStelyck bedenklngen door

vergelyklnge eener SChepselen ) 1 m]

Hフラーウハルト　アムステルダム刊

eener schepselen) 1冊

･ト　アムステルダム刊

1727年

179×108

愛日教育会蔵

166

オランダ語文法(NederdultShe

spraakkunst )　　　　1冊

Aモーネン　アムステルダム刊

刊行不明
158×10.2

夏日教育金蔵

167

オランダ語新約聖書(‖et NleuWe

Testament )

アムステルダム刊､ 1769年か

E]用百科事典　　　(HulShoudellJk　　14.4×8 3

woordenboek )　　　　　7冊　　　　　　愛日教育会蔵

gewassen)　　　　　7冊のうち1冊　　MNショメル1768-93年

J W　ワインマン　アムステルダム刊　　　　　273×212

1 736-48年

400×280

大分県立大分図書館蔵

149

唾蒲里苛図　　　　　　　1幅

大槻玄沢識　天明5年(1785)

紙本著色1124×591

松浦史料博物館蔵

150

アンポイナ奇品董(D'AmbolnSChe

rarlteltkamer )　　　　1冊

G E　ルンフイウス　アムステルダム刊

1741年

444×275

東京国立博物館蔵

il里1

7ンポイナ奇品室(D'AmbolnSChe

rarlteltkamer )　　　　　1冊

神戸市立博物館蔵

159

加那里亜烏龍中生育之法　1冊
本木良永訳　天明8年(1788)

24 0×16.1

神戸市立博物館蔵

160

植物学入門(蘭訳版) (H8.mdleldlng tot

de kenn18 der planten )

3冊

C Lウィルデノウ　アムステルダム刊

1818年

各23 0×14.0

日出町立蔑里図書館蔵

il芳il

本草新香

賀来佐之訳
250×184

G E　ルンフイウス　アムステルダム刊　　日出町立蔦里図書館蔵

1705年

39 7×27 1　　　　　　　　　　　　　　　　　162

神戸市立博物館蔵　　　　　　　　　　　　　ボオトル制法書

本木正栄　寛政10年(1798)

152　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27.3×20 3

浮絵アルマニア珍薬物集之図1枚　　　　　神戸市立博物館蔵

歌川豊春画　江戸時代後期
紙本色摺　　　　　　　　　　　　　　　　　163

-29-

7珊

1冊

1冊

168

学者の共和国またはヨーロッパの読書室
(Republyk der geleerden, of

Boelzaal van Europa) 1冊

1721年

16 0×10.0

夏日教育会蔵

169

古今地理学問答(蘭訳版) (Kort begryp

der oude en nlellWe geOgraphle. )

1冊

J　ヒュプネル　アムステルダム刊1707年

181×122

国際日本文化研究センター蔵

170

古今地理学問答(蘭訳版) (Kort begryp

der oude en nleuWe geOgraphle )

1冊

J　ヒュプネル　アムステルダム刊1736年

20.5×12 5

国立国会図書館蔵

171

阿蘭陀地図略説　　　　　　　1冊

本木良永訳　松村元網校　明和8年(1771)

262　×185

神戸市立博物館蔵

172



阿蘭陀地球説訳　　　　　1冊　　　　　1765年

本木良永訳　松村元綱校　明和8年(1771)　208×130

272×187　　　　　　　　　　　　　　　　　個人蔵

天理大学附属天理Eg]書館蔵
183

173　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星術本原太陽窮理了解新制天地二球用法記

193

寓Eg図説　　　　　　　　　4巻1冊

本木良永訳　酉6月(安永6年)
250×178

長崎市立博物館蔵

阿蘭陀地球図説　　　　　1冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7巻7冊　　194

本木良永訳　松村元綱校　安永元年(1772)　本木良永訳　寛政4-5年(1792-3)

259×17.8　　　　　　　　　　　　　　　　　236×162他

長崎市立博物館蔵　　　　　　　　　　　　　日本学士院蔵

174　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184

天球儀および地球儀に関する二通りの教程　　新制天地二球用法記(図編)　　　2帖

(Tweevoudlgh onderwlJS Van de　　　江戸時代後期

hemelsche en aerdsche globen ) 1冊　　手書墨画　各266×185

w J　プラウ　アムステルダム刊1647年　　日本学士院蔵

21 1×16.3

個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185

候象図集
175　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本木良永墾18世紀末

天地二球用法　　　　　　　1冊　　　　　手書墨画　263×195

本木良永訳　松村元綱校　安永3年(1774)　神戸市立博物館蔵

264×193

長崎市立博物館蔵　　　　　　　　　　　　　186

天地二球用法記(写)

176　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本木良永訳　寛政4年(1792)

プラウ世界図　　　　　　1幅　　　　　　269×19.1

Jプラウ　アムステルダム刊　1648年　　　日本学士院蔵

銅版筆彩　2060×　2980

東京国立博物館蔵

177

7イソセル改訂プラウ世界図　　1幅

Nフイツセル　アムステルダム刊

1678年頃

銅版筆彩　　204.0×　301 0

東京国立博物館蔵

178

1冊

1冊

187

天地二球用法記(写)　1冊

本木良永訳
26.5×19 4

長崎市立博物館蔵

188

7ァルク地球儀

万国地図　　　　　　　　　1舗･ 1冊

江戸時代後期

手書筆彩　　　地図- 985×1995　地名

集- 302×211

名古屋市蓬左文庫蔵

195

世界地理全誌(Alegemeene weereld-

beschryvlng )　　　　　3冊

Lタロア　アムステルダム刊1705

22.9×17 9

京都大学附属図書館蔵

196

阿蘭陀海鏡書和解　　　　　　　1冊

本木良永訳　安永10年(1781)

252×198

長崎市立博物館蔵

197

軍艦図解　(NleuWe tafel voor alle

lleL-hebbers en zeevaarende Persoonen

vertoonende een oorloghs-schlp.) 1

枚

J.コープェンス･C.モルティール版

アムステルダム刊18世紀

銅版筆彩　55.1×64,0

神戸市立博物館蔵

1基　　　198

G　& L　ファルク　アムステルダム刊　　　軍艦図解考例抜稿･軍艦図解原文構文宇和

1745年

フイツセル改訂プラウ世界図模写図1舗　　銅版　　総高345　球径222

江戸時代後期　　　　　　　　　　　　　　　武雄市教育委員会蔵

手書筆彩　1600×2950

解枝翠草稿(軍艦図解)　　　　1冊

本木正栄訳　文化5年(1808)

277×198

長崎市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵　　　　　　　　　　　　　189

7ァルク天球儀　　　　　　　　1基　　199

179　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　&L　ファルク　アムステルダム刊　　　仏蘭西軍艦全図(写)　　1巻

太陽距離暦解　　　　　　1冊　　　　　　1750年　　　　　　　　　　　　　　　　　筆者不詳

本木良永訳　松村元綱校　安永3年(1774)　銅版　　総高345　球径248　　　　　　　紙本塁画　530×418.8

26 7×18 9　　　　　　　　　　　　　　　　武雄市教育委員会蔵　　　　　　　　　　　神戸市立博物館蔵

長崎市立博物館蔵
190　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200

180　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界四大洲新地図帳( NleuWe atlas,　　和蘭船明細図　　　　　　1巻

通俗基礎太陽系天文学(蘭訳版) (Grond lnhoudende de vler gedeeユtens der　　　筆者不詳　原本一文化5年(1808)

en der starrenkunde gelegd ln bet waereld )　　　　　　　　　上巻　　紙本署色　29 1×1523.5

zonnestelzel be_vatll)k gemaakt ) 1冊　(2冊のうち)　　　　　　　　　　　東京大学史料編纂所蔵

Gアダムス　アムステルダム刊1771年　　Jコーヴェンス･C.モルティール版

230×145

国立国会図書館蔵

181

太陽窮理了解説和解草稿　　2冊

本木良永訳　寛政4年(1792)

各269×195

長崎市立博物館

182

哲学教師または現代実験理学概説(蘭訳版)
(FllozooflShce onderwyzer, of

algemeene schets der hedendaagsche

ondervlndelyke natuurkunde.) 1冊

Bマーティン　アムステルダム刊

アムステルダム刊1780年頃

銅版筆彩　57.0　×370

静岡県立中央図書館蔵

191

阿蘭陀全世界地図書等
本木良永訳　寛政2年(1790)

各264×199

天理大学附属天理図書館蔵

192

阿蘭陀全世界地封書讃
本木良永訳　寛政2年(1790)

258×188

長崎市立博物館蔵

ニー30-

201

日月圭和解　　　　1冊

本木良永訳　安永5年(1776) ･天明7年

(1787)

26.4× 19.3

3巻3冊　　　長崎市立博物館蔵

202

日時計　　　　　　　1具

江戸時代

縦60×横100 ×高9.0

1冊　　　松浦史料博物館蔵

203

日時計(携帯用)　　　　　1具



江戸時代

縦24×櫨48 ×高12

松浦史料博物館蔵

204

平天儀用法　　　　　　　　1冊

本木良永訳　安永2-3年(1773-74)

264×193

長崎市立博物館蔵

205

平天儀　　　　　　　　　　1帖

岩積善兵衛　　　事和元年(1801)

木版色摺　　27.5×25.9

個人蔵

206

限象観星鏡図面記録　　　　1括6点

本木仁太夫(良永)　寛政4年(1792)

手書筆彩

神戸市立博物館蔵

1　限象観星鏡正面図　手書筆彩

765×560　1舗

2　抱輪円天儀図　手書筆彩　577×467

1舗

3　和蘭候象器寸法書　273×200　1冊

4　和蘭候象器附解　　270×19.7　1冊

5　限象観星鏡裏面図　手書筆彩

600×570　1舗

6　袋

207

限象観星鏡図
江戸時代後期
手書等彩　　53 0×40 5

シ-ボルト記念館蔵

208

和蘭候象器附解　　　　　　1冊

本木仁太夫　　寛政4年(1792)

270×200

シーボルト記念館蔵

209

和蘭候象器寸法書
江戸時代後期
252×172

シーボルト記念館蔵

210

七曜転輪図
江戸時代後期
手書筆彩　815×790

シーボルト吉己念館蔵

211

[天体観測換算表]
江戸時代後期
手書筆彩　285×2105
シーボルト吾己念館蔵

212

地球壁扇図
江戸時代後期
手書筆彩　405×540
シーボルト記念館蔵

213

新天球図

1枚

1帖

1枚

1面

1面

1冊

Cダンケルツ　ロッテルダム刊17世紀

590×505

長崎市立博物館蔵

214

経緯儀(半円儀､量地儀)　1基
江戸時代後期
高さ545

個人蔵

215

子牛儀　　　　　　　　　　1基

江戸時代後期

銅製　　3.0×6.0 (高さ54 )

個人蔵

216

六分儀　　　　　　　　　　1基

Gウィトブレッド　1751年

全高250　幅270

武雄市教育委員会蔵

217

轡葉羅針
江戸時代後期
22.0 (径11 0)

松浦史料博物館蔵

218

大方儀
江戸時代後期
33 0×150

国立歴史民俗博物館蔵

219

大方儀
江戸時代後期
940×320

国立歴史民俗博物館蔵

220

コンパス

江戸時代中期
30.0

松浦史料博物館蔵

1点

1基

1基

1点

221

コンパス(付属品共) 【重要文化財】

江戸時代中期
コンパスー146､ 142

ホシ図引-171物差1158

日本学士院蔵

222

コンパス(付属品共)　　1点

江戸時代後期
コンパスー155

日本学士院蔵

223

天文測量器具引札　　　　1枚

大野規周　　　嘉永2年(1849)

木版　　28()×40 0

個人蔵

224

阿蘭陀永続層和解　　　　1冊

長崎市立博物館蔵

225

ラランデ天文畜(蘭訳版) (Astronomla

of sterrkunde )

L.ラランド　アムステルダム刊

1773-80年

250×152他

El出町立寓里図書館蔵

226

ラランデ層善管見　　　1函9冊

高橋至時　事和3年(1803)

243×165他

大阪市立博物館蔵

227

ラランデ暦書翻訳稿本　1函12冊

問責音訳　江戸時代後期
24 1×164他

大阪市立博物館蔵

228

星学諸表　　　　　　　　1峡6冊

間重富訳　文化5年(1808)

25 8)く18 5他

大阪市立博物館蔵

229

天地二球用法記評説(写)　1冊

間重富　寛政10年(1798)

267×193

日本学士院蔵

8冊

230

盲森百景　　　　　　1冊(3冊のうち)

葛飾北斎画　天保6年(1835)

木版刷彩　227×158

西尾市岩瀬文庫蔵

231

寛政暦書　　　　　　　　　3峡35冊

渋川景佑他　弘化元年(1844)

各29,5×20.3

国立公文書館内閣文庫蔵

232

阿蘭陀司天台象限儀図巻　1巻
4点　　寛政年間(1789-1800)

手書筆彩　270×7774

個人蔵

233

新訂寓国全図
高橋景保　文化7年(1810)

手書等彩1148×1977

Eg立公文書館内閣文庫蔵

234

[地図帳]

江戸時代後期
銅版　435×285

国立国会図書館蔵

1舗

1冊

ユiS

地球儀【重要文化財】 1基(2基のうち)
渋川春海　元禄8年(1695)銘

総高454　台座長390　球径302

吉雄幸作､本木良永訳　天明8年(1788)　　国立科学博物館蔵
26.5×19 4
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236

天球儀(揮天新図) 【重要文化財】
1基(2基のうち)

渋川春海　津田友正製作　寛文13年(1673)

鋼製　総高612　球径　528

(財)永青文庫蔵(東京)

237

滞天儀
江戸時代後期
銅製　総高420　球径370

大阪市立博物館蔵

238

天体儀
江戸時代後期
漆　総高430　球径303

東京国立博物飽蔵

239

須弥山儀図
円通　文化10年(1813)

木版色摺1284×548

神戸市立博物館蔵

240

縮象儀図
円通　文化11年(1814)

木版色摺1290×54.9

神戸市立博物館蔵

241

帰山録【重要文化財】
三浦梅園　安永7年(1778)

240×180

三浦晋-氏蔵

242

天球儀【重要文化財】
三浦梅園　江戸時代

木･紙製　手書彩色　高411

三浦晋-氏蔵

243

天体図【重要文化財】
三浦梅園　ZI:戸時代

紙本塁画　77.0×75.0

三浦晋-氏蔵

244

顕微鏡【重要文化財】
三浦梅園所持　江戸時代

木製　高295

三浦晋-氏蔵

245

夢ノ代(写)
山片蝿桃　江戸時代

各267×190

大阪府立中之島図書館蔵

246

夢ノ代(写)

山片蝿桃　江戸時代後期
各260×182

神戸市立博物館蔵

247

蘭文ヨーロッパ図

18世寿己カ

1基

1基

1幅

1幅

1冊

1基

双幅

1基

12冊

12冊

1冊

銅版筆彩　21.9×152

愛日教育会蔵

248

ジャイヨ世界園

Hジャイヨ1720年頃

紙本銅版筆彩　61 0×1004

神戸市立博物館蔵

249

地球図
司馬江漢　寛政5年(1793)頃

銅版筆彩　554×864

神戸市立博物館蔵

1枚

2枚

250

地球儀　　　　　　　　　　1基

司馬江漢製　文化8年(1811)

木製　漆塗りに密陀がけ　手書著色　直径
452

(財)永青文庫蔵(東京)

251

和蘭通舶　　　　　　　　　2冊

司馬江漢1805年(文化2)

木版　各229×156

神戸市立博物館蔵

252

天球全図　ORRERY図･天地両説合考図
2枚(24枚組のうち)

司馬江漢画　寛政年間兼一文化年間初期
銅版筆彩　270×204, 253×130

神戸市立博物館威

253

和蘭天説
司馬江漢　寛政8年(1796)

