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8. 1. 17　再開
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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　永遠なる敦煙｣開催

4　　　三翰忠副館長兼事務局長退任､藤村邦夫副館長兼事務局長就任

5-7　第57回特別展｢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59回特別展｢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
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5-6　第62回特別展｢MOA美術館名品展｣開催

7-8　第63回特別展｢夏休み子ども博物館　コメはじめ物語｣開催

9　　　博物館建物(旧横浜正金銀行神戸支店)が登録文化財になる

9-11第64回特別展｢有馬の名宝｣開催

ll. 1-3　第65回特別展｢唐の女帝･則夫武后とその時代展｣開催

6-8　第66回特別展｢オルセー美術館展1999｣開催

9-10　第67回特別展　居留地返還100周年記念｢神戸･横浜"開化物語''｣展開催

10-12　第68回特別展｢大英博物館　古代エジプト展｣開催　開館以来の来館者数が400万

人突破

12. 1-2　第69回特別展｢源平物語絵セレクション｣展開催

2　　　宮崎辰雄名誉館長逝去(2月22日)

3-4　第70回特別展｢絵図と風景｣展開催

11年度　年間来館者数過去最高の925,945人を記録する

4　　　藤村邦夫副館長兼事務局長退任､神内良彦副館長兼事務局長就任

4-5　第71回特別展　文化財保護法∽年記念｢海の考古学｣開催

7-9　第72回特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん･ガラス｣開催

8　　　笹山幸俊神戸市長が名誉館長に就任

10-11第73回特別展｢平戸･松浦家名宝展｣開催

13. 2-3　第74回特別展｢大古墳展｣開催

4-5　第75匡Ⅰ特別展｢古伊万里のすべて｣開催

6-7　第76回特別展｢北京･故宮博物院　黄金の至宝展｣開催

7-9　第77回特別展｢川西英の新･旧『神戸百景』｣展開催

9-10　第78回特別展｢異国絵の冒険｣開催

11-1第79固特別展｢古代ローマの輝き　世界遺産　ポンペイ展｣開催
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事業概要

平成13年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第18号を発行いたします｡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､人文系の博物館として1982(昭和57)年11月に開館しました｡博物館の建物は､

建築家･桜井小太郎が旧外国人居留地に設計し､ 1935 (昭和10)年に建てられた旧横浜正金銀行神戸

支店を増改築したものです(平成10年度登録文化財)｡

開館以来､当館は常設展をはじめ､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

を企画してまいりました｡ 1995 (平成7)年1月17日の阪神･淡路大震災では､建物などに被害を受

けて一年間の休館を余儀なくされましたが､平成8年度以降は従前通りの活動をおこなってきました｡

平成13年度は､特別展として｢古伊万里のすべて｣ ･ ｢北京･放言博物院　黄金の至宝展｣ ･ ｢川

西英の新･旧『神戸百割｣ ･ ｢異国絵の冒険｣ ･ ｢古代ローマの輝き　世界遺産　ポンペイ展｣の

五展覧会を開催いたしました｡また､南蛮紅毛美術企画展として｢南蛮美術名品展｣ ･ ｢江戸時代の

中国趣味｣を､古地Bl企画展として｢古地図と版元｣ ･ ｢世界図の歴史｣､ギャラリーでは｢神戸ゆ

かりの芸術家たちI｣ ･ ｢文化遺産としてのモダニズム建築｣ ･ ｢神戸の風景版画｣ ･ ｢神戸ゆかり

の芸術家たちⅡ｣ ･ ｢神戸の書展｣を開催しましたo

普及事業としては夏休み土器づくり教室､博物館たんけん隊､こうべ歴史たんけん隊､ミュージア

ム講座､ジュニア･ミュージアム講座､講座博物館を楽しむ｢日中文化交流をさぐる｣を昨年度に引

き続き開催しました｡そのほか､共催事業も開催いたしております｡さらに本年度は初めての協賛事

業として､ ｢クロモリット｣と｢KOBEで結婚式｣を博物館を会場として行かゝました｡

刊行物としては､特別展Bl録･館蔵品日録･研究紀要･年報･博物館だよりを発行していますo

平成13年度の開館日数は285日､うち特別展は198日｡入館者総数は236,862人でしたo入館者の内

訳は､常設展11,924人､特別展221,465人､普及事業参加者3,473人です｡

また､学校団体の来館は160校でしたoトライやるウイークも5校16人が研垂削二励みました｡博物

館実習は､計45人を3班に分けて各5 El間行か-ました｡一方､館外貸出は32件258点､特別利用は1,008

件3,462点でした｡

指定文化財は､国宝1件21点､重要文化財(付属指定を含む) 7件76点､重要美術品2件12点で､

昨年度と変更はありませんD

この年報により､平成13年度の当館の事業の概要を知っていただけると幸いに存じます｡
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1.特別展示

(1)第75回特別展

古伊万里のすべて

･内　　容/

伊万里とは有田を中心とする肥前(佐賀･長崎県の旧国名)一帯で焼かれた磁器の総称です｡伊

万里の港から積み出されたことから消費地でそう呼ばれるようになり､すでに江戸時代前期には､

用いられていましたo現在､江戸時代に製作された伊万里焼を広く古伊万里と呼ぶようになってい

ます｡

日本における磁器生産は､ 1610年代頃､有田周辺で始まりましたoはじめは､朝鮮系の技術でつ

くられていましたが､ 1640-50年代に技術革新がなされ､中国磁器を手本とした製法､体制が確立

し､肥前の主要産業に成長していきます｡ 1640年代には色絵を施した磁器が製作されるようになり

ます0 1653年以降､海外向け製品の注文を受けるようになり､ 1684年頃をピークとして18世紀初頭

まで､染付磁器だけでなく柿右衛門様式や､染付と色絵を併用した豪華な金欄手の磁器が製作され､

オランダ束インド会社の手で東南アジアやイスラム地域･ヨーロッパに向けて輸出されました｡も

ちろん､国内向けにも多様な作例が製作され､そこに当時の人々の暮らしの美が反映されましたo

この展覧会は､歴史､様式の展開､デザインの変遷､外国製陶磁器への影響､江戸時代の暮らし

の中での使われ方､年代判断の目安など､様々な視点から古伊万里へのアプローチを試み､その魅

力と美を再発見しようとするものでした｡佐賀県･有田町の九州陶磁文化館のコレクションを中心

に､当館や日本各地の所蔵家の初公開作品も含め､ 194件(274点)を展示しましたo古伊万里入門

の決定版の展覧会と言えるものでした｡

･会　　期/平成13年(2001) 4月14日(土) ～5月20日(日)

･会　　　場/特別展示室1 ､南蛮美術館室

･主　　　催/神戸市立博物館､神戸新聞社

･後　　援/文化庁､佐賀県､有田町､サンテレビジョン､ AM神戸

･監　　　修/佐賀県立九州陶磁文化館

･入　館　料/ (当日･一般)800円

･開催日数/32日

･入館者数/20,588人

･出品点数/194件274点

･記念講演会/会場　当館地階講堂　午後2時～

4月14日(土) ｢古伊万里入門｣給田由紀夫氏(佐賀県教育庁文化課主査)

5月5日(土) ｢古伊万里の中の日本と西洋｣岡　寮正(当館学芸課主査･学芸員)

5月12日(土)スライドレクチャー｢兵庫津出土の古伊万里｣藤井太郎(当館学芸員)

･本展は､福岡三越ギャラリー､三越日本橋本店､ひろしま美術館(当地で芸予地震にあう)､そし

て神戸で開催､その後､香川県歴史博物館に巡回した｡
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出品リスト