木版　259×18.0

神戸市立博物館蔵

254

地転儀略図解

1冊

1冊

司馬江漢製　文化6年(1809)頃

木版筆彩　297×257

神戸市立博物館蔵

255

刻白爾天文図解　　　　　　2冊

司馬江漢　文化6年(1809)

木版　267×180

神戸市立博物館蔵

追加出品
1

ラランデ天文香(蘭訳版) (A8trOnOmla

of sterrekunde )　　　　5冊

L　ラランド

アムステルダム刊　1773-80年

25 5×158他

能福寺文庫研究所蔵

2

天球儀および地球儀に関する二通りの教程

(Tweevoudlgh onderwIJS Van de

hemelsche en aerdsche globen.) 1冊

W.∫.プラヴ

アムステルダム刊　1655年

20,4×159

能福寺文庫研究所蔵
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2　企画展示

(1)企画展
一定のテ-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｡

≡貨■■■■■:■■■……;::…≡ 

浮世絵の美 ��(ﾈ��9?｢�7著���ﾈ���?｢�?｢��館蔵の池長孟コレクション.別車博資 コレクション.朝田コレクション.村 上コレクションなどから代表的な作例 を厳選して展示し､初公開作品を含め て浮世絵の美を明らかにしようと試み たo 

浮世絵の美展

出　品　目　録　慧三讐崇工芸望豊実誓sLI恥ものは臥鮒

作　品　　　　　筆者･画者　　制作年　　技法　　寸　法　　員数　　コレクション名

Ⅰ　長崎版画

1,阿繭陀人之図(針屋版)　　　筆者不詳　　18世紀中期　木版筆彩　435×324 1枚　　池長孟コレクション

2.唐船之図(針屋版)　　　　　筆者不詳　　18世紀中期　木版筆彩　324×435 1枚　　池島孟コレクション

3.阿蘭陀船人津ノ図(大和崖版)　磯野文責画　19世紀中期　木版色摺　363×250 1枚　　池島孟コレクション

4.出場阿蘭陀屋舗景(豊嶋屋版)　筆者不詳　　18世紀後期　木版墨摺　400×556　1枚　　池島孟コレクション

Ⅱ.江戸の浮世絵

(1)浮絵-遠近法を強調した浮世絵-

5.座敷人形適い図

6　吉原大門口

7　美人観桜図

8　忠臣蔵諜酔之段

9　両国橋夕涼見

10　唐人館之図

11浮絵紅毛フランカイノ湊万里籍響園

筆者不詳

筆者不詳

筆者不詳

伝鳥居清忠筆

奥村政信画

奥村政信画

歌川愚春画

18世紀中期

18世紀中期

18世紀中期

18世紀中期

18世紀中期

18世紀中期

18世紀後期

紙本着色

紙本着色

紙本着色

紙本着色

木版筆彩

木版等彩

木版色摺

460×625

370×515

41 6×565

585×900

343×470

314×419

261×386

ン　ン　ン　ン　ン　ン　ンn m　　ヨ　　n Tn　　ヨ　　rR/　ン　シ　シ　ソ　シ　ソク　ク　ク　ク　ク　ク　クレ　レ　レ　レ　レ　レ　レコ　コ　コ　コ　コ　コ　コ孟　孟孟　孟　孟孟　孟最長最長長島長池池池池池池池幅幅幅幅枚枚枚

12　阿蘭陀フランスカノ伽藍之園　　歌川豊春画か(無款)

18世紀後期　木版色摺　250×368　1枚　　池長孟ゴレクソヨン

13　浮絵源氏十二段之図

(2)名所を描く

14　日本烏撤図

15　富轍三十六景･武州千住

16　甲斐国猿橋真等之図

17　江戸日本橋ヨリ富士ヲ見ル図

18　二見浦曙の図

19　北廓月の夜桜

20　紅毛油画名所尽･不忍池弁天

21東都名所･両国の涼

22　相州江之鴫之図

23　東海道五拾三次之内･石薬師

24　東都名所･芝赤羽根之雪

25　名所江戸首景･冶わか町夜の景

26　名所江戸百景･霞かせき

葛飾北斎画(春朗落款)

18世紀後期　木版色摺　245×381 1枚　　弛長孟コレク./ヨン

葛飾北斎画

葛飾北斎画

昇亭北寿画

渓斎英泉画

歌川国貞画

歌川国貞画

歌川国貞画

歌川国芳画

19世紀初期

19世紀初期

19世紀初期

19世紀初期

19世紀中期

19世糸己中期

1 9世寮己中期

19世紀中期

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

420×564　1枚

253×370　1枚

247×368　1枚

265×389　1枚

250×375　1枚

249×371  1枚

261×386　1枚

265×379　1枚

池長孟コレクション

別車博資コレクショ

池長孟コレクション

池島孟コレクション

池長孟コレク./ヨン

池長孟コレクション

池長孟コレクション

池島孟コレクション

歌川国芳画　19世紀中期　木版色摺　378×761　3枚続　池島孟コレクショ

歌川広重画　19世紀中期　木版色摺　246×375 1枚　　別事博資コレクン

歌川広重画　19世紀中期　木版色摺　244×367　1枚

歌川広重画　　安政3年(1856)木版色摺　362×244　1枚

歌川広重画　　安政4年(1857)木版色摺　365×251 1枚
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(3)役者を描く

27　松本幸四郎(五世)也

28　扇屋夕耳･瀬川菊之丞(五世)也

29　花房太郎･板東三津五郎(四世)

30　新春若手三幅対

31源義経･沢村言内升(二世)他

(4)I美人･美男を措く

32　浮世八景･芸者の雨(往絵)

33　お染･久松(杜絶)

34　船上美人(静物絵)

35　若衆(掛物絵)

6　7　8　9　0　13　3　3　3　4　4 花魁(掛物絵)

金魚玉を持つ娘(掛物絵)

傘をさす娘(掛物絵)

歌川皇国画

歌川Eg貞画

歌川Eg芳画

豊原国周画

月岡芳年画

喜多川歌麿画

喜多川歌麿画

菊川美山画

18世紀後期

19世紀初期

19世紀中期

元治元年(1864)

慶応3年(1867)

18世幕己後期

1 8世寿己後親

19世紀中期

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

木版色摺

各305×136　5枚

385×51 6　　2枚続

380×260　1枚

372×758　3枚続

372×749　3枚続

500×111　1幅

575×103　1幅

720×250　1幅

勝川春扇(二代春好)画

18世紀後期　木版色摺　73lX247

瑛斎英泉画　　19世紀中期　木版色摺　724×243

渓斎英泉画　　19世紀中期　木版色摺　801×289

歌川国芳画　　19世紀中期　木版色摺　703×244

桃太郎見立て二美人(掛物絵)　　歌川国芳画　　19世紀中期　木版色摺　71 2×24 0

唐美人遊宴図　　　　　　　　　喜多)順欠麿画　18世紀後期　木版色摺　381×747

風流無くてななくせ･遠眼鏡　　　葛飾北斎画(春朗落款)

42　あふみや紋彦

43　星の霜当世風俗･行燈

44　大丸崖

45　東都深Jル＼幡三軒茶屋雪の景

46　東都名所･両国夕すずみ

47.両国煙火図

48　異教徒

(5)風俗･生活を措く

49　吉原楼中図

50　川遊び

51時世粧年中行事之内･競細腰雪柳風呂

(6)伝説･物語を描く

52　敦盛と直美

53　福原殿舎怪異之図

54　楠正行軍議図

55　西条山の軍勢川中嶋江引返図

(7)遊びの浮世絵

56　人をばかにした人だ

57　日浪五人男稲瀬川勢揃(組上絵)

(8)開港と開化風俗を描く

58　横浜英吉利商館繁栄図

59　横浜異人商館座敷ノ図

60　塾利堅国大船之図

61貴顕舞踏の略図

(9)鉄道を描いた浮世絵

62　東京高輪鉄道蒸気機関車全栄図

63　横浜海岸鉄道蒸気機関車図

Ⅲ　上方浮世絵一名所図と役者絵-

64　金鴇五郎今国･中村歌右衛門(三世)也

65　犬飼見八･片岡市議他

66　源ノ牛若丸･中村芝翫他

67　三条大橋囲反射式眼鏡絵

68　大阪府新築造西洋製鈎楕心斎橋真写之図

別車博資コレクショ

別車博資コレクショ

朝田祥次郎コレクソヨ

別車博賢コレクショ

朝田祥次郎コレクソヨ

別車博資コレクシヲ

別車博資コレクショ

別車博資コレクショ

ン　ン　ン　ン　ンヨ　ヨ　ヨ　ヨ　ヨ　ンシ　シ　シ　シ　シ　nク　ク　ク　ク　ク　ソレ　レ　レ　レ　レ　クコ　コ　コ　コ　コ　レ資資資　資　資　コ博博博博博　孟車車車　車車　長別　別　別　別　別　池

続

幅　幅　幅　幅　幅枚1 1 1 l　1　3

18世紀後期　木版色摺　369×248　1枚　　池長孟コレクション

歌川国芳画　　19世紀中期　木版色摺　386×265　1枚　　池長孟コレクション

歌川国点画　　19世紀中期　木版色摺　355×240　1枚　　別車博賢コレクション

歌川国点画　　19世紀中期　木版色摺　364×767　3枚続　池長孟コレクション

歌川聞出沖j　19世紀中期　木版色摺　361×719　3枚続　別宴博資コレクション

歌川広重画　　19世紀中期　木版色摺　359×712　3枚続　別室博資コレクション

井上安治画　　明治10年(1877)木版色摺　363×722　3枚続

山村耕花筆　　昭和初期　　絹本着色　1280×415　1幅　　池長孟コレクション

葛飾北斎画　　18世紀後期　木版色摺　370×1229　5枚続　池長孟コレクション

渓斎英泉画　　19世紀中期　木版色摺　372×757　3枚統　別車博資コレクション

落合芳洩画　　19世紀中期　木版色摺　363×755　3枚続　池長孟コレクション

鈴木春信画

葛飾北為画

歌川国芳画

歌川貞秀画

枚臓臓臓1　3　3　367512075　76　74×　×　×　×
nU　1　00　6

8　7　6　52　3　3　3摺摺摺摺色色色色版版坂版木木木木期期期　期中初中　中紀紀妃絶世世世世8　9　9　9

村上コレクション

新原コレクション

歌川国芳画　19世紀中期　木版色相　361×247　1枚　　別事博賢コレク･/ヨン

梅堂国政画　　明治31年(1898)木版色摺　各378×250 5枚　　別車博資コレクyヨン

落合芳幾画　　安政6年(1859)木版色槽　370×750　3枚統　池島孟コレクション

歌川貞秀画　　文久元年(1861)木版色摺　365×761　3枚続　池長孟コレクション

歌川貞秀画　　元治元年(1864)木版色摺　746×754　6枚綻　池長孟コレクション

楊洲周延画　　明治時代初期木版色摺　351×713　3枚統　池島孟コL/クンヨン

二代歌川国輝画明治5年(1872)木版色摺　372×742　3枚統　上川庄二郎コレク/ヨン

三代歌川広重画明治7年(1874)頃木版色摺　367×720　3枚続　上川庄二郎コレク/ヨン

春光斎北洲画　19世紀初期　木版色摺　374×242

春梅嘉北英画　19世紀中期　木版色相　363×500

長谷川貞信画　19世紀中期　木版色摺　369×498

伝円山応挙画　18世紀中期　木版筆彩　199×267

二代長谷川貞信画明治時代初期木版色摺　37 1×754

69　京坂名所図絵･大願江/子鴫政府之図　　野村芳国画　　明治18年(1885)木版色摺　25 7×37 6
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IV　明治の風景版画

70　今戸夏月

71新吉原夜桜之景

72　平壌攻撃電気使用之図

小林清親画　　明治1咋(1881)木版色摺　240×357 1枚　池島孟コレクション

井上安治画　　明治21年(1888)木版色摺　247×355 1枚　　池島孟コレクション

小林清規画　　明治27年(1894)木版色摺　376×761 3枚続

V.浮世絵に措かれた神戸

73六十余州名所図会･播磨舞子の浜　歌川広重画　19世紀中期　木版色摺　351×229 1枚

74諸国名所百景･摂州布引の滝　　二代歌川広重画安政6年(1859)木版色槽　361×247 1枚　池島孟コレクション

75西国名所之内･兵庫磯之町　　歌川貞秀画　19世紀中期　木版色摺　219×152 1枚

76四季景色之内秋･盤源氏須磨宵月　二代歌川国点画文久元年(1861)木版色摺　356×743　3枚競

77 ､源氏娼磨之浦　　　　　　　　三代豊国･二代広重合作

元治元年(1864)木版色摺　369×744

78皇国美人名処合･馴憐子の浜　二代長谷川貞信画明治時代初期木坂色摺　375×253

79摂州神戸西洋館大湊の掛､　　二代長谷川貞信画明治時代初期木版色摺18 1×390

80摂州神戸海岸繁栄之図　　　　二代長谷川貞信画明治4年(1871)木版色摺　36 5×75 1

81神戸新福原廓之真写井二布引滝遠望之囲　二代長谷川貞信画明治時代初期木版色摺　368×743

82　中納言行平朝臣左遷須磨浦鮒酌渦二葉戯図　月間芳年画　　明治時代初期木版色摺　334×472

28　歌川圏点｢濁度夕殊.瀬川菊之悉く玉食)他｣

枚続

校　　地長孟コレクソヨン

枚　　池島孟コレクション

枚競　池島孟コレクション

牧続　池島孟コレクノヨン

枚続　別車博資コレク/冒

73,歌川広重｢緒磨兼学の浜｣
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2　企画展示

(2)南蛮紅毛美術企画展示

旧南蛮美術館､および本館収集の資料を中心に､テーマを設定した企画展示をおこなうo

･..:.一環.:..≡::償金:.■..■名_一一 ��耡ﾘ自�(蔗�‥..‥:.:.内:::.…※≡…;…‥..;:≡ 

黄葉と長崎派の絵画 祷ﾈ�#�?｢�7著����ﾈ���?｢�?｢��江戸時代､中国から最新流行の絵画様 式をもちこんだ黄葉宗(禅宗の一派)と 沈南東(清朝の花鳥画家)の影響を受け た中国趣味の絵画を展示o 

南蛮美術名品展 ���ﾈ�)?｢�7著���(ﾈ繦?｢Фﾒ��当館所蔵品の中核のひとつである南蛮 美術(16世紀末～17世紀初にポル トガル､スペインの影響を受けて流行 した美術品)の名品を展示し､大航海 時代の日欧交流のあとをたどる○ 

黄葉と長崎派の絵画

)〉1 1∫くしゆう

[ヨ　黄葉宗を伝えた人々
ヽ  :

1.　　隠元侍鹿獅催
しJつとつ

2.　　木魔性瑠偉
く　▲LrJ

3.　　即非如一億
Lんき1

4.　　王心渠偉
せきとく

5.　　襲uJ遺芳(尺牌帖)

IL I I

[劃　唐絵の誕生

LJ　か/..

6.　　羅漢図

7.　　羅漢図
は　てい

8.　　布袋図

9.　　観音･布袋･寒LLJ図

10.　山水図

1 1.　芦葉達磨図
ぷカん

1 2.　豊干騎虎歯

1 3.　西湖囲

14.　虎図

15.　双鶴図

一　出品　目録-

喜多長兵衛筆　　　　　1　幅　紙本書色

喜多長兵衛筆　　　　　1　幅　紙本書色

喜多長兵衛筆　　　　　1　幅　紙本書色
-せLlがいし}うあん

延宝7年(1679)千呆性傾賢　妻多元親筆　　　　　1幅　紙本書色

慧林､実伝.惟一､千呆ら筆1　帖　紙本墨書

て〉Lんとつほん

宝永6年( 1 709)童失心道鮮賢

即非如-質
とくr)ゆりLL-)えさ

独立性易賛寛文2年(1662)

隠元木庵即非賢寛文2年(1662)

延宝3年(1675)

延宝5年( 1677)

木庵性相賢延宝5年(1677)
しくあん

延享2年(1745)竺庵浄〔口賢
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棟賢等

箔道生筆

逸然性融筆

逸然性融筆

河村若芝筆

河村若芝筆

河村若芝筆

山本若麟筆

渡辺秀詮筆

渡辺鶴洲筆

1　幅　紙本淡彩

1　幅　絹本淡彩

1　幅　糸呂本書色

3幅対　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本香色

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　紙本書色

1　幅　絹本著色



しん{JんLぴん

厘]沈商務の伝えた写実的花鳥画

16.　獅子戯児図　　　　　　乾障21年(1756)　　　　　　沈南頻筆

1 7.　長春富貴国　　　　　　乾隆39年( 1 774)　　　　　　梁基筆

18.　清泉白鶴囲
いナ,ろ二つJF+ I

1 9.　-蕗功名図
ほ/-ん

20.　牡丹小禽囲

わ　く　てい　　　そつ　し　せき

匿] ′鶴亭と宋紫石

21.　松に白鹿図

22.　LLJ水図
とIJJ.(,L

Z3.　南蛮芋に蕃槻図

24.　牡丹に綬帯鳥図

25.　墨梅園
れんじゅ

26.　聯珠争光図
i i )

27.　葡萄図

28.　夏富士図

宝暦4年( 1 754)　　　　　　熊斐筆

熊斐筆
Ll7)わ

広漉湖秀筆

害鳥亭筆

明和元年(1764)　　　　　　鵠亭筆

鶴亭筆

明和6年( 1769)　　　　　　鵠亭筆
ーし人りん}AJ

悟心元明賢安永4年(1775)　鶴亭筆

明和2年(1765)　　　　　　宋紫石筆

宋紫石筆

宋紫石筆

匡]三国志と中国の民間信仰を描く
レ　タスんさ/J1

29.　桃園三傑図
そJ l' LLi/L.

30.　草庵三由図
か人

31.　関羽像

32.　関羽像
LJかつこ7めい

33.　諸葛孔明陣中図

34.　群仙星祭図　　　　　　寛文9年( 1 669)

35.　福禄寿三星図
かつせん

36.　葛仙移居図
Ll■l I

37.　錘植囲

38.　双鯉固

く版LbJ一婦)

39.　関羽像

40.　天仙送亨図

41.　唐子遊園
はん　L:きっら1つ

42.　万事吉兆図
てんかんしふく

43.　天官賜福之図

洞橘谷筆

広渡湖秀筆

広渡湖秀筆

Oota TIWZOO等

小原慶山筆

河村若芝筆

温義夫筆

寛政10年(1798)原本劉松年筆　広渡湖用筆

弘化3年( 1846)　　　　　　LLJ口重春筆

石崎融思筆

中国製(蘇州版画か)

中国製(蘇州版画)

中国製(蘇州版画)

文政2年(1819)松平定信題　　日本製

日本製

44.　舌端双鯉之園　　　　　天明元年( 1 781 )　　　　　　日本製
えぞう

(参考)45.　再像列仙伝(和刻)　　慶安3年(1650)刊
ていせいこつ

(参考) 46.　伝鄭成功像
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日本製か

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本淡彩

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　紙本塁画

1　幅　紙本淡彩

1　幅　絹本著色

1　幅　紙本墨画

1　幅　縮本書色

1　幅　絹本着色

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　紙本書色

1　幅　絹本著色

1　幅　紙本書色

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　続本書色

1　巻　紙本淡彩

1　幅　紙本朱画

1　幅　絹本著色

1　幅　木版筆彩

1　幅　木版筆彩

1　幅　木版筆彩

1　幅　木版筆彩

1　枚　木版墨摺

1　枚　木版色摺

5　冊　木版墨摺

1　娼　銅　　造



圏　とのさま芸の世界
Jし

47.　海業芥子綬帯烏図　　　明和2年( 1 765)

48.　白鷲追兎図　　　　　　天明5年( 1 785)

49.　牡丹図

50.　白蓮図

- ( I ㌔

柳沢伊信筆
f_ (. I.Lカ

戸田忠翰葦
いrあきら

浅野重歳筆
まL十王

増山雪斎筆

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　絹本著色

1　幅　紙本書色

固　兵庫ゆかりの画家たち

51.　山水図巷　　　　　　　　享和元年(1801)　　　　　　斎藤雀亭筆　　　　　　1　巻　紙本淡彩

52.　牡丹岩小禽図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤雀亭筆　　　　　　1　幅　絹本著色
つわん

* 53.　LLJ水図.菊図　　　　　高橋貞儀九鬼得々常見粛賛　斎藤雀亭筆　　　　　　　双　幅　紙本童画
I)ゆつIfく

54.　牡丹に猫図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千莞龍卜筆　　　　　　　3幅対　絹本著色
いり(∫な

(参考)55.　源氏活花記　　　　　　明和2年(1765)刊　　　　　　千葉龍卜編　　　　　　　3　冊　木版墨摺

(参考)56.　百瓶図(源氏活花記後編)明和4年(1767)刊　　　　　　千葉龍卜編　　　　　　　2　冊　木版墨招

く参考)57.　生花枝折抄(百瓶追加)　安永2年(1773)序　　　　　　千葉龍卜編　　　　　　　1　冊　木版墨摺

(*は個人蔵)

南蛮美術名品展 一出品目録-　　　　※は個人コレクション

こけいそうちん

1.織田信長像(重要文化財)　天正11年(1583)古渓宗陳賛

2.豊臣秀吉像

初期洋風画

3.聖フランシスコ･ザヴィエル像
†こいせい

4.泰西王侯島竜馬図(重要文化財)

5.水車のある西洋風俗図※
0)ぶ1)ll

6.西洋二武人図･師父二童子図伝信方筆

?.老人読書図※　　　　　　　伝信方筆

8.老師父図

9.違晶園　　　　　　　元禄15年(1702)雪村道香質

10.範の南蛮等図　　　　　養J由崇■毒筆
/.いl■/ー

ll.南蛮展風(重要文化財)　　　狩野内膳筆

12.南蛮人交易図

13.洛中洛外図

14.万国人物図
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桃山時代　　1　幅

桃山時代　　1　幅

江戸時代初期　　1　面

江戸時代初期　　4曲1隻

桃山～江戸時代初期　　6曲1隻

桃山～江戸時代初期　　2　　面

桃山～江戸時代初期　　1　面

桃山～江戸時代初期　　1　面

江戸時代初期　　1　幅

桃山時代　　1　面

桃山時代　　6曲1双

江戸時代初期　　1　幅

江戸時代初期　　6曲1双

江戸時代初期　3帖のうち



まきえくら

15.蒔絵南蛮人文鞍
モうがん　　　　　　　　えいうくつうほうせんあふち

16.象戟南蛮人に永楽通宝銭漣
すすL)はこ

17.蒔絵南蛮人洋犬文硯箱
おおつつみとう

18.蒔絵鉄砲文大鼓胴
おり　へ　くつが1=

19.黒織部沓形茶碗

20.天正かるた版木重箱
ひきふね1=はこ

21.蒔絵南蛮船曳船園煙草盆

[-■
らでんようひつ

22.蒔絵螺細花樹鳥獣洋催
し+1=ん　7

23.貝貼り書箪笥
さめがわくらふくろがた

24.蒔絵螺細鮫皮貼り住吉社園鞍袋形洋箱

25.教会祝日暦

慶長9年(1604)

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

江戸時代中期

桃山～江戸時代初期

桃山～江戸時代初期

桃山～江戸時代初期

は<きい

銅版画は舶載品　16世紀後半～17世紀初期

背　対　合　個　□　合　合

合　合　合

九:つけいせいLまい

26.キリスト傑刑図聖牌(片面　神の仔羊囲)　銅版画は舶載DD｡ 16世紀後半～17世紀初期
t=な

27.十字架を担うキリスト図聖牌　　　　　　銅版画は舶載品　16世紀後半～17世紀初期

28.聖書像聖牌(片面聖フランシスコ､片面聖ドミニクスか)銅版画は舶載品16世紀後半～17世紀初期
ちけい

29.キリスト苔刑図聖牌

30. I HS文赤地布製聖牌
けいかん

31.削冠のキリスト像聖牌
¥うけほリ

32.象牙彫幼児キリスト偉

33.ロザリオ(木製､ガラス製)各種

34.メタイ各種

3.聖フランシスコ･ザヴィ工ル像

銅版画はEj本製

江戸時代に舶載

5工戸時代に舶載

ラ二戸時代に舶載

三工戸時代に舶載

江戸時代に舶載

16世紀後半～17世紀初期

16世紀後半～17世紀初期

16世紀後半～17世紀初期

16世紀後半～17世紀初期

16世紀後半～17世紀初期

16世紀後半～17世紀初期

面　点　点　点　点　点　点　点

15.蒔絵南蛮人文鞍　　　　　　　　31.別冠のキリスト像聖牌

-39-



2　企画展示

(3)古地図企画展示

本館の古地図資料の中心をなす両液コレクション･秋岡コレクションに加え､本館収集の古地図をもと

に､テ-マを設定した企画展示をおこなうo

雷..展覧会-■■牽丹:≡;≡≡≡…;≡≡…… 倅�?�蕀����������罟����� �� �� 

中国の古地図 祷ﾈ�#�?｢�7著����ﾈ���?｢�?｢��館蔵古地図コレクションのなかから､ 12世紀の宋代から20世紀初頭の清 代末期までの｢中国で作られた中国全 体図｣を展示した○ 

東西文化交流の古地図展 ��(ﾈ��9?｢�7著���ﾈ���?｢�?｢��西洋人作の日本地図､日本人作の世界 地図などを展示し､古地図を通して東 西文化交流をさぐるD 

中国の古地図
一　出品　目録-

No.　資　料　名　　　作　者　等　　　　　　　年　代　　　　　版　種　　寸法(cn)　　備考

うせき

1　亮跡図1幅

2　　華夷図1幅

Ⅰ　宋代の地図
--･ ▲●

阜昌7年(1136)刻石　拓本　801×787　両波松太郎
(本紙)コレクション

卓昌7年(1136)刻石　拓本　803×782　両波松太郎
(本紙)コレクション

3　塵遠図1幅　王致遠蒜　　　浮祐7年(1247'践　拓本1798温ヲ雪'Bゥ禁B,B

こうよ

Ⅱ広輿図と広輿記

4　明版広竿買　羅洪先輯　　　嘉詣37fF(1558,　木版　383×374警ウ禁B,B

/ /ち

5　　広輿記　6冊　陸応陽　輯　　　　　　順治17年(1660)序

さいほうへい

6　重訂広輿記　平5=票方柄増輯　鮎25年(1686)序
10冊　　　　大文堂　刊

7　増訂広興記　平方工察方柄増輯　乾隆9年(1744)
11んJeA

16冊四美堂刊

8　重訂広輿記　平5I霊宝笠蔵芸輯　震度7年(1802)
カ､ Elい

12冊

9　重訂広輿記　平5I芸姦芸記芸慧　嘉慶7年(1802,
15冊

･o　重訂広輿記　平5I霊志望記慧冠　鵜4年(1878,
12冊
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木版　　24 0×16 3

木版　　24 9×162

木版　　25 6×165

木版　　26 9×174

木版　　24 4×15 6

木版　　24 5×16 0

南波　松太郎

コレクション

南波　木公太郎

コレクション

雨波　松太郎

コレクション

雨波　松太郎

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



No.　資　料　名　　　作　者　等　　　　　　　　年　代　　　　　版　種　　寸法(cm)　　　備考

Ⅲ清代の地図

11至芸歪芸窒冨1舗蔵王君島刊　鮒2年(1663'木版1271×7234雪琵ク禁B>B

12害竺宝器霊1舗北京呂誠刊　康剛年(1679)木版手彩1411×1249雪5U&ク禁竺

13天下地警備　姑蘇呂雲台子君輸刊17世紀後半　　木版手彩361温ヲ雪5uBク禁B,B

14天下総讐帖　　　　　　嘉慶5年(1800,9　木版手彩　270×155雪空ク禁竺

15歪雫至芸~竿舗　　　　　　嘉慶8年(1803)践　木版手彩136 0×230 0竺胃ク警雪空

16歪雫至芸~管帳　　　　　票慶11年(1806)践　木版手彩(;282&X2i姦)警ウ禁B]

17歪悪霊年T霊　古呉近欄刊　　嘉慶17年(1812)践　木版藍刷1341×2381雪だク禁聖

18盃漂墓誌J竿舗　　　　　19世紀前半　　木版監刷132 Zx235 1雪5U&ク警雪男

19重富▼統〒忘　嘉興朱錫齢絵識　嘉慶23年(1818'議　木版1130(追,2警ク禁B,B

20売芸霊墓室畠1幅馴章憐刊19世紀前半　　木版　918(xik,o警ク禁聖

21大清輿地全図
1帖

セん

22皇朝輿地全国　　李兆活　撰
8帖　　　陳延恩　践

∴1
皇朝直省府庁州県全図
1舗(大清直省全図26舗のうち)

24皇附外票諾輿図藁蓋芸北還雪景桓棲
ふうし〇七

25皇朝輿地鴫　　潮重光序
4冊蔵珍閣刊

26売買至芸誓舗　崇培識
肌､

27皇朝直省地輿全図
1舗

28地輿園考1冊
a!紫古愚　撰

益開館　刊
あいf=い

29皇朝-統興地全図歎乃軒主人識こう

2冊　　　上海　鴻賞粛　刊

30大清輿地分省図
1帖

あいだい

皇朝一硫輿地全図　軟乃軒主人　識

内府蔵本　2冊　漢讃棲書局蔵板

嘉慶25年(1820)　　木版監刷　27 2×16 ～

逆光22年(1842)践　　木版　　　20 6×13 9

南波　松太郎

コレクション

両波　松太郎

コレクション

高島元年(1862)以降木版　845×845雪漂ク禁B,B

同治2年(1863)　　木版　　　29 4×19 0

同治2年(1863)　　木版　　　24 5×14 8

同冶3年(1864)刊　　木版手彩　57 1×57 7

1880年?　　　　　　石刷刷彩169 0×129 3

光楕9年(1883)　　活版　　　27 2×18 0

光緒20年(1894)　　石版　　　19 4×26 0

19世紀末～20世紀初頭　　手書手彩　31 3×17 8

光祐28年(1902)　　石版　　　20 5×26 3

参考(現代の中国図)

中華人民共和国地図新華書店北京発行所刊1996年
1舗
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75　0×106　7