作品名　　　　　　産地/作者　　年代　　　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　　　所蔵

1.初期伊万里

1　染付唐花文大皿　　　　　　有EE1

2　染付松竹梅文瓶　　　　　　有EEl

3　染付草花文瓶　　　　　　　有田

4　染付梅松文瓶　　　　　　　有田

5　染付松竹梅文手付水注　　　有田

6　染付山水文胴締水指　　　　有田

7　染付牛人物文水指　　　　　有田

8　染付葡萄文大皿　　　　　　有田

9　染付唐獅子文大皿　　　　　有田

10　瑠璃軸陰乳魚文大皿　　　　有EE1

11染付吹墨山羊文皿　　　　　有EE1

12　染付吹墨月兎文皿　　　　　有田

13　染付兎網目文皿　　　　　　有田

14　染付木賊文皿　　　　　　　有EE1

15　染付蓬莱山文皿　　　　　　有田

16　染付松竹文輪花小鉢　　　　有田

17　染付錬袖山水文菱形小鉢　　有田

18　白磁鏑文猪口　　　　　　　有田

19　青磁象故鶴文香炉　　　　　有田

20　青磁染付鷺文香合　　　　　有田

21瑠璃和雄形香合　　　　　　有田

22　色絵孔雀形香合　　　　　　有田

23　染付辰砂粕鶴形香合　　　　有田

24　鋳絵菊花文皿　　　　　　　有田

25　鋳瑠璃粕華烏風月字文瓶　　有田

26　白磁粕彩貼花梅松文壷　　　有田

27　染付輪繋菊花文皿　　　　　有田

28　染付椋澗丸文葉形皿　　　　有田

29　染付山水唐草文輪花大皿　　有田

2.初期色絵

30　色絵撫子鳥文輪花大皿　　　有田

1610-30年代　　　　口径37.0　高さ10 0　底径10.6

1620-30年代　　　　口径4.5　高さ26.8　底径12 1

1620-40年代　　　　口径5.2　高さ24.6　底径10 3

1630-40年代　　　　H径5.2　高さ22.3　底径6 8

1630-40年代　　　　口径3.7　高さ19.8　底径7.3

1610-30年代　　　　口径12 0　高さ17.2　底径9.7

1610-30年代　　　　口径9 8　高さ16.9　底径9.7

1630-40年代　　　　口径36.8　高さ9 2　底径10.7

1630-40年代　　　　口径45.7　高さ13 3　底径12.2

1630-40年代　　　　口径25.2　高さ4.2　底径8.2

1610-30年代　　　　口径17.1高さ2.5　底径5.8

1630-40年　　　　　口径20.0　高さ3.6　底径6 4

1630-40年　　　　　口径15.7　高さ2.8　底径7 2

1630-40年代　　　　口径19.5　高さ3.6　底径6.6

1630-40年　　　　　口径23.5　高さ3.0　底径8.3

1630-40年代　　　　口径10.7　高さ7.7　底径4.6

1630-50年代　　　　口径10.0×8.8　高さ8.4

底径9.4×9.2

1620-40年代　　　　口径8.6　高さ8.5　底径5.2

1630-40年代　　　　口径3.4　高さ4 2　底径3.6

1630-40年代　　　　径6.4×5.3　高さ2.6

1630-40年代　　　　径3∴×2.9　高さ7.1

底径3.4×3.3

1640-50年代　　　　径5.5×3.8　高さ8.6

底径3.6×2.8

1630-40年代　　　　径3.4×3.2　高さ6 8

1630-40年代　　　　口径17.3　高さ5.5　底径6.5

1630-50年代　　　　口径2.4　高さ20.1底径7.9

1630-40年代　　　　口径7.6　高さ11.5　底径8.5

1640年代　　　　　　口径20.7　高さ3.4　底径10.1

1640-50年代　　　　口径16.0×13.5　高さ3 7

底径9. 9×8.4

1640-50年代　　　　口径40.9　高さ8.8　底径22.2

1640-50年代　　　　口径30.5　高さ8.2　底径18 6
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佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

岩尾封一山窯所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

青慈庵コレクション

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

青堪庵コレクション

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

青魅庵コレクション

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

青稜庵コレクション

個人蔵

個人蔵

今右衛門古陶磁美術館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

育種庵コレクション

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

岩尾封一山窯所蔵

青桂庵コレクション

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)



作品名　　　　　　産地/作者　　年代　　　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　　　所蔵

31色絵網目文瓢形瓶　　　　　有田

32　色絵菊鳥文輸花皿　　　　　有田

33　色絵竹虎文大皿　　　　　　有田

34　色絵菊唐草文大皿　　　　　有田

35　色絵窓絵盆栽文皿　　　　　有田

36　色絵鶴丸形瓶　　　　　　　有田

37　色絵如意頭文稜花形香炉　　有田

38　色絵桐鳳風文茶人　　　　　有田

39　薄瑠璃色絵山水文角香炉　　有田

40　瑠璃粕金銀彩山水文角香炉　有田

41辰砂粕金銀彩竹文輸花皿　　有田

42　瑠璃粕鷺文富士山形皿　　　有田

43　色絵陽刻椿文変形皿　　　　有EEl

3.初期伊万里からの脱皮

44　染付魚文皿　　　　　　　有E]

45　染付鹿寿老人文大瓶　　　　有田

46　染付山水文茶寛形瓶　　　　有田

47　染付山水捻文大皿　　　　　有田

48　染付鶴文輪花皿　　　　　　有田

49　染付芙蓉手花鳥文大皿　　　有田

50　染付芙蓉手草花文大皿　　　有田

51青磁龍獅子文角大皿　　　　有田

52　染付大根文皿　　　　　　　有田

53　染付陽刻文兎形皿　　　　　有EEl

54　染付桜花渡文長九皿　　　　有EE]

55　染付陽刻字文変形小皿　　　有田

56　染付陽刻文煤形皿　　　　　有田

1640年代　　　　　　口径2.9　高さ28.2　底径8.8

1640-50年代　　　　口径20.2　高さ3.0　底径13.5

1650-60年代　　　　口径31.5　高さ7.2　底径16.5

1650-60年代　　　　口径32 4　高さ15.4　底径6.5

1650-60年代　　　　口径19.3　高さ4.6　底径7.4

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

個人蔵

源右衛門窯古伊万里資料館所蔵

1650-60年代　　　　径16.0　高さ21.4　底径8.7×7.6　　神戸市立博物館所蔵

1650-00年代　　　口径5.1×4.4　高さ5.0　底径5.2　　佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

(柴田夫妻コレクション)

1640-50年代　　　　口径3.3　高さ6.7　底径3.4

1640-50年代　　　　口径5.9×5.8　高さ7.0

底径5.3×5. 1

1650-60年代　　　　口径3.8×3.5　高さ6.1

底径5.3×5.2

1650-60年代　　　　口径14.7　高さ2.3　底径8.4

1650-70年代　　　　口径18.7×9.3　高さ3.1

底径12.0×4.4

1650-70年代　　　　口径15.2×12.3　高さ3.1

底径8.5×6.3

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EB夫妻コレクション)

1650-60年代　　　口径21.1高さ2.0　底径12.5　　　個人蔵

1650-60年代　　　口径7 0　高さ40.3　底径12.7　　　個人歳

1650-60年代　　　口径4,1高さ34.0　底径9.6　　　個人蔵

1650-60年代　　　口径38,3　高さ8.3　底径6.8　　　個人蔵

1650-60年代　　　　口径28.1高さ4 9　底径17.0　　　個人蔵

1650-60年代　　　　口径54.1高さ14.0　底径21.5　　　個人蔵

1650-60年代　　　口径54.0　高さ13.5　底径22.3　　　佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

1650-60年代　　　　口径36.0×36.0　高さ8.3

底径19.6

1660-80年代　　　　口径21.0　高さ3.6　底径13.2

1660-80年代　　　　口径15.0　高さ2.5　底径7.1

1660-80年代　　　　口径16 2×13.0　高さ3.2

底径10. 1×7.2

1660-70年代　　　　口径10.5×7.9　高さ2.4

底径7.2×4.0

1670-17Ⅸ)年代　　　口径13. 5×9,8　高さ2.5

底径8.2×5.0

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化飴所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

4.色絵の展開

57色絵孔雀花文大皿　　舶　1650-60年代　口径32･8高さ7･1底径13･7　竿藁雷芙墓望讐警野蔵

58色絵金彩花鳥文合子　榊　1650-60年代　　口径22･7高さ10･6底径10･1篭雷芙墓Jlil管警讐㌘蔵

59　色絵沢濁梅花文瓶　　　　有田　　1650-60年代　　　口径3,6　高さ27.6　底径10,0　　　佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

60　色絵牡丹文壷　　　　　　有田　　　1660-70年代　　　口径12 6　高さ27.9　底径11.5　　個人蔵

61色絵楼閣山水文瓶　　　　有EEl　　1660-80年代　　　口径3 3　高さ23.1底径9 4　　　個人蔵
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作品名　　　　　　産地/作者　　年代　　　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　　　所蔵

62　色絵岩牡丹文瓶　　　　　　有田

63　色絵桜花文瓢形瓶　　　　　有田

64　錬粕色絵水仙文皿　　　　　有田

5.染付の完成

65　染付蜘妹巣文八角皿　　　　有EEl

66　染付鵡偽沢清文輪花皿　　　有E]