雨波　松太郎

コレクション

繭波　松太郎

コレクション

雨波　松太郎

コレクション

南波　松太郎

コレクション

爾波　41;太郎

コレクション

雨波　松太郎

コレクション

南淡　松太郎

コレクション

南波　松太郎

コレクション



東西文化交流の古地図展

一　出品　目録-

No.　資　料　名　　　　　　　　　　作　者　等　　　年　代　　　　　版　種　　　　　寸法(cm)　備考

Ⅰ.乗へのまなざし　-西洋人は日本をどう考え､描いていったか?-

1　べハイム地球儀　　　　　　　　　　Mべハイム　　　原品1492年　　　禎製品　　　　　　　　径51.0

2　シルパヌス編プトレマイオス地図帳　Bシルバヌス　1511年　　　　　木版二色刷リ　　　43 0×29 5

3　東アジア図

4　南北アメリカ大陸園

5　アジア図

6　東インド諸島図

7　タルクリア図

8　中国園

9　太平洋園

10　リンスホ-テン東インド地域図

11　Ej本地図解風

12　ティセラ日本国

13　ブリ工日本図

14　センソン日本図

15　日本海山潮隆国

16　レランドEj本帝国図

17　新撰大E3本園鑑

18　ケンペル日本園

Lフリイス

S　ミュンスター

Aオルテリウス

Aオルテリウス

Aオルチリウス

L ･ソヨルヅヨ

A.オルテリウス

A.ラングレン

1 522年　　　　　木版

1 550年頃　　　　木版手彩

1 570年　　　　　銅版手彩

1 570年　　　　銅版手彩

1 570年　　　　銅版手彩

1 584年　　　　銅版手彩

1 589年　　　　　銅版手彩

1 596年　　　　　銅版手彩

安土桃山時代　　手書手彩

し.ティセラ　　1595年　　　　　銅版手彩

P S Jプリ工　1650年頃　　　　銅版手彩

Jヤンソン　　1659年　　　　　銅版

石川流宣　　　　元禄4年(1691)木版手彩

Aレランド　　1715年　　　　銅版手彩

40 8×55 8

288×385

42 8×55 5

41 0×533

38.4×51 0

42 0×55.0

44.5×57. 3

40.3×53. 2

59 9×123 8　　N

47 0×55.0

41 5×575

46 8×580

970×168 1　　N

53.5×63 5

延宝6年(1678)木版手彩　　　　　69 1×9Z 5　　N

Eケンペル&　1777年　　　　銅版手彩　　　　466×53.3

｣.Gショィヒツァー

19　伊能小園(3枚一拍のうち西日本)伊能忠敬　　文政4年(1821)手書手彩　　　2035×162.1　N

20 [体辺界略園　　　　　　　　高橋景保　　　文化6年(1809)銅版手彩　　　233×1060　N

21帽本』　　　　　　　　　pH,FR,VONシーボルト1852年　　石版　　　　　59.3×40 0

22　シーボルト日本園　　　　　　PH,FR.VONシーボルト原品1840年　複製図　　　　62 5×80 5

Il ･西へのまなざし-日本人は西洋の地図をどう受け入れていっ1tか?-

23 『世界の舞剖(1冊)　　　　　Aオルテリウス1570年　　　銅版手彩　　　41.0×28.5

24　F世界都市図刷(6巻3冊)　　Gブラウン& 1572年～1618年　銅版　　　　　43 0x29 0

F.ホーへンベルフ

25　Wフラウ1607年版世界地図(パネル)
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No.　資　料　名　　　　　　　　　　作　者　等　　　年　代　　　　　版　種　　　　　寸法(cm)　備考

26　匹儲図世界園扉風(八曲一双　重要文化財)　　　江戸時代初期　手書手彩　158 7×477 7(各)  I

27　フラウ世界園　　　　　　　　　VUフラウ　　1635軒　　　　銅版手彩　　　　51 0×60 5

28　万国総園人物園　　　　　　　　　　　　　　　正保2年(1645)手書手彩133 9×56 1 (世界囲)　L

木版手彩135 8×59 2 (人物園)

29　源内焼世界園皿(南北アメリカ園皿､　　　　　　江戸時代中期　志度窯(讃岐)径37･0 (アメリカ図) I

-　ユーラシアアフリカ国皿)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　径378 (ユーラシア図)

30　地球分双卯酉五帯之図　　　　　　沢田員矩　　　宝麿9年(1759)手書手彩　　81 5×18 0 (各)　N

(11枚一組のうち9枚に世界園)

31コープェンスモルティ-ル世界園　Pモルティール1720年頃　　　銅版手彩　　　　61 0×1004

32　地球図　　　　　　　　　　　　司馬江漢　　　寛政4年(1792)銅版手彩　　　　55 4×86 4　　N

33　7アルクアジア図　　　　　　　　6フアルク　　1695年頃　　　銅版手彩　　　102 6×125 6

34　世界四大洲園個十八国人物園犀風(六曲一双)　　　江戸時代後期　手書手彩　163 8×362 8(各)　l

35　坤輿万国全図(パネル)

36　坤輿万国全図屑風(六曲一隻)

37　地球万国山海輿地全園説

38　万回園(｢新増万国地名考｣付)

39　円球万国地海全図

40　新訂万国全図

41　北極中心世界地図

42　大興地球儀

長久保赤水

中山武威

石塚崖高

高橋票保

小佐井逼豪

沼尻基層

江戸時代前期　　手書手彩

1 8世紀末　　　木版手彩

安永8年(1779)手毒手彩

享和2年(1802)木版手彩

文化7年(1810)銅版手彩

天保8年(1837)手書手彩

安政2年(1855)木版手彩

167 5×379 1

104 0×153 0

991×1992

118 6×2192

114 8×197.7

155 3×157.0

径23 0

*備考欄のAは秋岡武次郎コレクション､ Ⅰは池長孟コレクション､Nは雨波松太餌コレクションをあらわす
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2　企画展示

(4)ギャラリー

=_展覧..会~名 �ⅷ隸｢粭停簫�三軌....ll…≡..: 

15番館と外国人居留地展 滴ﾈ�#Y?｢粟����hﾈ繪?｢�?｢��神戸開港130年と｢15番館｣の震災復 旧工事の完成に先立ち､｢15番館｣を 中心に､居留地の成り立ちや発展のよ うすを展示したo 

神戸ゆかりの芸術家たち展 塗ﾈ���?｢�笘��佇��Y?｢以竰�館蔵の田村孝之介.林重義.金山平三 ･柳原義達.中西勝.鴨居玲等の作品 の中から展示した○ 

昇外義素描展 祷ﾈ���?｢盈ｘ<���ﾈ���?｢�?｢��神戸ゆかりの日本画家.昇外義の素描 を中心に本画も含めて展示したoまた その制作の秘密を明らかにした○ 

山下摩起展 ���ﾈ�#�?｢�竰ﾓ�(ﾈ���?｢盈ｒ�個性的な作風で知られる､神戸出身の 日本画家.山下摩起○初公開の作品も 交えて､当館所蔵品を中心に28点を展 示したo 

神戸の書展 ��ﾈ�#�?｢�笘��8ﾈ��Y?｢�?｢��安東聖空､深山龍洞など､神戸と深く かかわりながら近代の書道界をリ-ド した作家たちの遺作を展示したo 

15番館と外国人居留地展

一　出品　目録一

番号　　　　　名　　　　　　　　　　称　　　　　　　　　　　年　　　　代

やT=へう

1摂津国八部郡福原庄六ケ村､菟原郡生EE]村境自相論絵図写

2　生EE]社と生臼桜馬場･ -ノ鳥居

( 『摂津名所図会』　寛政8年(1796) )

3 19世紀初期の兵庫津

( 『NIPPON』 1869年(明治2)復刻版より)
I) } I) 1)

4　亜墨利加因集約並税則　全(日米修好通商条約)

5　開港当時の神戸港　　銅版

( 『イラストレイテッド･ロンドン･ニュース』)

6　開港まもない頃の居留地

( 『兵庫県御免許　開港神戸之図』部分)池長孟コレクション
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[享保4年(1719)]

寛政8年(1796)

1869年(明治2)

安政6年(1859)

1868年

慶応4年(1868)



番号　　　　　　名　　　　　　　　　　称　　　　　　　　　　　年　　　　代

7　居留地計画図　J. VV.ハート　　　　　　　　　　　　1872年(明治5)

8　和英詳密　神戸市全園　銅版刷彩　南波ネ公太郎コレクション　明治24年(1891)

9　居留地西側の境界　　C B.パーナード筆　池長孟コレクション　明冶11年(1878)

10　居留地海岸通( 『神戸写真帳』 )

ll.旧居留地海岸通( 『日本旅行記念　写真絵葉書鮎込帳』 )

12　旧居留地海岸通

13　居留地行事局

14　コーペ　クラブにて( 『グルーム氏個人アルバム』 )
すわ

15　詞娼方山から神戸市街を望む

16　諏訪山から神戸市街を望む

17　諏訪山から神戸市街を望む

18 MelkJe)ohn's Japan DIreCtOry R.Melkle)ohn a Co.発行

19 15番館内部のようす

( 『^Lガレー氏個人アルバムⅠ』　明治中期

20　パターフイ-ルドSLスワイヤの職員

( 『パ-ガレー氏個人アルバムⅠ』　明治中期

21 Jubllee Number The J叩∂[ChronlCle発行

22　神戸商工録　神戸商業会議所書記局発行

23　最初の保存修理完了後の15番館

24　震災直後の15番館

25　居留地15番と16番の境界石

明治中期

明治後期

昭和初期

明治32年(1899)

大正元年(1912)

明治初期

明治中期

昭和初期

明治18年(1885)

明治23年(1890)

明治24年(1891)

大正7年(1918)

明治44年(1911)

[平成5年(1993)]

[平成7年(1995)]

平成9年(1995) 4月現在

No.14　宮崎美子･松子氏寄贈　　No.13　神戸市文書館所蔵

No. 25　神戸而教育委員会文化財課提供

No.1-4､ 6､ 7､ 9-15､ 17､ 23-25は､写真パネルで展示

(参考)

()新築された頃の15番館

『Me小reVISlted:the sites of Victorlan Japa[』

DaHas FInn著　　平成7年(1995)刊

()居留地内パノラマ写真(明治10年代後半)

大正6年2月9日付建物登記簿写

『重要文化財　旧神戸居留地十五番館保存修理工事報告書』

(財)文化財建造物保存技術協会編集･ (樵)ノザワ発行　平成5年(1993)
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昇外義素描展
一　出品　目録-

素描(画稿)

1.聖観音　　　昭和47年(1972)

2.布引の滝　　昭和48年(1973)

3.和引の沌　　昭和50年(1975)代

4.丸山木立　　昭和51年(1976)

5.福寿草　　　昭和52年(1977)

6.夏山殊雨　　昭和54年(1979)

7.栗　　　　　昭和56年(1981)

8.斜　　　　　昭和56年(1981)

9.茄子　　　　昭和58年(1983)

10.菊　　　　　昭和58年(1983)

ll.茄子　　　　　昭和59年(1984)

12.枇杷　　　　昭和60年(1985)

13.睡蓮　　　　昭和60年(1985)代

14.早春雨情　　昭和60年(1985)代

15.天の橋立　　平成2年(1990)

16.宮島　　　　平成2年(1990)

17.鵜城島(富ILl)年不詳

18.月あかり　　　年不詳

19.瓢鱒　　　　年不詳

本画

ZO.宮);5　　　　　平成2,午(1990)

21.天の橋立　　平成2年(1990)

22. JTu.子　　　　平成5年(1993)

23.別離　　　　平成5年(1993)

24.満月の頃　　平成7年(1995)

鉛筆/紙　　　　　　　　　　　　63.3×46.3

鉛筆･色鉛筆/耗　　　　　　　　70.3×69.0

鉛筆･色鉛筆･水彩/紙　　　　115.0×170.5

鉛筆･色鉛筆/耗　　　　　　　　52.0×72.1

鉛筆･色鉛筆/紙　　　　　　　　47 0×55.6

鉛筆/紙　　　　　　　　　　　　51.5×79.5

鉛筆/耗　　　　　　　　　　　　54.4× 102.3

鉛筆･色鉛筆･水彩/耗　　　　　83.3×55,2

鉛筆･色鉛筆/紙　　　　　　　　84.0×77.4

鉛筆･色鉛筆/耗　　　　　　　　55.1×40.5

鉛筆･色鉛筆/紙　　　　　　　　37.8×46.5

鉛筆.色鉛筆/紙　　　　　　　　43.3X52.1

鉛筆･色鉛筆/紙　　　　　　　117.0×94.1

鉛筆･色鉛筆･水彩/紙　　　　　55.8×44.7

鉛筆･水彩/紙　　　　　　　　　51.8×43.9

鉛筆/紙　　　　　　　　　　　　84.3×58.5

鉛筆/紙　　　　　　　　　　　86.0×49.5

鉛筆･色鉛筆/紙　　　　　　　69.0×76.8

鉛筆･色鉛筆･水彩/紙　　　　111.Ox151.2

以上､寄贈作品の内

耗本署色

紙本署色

紙本著色

紙本書色

紙本着色

-46-

78.5×52.5

78,5×52.5

90.0×72.0

74,5×46.5

69.0×56.5

以上､平成8年度購入

※Ll1品作tr.lrlはすべて神戸市立博物蝕所蔵



山下摩起展

1_　iB楯

2.　紅梅

3.　夜の梅

4.　白梅

5.　雪竹

6.　早春

7_　　芸i弛

8.　1宙萄

10.

桃　湘

ll.　渓流

12_　　姐

13.　水鳥

1 4.　王HIJk

15.　*

16_　　金Fgu力士Ⅰ

(四天王寺五I轄用声変り絵)

17.　金Pgu力士Ⅱ

(四天王寺五王塔彫轟u事芸)

18_　　金持lJ力士Ⅱ

(四天王寺五1堪彫軌毛孟)

1 9.　多r18天

20.　不JtZJ明ヨ≡

21.　文殊菩薩

22.　%*

23.　菩薩底魚

24.　如来座像

25.　苛薬

26.　#

一作品　目録一

糸氏､ -クワツシュ

紙本書色

糸氏本塁画

弟氏本三炎彩

昭和32年(1957)　　糸氏本塁直I

糸氏本塁画

紙本書色

現E∃R匝司

紙本淡采≡

諸氏本番i画

昭弔:】36年(1961)　　　諸氏本墓画

8日和41年(1966)　　　紙本塁画

紙本塁i盃l

細こ本5炎彩

昭和36年(1961)　　　紙本塁画

昭和36年(1961)　　　糸氏本墨画

昭和36年(1961)　　　　諸氏本塁i萱i

昭和36年(1961)　　　准毛本塞画

田召和41年(1966)　　　紙本書色

糸氏本書色

指≡ヨ≡≡∃臣ヨ

紙本春色

昭和36年(1961)　　　紙本壷画

8召弔コ41年(1966)　　　糸氏本5炎彩､裏実∋

大正ワ年　　　　　　　　　　　諸呂本管色

矧Eヨ≡≡∃宗ヨ

蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　　蔵人　館　舘　館　舘　舘　東　館　館　館　館　館　館　館　舘　　虎個　当　当　当　当　当　当　当　当　当　当　当　当　当　当　　当

蔵　　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵　蔵舘　　館　舘　館　舘　舘　館　館　人　人当　　当　当　当　当　当　当　当　個　個

斌山下座it己の新出イ乍品　｢;弓薬｣　｢萩｣　は特男り展示室2　で展示しておと)ます~○

瀦この展!官金(こイ乍品をこと上出品し1たナビきました_所蔵者の方Iこ厚くiiq】手L申し｣=lプます〇
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神戸の書展

出品目録

1.安東聖空　　しののめの

2.　　〃　　　　なでしこ

3.　　〃　　　波音

4.　　〃　　　きり深き

5.　,,　　　ひとむらの

6.　　〃　　　探山木の

7.　　〃　　　さん彩の

8.　,,　　　高杉の

9.　　〃　　　墨の香や

10.　ク　　　やうやくに

ll.西谷卯木　清元の

12.深山龍洞　歌一首

13.　,,　　　つきの夜

14.　･</　　　よしの

15.　　〃　　　万葉長歌

昭和40年(1965)　　現代書道二十人展　　　2曲1隻

昭和42年(1967)

昭和44年(1969)

昭和48年(1973)

昭和49年(1974)

昭和50年(1975)

昭和51年(1976)

昭和54年(1979)

日　　　展

日　　　展

日　　　展

日　　　展

日　　　展

日　　　展

日　　　展

額装

額装

額装

額装

額装

額装

額装

昭和54年(1979)　　現代書道二十人展　　　額装

昭和55年(1980)　　日本の書展　　　　　　　額装

昭和52年(1977)　　毎日書道展　　　　　　額装

昭和37年(1962)　　毎日書道展　　　　　　額装

昭和37年(1962)　　一束書道会展　　　　　　額装

昭和43年(1968)　　現代書道二十人展　　　額装

昭和49年(1974)　　日　　　展　　　　　　額装

･6･ ,/　若山牧水のうた昭和50年(1975)歪誓書豊富望会　　額装

17.　ク　　　孤独

18.　　〃　　　霧島所感

19.　,,　　芭蕉俳句二句

20.　　^,　　　猫の子

21.上田桑鳩　明月照積雪

22.宇野雪村　命(MY〔う)

23.　,,　　　寒山詩五経

昭和50年(1975)　　E]本の書展　　　　　　　額装

昭和50年(1975)頃　-松会新春名流書道展　額装

昭和52年(1977)　　日　　　展

昭和53年(1978)　　毎日書道展

昭和16年(1941)

昭和57年(1982)　　毎日書道展

昭和58年(1983)　　宇野雪村書業展
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額装

額装

額装

額装

2曲1隻



2　企画展示

(5)デュオこうへ　-アートインフォメーションー

=_三.::!;I:;:潤.:.:.藩≡=≦-≡暑∴名. 堤�����?��疫�ﾘ磁�>XﾙR�嶺主潮…≡:.≡:≡:8..-;=容..=≡ 

呉須手のやきもの-2 滴ﾈ�#9?｢��R���Xﾈ�#�?｢�竰�所蔵作品の中から､平和県(中国)で 焼かれた呉須手と呼ばれる磁器の名品 を選んで展示したo 

明治の有田焼-1 店ﾈ�#�?｢��R���hﾈ��y?｢�竰�主として館蔵の西村コレクションの中 から､明治期の有田焼の大皿を中心に 展示したo 

明治の有田焼｢2 塗ﾈ���?｢��R���xﾈ��Y?｢�竰�

7月16日(水)～8月19日(火) 亊俐餬�,ﾉ(h*�.zIt�?ﾈ+8.ｨ+ﾘ4ｸ8�5�,b�k韭�鳬�8,俥ﾈ.x.ｨ+ﾙ?ｩgｹ�ｸ4ｸ8�5�/�5r�麌+X+ﾖ��

8月20[∃(水)～9月16日(火) 

地図皿の世界一1 祷ﾈ��y?｢��R�����ﾈ��I?｢�竰�18世紀後半の源内焼から明治時代にい たるさまざまな形や大きさの地図皿を 展示したo 

地図皿の世界一2 ���ﾈ��Y?｢��R�����ﾈ���?｢�竰�

大和路の瓦-1 ���ﾈ���?｢��R����(ﾈ��i?｢�竰�平成7年に寄贈された故柳田義一氏の 資料のうち大和地方から出土したとさ れる､飛鳥時代から鎌倉時代の瓦15点 を展示したo 

大和路の瓦-2 ��(ﾈ��y?｢��R����ﾈ�#�?｢�竰�

神戸の街角-明治.大正.昭和-1 ��ﾈ�#�?｢��R���(ﾈ��y?｢�竰�開港当時から昭和初期に至る神戸の街 並みや､人々の風俗の移り変わりを偲 ばせる絵葉書等を展示したo 

神戸の街角-明治.大正.昭和-2 �(ﾈ���?｢��R���8ﾈ��y?｢�竰�

中国の青銅器-1 �8ﾈ���?｢��R����平成6年度に寄贈された､故西村敦男 ー氏の中国青銅器コレクション(商後期 
[4月15日(火)] ���ﾎ8ｫ�,ﾉ(h*�.zH橫騏"�48,�,y�2�Uﾉ4�,磯�{���5�/�5x麌+X+ﾘ�ｲ�
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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｣という来館者の主体的な行為を導くように構成している｡

常設展示の常設部門で十分に展示･表現できない分野を補足するための資料を､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､学習するなど工夫してある｡これに

より､本館の基本コンセプトや神戸の発展の歴史がより理解しやすくしてあるo次の3つのコー

ナーが設けられている｡

見るコーナー

博物館で資料展示が困難な､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数秒で検索できるようにしている｡

また､立体写真は､航空写真を少しずらして写してあり､両目で見ると立体的に見ることが

でき､神戸全域の地形を把握することできる｡写真パネルでは､昭和初期と平成2年の神戸市

内15ヶ所を写真比較できる｡

新作番組 米のきた道

米づくりと社会の変化

鏡のはなし

映像でみる日中交流　日宋･日明貿易と神戸

映像でみる日中交流　開港と在神中国人たち

触るコーナー

常設展示の原始･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､土器の感触を直接体験できるようにしている0

また､国宝桜ケ丘出土の6号銅鐸のレプリカ(複製)にも触れ､銅鐸の音色を楽しむことがで

きる｡壁面に描かれた縄文･弥生時代の生活想像画のパノラマは､古代人の暮らしを身近に感

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博物館の基本テーマに関する話題を､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｡各席に備え付けられた操作盤の押しボ

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｡

1問題を2分程度にまとめ､各コース毎に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､神戸に関した書籍､東西文化交流に関する書籍､考古に関する書籍､南蛮･

紅毛美術に関する書籍の4分野を中心に､雑誌･辞典･豪華本･全集など本館の基本テーマに関

するものを収集している｡

館内の展示部門の基礎的理解を深めていきたい人､専門的に探求しようとする人達のために

気安く利用できる約5,400冊を揃えた開架式の図書室である｡
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4　普及事業
･博物館独白の事業

(1)夏休み土器づくり教室　8.7-8　成形

8.,19　　　焼成

(2)歴史たんけん隊　　　11. 8

(3)ミュージアム講座 (小計

10.16 ｢中華へのあこがれ-黄柴と長崎派の絵画｣　　　学芸員　成滞勝嗣

1120 ｢畿内の弥生土器-はじまりと広がり｣　　　　　学芸員　前田佐久

12.18 ｢小磯良平･西洋美術との出会い｣小磯記念美術館学芸員　贋田生馬

1.15 ｢図柄の意味　東と西｣

2 19 ｢江戸時代の刊行地図｣

3. 5 ｢神戸の外国人たち｣

(4)学校団体(オリエンテーション)

幼　稚　園

小　学　校

中　学　校

高　　　校

･共催事業

(1)演劇公演

(2)映画上映会

(3)邦楽サロン

学芸員　岡　泰正

学芸員　三好唯義

学芸員　田井玲子

園

校

校

校

大　　　学(専門学校･短大を含む) 17校

養護学校

計

劇団神戸アトリエ公演3
/′

劇団神戸アトリエ公演4

6.28　環境三部作上映会

6.29　　　　　　〝

1校

134校

人人人人人人人人人人1　9　1　8　0　6　7　6　8　13　1　1　6　4　1　1　9　0　9

6　1　1　1　　　　1

306人

5,299人

3,094人

1 ,039人

884人

31人

10,653^

(小計　549人)

154人

133人

110人

152人

(小計163人)

58人

105人

(小計　703人)

ll 1 ｢清元｣清元延柳/清元延さだ世/清元延くに寿　他　49人

ll.22　｢大和楽｣大和三千世/大和久満　他′　　　　　　82人

12. 6　｢須磨琴｣小池美代子/三浦徳子/山崎八重子　他169人

12. 7　｢新内｣富士松若瀬太夫/富士松鷺三郎　他　　　94人

12.13　｢長唄｣杵屋勝之弥/杵屋勝寿治　他　　　　　120人

12.23　｢常磐津｣常磐津小欣司/常磐津網男/常磐津欣勢太夫　68人

1.18　｢地歌｣菊聖公一/菊津本昭　他

(4)ミュージアムコンサート11.7　神戸･音楽の展覧会'97

(5)午後のシャンソン

lJ
み　　子こ

夫ふ　　朋ろ子
1　と　　　ひ潔

も潔お

崖み　　りべ木荒す森のあ鈴

(6)その他

121人

220人

(小計1,109人)

180人

190人

190人

186人

178人

185人

119人

合計14,245人



･刊　行　物　　　ー｣

平成9年度の刊行物

特別展図録　　　日中歴史海道2000年展

特別展図録　　　日蘭交流のかけ橋巌

館蔵品目録　　　美術の郎NQ14　村上金次郎コレクシ

館蔵品目録　　歴史の郡No.14　古文書Ⅲ兼吉家文書

研究紀要　　　　Nn14

2,000円

2,000円

200円

200円

500円

年報　　　　　　No.13　平成7 ･ 8年度　　　　　　　　　　800円

博物館だより　　No,57 (平成9年4月) ～Na60 (平成10年1月)

刊行物一覧

研　究　紀　要

No_ 價ﾘﾗ9D�7��内容 

1 鉄ｂs�2��ポルトガル地図学史上における日本地図の変遷 
ウイ□ウ.Jヾ卜畑起意と変凱ついて-l8槻縦軸朗の一触- 

500円 俎�ч�ﾘﾝ�xﾖﾂ�

2 鉄�*繝B��c��冷�狩野内膳考 

3 田�Ｔコ��V����東播系中世須恵器生産の成立と展開一触古親許帥心に- 播磨大歳山遺跡1-縄文土器- 

新収南蛮犀風について 

4 田�Ｔッ�����冷�ゲイテ.レ-ウ号積載の芙蓉手機器について-lT世蜘凱おけるV.0.C朝一 南波コレクション中の刊行諸国図について 

十六-十七世紀初期の摂津国兵庫津史料について-柏井家文書の掛- 

5 田"Ｔビ��-^のイi'IJス^の凱た7lレ心から-明細年代附の神戸外臥鯛地の一脈 
500円 �6饐9-�h徂����[)gｸ,ﾈﾊHｸb�

6 田2Ｔモ��CS�冷�市街地に消えた古墳1-念仏山古墳- 

7 侏8*繝鋳�播磨の古瓦-赤松啓介氏採集品より- 
300円 �6饐9-�hﾊHｸh��{�(�"�

8 �(*纉���｢石峯寺経塚｣遺物の再検討 
300円 佻ﾉ}i88ﾆ�幌Z)z)�凅X,�,(*(,Bﾙ(i�)L(鋻'�.x,ﾈﾖﾉ�y(i�8,辻�

9 �2Ｔ����3��冷�江戸時代後期における輸出漆器の資料 神戸市立博物館所蔵頚椎太刀の保存処理 
透過試験による頚椎太刀の観察 

10 釘Ｔ�"��『伊能図』に関する若干の考察 
300円 僵Y$ｩ5h�8ﾔY[ﾙ6�ﾘ譎F靱ﾘｫ�ﾉ]8,ﾂﾘｮ��ﾂﾒ�

ll 迭Ｔ�2��S��冷� 

石峯寺如法大般若経について 

12 途Ｔ迭��｢大日本団地露之図｣の資料紹介 
500円 俥9��%yч�Xｭ�ﾝ�,�.h.儂ﾘ･�,iYﾈｸﾂ�

13 嶋*纉b��S��冷� 

神戸市立博物館所蔵経筒の材質について 

P.カエリウス1609年版世界地図をめぐって 

馴l村上家文書について-特別展｢韓国.長崎貿易の華｣補遺- 

14 湯Ｔ途��S��冷� 怪鳥カズワル江戸を歩く-寛政元年渡来のヒタイドリー 

柳田義一氏蒐集瓦経資料について 
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展　覧　会　図　録

開催年度 �5yyx檠kﾂ�単価 

57('82) ��2,000 
南淡松太郎氏収集古地図の世界 儼����

58ぐ83) ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ��1,200 品切 

品切 

59('84) 舒�ｻ隍x,i8ﾈ､9;佻ﾈ�蓼鴿5r�1,200 品切 

更紗の世界展 儼����

66(,85) �(hﾙ�ﾍﾉ�yD�,ﾉN囘�ﾔ闔ｩ�ｩ5h��[iZ�5rﾒ�品切 
品切 

61ぐ86) �6ｨ8bﾘ8ぺ4篷mｨﾏｸ7ﾈ8ｨ5�99Oﾉ-ｹ<�¥ｨ�V��ﾉvﾘ,ﾉYxﾆ��1,700 
狩人の夢-オーストラリ7.7,itl1.7二の世界一 ��ﾃ3���

62ぐ87) ��品切 晶切 

品切 

63ぐ88) ��1,500 

中世を旅する聖たち展-一遍聖人と時宗- 儼����

卑弥呼の鏡展 儼����
7イルランド.チェス9-.t'-ティ-.コレクション日本朗名作展 ��ﾃS���

品切 

元('89) ��2,000 品切 

小磯良平展 儼����

2ぐ90) 疋Ч-(*�,x.ｹ5rﾖﾖ｢ﾘﾘH,ﾈ4ｸ8�5る�,iOﾂﾒ�1,900 隠元禅師と黄葉宗の絵画展 ��ﾃ����

右峯寺展 儼����

3('91) ��品切 

4('92) �;ｩ�h,ﾉ�(､X自&�,ﾉ��-h,ﾊ(*(,ﾈ.�2ﾒ�品切 
中世の摺経展 鼎���

5('93) �H,i+�+ﾘ+�,ﾄｦh8�5�485へ"ﾘ鳬�9+xﾞ宇ィ�I�"ﾒ�2,000 
太山寺の名宝展- �"ﾃ����

6ぐ94) 俚ﾘﾙ��+xﾞ映h更,ﾈ揩ﾙo�7ﾘ92靱逸�霎�8)��ﾒ�品切 
受贈胡止順二かレクシ7ン-明治鉄道錦絵展 儼����

7('95) ��300 

8ぐ96) ��品切 
司馬江漢百科事典-生誕250年tl絹代のマルチタレハ �"ﾃ#���

9('97) ��2,000 
2,000 



年　　報

発行年 ��ﾙ�kﾂ�単価 

57('82) ��品切 

57ぐ82) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�b韜Hﾊ"�600 

57('82) �>ﾉM碓ﾈ��ｭ��ﾙ��500 

57ぐ82) ��品切 

60ぐ85) 亊���kﾉV��ﾙ��品切 

63ぐ88) 僣饂渥��ﾘﾘx栗>��800. 

3('91) 亊���kﾉV��ﾙ��2,300 

1('89) 傴ﾉ_ｸ5(8ﾈ4�5h8x99�ﾉvﾙOﾈ���ﾙmｩ�� 

6ぐ94) ��2,000 

8('96) ��2,000 
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･平成9年度事業一覧

1--5 �<�¥ｩ5x麌���>ﾉM碓ﾈ��ｭ冤�<�¥ｩ5x麌�"�刄Mャラリー 儿�ｷ倬hｼb�

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 �?ｩgｸ,i��ﾙ�,b�(特別展)石少齢≠芙誰何讃宮-娼なる離邑 劔夏休み士等づくり教室 (8/7,8.19) ミュージアム謝垂 

の文化交流の ようすを神戸 に魚在をあて ながら展示 �"�#"�7鋳ﾓB�#��?｢��

15番館と夕掛居留地震 4/25(金)- 6/8(El) 

(特別展)ラゴイ)レーテ7-リ展 

5/3(二0-7/21(月)69日間74,068人 

神戸ゆかりの 芸術家たち展 6/10(火)- 9/15(月) 

(特別展)日中歴藍受ゴ毎道2000年 

8/2(土)-9/15(月)39日間14,287人 

卑ユ- 劍箞､���iV�5r�汀�ｉmｒﾒ�����忠?｢��

(南勤二毛美術企画展) 黄染とま剥蘇解絵画 �*ﾘﾌ9&餠ﾈｮ�i5r��(hｺvｳr侘9&��ﾒ�

米I㌢ �5"�

9/20(土)-10/19(日) 剪�����b貳ﾂ�#���"��づ���Rﾂ�"��津2�����讓+ﾘ/�*�/�����ﾂ���

山下摩起展 10/28(火)- 12/ll(木) ll � く南蛮紅毛美術企画展) �*ﾙ<�¥ｩ5r冏ﾈ+8.ｨ+ﾙmｨ昏.�8r纉r�

月 12 月 剴�ﾘ美術名品展 ll/2(日ト1訂7(日) ���<��?｢椿ﾆﾂ�7ﾂ以笂#�?ｨｭC��ﾃCs��ﾂ�

(劫班毎企画展) 宙ｮ�i5r���"�

1 月 2 月 3 月 4 月 劔8ﾈ淤/�,i�xｻX,ﾈﾌ9&��ﾙ5r�浮世絵の美 12/13(土)-1月18日(日) 

神戸の書展 1/20(火)- 3/8(日) 

く特別展)日商粉fLのカ､bナ橋 

1/24(二0-3/8(日)38日間9,519人 

(特別展)ブ榊勿喰島匡蔓 

3/2ユ(士)～5/ユ7(日) 