67　染付松虫文折線角皿　　　　有田

68　染付乗草丈皿　　　　　　　有田

69　青磁染付鳥文葉形大皿　　　有田

70　青磁染付菊文倫花皿　　　　有EEl

71染付菊鳥文蓋付壷　　　　　有田

72　染付若松文皿　　　　　　　有EEl

73　染付海老文輪花皿　　　　　有EEl

74　染付鮎文輸花皿　　　　　　有田

75　染付竹鶴文扇形蓋物　　　　有田

76　染付獅子唐草文八角皿　　　有田

6.色絵の完成と柿右衛門様式

77　色絵唐草文菊花形皿　　　　有田

78　色絵菊牡丹文角瓶　　　　　有田

79　色絵花鳥文角壷　　　　　　有田

80　色絵花鳥文六角垂　　　　　有田

81色絵獅子牡丹文十角皿　　　有田

82　色絵花鳥文菊花形皿　　　　有田

83　色絵扇葡萄文婦人像　　　　有田

7.染付と白磁の展開

84　染付瑠璃軸花鳥文輪花大鉢　有田

85　染付波貝千鳥文水指　　　　有田

86　染付龍鳳風文釣鐘形水指　　有田

87　染付梅竹龍文釣鐘形被香炉　有田

88　白磁雪輪形三足皿　　　　　有田

89　白磁紅葉流水文輪繋鉢　　　有田

90　染付唐花文翰繋鉢　　　　　有田

91染付梅鳥文菊花形小皿　　　有田

1660-80年代　　　　口径3.4　高さ19.0　底径6.8

1650-70年代　　　　口径2.7　高さ26.3　底径8.1

1660-80年代　　　　口径21.0　高さ3,3　底径13 0

1673-81年　　　　　口径21.1高さ3.8　底径15.0

1660-70年代　　　　口径21.8　高さ2.9　底径14.5

1660-70年代　　　　口径18.6×15.9　高さ4.2

底径12. 1×9.5

1670-80年代　　　　口径15.4　高さ3,3　底径9.7

1660-80年代　　　　口径30.8　高さ7. 7

底径17.2×17.2

1670-80年代　　　　口径29.4　高さ8.8　底径16.0

1660-80年代　　　　口径10.5　高さ26.5　底径9.8

1670-80年代　　　　口径18.7　高さ2.4　底径14.0

1670-80年代　　　　口径18.3　高さ2.8　底径12.5

1670-90年代　　　　口径28.1高さ5.0　底径17.6

1670-90年代　　　　口径23.3×16.0　高さ8.0

底径17.0×12.0

1670-90年代　　　　口径18.0　高さ3.0　底径11.5

1670-90年代　　　　口径16.1高さ3.4　底径9.4

1670-90年代　　　　口径5.4　高さ28.7

底径11.0×10.9

1670-90年代　　　　口径9.4　高さ34.7

底径12.8×12.5

1670-90年代　　　　口径11.0　高さ31.3　底径13 2

1670-90年代　　　　口径24.1高さ4.1底径15 4

1670-90年代　　　　口径24.0　高さ6.9　底径13.8

1670-90年代　　　　高さ38 9　底径11.2×10.5

1680-1700年代　　　口径36.7　高さ14,8　底径18.0

1880-1700年代　　　口径11.4　高さ16,2　底径11.6

1670-90年代　　　　口径9.5　高さ21,0　底径20.5

1670-90年代　　　　高さ26.5　底径21.7

1670-90年代　　　　口径14.9　高さ4.1底径9.6

1670-90年代　　　　口径25 5　高さ8.5　底径13.5

1680-90年代　　　　口径25 4　高さ8.8　底径12.7

1690-1720年代　　　口径9.0×4.9　高さ2.0

底径4.9×2.5
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個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化銘所蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEl夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEl夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEl夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化銀所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)



作品名　　　　　　産地/作者　　年代　　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　　所蔵

92　染付雪輪唐草文波線小皿　　有田

8.古伊万里様式の展開

93　色絵花文台付花瓶　　　　　有田

94　色絵布袋童子文香炉　　　　有田

95　色絵柘相牡丹文輪形水注　　有田

96　鍍粕色絵芥子文案形蓋物　　有EE1

97　瑠璃粕白磁花文蓋付鉢　　　有田

98　染付牡丹菊文蓋付壷　　　　有田

99　色絵鳳風花門八角大壷　　　有田

広口八角大瓶

1㈲　色絵花篭婦人文大皿　　　　有田

101色絵幌幕人物文大皿　　　　有田

(一対)

102　色絵扇面桜花文花傘婦人像　有EE1

103　色絵菊前文婦人像　　　　　有田

lDl　色絵菊前文婦人像　　　　有田

105　色絵七宝文男像　　　　　　有田

畑　色絵菖蒲文傘持婦人像　　　有田

107　色絵菊花流水文婦人像　　　有田

108　色絵松葉流水文扇持男像　　有EE1

109　染付雪輪唐草文段重瓶　　　有田

110　色絵桜梅竹文六角瓶　　　有EE1

111色絵菊文角瓶　　　　　　有田

112　色絵梅鴬文角瓶　　　　　　有田

113　色絵豚置物　　　　　　　有EE1

114　色絵犬置物　　　　　　　有田

115　色絵唐花文朝顔形鉢　　　有田

116　色絵菊花地文菊花形鉢　　　有田

117　色絵赤玉雲龍文鉢　　　　有田

118　色絵弓浜文変形皿　　　　有EEl

1690-1720年代　　　口径9.4×4.8　高さ1.5

底径6.5×3.3

1690-1730年代　　　口径7,2　高さ28.1底径15.2

1690-1720年代　　　高さ26.2　底径17 5

1700-30年代　　　　高さ25.9　底径15.0×9 3

1680-1700年代　　　口径18.5×16.5　高さ9.0

1700-40年代　　　　口径19.0　高さ19.5　底径10.0

1670-90年代　　　口径14.5　高さ46.0　底径15.5

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(江口茂氏贈)

今右衛門古陶磁美術館所蔵

個人蔵

個人蔵

1690-1730年代　　壷:口径22.0　高さ89.5　底径19.8　個人蔵

瓶:口径29.5　高さ61.8　底径14.0

1690-1730年代　　口径37.0　高さ7,4　底径17.3　　　個人蔵

1690-1730年代　　　口径40.0　高さ7.0　底径22.9

1700-50年代　　　　高さ30.5　底径10.5×8.6

1700-50年代　　　　高さ44.5　底径12.9×13.5

1700-50年代　　　　高さ36.0　底径13.ユ×13,0

1700-50年代　　　　高さ36.5　底径12.7×11.7

1700-50年代　　　　高さ26.1底径10.1×9.0

1700-50年代　　　　高さ61,5　底径19.5×18.5

1700-50年代　　　　高さ64.3　底径20.3×19.0

1680-1720年代　　　口径3.1高さ25.0　底径12.5

1700-30年代　　　口径3.9　高さ33.5　底径16.0

1690-1730年代　　　口径4.2　高さ25,0

底径10.6×10. 5

1700-30年代　　　口径2.4　高さ20.5　底径8.4×8.2

1690-1730年代　　　口径45.0×11.7　高さ26.2

底径24.0×11.0

1690-1730年代　　　右:高さ40. 1底径22.3×9.4

左:高さ41.2　底径18.5×9.5

1690-1710年代　　　口径21.1高さ8.8　底径9.1

1690-1710年代　　　口径29.2　高さ10.8　底径15.2

1690-1710年代　　口径26.0　高さ10.3　底径11.7

1690-1730年代　　　口径29.7×19.5　高さ4.7

底径21.6×12.7

9.蕎麦猪口の変遷

119　色絵松竹梅文猪口　　　　有田　　1750-80年代　　　口径6 9　高さ5･2　底径3･5

120　染付菊花唐草文猪口　　　有田　　1700-30年代　　　口径7･3　高さ5 2　底径4･3

121染付藤草花文猪口　　　　有田　　1700-40年代　　　口径6･8　高さ6･4　底径4･9

122　毅付氷裂文猪口　　　　　肥前　　1720-60年代　　　口径7.5　高さ5･6　底径4･3

-ll-

個人歳

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEl夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島則子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島則子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島別子氏贈)



作品名　　　　　　産地/作者　　　年代　　　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　　　　所蔵