特別展開催日数193日､開館日数　280日

-54-



収蔵資料
1新収蔵資料

日)平成9年度受贈資料

資料名

川越家旧蔵資料

(神戸中組東本町粗絵図､粟本町無人別調帳､他)

昇外義筆素描

(家のある風景､ヒマラヤシーダ､他)

元川嘉津糞｢向日葵｣

元川嘉津美｢ラメイ街風景(巴里)｣

中等教育算術教科書　上巻･下巻

柳田義一コレクション

(伝山村廃寺出土単弁蓮華文軒丸瓦､伝四天王寺

出土単弁蓮華文軒丸瓦､他)

(2)平成9年度購入資料

資料名

ア　絵画･彫刻

春芝画｢摂州有馬湯女｣

西田真人筆｢暮れゆく街｣

西田真人筆｢光る梅｣

西田真人筆｢光のアーケード｣

董九加筆｢芥子に洋犬図｣

鶴亭筆｢雑画押絵貼犀風｣

岸駒筆｢風牡丹図｣

フォンテーヌプロウ宮眺望図眼鏡絵

斎藤雀亭筆｢山水図･菊図｣

岩井江琳筆｢黄甲伝臆園｣

歌川国芳画｢川中島合戦･信玄侯旗本の勇士

数量　　　　　　　寄贈者

7点　　　　　　川越治郎

53点　　　　　　昇律子

1面　　　　　　元川嘉津美

1面　　　　　　元川嘉津美

2冊　　　　　　佐久間肇

6件　　　　　　柳田甲二

13点

数量　　　　　資料名

り　書籍･典籍

1枚　　　ゴットフリ-ト｢史的年代記｣

1点　　　ビドロー｢人体解剖図譜｣

1点　　　アラルト｢新オランダ造船園誌｣

1点

1幅　　工　考古資料

1隻

1幅　　オ　歴史資料

1面　　　京都六勝寺出土古瓦拓本写図集

2幅　　　神戸風景風俗写真帳

1幅　　　品川弥二郎書簡

湯ノ山常蕃山温泉禅寺記

を繰り出して謙信侯を支る図｣　3枚続

国芳画｢源牛若丸僧正坊こ随武術を覚図｣　　3枚続　力　地図･絵図

芳年画｢新形三十六怪撰　大物ノ浦こ霊

平知盛海上二出現之図｣

芳年画｢東錦浮世稿談　宇治川先陣争｣

三代豊国画｢気の合同土着の楽｣

イ　工芸品

伊万里焼四角日本地図大皿

切子銅赤被せガラス鉢

青貝細工花鳥文薬箪笥

染付芙蓉手水禽文大皿

染付芙蓉手水禽文大皿

染付芙蓉手花虫文鉢

金彩コンポート･陶器製寵形鉢

摂州有馬細見図独案内

1枚　　　有鷹山温泉寺絵図

1枚　　　有馬温泉略図

3枚続　　摂津有馬温泉神社全図

枚点点枚枚枚点1 1 1 1 l　1　　2

ちしん乃妻樺

兵庫神戸湊絵図面

西国街道絵巻(京より明石迄道中絵巻)

貞秀｢西国内海名所一覧｣

キ　複製･模造･横型

桜ケ丘2号･ 3号銅鐸

数量

1冊

1冊

1冊

続

冊冊,巻巻　　　舗枚枚枚枚枚巻枚　　　点1 1 1 1 1 1 1 1 1 l　1　6　　　　　　　　りん



2　指定文化財等一覧

指定区分 倡y.吋霾�?｢�指定番号 倬�{�ﾈ��員数 倬����2�

国宝 傴ｩ��CR絣�#R�考第34号 倚x5�ｷY;ｩ�b韜Hﾊ(ﾅ��21ロ 冢ﾙ�h鳬�9(hｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��#ゅ2�3��絵第1257号 ��y�ﾈ唏ﾏ(ｵ)F��ﾒ�4曲1双 俔ﾘﾌｸ鳬�2�

重要文化財 傴ｩ��3"�"����絵第1390号 ��I69�ﾙ+y�ﾂ偉8ﾆｸ��,(裘��1幅 �8ﾘ�(鳬�95i�3��D窿�S�2��

重要文化財 傴ｩ��C2紕�#R�絵第1625号 俶ﾉ��ﾒ��(､X���8曲1双 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��CR綯��r�胤ｩ��Sb綯絣��建第1771号 从ﾈ抦鮑徂譜��ﾘﾇi�ﾙ�ﾂ�68点 冖韭�C2��������hｸﾈ抦鮑徂譜�,ﾉXﾙ�韈y.��

(附指定) 

重要文化財 兌ﾙ�ﾃr綯��R�絵第1938号 �>ﾉM胃)Yr稲ｹnﾉ>��iTﾒ��6曲1双 �8ﾘ�(鳬�2�

重要文化財 兌ﾙ�ﾃ偵b�3��絵第1957号 ��ｨ�(ｩ����z(5�Vﾉ�ﾒ�域僥靱ﾘｫ�ﾒ��2曲1双 亅��ﾓ吋窿�s澱��

重要美術品 傴ｩ��偵偵�� ��ﾉvﾙ?�Y��ﾉ�ﾒ韈IX9?�;����ﾒ�2面 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要美術品 �� ���7H8�985h5�5"�5X5�484x8ｹ�ﾂ�1面 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要美術品 �� �6�Y�ｨﾊy>�ﾆ�,ｸ�7�)Z��lo貞 兌ﾘ��鳬�8迄ｷcYD窿���r��
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装　装　装　装　装額　額　額　葡　萄

蛋額

修

装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　装　　　補額　額　額　額　額　額　額　額　額　額　額　額　額　軸　軸　軸　軸　軸　軸　　　等

考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等　装

修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　修　表

備　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補　補･

打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　打　紙　紙　紙　紙　紙　紙　紙　紙裏　表　裏　裏　裏　表　真　裏　真　裏　表　裏　裏　裏　要　義　真　裏　裏　本　本　本　本　本　本　本　本

幅
.4

量　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　点　幅　幅　幅　幅　幅　幅　幅　内数　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　の

幅8
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3　資料補修

資　料　名

昇外義作　水蓮

昇外義作　月あかり　A

昇外義作　月あかり　B

昇外義作　馬場島

昇外義作　丸山木立

昇外義作　聖観音

昇外義作　布引の滝　A

昇外義作　布引の滝　B

昇外義作　布引の滝　C

昇外貌作　布引の滝　D

昇外義作　布引の滝　E

昇外義作　ひょうたん

昇外義作　宮島

昇外義作　棄

昇外義作　菊

昇外義作　びわ

昇外義作　早春

昇外義作　山桜

昇外義作　南天

海鶴適齢図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

群仙星祭図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

双鶴圏(渡辺鶴洲家襲歳粉本)

一品朝天図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

黄甲仁臆図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

老松図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

品川妓楼図

坤輿全図



4　資料の付加利用

(1)館外貸出

貸　出　先　　　　　　展　覧　会　名　　　　　　期　　間　　点数　　　　　資　　料　　名

神戸海洋博物館　　　　　常設展示　　　　　　　　　　　　9 4 1-10 3 31

桑名市博物館　　　　　　近世の日本画と花乃舎･真秀　　　9.4.4-5.ll

姫路市立美術館　　　　　絵本&アートどうぶつえん　　　　9.4.5-5 ll

大阪市立美術館　　　　神声･大山寺の法華経　　　　　9 4.8-5.ll

名古屋市美術館　　　　　郷土の美人画家　　　　　　　　　9 4 12-5 8

福岡市博物館　　　　　　遊びをせんとや生まれけむ[遊/ 94 12-5,18

芸]の美

大蔵省印刷局記念館　　　お雇い外国人　キヨッソーネ没後　9416-622

100年展

町EEl市立国際版画美術館　名品でたとる　版と型の日本美術　94 19-6.1

神戸海洋博物館　　　　　振り返って130年　　　　　　　　9 4 23-5 30

岐阜県博物館　　　　　　花と鳥のイリュージョン　　　　　9.4.25-6 1

1　平清盛坐像(西村公朝作)

2　牡丹綬有馬囲(鶴亭)　染付洋文字獅

子図水指

15　欧羅巴州の内　実吉利国(歌川芳員)

大家写生(歌川芳形)　虎写真　猛

虎之略説(以上落合芳幾)　ナンキン
アメリカ人　おろしや人の図　鳥戦

図会(以上歌川芳盛)　新渡騒詑写生
猛虎の正写　天じくぞう(以上歌川

芳豊)　世界第-チャリ子大曲馬の図

(楊洲周延)万国渡海双六(不詳)
浅草境内ニテフランス大曲属(歌川広
重)　伊太利亜国チャリ子世界第-大

曲馬遊覧之図(歌川政信)

3　法華玄義釈義　大吉祥陀羅尼経･仏説

宝賢陀羅尼経(大山寺所蔵)

1　太夫図(歌政)

5　観能図犀風　花下群舞図犀風　洛中洛

外図岸風

1　シーボルト像(キヨッソーネ)

7　三園景　広尾親父茶屋　両国橋(以上

司馬江漢)　叡山版止観輔行伝口伝
叡山版法華玄義釈室

1　神戸港眺望(YKOJIMA)

2　牡丹に蝶図(岸的)　植物誌(トドネ

ウス)

黒川古文化研究所　　　　鏡-柄鏡から和鏡の源流に遡る　　94 26-5 11　　25　瓜蝶雀鏡　松喰鶴鏡　櫓垣瑞花双雀鏡

松藤双雀鏡　松竹双鶴柄鏡　柳蹴鞠
柄鏡　杜若汝兎柄鏡　漁夫漕舟柄鏡
菊花柄鏡　飛蔑鯉柄鏡　菊南天柄鐙
楼閣山水柄鏡　梅鉢文葡萄棚栗鼠柄鏡
南天柄鏡　よしの川文字入流水桜花

柄鏡　扇面構文南天董柄鏡　田子浦富
士柄鏡　南天柄鏡　日出松鶴亀方鏡

梅樹方鏡　南蛮人喫煙図柄鏡　蓬莱柄
鏡　高砂文字入蓬莱柄銃　丸に宝文字
入梅竹柄鏡　浦島文字人波に鶴亀柄鏡

堺市博物館　　　　　　神･仏を刻む-近世の祈りと造形- 94.26-5.25　　　2　関帝僚像　羅漢座像

吹EEl市立博物館　　　　達磨窯　　　　　　　　　　　　9.4.26-6 8　　　3　今戸瓦焼図　今戸瓦焼之園(以上亜欧

堂田善)　東都名所浅草今戸(歌川国

芳)

兵庫県立歴史博物飽　　海のみち　陸のみち　一航路図　94.26-6.8　　　11 E]本地図犀風　扶桑国都水陸地理園

と街道図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寛文日本図　大坂より松江航路図　船

路絵図犀風　江戸より長崎まで道中図
東海道細見図･西海陸細見図

三岸好太郎美術館　　　道化たちの詩一日本近代美術に　　9.66-720　　　4　途上　西洋大曲馬　曲馬　曲馬(以上

おける道化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川西英)
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貸　出　先　　　　　　展　覧　会　名　　　　　　期　間　　点数　　　　　資　料　名

仙台市博物館　　　　　江戸時代の女性表現に見る～涼し　96.20-8 10　　　5　グラヴエール阿蘭陀船文ガラス入り態

さの表現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲櫛　ビーズ飾り励岳文吊り燈龍　ビー

ズ飾り虫髄　ビ-ズ飾り抽香炉　型吹

唐草文ガラス蓋物

神奈川県立歴史博物館　　世界のかたち　日本のかたち　　　9628-831　　4　武州横浜開港見分図　世界都市囲帳

龍野市立歴史文化資料館　遊びの技術-からくりからサイエ　9722-927　　　29　噴水器　無尽健　気砲　『気砲記』
ンス⊥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印寵時計　櫓時計　象鯨からくり等見

世物引札各種　神戸人形　阿蘭陀流れ
からくり興行引札　外国製反射式のぞ

き眼鏡･外国製眼鏡絵　直視式のぞき

眼鏡　肉筆眼鏡絵　直視式のぞきから

くり複製　反射式のぞき眼鏡複製

北九州市立考古博物館　　弥生の鋳物工房とその世界　　　　9726-9.15　　　7　国宝桜ケ丘銅鐸(2号)　広形鋼尤

銅鐸鋳型(奈良県田原本町唐音鍵出土､
複製)　銅鐸鋳型(赤穂市上高野出土
複製)　紬形鋼剣(西淡町古津絡出

土､複製)　銅鐸鋳型未製品(福井県
三国町加戸下屋敷遺跡出土､複製)

小銅鐸鋳型(伝北朝鮮平壌付近､複製)

山寺芭蕉記念館　　　　　異界と文人展　　　　　　　　　　9 8 5-8 31

千葉市美術館/櫛形町立　日本の版画Ⅰ　　　　　　　　　9 9 9-10 12/

春仙美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 19-ll.24

静岡県立美術館　　　　　異彩の江戸美術･仮想の楽園　　　9 9.13-10 12

神戸地下街　　　　　　　水彩画家別重博資展　　　　　　　9 9. 18-9.30

郡山市立美術館　　　　　花よ､烏よ､魚たちよ　　　　　　9920-ll 3

自然を描く

大阪市立美術館　　　　　文人のあこがれ､清風のこころ　　9 9 23-ll 3

煎茶･美とそのかたち

国立民族学博物館　　　　異文化へのまなざし　　　　　　　9 9 25-10 1 13

読売新聞社(大丸ミュー　小磯良平展　　　　　　　　　　　9.9.25-10.14

ジアム京都/大阪/神戸)　　　　　　　　　　　　　　　　　/10 30-

ll ll/ll.13
-1125

1　天狗潤髄鑑定縁起

6　東京名所不忍弁天之夜景(中島石松)

東京名所十二つき四季の美人(尾竹
国-)　京都名所･奈良名所(仲田熊
次)　瀬戸焼銅版印刷見本帖

4　桃鹿巌浪双範囲(広渡湖秀)　釆禽園

巻(小原慶山)　施蛇園(窪田雪鷹)

33　鮭川筋･神戸画廊　旧栄町風景　海岸

通り　海洋気象台　三宮風景　汽船

京町筋　神戸山手の家々　港祭の日
三宮高架　神戸港暮色　-ノ谷風景

神戸海岸通り風景　工場街展望　新緑
山手風景　神戸港暮色　秋の諏訪山よ

り　クレセントビル(神戸)神戸風景

(県庁前)相楽園秋景　但馬･立雲峡
雨景　トレド(スペイン)観光船入港

彩雲兵庫運河　大山寺晩秋　坂道･
-ノ谷風景　朝の東郷湖　ポートアイ

ラントの花火　海の見える風景(須磨)

画室にて　神戸山手風景　赤絵皿の
上の果実　江井ケ島より

1　虫合戦図(春木南戻)

11隠元陸橋像(喜多長兵衛)　染付西洋

風俗図碗　境紅線文茶碗

1　象牙彫西洋人物文小箱

1　池長孟肖像(小磯良平)

徳川美術館　　　　　　かぶく美の世界一絵は語る異端　　9.10.4-ll 16　　2　花下群舞図犀風

と享楽の浮世-

大阪府立弥生文化博物館　ヤマト政権への道　　　　　　　　9 10 4-ll 30
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22　国宝桜ケ丘銅鐸1･5･11号　同2-

4 ･ 6-10･12-14号複製　国宝桜ケ

丘飼犬1-4号　同5-7号複製　伝

香川出土銅鐸(複製)



貸　出　先　　　　　　展　覧　会　名　　　　　　期　間　　点数　　　　　資　料　名

名古屋市秀吉清正記念館　二人の軍師一竹中半兵衛と黒田　9107-119　　1　郡の南蛮寺図(複製)