123　色絵菊雲文猪口

124　染付唐草文猪口

125　染付革文猪口

126　染付牡丹竹文猪口

127　染付雲龍文猪口

128　染付稲東銀文猪口

129　染付格子目文猪口

有田　　　1740～80年代

肥前　　　1770- 1800年代

肥前　　　1780-1810年代

肥前　　　1780-1810年代

肥前　　　1790 - 1820年代

月巴前　　　1800- 30年代

肥前　　　1820 - 60年代

10.江戸の暮らしとやきもの

130　染付桜花散文碗

131染付唐草散文碗

132　色絵棒文油壷

133　色絵龍宝文段重

134　色絵巻軸文段童

135　染付竹雀文輪花皿

136　染付寿字唐草文盃洗

有EEl　　　1680- 1720年代

有EEl　　　1690 - 1740年代

有B]　　1740 -80年代

有田　　　1780 - 1820年代

有田　　　1780- 1820年代

有田　　　1820-60年代

有田　　　1810-50年代

口径8.4　高さ6.3　底径64

口径8.0　高さ6.3　底径5.9

口径8.5　高さ6.8　底径6.2

口径8.3　高さ6.5　底径5.1

口径7.6　高さ65　底径6.2

口径7.9　高さ6,6　底径5.9

口径7.0　高さ5.6　底径5.0

口径15.0　高さ5.9　底径4.7

口径14.8　高さ5.9　底径5.0

口径2.2　高さ7.5　底径6.0

口径7.0　高さ98　底径4.5

口径7.1高さ11.0　底径4.7

口径15.9　高さ2,5　底径9.5

口径15.1高さ11 5　底径8.3

137　染付窓絵山水亀甲文波線皿　有田　　　1820-60年代　　　　口径24.3　高さ7.5　底径11.3

138　染付山水城郭文楕円皿　　　有田　　　1800-40年代　　　　口径28.0×20.7　高さ2.7

底径26.9×19.6

139　染付区割鷺花文輪花小鉢　　有田　　　1800-40年代

参考図版1

集女八景　洞庭秋月
参考図版2

東海道五十三図会　神奈川
参考図版3

東海道五十三図会　荒井
参考図版4

なげふし
参考図版5

江戸名所百人美女　小梅
参考図版6

江戸名所百人美女　呉服ばし

歌川国貞　　文化8年-天保末頃
(1811 - 1844年頃)

歌川広重　　嘉永頃
(1848- 1854年頃)

歌川広重　　嘉永頃

(1848- 1854年頃)

歌川国貞　　文化･文政期
(1804- 1830*)

歌川豊国　　安政5年2月

( 1858年)

歌川豊国　　安政4年12月

( 1857年)

ll.江戸後期の意匠

140　色絵捻剖草花文輪花皿　　　有EE1　　1750-90年代

口径8.7　高さ6.5　底径4.0

縦38. 1×横26.5

縦37 6×横25.0

縦36.5×横24.9

縦38.6×横26,0

縦37. 3×横25. 7

縦37.5×横25.5

口径17.1高さ30　底径10.5

141色絵帆船阿蘭陀人文蓋付碗　有田　　　1780-1800年代　　　口径12 8　高さ7.0　底径5.9

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島別子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化飴所蔵
(鍋島則子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島則子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島則子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島則子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島別子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島別子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

個人蔵

太田記念美術館所蔵

太田記念美術館所蔵

太田記念美術館所蔵

太EEl記念美術館所蔵

太田記念美術館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

神戸市立博物館所蔵

142　色絵阿蘭陀人文八角皿　　有田　　　1790-1800年代　　　口径30.3　高さ5.4　底径18.9　　　神戸市立博物館所蔵

143　染付阿蘭陀人文八角鉢　　　有田　　　1800-40年代

144　染付阿南陀人文六角小鉢　　有田　　　1800-40年代

145　染付茄子散文八角皿　　　　有田　　　1800-40年代

146　染付鈴虫文葉形小皿　　　有田　　　1810-40年代

147　染付蒸気船日本地図文大皿　有田　　　1830-40年代

口径20.2　高さ10.3　底径10.7

口径8,8　高さ6.9　底径48

口径15.8　高さ3.6　底径9.8

口径9.0×8.8　高さ1.9

底径4.3×4.2

口径48.3　高さ7.0

12-

神戸市立博物館所蔵

神戸市立博物館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

神戸市立博物館所蔵



作品名　　　　　　　産地/作者　　　年代　　　　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　　　　所蔵

148　染付鶴富士山文大皿　　　　有EE1

149　染付五十三次文大皿　　　　有田

12.古伊万里入門

1幻　染付唐人観月文皿　　　　　有田

151色絵唐人観月文皿　　　　　有田

152　染付採相島文角皿　　　　　有田

153　染付花鳥文角皿　　　　　　有EE1

154　染付吹墨牡丹文大皿　　　　有Ef1

155　典付牡丹唐草文菊花形皿　　有田

捕　染付山水桐文大皿　　　　　有田

157　色絵桐並文角皿　　　　　　有田

(｢承応二歳｣銘)

158　染付五弁花暦草丈皿　　　　有田

159　染付唐草文相首瓶　　　　　有EEI

160　染付唐草文相首瓶　　　　　宥EB

161染付鳳鳳牡丹唐草文酒注　　有田

162　染付牡丹唐草文酒注　　　　有田

163　典付唐草文角瓶　　　　　　有田

1糾　色絵石楠花跡燭文皿　　　　鍋島藩窯

165　染付三方唐花文皿　　　　　鍋島藩窯

166　色絵梅文輸花皿　　　　　　中Bl.

景徳鎮窯

167　色絵梅唐草文輪花皿　　　　有田

168　染付仙人文鉢　　　　　　　中国･

景徳鎮窯

169　染付仙人文鉢　　　　　　　有田

170　色絵花文大皿　　　　　　　中国･

景徳鎮窯
171色絵花篭文八角皿　　　　　トイツ･

マイセン来

172　色絵梅菊文菊花形皿　　　　イギリス･

ウ-スター窯

173　染付牡丹菊文髭皿　　　　　有EEl

174　五彩花篭文髭皿　　　　　　オランダ･

デルフト窯

175　色絵桐鳳風文婦人像　　　　有田

176　色絵花文婦人像　　　　　　フランス

13.現代に生かす古伊万里の美

177　白磁陽刻桜花筏文菱形皿　　有田

178　白磁陽刻牡丹文猪口　　　　有田

1820- 50年代

1820 - 60年代

1640 - 50年代

1640 - 50年代

1640 - 50年代

1640 - 50年代

1700 - 40年代

1700 - 30年代

1690- 1710年代

1653年(承応二歳)

1690 - 1720年代

1690 - 1720年代

1780- 1820年代

1670-90年代

1 740 - 60年代

1800-50年代

1690- 1730年代

1690- 1730年代

1610-40年代

1650 - 60年代

1630 - 60年代

1650 - 70年代

1 700 - 40年代

1730-50年代

1740-90年代

1700-30年代

1 700 - 40年代

1700 - 50年代

1800 - 1900年代

1670-80年代

1640 - 70年代

口径49.0　高さ58　底径25.5

口径78.5　高さ128　底径41.5

口径22.5　高さ3.4　底径15.2

口径19.4　高さ3.1底径15.4

口径14.0×12.6　高さ2.6　底径8.8

口径13.7×12.4　高さ2.8

底径8.2×7.0

口径31.9　高さ5.2　底径180

口径15.3×11.9　高さ4.7

底径9.6×6.8

口径35.7　高さ6.5　底径21.1

口径13.7×13.6　高さ2.9

底径7.5×7.4

口径20.3　高さ3.0　底径13.4

口径1.6　高さ22.6　底径5,8

口径2.4　高さ26.5　底径7.1

口径10,0　高さ15.0　底径95

口径12.0　高さ18.0　底径10.0

口径1.9　高さ20.3　底径9,9×9.5

口径20.3　高さ6.1底径10.8

口径20.1高さ5.2　底径10.9

口径19.9　高さ3.5　底径14.7

口径20.9　高さ2.4　底径14.5

口径22.0　高さ9.6　底径87

口径23.5　高さ11.2　底径9.7

口径32.3　高さ4.7　底径17,8

口径23.4　高さ2.9　底径13.1

口径25.6　高さ6 7　底径15.4

口径28.0　高さ6.1底径13.4

口径26.5　高さ6.6　底径9.7

高さ46.7　底径16.0×14.4

高さ46.8　底径16.7×14 8

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県五九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶戚友文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(鍋島則子氏贈)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶夜友文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵

個人蔵

個人蔵

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)
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作品名　　　　　　　産地/作者　　　年代　　　　　　　　　　　　寸法　　　　　　　　　　　　　　所蔵