官兵衛

MOA美術館　　　　　　熱海再発見　　　　　　　　　　91010-ll 12　　2　山領主馬宛書簡　『西遊旅爵』 (以上

司馬江漢)

徳島県立近代美術館　　　日本画の19世紀展　　　　　　　　9 10 10-ll 24　　6 駿州相原富士図(司馬江漢)　へイステ
ル像(北山寒巌)ヒポクラテス像　紅

毛婦人図(以上石川大浪)　異国風景
人物図(榊有隣)ファン･ロイエン花

鳥園模写(谷文晃)

埼玉県立博物館　　　　　女帝明正天皇と将軍家光　　　　9.10 14-ll 24　1　出陣図扉風

小野市好古館　　　　　お金の話～播磨の貨幣史　　　　9 10 17-ll 24　　68　多可郡下比延村壱匁札　揖東郡網干町

銭壱匁札　兵庫商社金札　一乗寺出土
中国鏡

岐阜県美術館　　　　　織部　　　　　　　　　　　　　9 10.17-12.7　　7　南蛮犀風　E]本地園犀風　坤輿万国全

図犀風　日本図(ティセラ)　太平洋

囲(オルチリウス)　世界の舞台(オ
ルテリウス)　地球儀(ペ-イム､複

製)

西宮市大谷記念美術館　　阪神間モダニズム展　　　　　　9 10 18-12 7　　15　六甲一摩耶一再度山路図　最新六甲山

頂記念碑付近明細地図　絵葉書六甲ド
ライブウェイ　絵葉書登山おみやげ

兵庫県立近代美術館　　阪神間モダニズム展　　　　　　9 10 18-12 7　　2　黄衣婦人像(田村孝之介)　山下摩起

(大威徳明王)

千乗市美術館　　　　　粋人たちの贈り物一江戸の摺物　　9.10 21-ll 24　　4　阿蘭陀風俗園(松尾秀山)紅毛男女額

絵(北馬)　三部之内大安疋田唐物
(北渓)　園生連絵台紅毛銅版画(俊満)

京都国立博物館　　　　桃山絵画賛歌　黄金のとき　　　9 1021-ll 24　　3　四部図･世界図犀風　観能囲犀風

ゆめの時代

東京都庭園美術館　　　　フォンタネ-ジと日本の近代美術　91023-1214　　4　西洋婦人図(平賀源内)　画室囲(司

馬江漢)　不忍池(司馬江漢)　ゼル
マニア廓中図(亜欧堂田善)

広島県立歴史博物館　　　戦国民衆と中国地方　　　　　　91024-1124　11東アジア図　東インド諸島図　タルタ

リア図　オルテリウス世界図　アジア

図(デ･ヨーデ)　世界囲(メルーラ)

日本図(メルカトル･ホンデイウス)

中国及び日本国(メルカトル)　ア
ジア園(ホンデイウス)　聖フランシ

スコ･ザヴィェル像(複製)　南蛮人

行列図

大分市歴史資料館 森羅万象に遊ぶ-江戸の科学と　　9.1024-ll 24　　21寒梅綬帯鳥図(宋紫右)　西洋婦人図

好奇心
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(平賀源内)　燕子花にハサミ図(佐
竹曙山)　反射式のぞき眼鏡　以顕微
鏡観虫頬図　以顕微鏡観雪花園　地転

儀略図解　天球全図太陽異形図　天球
全図月輪真形図(以上司馬江漢)　う
ちわ型仏教世界図　大典地球儀(沼尻

墨遭)　ガラス絵望遠鏡　日本輿地図

藁(伊能忠敬)　直視式のぞき眼鏡
反射式のぞき眼鏡(西洋製)　風流子

宝倉人からくり(喜多川歌麿)　六玉
川高野の玉川(鈴木春信)　三十三間

堂大矢数図(直視式)三十三間堂大矢

数園(反射式)直視式のぞき眼鏡(複
製)反射式のぞき眼鏡(複製)



貸　出　先　　　　　展　覧　会　名　　　　　期　間　　点数　　　　資　料　名

和歌山市立博物館　陸奥宗光-その光と影　　91025-11･24　6雷雲芸図7'去E莞監練慧諾軍票雲芸

踏会(小林清親)　加納宗七銅像　加

納宗七宛陸奥宗光書簡

福井県立美術婚絵巻の世界9 ll 1-ll 30  1 -遍上人絵伝断簡

神馴県立歴史博物館警覧莞世絵と空飛ぶ絵師五雲　9111-12`14　41琵琶志望蓋冠全喜呈喜PI害重器蓋琶斐

困全図　常陸囲全図　下野国全図　奥

州仙台城細見全図　大日本道中細見記
万国地球分図　大E]本分境図成　大

江戸図説集覧　海陸道中画譜　大日本

輿地全図　大E]本海陸道中図　万象写

真図譜　横浜奇雷　京都一覧図画　大

阪名所一覧　大E]本海陸名所図会　東

海道高輪風景　箱根山富士見平御遊覧
諸所遠景之図　東海道蘭陀峠之景　東
海道沖津駅勝景　淀川八幡山勝景　摂
州-ノ谷写真　浪華大湊一覧　朝比奈

島遊び　横浜渡来商人　三国第-山之

図　むしづくし　浪速天満祭　近江八

景　東海道荒井之勝景　紀伊和歌浦勝
景　日光道中細見図　阿蘭陀海港風景

西洋新書

京都国立近代美術館/　文人画の近代一鉄斎とその師友　9129-

東京国立近代美術館　　たち　　　　　　　　　　　　10 1 18/

10127-31

1　賄既園(窪田雪鷹)

神戸市立王子動物園　　トラ･とら･虎　　　　　　　91218-10310 1猛虎冶遥図(山本芳翠)

成田山書道美術館　　　日本芸術院賞受賞著作家展　　10 1 1-3 15　　1安東聖空書　万葉の歌

国立歴史民俗博物館　　(保存料学研究用に貸出)　　10 1 8-1 30　1聖フランシスコ･ザヴィェル像

長崎県立美術博物館　　鴨居玲と鴨居羊子　　　　　10 1.13-2.1　1アコーディオンを持つ老人(鴨居玲)

大阪人権博物館　　　　日本人はとう見られているか9　10.1.20-320　1タルタリア図(オルチリウス｢世界の
舞台｣より)

サントリー美術館　　　動物表現の系譜　　　　　　10.1.27-31　11双騒蛇図(窪田雪鷹)象図(渡辺碗

洲)　黄初平園(島田元旦)　ヨンス

トン動物図譜　豹図及解題(近藤集延)

古今画薮後八種

埼玉県立博物館　　　　桜花欄洩　　　　　　　　　10.3 21-5 5　　2　花下群舞図犀風

神戸市埋蔵文化センタ~とうぶってん　　　10321-531 20覧謡4慧警若違憲*5謂鐸

瑞花鴛鳶鏡　松嶋双胡鏡　瓜煤雀文鏡
亀甲地双鶴鏡　松竹双鶴柄鏡　桐双

鶴柄鏡
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年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

57-61 ��#2�118 ��ﾃ3#B�

62 �3��33 姪CC��

63 �3��36 �3�b�

7T: 鼎��46 鼎3R�

2 鼎��46 鼎S��

3 鼎R�52 鉄C"�

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

4 鼎B�58 �3���

5 鉄B�71 �3�"�

6 鼎��55 �#s��

7 �#��36 �#���

8 �3b�47 鼎#��

9 鉄B�58 鼎C"�

57-61年度 �62年度 �63年度 剏ｳ年度 

件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�

熟覧 �141 ��ﾃ��r�60 鼎#B�56 鼎Cr�23 �#Cb�

模造 �8 �#��4 釘�4 唐�4 澱�

損 # �h柯6X8ﾈ7(���53 �#C2�30 涛"�43 ��s��24 ��3��

写盲 ��#B�850 都��407 田B�475 鉄"�213 

掲載許可 �911 �"紊�"�258 都#B�266 都s��290 田�b�

原版使用 �564 �"ﾃ�ィ�194 田CR�212 �)､ﾆﾆ鳴�220 鉄ビ�

紙焼付与 �62 �#モ�48 �#C��40 ��3��38 ��#��

その他 � ��25 都��30 ��C��25 塔b�

令.汁 �1,863 澱ﾃ��R�698 �"ﾃc#"�715 �"ﾃツ2�676 ��ﾃ涛b�

2年度 �3年度 �4年度 �5年度 

件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�

熟覧 �46 �84S��21 �#c"�35 �#迭�42 �#sr�

模造 凭3 迭�7 ����5 迭�4 迭�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�34 �����56 ��唐�59 �#3r�51 售##��

写盲 鼎��257 �3��299 鉄2�462 鼎B�198 

掲載許可 �289 都Cb�427 ��ﾃ##��411 ��ﾃ�釘�367 都Cr�

原版使用 �240 塔S2�361 涛s2�334 涛#r�312 塔s��

紙焼付与 �31 涛"�29 ��S��48 �3s2�27 塔2�

･その他 �36 涛��39 �#c2�54 �3#��74 �#cR�

合計 �719 �"ﾃSC��971 �2ﾃ3ィ�999 �2ﾃ��2�921 �"ﾃc�2�

､6年度 �7年度 �8年度 �9年度 

件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�

熟覧 �24 �#3"�ll ��c��33 ���"�41 �3�B�

模造 �2 釘�2 �"�1 ���0 ���

梶 影 �h柯�(8ﾈ7"�27 ��C��4 湯�13 �3��14 鼎R�

写首 �#R�165 免ﾂ�109 �3��155 �#2�1日1 

掲載許可 �272 鉄c��314 都���368 ��ﾃ�C��380 涛ビ�

原版使用 �181 鼎澱�195 鼎���229 塔�r�276 塔3��

紙焼付与 �21 �#cR�8 ��R�9 �����12 都R�

その他 �47 �����21 塔b�56 ��Cr�52 �##b�

合計 �599 ��ﾃ都��5616 ��ﾃSs��739 �"ﾃCcB�798 �"ﾃSs��
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の �8,"�6ﾂ�ド CQ �*ﾘ�ﾒ�4��CO (.D �?�耳�"�+(��2�｢- の ����爾�ゆB�亡｣ ����B粐ﾒ�

Cq �8ﾘ,"�fﾘ爾����ド- C? ��ﾈ�ﾒ�6��ﾄ2��｢一一 ��し【つ 

cO 筈｢���ご＼】 く工) ������cY) ��ｨ�｢�ﾄTB�二｢ cO 披�■票 豫2�4��

N 價J �+�"�4��ﾄｨ,"�○○ の �6��ｪ"�ﾈ��,"�(.O Cq ��くつ 

ド 鳴�l■寸一 く｣〇 ������ﾒ�l ��ﾈ�X,"�62����By)｢�Cr? C(⊃ V Cつ 白� ��

ニー �7��

(｣〇 �7�2�+���Jう こーl �+(.��+'��の トユ 册2簫�4��LD 汎S��?�6r�CO 丁q �6��4��

N ����+ZB�4��LLD N ニ＼】 ��ﾈ�ﾒ�4���ﾈ�ﾒ�q〇 �7�耳爾�寸 

Lrつ �+X耳�"�4��⊂=〉 こコニ �5�2�6ﾈ�ﾒ�q) LT �6､｢���GO 汎�,"�くJ〇 卜- �*ﾖｨ,"�*ﾖｨ�｢�

Cq ��ﾃ��ﾒ�ﾅB�*ﾖｨ�ﾒ�く工) 二､ 寸 �+Z"�,ﾂ�*ﾔｨ�｢�*ﾗ��Cl? eY3 �7��cY? ニ＼】 

l■寸一 �,ﾂ��"�し一､ cy? �����2�⊂=〉 LD �*ﾘ�"��こ_こ､ q〇 �4���ﾈ�ﾒ�OL> Lr⊃ 畔�ﾂ���ﾃｨ�"�

LN �+Z"����｢�くつ LL) cfつ ��ﾈ�ﾒ�*ﾘ,"�+�H�｢�- 披�亡ー 

ぐつ �6��6��こて､ ⊂⊃ 毎蒔B�8�ﾒ�`㌫ 班"��5�2�Cq ド 嫡B�Bﾒ�Lr) CYD �5尼�5尼�

こ＼】 茶ﾘ�"�ﾄB�ﾈ��,"�Crつ Ln 亡｣ 坊dB�Cﾓ��4��cO �?����｢�LD 

Cq �4��+�+��亡一一 LL3 氷,"�4��cr⊃ �+�2�N Lrつ �,ﾂ�ト- Lr⊃ 帝("�

.～ �4��EB��ﾈ�ﾒ�の く=) 寸 班(�ﾒ�坪���cO �5b�Lr) 

lt< �6��S､ 儻やﾒﾒ�Cq (.C) �������q⊃ ⊂=〉 ��ﾄB�4��こ｣ ⊂⊃ ����爾�7��

cq 僂N �2��4��e8��ﾔ��D��ヽ=ヽ rつ �+X+���ﾄ��+�-b�+�2�ニ｣ 披�⊂⊃ 

√T tD ��ﾂ��ﾒ�ﾒ�くp 寸 ����4��ド 亡一一 �*ﾔｨ�｢�)｣��○つ 班(�ﾒ�6��寸 Lr⊃ 唔)ｪB�ﾄﾃ2�
N 猛���･ss- �,ﾂ��ﾈ�ﾒ��ﾈ�(,"�(.O �7��l寸t 

Cq (J⊃ ����*ﾘ,"�Lr⊃ N �+�6r��ｨ�｢�くつ l寸l �6ｨ����耳爾�/ヨ 畔��,"�二h o⊃ 郵,"�
二ヽコ �4��*ﾚ8,"�*ﾘ�ﾒ�Lr⊃ O') =q ����*ﾓﾒ��e8,"�く二D ��寸 

/a �4����くp LL⊃ �����2�⊂⊃ こ､ ��ｨ�｢�cO ⊂⊃ ��Y��爾�し1 ⊂⊃ �*ﾗ�����

ご＼】 �6r����?�6r�こ卜 の �6ぴ�*ﾚ8�ﾒ�+�B�亡一一 �+(.��▼丁 

亜g ���地 �+ﾒ�鳩 僵R�缶 �ﾂ�蛸 豫｢�

& 令 也 儼2�鶴 僖Q 乖ﾒ�濡��砧 
# 冑��儿��柾 剳ﾇ ��С�

* 剪｢�剿� 

コ # 劔���｢�剌M に 

監蛋 劒Sﾂ�� 
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お ��Cb �7��○○ �4韮�⊂⊃ 中ｨ�ﾒ�=ヽコ �4��N ��"�

鶴 册8���Cq L｢ ��ﾃ��4��こ【 cY3 �+���｢�6��亡■つ LL3 �6��5尼�く_a lヤー 着��5�2�こト Lfつ �4���4x�"�

士 亡｢ �?8�｢�I.- � �+(,"�⊂′⊃ こ1 �+�6r�■T 册2ﾔ�����∽ �*ﾓﾒ��ゆB�

の ��l 亦�【 鳴�LE? ⊂(⊃ �?����｢��ﾂ��ﾒ�⊂D LL3 �8,"�7��寸 LE? 册2粐ﾒ�6��
tD(JD '一〇 劔�?�"��ﾈ�ﾒ�⊂D �+(.��cO crつ ����こ＼】 ▼ご~ 

N ��l ����F 巴�こ｢､ ���,H�ｲ�*ﾘ,"�Lr⊃ し｢ 茶ﾘ�"�ﾆ咤�1寸一 LE? �����ﾈ�ﾒ�
てrlt寸■ cqe! 劔�+R�,"��Y��爾�Cつ 着��ﾒ�LE? LL? �4��寸 く1〇 

t･.- LL? ��"�cO の �7��6��【■■..- くつ ��ﾈ,"�LT? ⊂j⊃ ��ﾈ�ﾒ�ト ��ﾈ�ﾒ�6ﾂ�

S3ニ �+��� �'��LL? Cq �?����｢�凵ｼつ �?����｢�⊂⊃ 寸 

.N ��cO ⊂｣〇 册8耳爾��Y)｢�く⊂) ���｢�e8耳爾�l 白�l 鳴�⊂8 (工) ����y)｢�

Sjl 冉ﾒﾒ���ニ＼】 ��ﾇ��こ＼1 ○つ 劔班(,"�cO LT 

o⊃ こ▼､ ��ﾈ�ﾒ�ニJ c⊂) 鑓�ﾒ�ド LJ ��ﾈ�ﾒ�CY') �6��亡一一 O? 繁)ｪB����

く`⊃⊂⊃ NeB ����ﾂ� 凾ｭつ 棉FCﾂ�e8��闔ｨ爾�TT 窒��ﾂ���''��寸 ⊂=〉 犯c��亡- 

⊂=) ��J 亦�i ��｢�U｢ �4�����寸 櫨B�くつ 寸 册8,"�+Z"�

宍l 劔��ﾈ�ﾒ�7�� �*ﾓﾒ��N cQ ��亡つ ぐ｢ 

亡､ �� �� �� �� �� ��

rJl 亡- �5�,"����Cq ■寸 杯��ﾄﾈ�ﾒ�▼十 くつ ����1寸 cO 坪�2�N く｣〇 J1 �+����"����7��

1寸一cYD cq亡 �+(���｢� ����Cl⊃ �����"�ﾄTB�(.D �(.D ��CO 

CO ��F 鳴�l 鳴�▼丁 亡.一一 �7���"�こJ こrニ ��ﾂ��ﾒ�+Z"�こ､ Lr⊃ �4��*ﾓﾓ��
(.⊂)q> L"ど 劔�,*B��B�'寸 �*ﾖｨ�ﾒ�〇〇 决q CO 

亡-.- ��tr �+�B�+X��,"�⊂⊃ L【つ 册8�ﾈ�ﾒ���Cq こ｢ �*ﾘ,"�6��CD 寸 �4��*ﾘ,"�l �?�,"�
トご｢ cq〇 ����儉rD 豫2�*ﾘ4r��+(���｢�ニ1 宙*��+(���｢�亡′⊃ Cr? 囘⊃ cy? 

⊂∂ ��】 鳴�l 鳴�ごト 亡く⊃ ���B�O3 Lfつ �4��+�+���く=) LJ) �-��
Lf3Ln NEE 劔綿����爾��ﾈ,"�+�*B�q〇 ��ﾈ,"�i- cr? N ����_丁こ ⊂つ ニ＼ユ 

ll､ 犯c���l 亦�】 ��｢�CL> ⊂⊃ eq 督�+�B�5�,"�こ■､ cO くつ 樋��6ｨ���｢�r 披�+�"����
Ne! 劔�+W鵤� �+ZC｢�こ｢ 凾ﾌ 

`寸 ��O> 班(�ﾒ�fﾒﾒ�LL3 N �+�6r�亡､ 咼��6��ご＼】 Ob 班(�ﾒ�ﾄ｢��】 �5B�6��eY3CO LN �����8,"�03 窒脾�7����寸 ��W�"�くj⊃ ▼T Cq 剞｡ LED ごり 

忘 ��Ol> �+(�"�く=⊃ 鑓�ﾒ�tココ ��こ＼】 ��の �4��

鶴 ���V2�tn CYD �4x5"�+�*ﾖﾂ�r- Lr⊃ 犯���,"�Ob 茶ﾓ���ｸ,"�亡.- �+(,"�6ﾂ�-喜 八B�6��

チ CO �4��觀��｢一一 � �+�H,"�N L｢ ��Sﾒﾒ�ト- Cq 躍B�ﾆ��▼こ■ 牝ｨ,"�ｨ�"�+X,��

雪垂 蓮華虫 也 剿ｿ 兀R�ｲ�+ 普- ���盟 佻2�8*ﾒ�8��胡 合一 豫｢�～ �r�

1 �(hｺr� ��I �8ﾒ� ��琳 栃8ﾒ�

柾満場脂 劔故宗蛸1后 
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rpr!, J;iIEj.JfS. ((,耕土H.. J　+

H　＼　爵　神　濫　Y

C＼つ 披x耳璽�*ﾗ��凵ｼ⊃ 尾"�寸Oつ � �� ���6��し† �6ﾈ,"�N �6ぴ�q〇 汎B�

先買 僂O ト- くつ ��ｸ,"�ﾆ��CO ニJ �2��*ﾘ,"��ｨ�｢�寸 ド の �4��5鋳�こト 03 �+����｢�e8耳爾�剪�CO 班(,"�*ﾘ�"��の �4��6��+(,"�⊂:〉 くつ 二ト �+�B�*ﾓ��｢�x�����`寸 く､D 寸 緬���7#���ｸ�ｲ�

チ? �� 友Fﾂ�7(,"�4��+(.��+ 調�港 ��｢�劔 ����LLB ��寸 �*ﾘ,"�

CO 蟹e3 十ヽ 70〇 -Red QJ～ 凵･丁 樋�� ��ｨ�｢�⊂⊃ �,ﾂ�ト �+�+�� 弔� �� �*ﾘ�ﾂ��Cつ ��ﾃﾒ��寸 班(,"�⊂⊃ �+����
の くp eq 宙���*ﾕ�,"�ド �*ﾔｨ�ﾒ�7#2�����UB�7��⊂=) こ~つ �*ﾘ,"�緬���冢r�Hﾅ��｢���儖? 穆2��汎ﾄB��I)｢�rJl こr､ CYD 册2闔ｨ爾�e8耳爾�03 寸 �7鵤�+�)｢��

遥S. ロコ �.����ﾂ�⊂⊃ くつ CXD ��ﾈ�ﾒ�*ﾓﾒ��*ﾔ､B�⊂⊃ O E一一 凵ｼ⊃ し､ Lf? ��ﾈ�ﾒ�*ﾓﾒ���Svﾂ�⊂⊃ LL3 ◆寸 � �� 凵ｼ=) ⊂⊃ Cq ��ﾈ�ﾒ�φ��⊂⊃ LLB 

S;言 雌e} 戻:諾 悪亨 儉(つ GO 汎B��"� ��ﾈ�ﾒ��ﾂ��ﾒ�､宗 ����� �?�B��� �*ﾕ"�ｷB� ��亡一 寸 �7�8ﾒ��ﾈ*ﾘ,"� 嚢,"�*�(,"�- �4��fﾒﾒ�cO 册2簫ﾒ�

亡つ �5尼�班(�ﾒ��ｸ,"�*ﾒ脾�6r�7��の 剩7(�ﾒ�坪7���2�贇��g��ｸ*ﾒ�� 白ﾒ��*ﾔｨ�｢�qつ てが �%B�の ｣【つ ����*ﾘ,"�

宕=. 帆,一 増 # 亦�r�#ﾂ�⊂> くつ くp �*ﾘ,"�ﾄﾃ2�ﾇI��爾� 凾ｭつ ⊂⊃ くつ ��ﾈ,"�Cﾘ���+(.�� � �� 凵� ○ �*ﾘ,"�fﾒ� 

故買 くつ) ⊂⊃ 義≡ 避～ 剞｡ に■一一 卜 寸 樋��蛋. 八B�ﾒ�ﾉ���ﾄﾃ2�tD ◆勺1 ����ﾅH,"�く亡) �*ﾕ�������B�cTつ eq ごり 傅ﾈ,"�5尼�EB�亡..- 册8,"��,"�*ﾕ��Lrつ くコ⊃ 可 畔��,"�こ､ �?�"���ﾇI��爾�亡■･.- く£) ⊂⊃ ド- 優B�*ﾓ��｢��ﾈ�ﾒ�てr L【つ q〇 册2ﾒ�6ﾈ�ﾒ�7��I��爾�

BIN :-●● 甘 [Ⅱ 侏｢���Sﾂ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂=) 凵ｼ⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂=〉 凵ｼ⊃ ��ﾃﾒ��⊂⊃ 凵ｼ=) ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ 

くつ 〇〇 ��ﾈ�ﾒ�*ﾔｨ�ﾒ�⊂⊃ ト �7��4��ﾈ5'鵤�⊂⊃ ヒ一一 �*ﾓﾒ��ﾆﾇ��く=> くj⊃ 儉L3 Lr⊃ �*ﾘ,"�7#��くつ L.｢ 凾ｭつ Cr? 汎ﾂ��LLB ニJ 

⊂⊃ cQ �5�,"����(.D ごつ �+�"�*ﾘ�ﾒ�く_P く=> �+�B�*ﾘ,"�l寸 く｣〇 �,ﾂ�e8耳爾� 弔�6x爾� ��LT J○ ��ﾈ�ﾒ�LT くつ ��ﾈ�ﾒ�=ト cO �4��,h耳爾�⊂⊃ �4���B�
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日　　　誌

平成9年4月20日　･特別展｢砂漠の美術館-永遠なる教壇｣終了

25日　･ギャラリー｢15番館と外国人居留地展｣開催(～6/8)

5月3日　･特別展｢テイル･チ7-リ展｣開催(～7/21)

6月10日　･ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展｣開催(～9/15)

21日　･劇団神戸アトリエ公演　3 (22日も)

28日　･映画サークル(29日も)

7月17日　･開館時間延長, ～午後7時(～7/21)

8月2日　･特別展｢日中歴史海道2000年｣開催(～9/15)

5日　･博物館実習生受入〔9日まで(15名)以後8月19日～23日(15)名, 9月2日～6日

(16)名　計24大学46名〕

7日　･夏休み土器づくり教室(8日も)

9日　･講演会｢中国からみた日中交流｣ (大庭　傾氏)

16E]　･講演会｢中国への憧れ一室町水墨画家の場合｣ (影山純夫氏)

19日　･夏休み土器づくり教室(土器の焼成.於:神戸市立自然の家)

21日　･シンポジウム｢日中歴史海道2000年｣ (於.松方ホール)

30日　･講演会｢移情閣(呉錦堂)をめぐる日中関係｣ (中村哲夫氏)

9月6日　･講演会｢日明貿易と兵庫港｣ (脇田晴子氏)

7日　･演奏会｢アジア文化への誘い　中EEl･悠久の響き｣ (伍芳･唐華氏)

10日　･神戸市立博物館協議会開催(9年度第1回)

18日　･ギャラリー｢昇外義素描展｣開催(～10/19)

20日　･企画展｢黄葉と長崎派の絵画｣ ｢中国の古地図｣開催(～10/19)

27日　･劇団神戸公演(28日も)

月16ET　･第2B]ミュ-ジアム講座(全6回　3/5終了)

28日　　･ギャラリー｢山下摩起展｣開催(～12/ll)

月1日　･第11回邦楽サロン開催(全7匝】 1/18終了)

2日　･特別展｢発掘された日本列島'97｣開催(～ll/24)

･企画展｢南蛮美術名品展｣開催(～12/7)

7日　･ミュージアムコンサート｢神戸･苦楽の展覧会∫97｣開催

8日　･こうへ歴史たんけん隊(北野町･布引きのむかし発見)

9日　･講演会｢近年発見の重要遺跡から｣ (工楽善通氏)

23日　･講演会｢震災復興と埋蔵文化別調査｣ (和田晴吾氏)

12月13日　･ルミナリ工のため開館時間延長, ～午後7時(～12/25)

･企画展｢浮世絵の美｣ ｢東西文化交流の古地図｣開催(～1/18)

平成10年1月20日　･ギャラリー｢神戸の書展｣開催(～3/8)

24日　･特別展｢日蘭交流のかけ橋｣開催(～3/8)

2月1日　･午後のシャンソン開催(全6回　3/8終了)

14日　･講演会｢阿蘭陀通詞本木家について｣ (原田博二氏)

21日　･講演会｢本木蘭文に見る異文化接触｣ (鳥井裕美子氏)

28E]　･講演会｢天明のサーメンスプラ-カ｣ (松田　清氏)

3月21日　･樽別展｢大英科学博物館展｣開催(～5/17)
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予　　　算

(単位　千円)

年度 項目 �"�3 釘�5 澱�7 唐�9 

資料購入費 塔�ﾃ����80,000 塔�ﾃ����80,000 塔�ﾃ����0 ���ﾃ����10,000 

資料整理費等 涛2ﾃC�r�23,087 �#2ﾃ�ビ�24,317 �#"ﾃCSb�13,369 �#"ﾃ##��19,712 

特別展等開催費 塔RﾃSS��81,916 ����ﾃC���295,390 ���づ�コ�23,666 ��cづ�Cb�112,520 

普及事業費 �#�ﾃ�#R�22,596 �#"ﾃc3R�21,486 �#�ﾃ�C��16,916 ��津#�2�19,280 

光熱水草 �3bﾃ����36,000 �3bﾃ����34,920 �3"ﾃゴB�26,663 �#津c#2�28,447 

施設管理費等 都bﾃCSR�79,222 塔2ﾃS釘�83,578 塔RﾃCS��77,770 塔bﾃC���87,531 

事務費等 ��rﾃ�C"�17,407 ��rﾃ�3��26,979 �#2ﾃ3���22,060 ��Bﾃン��-14,094 

合計 鼎�津3s��340,228 �3s2ﾃcSR�566,670 �3s2ﾃ#ッ�180,444 �3S�ﾃS�"�291,584 

博物館協議会

平成9年度

会　長

高　尾　一　彦　　神戸大学文学部名誉教授

副会長

吉　村　元　雄　　関西学院大学文学部教授

委　員

岡　本　武　利　神戸市立小学校教育研究会社会科部長(湊小学校長)　　　　　　　　　(学校教育)

前　北　正　康　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(筒井台中学校長)　　　　　　　(　　)

中　野　　武　神戸市立高等学校教育研究会地歴部会長(須磨高等学校長)　　　　　　(　　)

前　田　　　薫　　神戸市青少年団体連絡協議会顧問

土　井　芳　子

藤　井　正　孝

嶋　田　輝　男

神　木　哲　男

田　端　泰　子

百　橋　明　穂

町　田　　　童

松　平　　　進

神戸市婦人EB体協議会名誉会長

神戸市P T A協議会広報専門委員長

神戸労働者福祉協議会副会長

神戸大学副学長

京都橘女子大学教授

神戸大学文学部教授

奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部長

甲南女子大学文学部教授

森　田　恒　之　　Eg立民族学博物館教授
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(社会教育)
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＼　･　~＼

(　　　)

(学識経験)
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組織･職員

平成9年度

組　織

名誉館長

副館長兼
事務局長

副館長

馴引馴馴

職　員

名誉館長　宮　崎　辰　雄

副館長兼
事務局長

藤　村　邦　夫

副館長　崎　山　昌　贋

管理課

管理課長

管理係長

事務職員

彦雄健夫勝菊　　時島本中津中　川山宮

郎夫..追脇江洲船長長課係

課芸務芸学事学

管理課 管理係

｢T I
業　　　　　　　　芸

｢工
芸学

職員の異動

9, 3. 31書　谷　美　宣(学芸課)退職

9. 4. 1三　輪　　　忠(副館長)転出

9. 4. 1前　田　和　宏(学芸課)転出

9. 4. 17　小　林　幹　男(管理課)転出
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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

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

博物館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

和次佳明春　　善真玲典唯勝桂一田辺田田　　原村屋井盛好浮田　田

木　　　　　　　　　　　　　　　野

鍬磯前国岡塚中間田勝三成前小事事員員長員駐犯讐云〝〝讐云"〝〝〝〝〝指指事学　　　　学学 良(近代美術)

雄(歴　　史)

世

子(文化人類)

正(美　　術)

晃(　　)

刺(考　　古)

- (歴　　史)

子(　〝　)

千(　〝　)

義(地　　理)

嗣(美　　術)

久(考　　古)

辛(地　　理)

1藤　村　邦　夫(副館長)保健福祉局より転入

1洲　脇　一　郎(学芸課)兵庫区役所より転入

1小野田　一　幸(学芸課)採用

17　前　田　佳　久(学芸課)文化財課より転入

17　山　中　　　健(管理課)学芸課より転入
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