179　白磁蓋付碗　　　　　　　　有田　　　1730-60年代

1朗　色絵桜花並文猪口　　　　　有田　　　1690-1720年代

181色絵桜婦人文水注　　　　　有田　　　1700-40年代

182　白磁陽刻如意頭文倫花鉢　　有田　　　1680-1740年代

183　染付牡丹花弁文輪花血　　　有田　　　1660-70年代

184　染付花唐草文皿　　　　　　有田　　　1680-90年代

185　染付岩花文調味科人揃物　　有田　　　1670-1700年代

186　白磁銀杏葉形小皿　　　　　有田　　　1670-90年代

187　染付波兎文変形皿　　　　　有田　　　1650-70年代

188　瑠璃粕陽刻唐草文猪口　　　有EE]　　1650-70年代

189　色絵析枝菊文花形猪口　　　有EEl　　　1650-70年代

190　染付草花文小鉢　　　　　　有田　　　1740-60年代

191染付柴垣梅文兎紐蓋付角鉢　有田　　　1690-1700年代

192　色絵松竹梅山水文輪花皿　　有田　　　1740-60年代

193　色絵色紙山水文皿　　　　　有田　　　1650-60年代

194　染付窓絵桧竹梅文豊付碗　　有田　　　1740-70年代

195　染付竹文九形段重　　　　　有田　　　1770-1810年代

B2ポスター
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佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEi夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶虚妄文化館所蔵
(柴EEl夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEl夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEI夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴EEl夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵
(柴田夫妻コレクション)



(2)第76匝l特別展

北京･故宮博物院　黄金の至宝展

･内　　容/

中華人民共和国の首都北京｡その中心に位置する紫禁城は明･清二代にわたる王朝の皇宮でし

た｡そこには､宮殿や役所､内裏として使われた大小さまざまな建築群が立ち並び､今日それらの

建築群を総称して故宮博物院と呼んでいます｡

故官には商･周時代の古銅器から書画､工芸､彫刻､書籍など明･清の皇帝が集めた膨大な数の

美術品が収蔵されており､世界有数の博物館としてもよく知られています｡

この展覧会は､故宮博物院が所蔵する貴重な文物の中から清王朝の華麗な宮廷生活を妨沸させる

金や銀､玉をあしらった豪華な調度品や服飾品をはじめ､歴代王朝下で､中国の工芸技術の粋を集

めて制作された美術工芸品118件約170点を厳選して紹介するものでした｡

･会　期/平成13年(2001) 6月2日(土) ～7月8日(日)

･会　　場/特別展示室1 ､南蛮美術館室､特別展示室2

･主　　催/神戸市立博物館､神戸新聞社

･後　援/兵庫県､兵庫県教育委貞会､神戸市､神戸市教育委員会､

サンテレビジョン､ AM神戸､ NHK神戸放送局

･協　　力/日本航空

･入館料/ (当日･一般) 1000円

･開催日数/32日

･入館者数/50, 809人

･出品点数/118件170点

･本展は､岡山県立美術館､岐阜市歴史博物館､佐賀県立美術館､愛媛県美術館(当地で芸予地震に

あう)､そして神戸で開催､その後､浜松市美術館､島根県立美術館に巡回した｡

B2ポスター
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図　　録



北宮古女官博物院

一般 ���ﾉ�b�小中や 

当日 ��ﾃ���冷�700円 做(冷�

由 塔S�冷�600円 �3��冷�

rJltt 都S�冷�550円 �ﾄ�ﾃ��

嬢団体はSO名臥上
等65銑鉄ヒで紳J=伸すこやか手簡弗夢の方はyA,I(-料金(5OfJR)

●前売券発売所
チケットぴあ､神戸市総合インフォメーションセンター

大丸神戸店､三宮ビブレMYCAL2 1

阪急三宮プレイガイド､当館券売所など
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神戸市畢博物瀧
千 650- 0034神戸市中央区京町24番地

TEL.078-39ト0035　FAX.078-392-7054

テレホンサービス(078) 332-7810

当館で開催中の展覧会に関する情報をお伝えしていますo



出品リスト

図版番号　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　　　　　サイス

1.玉座の景観

1　　紅彫漆欣玉石荷花犀風

2　　　紅彫漆親玉官扇　一対

3-1紅彫漆欣玉石荷花宝庫

3-2　紅彫漆脚踏

3-3　地畿

4　　　紅彫漆香机　一対

5　　　碧玉太平有象　一対

清代･乾隆年間　　高217cm　横314cm

清代

晴代

晴代

清代

晴代

晴代

6　　碧玉角端　一対(付属:紫檀角端机　一対)　晴代

7　　　碧玉香簡　一対

8　　　青玉如意

9　　　彫漆疾盆

10　　乾隆二十九年編鐘

11　　金龍紐｢広遠之宝｣

12-1銅鍍金印盆

12-2　銅鍍金印池

13　　　金印｢珍妃之印｣

14　　　鋼鍍金｢端康皇貴妃｣冊

2.仏堂の景観

15　　　布本彩絵五万仏唐手

16-1　黄銅五万仏　宝生仏

16-2　黄銅五万仏　阿弥陀仏

16-3　着銅五万仏　大日如来

16-4　黄銅五万仏　阿関仏

16-5　黄銅五万仏　不空成就仏

17　　　鋼鍍金無量寿仏

18　　　鋼鍍金無量寿仏

19　　　黄綬唐人宝仏卓囲

20- 1紅彫漆托白地紅粕義侠碗　五客

20-2　黄素禍卓固

20-3　仏案　一対

20-4　供卓

20-5　仏頂

21　　描耕軽部五供

清代

清代

晴代

宿代

清代

清代末

清代末

清代

晴代未

代　　　　　　　　　　　代　代　代　代　代　代　代　代　代清　元　元　元　元　元　清　浦　清　清　清　浦　清　清　浦

高302 cm

縦91cm　横127cm　高115cm

縦26.5cm　横92cm　高7.2cm

縦446cm　横451.5cm

高90cm　面径45cm

像高27.3cm　幅14.6cm　稔高35.3cm

高35cm　短径8.2×11.2cm　長径33.5cm

高76.4cm　径12.9cm

長46cm　幅12.3cm

総高6.5cm　最大径15.1cm

横340cm　高350cm

印面17.9×17.9cm　総高7.6cm　鉦高2.4cm

函の縦横各25.5cm　高28.8cm

縦横各18. 3cm

印面11×11cm　給高11.5cm　鉦高8cm

長22.5cm　単片幅10.2cm

縦165cm横3C6cm (画面各縦140cm　横54. 5cm)

高47cm

高47cm

高47cm

高47cm

高47cm

#16cm　*54cm　#38cm

縦16cm　横54cm　高38cm

長224cm　幅78.5cm

高22cm　口径15.7cm

長341cm　帽71cm

縦42cm　横172cm

縦70cm　横108cm

縦163cm　横324cm

燭台高43cm　花瓶高58cm　香炉高23cm



図版番号　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　　　　　　　サイス

22　　　鋼胎拍締斑郵大威徳金剛壇城

23　　　鉄鍍金玲瀧龍紋鉢

24　　　金道銀銀鱗珠石四腎観音菩薩像

25　　　金造軟疎石文殊菩薩像

26　　　金造珍珠宝石仏塔

27　　　金造候松石碧璽仏塔

3　清朝皇帝の結婚と坤寧宮の寝室

28　　　楠木鍾彫富貴牡丹花畢

29　　　紅納紗百子床悼

30　　　大紅鍛練五彩百子双喜帳

31　　銀双書字帳鈎　一対

32-1　黄綬紡五彩雲鳳被

32-2　紅鍛練五彩南濃万代双書被

32-3　大紅寸塀般航単

33- 1　黄椴績五彩百子枕

33-2　黄鍛練五彩龍鳳双書枕

34　　　紫檀脚踏

35　　　画斑郷南濃式｢大書｣宮灯　一対

36　　　拍綿滝部炭炉

37　　　屈兆麟等蓮花貼落

38　　　紅地措金漆卓

39　　　凱彩博古紋小木巨　一対

40　　　紫檀木彫纏枝蓮龍風紋双書卓灯　一対

4　清代の皇帝と后妃の服飾

41　　石膏般携彩雲金龍袷朝掛(皇后用)

42　　　明黄椴紡彩雲金龍袷朝砲(皇后用)

43　　　明黄鍛練彩雲金龍袷朝袖(皇帝用)

44　　　明黄鍛練彩雲金龍双書字単龍袖(皇后用)

45　　深頼荷色綱携水仙平金団寿字肇衣(后妃用)

46　　　忠孝帯

47　　　珍珠蘭翠細子

48　　　銀珠翠青細子

49　　　演珠宝冠

50　　　松石朝珠

51　　珊瑚朝珠

晴代･乾隆年間

晴代･乾隆年間

清代･乾隆年間

清代･乾隆年間

清代･乾隆年間

晴代･乾隆年間

代　代　代　代　代　代　代　代　代　代　代　代　代　代　代　代清　清　清　清　清　清　浦　清　清　清　浦　清　清　清　浦　清

清代･薙正年間

晴代･乾隆年間

晴代･乾隆年間

清代･光緒年間

晴代･光緒年間

清代･薙正年間

宿代

清代

晴代

清代

晴代
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高50cm　径75cm

高17cm　径19.5cm

高90cm

高90cm

高139cm　幅65cm

高72cm　幅35cm

縦80cm　横276cm

長241cm　幅165cm　高228cm

長47cm　帽136cm　高220cm

長31cm　幅19cm

長256cm　幅156cm

長284cm　幅225cm

長300cm　幅150cm

長68cm　帽17cm

長66cm　幅17cm

縦33.5cm　横71cm　高16cm

高113. 5cm

高82cm　最大径50.5cm

高160cm　幅200cm

縦66cm　横101cm　高83cm

#22.5cm　#38cJTl S62.5cm

縦19.5cm　横19.5cm　高58cm

着丈138cm　肩幅39cm　裾幅124cm

着丈147cm　袖桁188cm　袖口幅17cm　裾幅126cm

着丈142cm　袖桁190cm　袖口幅20cm　裾幅126cm

着丈140cm袖桁178cm　袖口幅22.5cm　裾帽86.5cm

着丈140cm　袖桁148cm　袖口幅38.5cm　裾幅117cm

長166cm

長径31cm　短径24cm　高19cm

長径27cm　題径23cm　高16cm

長径28.5cm　短径23cm　高16cm

長160cm

長122cm



図版番号　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　　　　　　サイス

52　　　銀鍍金銀珠石崎蝉替

53　　　銀鍍金緯米珠盆花替

54　　　鋼鍍金繰綿欣翠三嬢如意

55　　　珊瑚離双書十八子羊串

56　　　翠鎮離双妹双書侃

57　　　銀鍍金軟珠宝点翠条

58　　　金嬢疎石繰抹香嚢

59　　　金鋳宝石緯耕四龍戯珠鏑　一対

5　宮廷の所蔵品

60　　　耀州窯刻花牡丹花梅瓶

61　　粕裏紅松竹梅紋玉壷春瓶

62　　　粕裏紅白花大碗

63　　　青花纏枝花双耳所産扇瓶

64　　　青花折枝花果紋梅瓶

65　　　青花析枝花果紋蓋堆

66　　　闘彩葡萄紋杯

67　　　五彩雲龍紋花鳥紋大瓶

68　　　五彩鷺蓮長頚瓶

69　　　徳化窯自軸達磨座像

70　　　五彩仕女盤

71　　五彩謂寿棒槌瓶

72　　　粉彩桃樹紋大盤

73　　　青花纏枝花紋花湊

74　　　審査措金勾蓮寿字瓶

75　　　粉彩九桃瓶

76　　　イ万古鋼彩爵杯

77　　　粉彩山水方瓶

78　　　粉彩百鹿尊

79　　　銀鍍金放疎石双龍扇手炉

80　　　銀牌糸瓜棲瓶

81　　金刻花面盆

82　　　金鎮翠軟碧璽四孔花椿

83　　　赤金銀翠碧璽四孔花椿

84　　　金方瓶

85　　　金彫花散宝石八角盆

晴代　　　　　　　長17.5cm　幅5cm

清代　　　　　　　長13.5cm　幅5cm

宿代　　　　　　　長62cm　幅15.5cm

清代　　　　　　　周囲30cm

宿代　　　　　　　縦5,7cm　横3.4cm

清代　　　　　　　長22.5cm　幅3.5cm

晴代　　　　　　　長径7.2cm　短径5cm　高2.2cm

播代　　　　　　外径7.4cm　内径5.8cm　厚1.5cm　重196g

末代　　　　　　　高22cm

明代･洪武年間　　高33.3cm

明代･洪武年間　　高16.7cm

明代･永楽年間　　高25.5cm

明代･宣徳年間　　高30cm

明代･宣徳年間　　高34.3cm

明代･成化年間　　高4.8cm

明代･鳶暦年間　　高58cm

明代･寓暦年間　　高44.2cm

口径5.2cm　底径6cm

口径8.7cm　底径11.3cm

口径42cm　底径22.7cm

口径3.3cm　底径6cm

口径6.5cm　底径8.8cm

口径17.7cm　底径20cm

口径5,5cm　底径2.5cm

口径17.8cm　底径18cm

口径7.5cm　底径14.5cm

明代　　　　　　　高34cm　底径15.8×12.3cm

清代･康鞍年間　　高2.9cm　口径24.9cm　底径16.8cm

清代･康紫年間　　高46cm　口径11.5cm　底径15cm

清代･薙正年間　　高8.4cm　口径50.6cm　底径28.5cm

清代･確正年間　　高25cm　注ぎ口径5.1cm　底径9cm

晴代.乾隆年間　　高28.5cm　口径8.4cm　底径8.5cm

清代･乾隆年間　　高50.9cm　口径11.3cm　底径17.6cm

清代･乾隆年間　　高13.4cm　口径11.6cm　底径6cm

清代･乾隆年間　　高37.5cm　口径10.1×10.1cm　底径12×12cm

清代.乾隆年間　　高45cm　口径16cm　底径24.2cm

清代　　　　　　　横12cm　縦2.2cm　高7cm

晴代　　　　　　　高17.1cm　口径10.5cm

清代　　　　　　　高9cm　口径43cm　底径32.7cm

清代　　　　　　　高34.6cm　帽56cm　重1107g

晴代　　　　　　　高34.6cm　径15.6cm　重1110g

晴代　　　　　　　高20.5cm口径9,2×7.3cm底径9.7×7.7cm重3760g

清代　　　　　　　高7cm　径14cm　重938g
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Egl版番号　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　　　　　　　サイズ

86　　　金淑孟

87　　　金薗盈洗

88　　　金胎珊瑚雲龍煽寿桃式金

89　　　金鐘空訴産式香薫

90　　　金宝花執壷

91　　金堂花双書団寿碗

92　　　金橋雲楕円盤

93　　　乾隆款金爵杯

94　　　育玉銀赤金箸

95　　　玉柄金匙

96　　　金胎滝部玉柄侃刀

97　　　軟米珠珊瑚松石馬戟

98　　　樺皮弓

99　　　地まj‖

100　　金桃皮鞘｢硫芝｣腰刀

101　　紅裟魚皮鞘｢貫零｣重きIl

102　　招練軽部勾蓮紋六棲貫耳瓶

103　　描線放球勾蓮紋梅瓶

104　　画斑鄭重角長方盆碧桃花盆景

105　　画斑榔福寿花井紋冠架

ユ06　　画瑞郷関光山水人物紋方瓶

107　　画･駄部室龍大盤

108　　窒胎故郷犠尊

109　　戟金彩漆汲風紋折角盤

1 10　　食気金填漆龍紋菊弁式金

111　　識文描金銀福寿紋八方盆

112　　識文描金銀暗八仙撹盆

113　　識文措金銀花井紋高足杯

114　　木柄玉石石棺如意

115　　粉彩如意

116　　枚蓬黒革

117　　描線斑榔荷花紅鐘

118　　銅鏡金満郡家花活動人物鐘

119　　鋼鍍金讃査頂転花鐘

120　　銅鍍金鞍部人物亭式転花水注鐘

晴代　　　　　　　高8.7cm　口径8.8cm　底径5.3cm　重194g

清代　　　　　　　長17.2cm　帽8.4cm　重218g

晴代　　　　　　　長径25cm　短径21.5cm　高19.5cm　重2962g

晴代　　　　　　　高42cm　口径7.3cm　底径13.5cm　重2340g

晴代　　　　　　　高30.4cm　径27cm　重1506g

晴代.同治年間　　高6cm　口径9.5cIも　底径5.1cm　重260g

晴代　　　　　　　高1,3cm口径13.2×10.4cm底径10, 1×7.5cm重112g

晴代　　　　　　　高11.3cm　長径11.9cm　短径5.7cm　重210g

清代　　　　　　　長29.6cm　重80g

晴代　　　　　　　長16.9cm　幅4.3cm　重6.5g

晴代　　　　　　　長29.1cm　鞘口幅2.8cm　厚2.7cm　重28.8g

晴代･乾隆年間　　縦33cm　横63cm　高30cm

晴代　　　　　　　長162cm

清代　　　　　　　　長1 02cm

宿代･乾隆年間　　長95cm

清代･乾隆年間　　長95cm

晴代･乾隆年間　　高29.6cm　胴径16cm

晴代.乾隆年間　　高34cm　最大径17.5cm

清代.乾隆年間　　総高56cm　盆高16.7cm　盆径29cm

晴代･乾隆年間　　高29cm　底径12.8cm

晴代.乾隆年間　　高49.5cm　口径18cm

晴代.乾隆年間　　高7.3cm　口径53.3cm　底径4.1cm

晴代･乾隆年間　　高19.9cm　長径21.1cm　短径9cm

清代･乾隆年間　　高3.2cm　長径30cm　短径19.6cm

明代･嘉靖年間　　高18cm　口径42.5cm

晴代中期　　　　　高17cm　口径37.6cm

清代中期　　　　　高15.6cm　口径38.2cm　底径9.6cm

晴代中期　　　　　高12.8cm　口径15cm

清代　　　　　　　長42cm

晴代･乾隆年間　　長53.5cm

清代　　　　　　　　高63.5cm　幅34cm

晴代中期　　　　　高118cm　口径49cm

晴代　　　　　　　　縦27cm　横36cm　高85cm

晴代･乾隆年間　　縦30cm　横34cm　高86cm

晴代･乾隆年間　　高84cm　口径34cm
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(3)第77回特別展

川西英の新･旧｢神戸百景｣
～川西祐三郎作品とともにたどる20世紀の神戸の姿～

･内　　容/

ひで

川西英(1894-1965)と川西祐三郎氏(1923-)は､神戸で二代続く木版画家｡

大正時代に青春時代を過ごし､関西における創作版画の雄として活躍した川西英は､｢神戸百景｣

と題する連作を生涯に2度手がけた｡

1933-36 (昭和8-ll)年にかけて制作された｢神戸百景｣ (木版画)は､活気あふれる戦前の

神戸の都市風景と､人々の風俗を捉えた代表作として広く知られているo　また､ 1952 (昭和27)年

から制作が始まった｢新.神戸百景｣ (描画)は､神港新聞社の依頼により､戦後の変わりゆく神

戸風景を措いたもので､この百景は1962 (昭和37)年2月に､画集『神戸百景』として出版された｡

その後､神戸新聞社の依頼により､ ｢兵庫百景｣ (1962-63年作､ 2年間新聞連載)という描画の連

作も生み出されるなど､川西英にとって､神戸の風景を描くことは､制作の中で常に大きな位置

を占めていた｡

川西祐三郎氏は､父､英に木版画を学び､ヨーロッパの街角に取材した独自の鮮やかな風景版画

を制作されてきた｡ 1980年代以降は､神戸沖に人工島が形成されて人が住み､それまでとは全く異

なる景観が出現したことを踏まえて､新たな視点で神戸の風景を捉えた作品の制作を始め､現在も

第一線で活躍されている｡

本展では､ )廿西英の戦前･戦後の(旧･新) ｢神戸百景｣と､川西祐三郎氏による現代の神戸関

連風景24点を展示し､大正時代から現在までの港都の変遷をたどった｡展覧会図録には川西英が

手がけた3つの百景について､各関係者(川西祐三郎氏､画集『神戸百景』編集者･森本泰好氏､

｢兵庫百景｣企画立案者･伊藤誠氏)からそれぞれの誕生に関する貴重なドキュメントを賜った｡

当館が所蔵する絵葉書､写真帖､ 2001年夏に撮影した神戸風景写真もあわせて展示した｡

会　期/平成13年(2001) 7月20日(金･祝) ～9月2日(日)

会　　場/南蛮美術館室､特別展示室2

主　　催/神戸市立博物館､神戸新聞社

後　　援/サンテレビジョン､ AM神戸

協　　賛/財団法人　みなと銀行文化振興財団

入館料/当日･一般　600円

開催日数/39日

入館者数/13, 865人

出品点数/330点

講演会/会場　当館地階講堂　午後2時～

7月20日(金･祝)　川西祐三郎氏(版画家)

『川西英をめぐる人々』

7月28日(土)　金井紀子(当館学芸員)

Fオールド｢神戸百景｣案内』
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川西英｢神戸百景｣より京橋1936

川西英r,軒･神戸冒愚｣より市立爽術館1950年代

川西祐三郎風見殉1981

川西英(1894-1965)と川西祐三郎氏(1923-)は､神戸で二代続く

木壌画家です｡

大正時代に青春時代を過ごし､関西における創作版画の雄として活

躍した川西菜は､ ｢神声百景｣と麓する連作を生涯に2度羊がけました｡

そのうち､ 1933-36(昭和8-ll)年にかけて制作された｢神戸百景｣ (版

画)は､活気あふれる戦前の神戸の都市風景と人々の風俗を捉えた代表

作として広く知られていますo　また､ 1952(昭和27)年から制作が始ま

ったr新･神戸百景｣ (描画)は､神溝新聞社の依頼により､戦後の変わ

く神戸の風景を描いたものです｡その後､ ｢兵庫雪景jという描画

侍も生み出されるなど､川西英にとっ

で常に表替な僅置を占めていまじ

氏は､父､某に木版画を学び､ヨ一口ッ

南蛮葉蘭霞逼展



出品リスト

番号　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　制作年月日　　　　　技法･材質
画面寸法

(縦×横､cm)

川西英｢神戸盲景｣

10　　　　　木版

12　　　　　木版

紙　　　　　　15

紙　　　　　　15

1-3　　　南

1-8　　　楠公前

1-9　　　長田神社正月　　　　　　　　　　　　1935 5　　　　　　木版

眺望　　　　　　　　　　　　　　1935

1-11　　　トーア･ロード　　　　　　　　　　　　1935

1-12　　　三角帳場　　　　　　　　　　　　　　1935

7　　　　　　木版

10　　　　　　木版

1　　　　　木版

13　　　　　木版

15　　　　　　木版

8　　　　　木版

26　　　　　　木版 紙　　　　　　15

1 - 17　　　裁判所　　　　　　　　　　　　　　　1935

ト18　　　神戸駅前　　　　　　　　　　　　　　193

18　　　　　　木版

20　　　　　木版

ト19　　　市立図書館

1-23　　　布引雄滝

1-24　　　中

1-26　　　酒場

29　　　　　　木版

30　　　　　　木版

1 -27　　　観光団上陸　　　　　　　　　　　　　1935 5　　　　　　木版

1 -28　　　出帆　　　　　　　　　　　　　　　　1935 6　　　　　　木版

10　　　　　　木版

紙　　　　　　15

ト30　　　生田神社　　　　　　　　　　　　　　1935 12　　　　　木版 紙　　　　　15

15　　　　　　木版

16　　　　　　木版

ト33　　　造船職工出勤　　　　　　　　　　　　1935 23　　　　　木版 紙　　　　　15

i-34　　JW 25　　　　　　木版

1-35　　　山手線

1 -36　　　相生橋跡

ト37　　　税関

1-38　　　東遊園地附近

1 -39　　　鉢伏山頂

1-41　　米艦入港

4　　　　　　木版

5　　　　　　木版

23　　　　　木版

25　　　　　　木版

30　　　　　　木版

7　　　　　　木版

19　　　　　　木版

21　　　　　木版･紙　　　　　15

1 -43　　　元居留地　　　　　　　　　　　　　　1935

1 -44　　　三富神社　　　　　　　　　　　　　　1935

23　　　　　木版･紙　　　　　15

25　　　　　　木版

1-45　　　シルクストア　　　　　　　　　　　　　　193

1 -46　　　花隈　　　　　　　　　　　　　　　　　1935

ト47　　　ガソリンタンク　　　　　　　　　　　　1935

25　　　　　木版

5　　　　　　木版

1-48　　　クリスマスセール　　　　　　　　　　　1935 16　　　　　木版

ト49

ト50

プウェイ　　　　　　　　　　　　　1936 5　　　　　　木版

8　　　　　　木版
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番号　　作品名　　　　　制作年月日　　技法･材質　(露悪)

1 -51　　神戸市役所　　　　　　　　　　　　　1936 28　　　　　　木版 紙　　　　　　15

1-52　　　露路 場入口　　　　　　　　　　　　1936 1　　　　　　木版

8　　　　　　木版

1 -55　　　支那両替店

1 -56　　　清盛塚

9　　　　　　木版

2　　　　　木版

13　　　　　　木版

28　　　　　　木版

1-59　　　武 離宮　　　　　　　　　　　　　　193

12　　　　　木版 紙　　　　　　15

14　　　　　　木版

1-62　　　宇治川市場　　　　　　　　　　　　　193 6　　　　　木版 紙　　　　　　15

1-63　　　　ラグ 17　　　　　　木版

23　　　　　　木版

1-65　　　印度教会　　　　　　　　　　　　　　193 5　　　　　木 紙　　　　　15

14　　　　　　木版

1 -67　　　神有電車乗 16　　　　　　木版

8　　　　　木版

1 -69　　　北野　　　　　　　　　　　　　　　　　1936 19　　　　　　木版

傭轍　　　　　　　　　　　　　　　1936 20　　　　　　木版

紙　　　　　　15

耗　　　　　　15

ト71　　須磨海岸

1-72　　　阪神国

1-73　　　万国波止場

21　　　　　木版

7　　　　　　木版

8　　　　　　木版

トハウス前　　　　　　　　　1936 9　　　　　　木版

11　　　　　木版

1 -76　　　摩耶山　　　　　　　　　　　　　　　1936 12　　　　　木版 紙　　　　　15

1-77　　　浮ドック　　　　　　　　　　　　　　　1936 20　　　　　　木版 紙　　　　　　16

1-78　　　夢野　　　　　　　　　　　　　　　　1936 22　　　　　　木版

1 -79　　　栄町　　　　　　　　　　　　　　　　　193 25　　　　　木版 紙　　　　　　15

1 -80　　　会下山　　　　　　　　　　　　　　　1936 27　　　　　　木版

9　　　　　　木版

i-82　　　西富内　　　　　　　　　　　　　　　1936 3　　　　　木版

15　　　　　　木版

1-84　　　船 20　　　　　木版

1-85　　　地下道入口　　　　　　　　　　　　　1936 2　　　　　　木版

23　　　　　木版

25　　　　　木版

1-88　　　山上遊戯

1 -89　　　航空燈台

1-91　　　パイロ

26　　　　　木版

30　　　　　木版

9　　　　　　木版

1　　　　　木版

1-92　　　汽船会社　　　　　　　　　　　　　　1936 14　　　　　木版 紙　　　　　15

山公園　　　　　　　　　　　　　1936 15　　　　　木版

8　　　　　木版

20　　　　　木版 紙　　　　　15

川公園　　　　　　　　　　　　　　1936 23　　　　　木版

1-97　　　布引雌滝 5　　　　　木版

27　　　　　木版 紙　　　　　　15

ト99　　　新開地　　　　　　　　　　　　　　　1936 2　　　　　　木版

(｢神戸百景｣差春分)　　1936 20　　　　　木版 紙　　　　　　15

日録　1936　　　　　　　　木版

1- 103　　展覧会案内　　　　　　　　　　　　　1936
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川西英｢新神戸百景｣

原画制作1952.1.ト1953.2.20(一部1961)技法･材質オフセット印刷･紙　画面寸法各約26.0×23.8cm

番号　　　作品名

1　　　みなと

花のプリンセス
33　　　みなと

45　　　生田前

クリスマスセール

-25-

r神戸百景』
1962. 2. 15発行(神戸百景刊行会)

2- 102　　展覧会案内　　1962　10
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番号　　作品名　　　　制作年月日　技法･材質(露ifm)　出品展覧会･出典

川西英作品

3-1　朝　　　　　　　　　　　　　191

色い家　　　　　　　　　　1912 板　　　　24

3-3　元町歳暮 油彩･カルトン　23

3-6　電車の通る街

3-8

3-9　｢神戸十二ケ月風景｣より
一月　新開地初春

水彩･紙　29

木版･紙　　　　26

27　　　木版

1第5回日本創作版画協会展

6　第7回国画創作協会展

8　第4回国展

第6回国展､第3回三紅会展

28　　　木版･紙　　　16

7　　　　木版･紙　　　16

1　　　木版

五月　大倉山乗 20　　　木版

波止場初夏　　　1931

七月　湊川公園薫風　　1931

25　　　木版

2　　　　木版

3　　　　木版

九月　諏訪山満月

十月　布引紅葉

十一月　再度山秋色

十二月　元町歳暮

3-10　神戸旧居留地

3-ll

3-12　街1 (中国街)

3-13　元町初夏

木版･紙

木版･紙

木版･紙

木版･紙

2　第7回国展

0　第2回新文展

47.5×33.0　第19回国展

2　神戸洋画会展

8　　　　木版

9　　　　木版

26　　　木版

3-17　外国航路(クレセント 30　　　木版

5　　　　木版･紙　　　　33

3-19　蓬莱峡　　　　　　　　　　　1962 3月　　　　木版 0　第36回国展

3-20　神戸名 皇　　　　　　　1 940

参考資料

4-1　大国際花行列出発　　　　　1933

4-2　神戸市庁　　　　　　　　　　昭和初期

10.3×14.5　打みなとの祭･国際大行進写真帖』

(神戸市観光課発行)より

15.8×10.1 『神戸観光写真帖』

(神戸市観光課発行)より

415　官幣中杜　長田神社　　　　　昭和ネ

4-6　摩耶山　　　　　　　　　　　昭和

4-7　再度山ドライヴウェイ

昭和初期　　　　　　　　　　　　1

4-10　布引雌滝　　　　　　　　　　昭和初期　　　　　　　　　　　　14

4-12　税関構内

4-13
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番号　作品名　　　　　　制作年月日　技法･材質(器富5m)出品展覧会･出典

4115　湊川公園　　　　　　　　　　　　　　　昭和初期　　　　　　　　　　　11

昭和初期　　　　　　　　　　　　11

4-18 (神戸)巨剃 能福寺の大仏

線電車の疾走　昭和

4-20 (神戸

4-21 (神戸

4-22　神戸生田神社

4-23　神戸川崎造船所ガントリークレーン

期　　　　絵葉書

大正後期　　　　絵葉書

9.0×14.0

8.8×13.8

4-29 (神戸)松青く

4-31神戸港第四突堤

川西祐三郎作品

5-1　神戸まつり

5-2

5-4　神戸遠望

27　　　木版･紙

7　　　　木版･紙

10　　　木版

10　　　木版

0　　　木版

5-6　花火　　　　　　　　　　　　　　　　　　1979 23　　　木版

5-7　摩耶山　　　　　　　　　　　　　　　　　1981 23　　　木版

5-8　みなと神戸　　　　　　　　　　　　　　198 4　　　　木版 5　第55回国展

11　　　木版 7　第49回日本版画協会展

18　　　木版

5-11出船入船　　　　　　　　　　　　　　　198

第49回日本版画協会展

4　第55回国展

5-12　観覧車　　　　　　　　　　　　　　　　1983 27　　　木版･紙　　　　33

27　　　木版･紙　　　　33

5-14　ワイド神戸

5-16　神戸大橋

5-17　港都栄光

5-19　石屋川車庫

5-20　港だより

25　　　木版

峡大橋　　　　　　　　　　　　　1 999 15　　　木版

4　　　　木版･紙　　　　3

5-24　ハーバークルー 29　　　木版
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(4)第78回特別展

異国絵の冒険　近世日本美術に見る情報と幻想

･内　　容/

この展覧会で取りあげるのは､ ｢異国｣のイメージが措かれた､近世日本の美術工芸品である｡

近年では､歴史学の分野でも絵画作品が視覚的史料として扱われるようになり､この観点から江戸

時代の｢異国｣ ｢異域｣観を見直す研究も進められているCただ､このような動きの中で取りあげ

られる絵画資料の大半は､実際に目撃された異国人(もしくは異域に住む人々)の容姿･服装･行

動にかかわる観察や印象に基づいて措かれたものである｡例としては､長崎のオランダ人･中国人､

使節としてやってきた朝鮮人･琉球人､北方のアイヌモシリに暮す人々､これら以外の民族でたま

たま日本に漂着した人々を描いたものが挙げられる｡

しかし､これら異国･異域の人々のようすを描きとどめることで､当時の日本人が世界のすべて

を理解できたとはとうてい思えない｡近世絵画史に登場する多くの絵師たちのなかには､日本に滞

在する外国人と交流を持つ者もいくらかはいた｡しかし､実際に彼らの母国に密航し､その実状を

活写し日本に伝えた者など皆無と断言して良いだろう｡この異邦人たちの本国はいったいどんなと

ころなのか､彼らはどういう自然環境のなかで､どのような家屋と都市に住み､いかなる生活を送っ

ていたのか･ -このような事柄は､きわめてわずかであやふやな情報を頼りにして想像するしか

なかったはずであるoそれでも､その景観を形にしたい､日にしたいという欲求は抑えがたく､結

果として多くの異国風景が描かれることになるoただしそこには､憧憶･偏見･コンプレックス･

蔑視･誤解･政治的思惑といった､写実的･記録的とは言い難い要素が濃厚に混入するのも避けら

れなかった｡このような状況で異国を措くということは､見知らぬ世界へのヴァーチャルな｢冒険｣

を敢行するに等しい行為と言えないだろうか｡

本展覧会では､異国に関する情報と幻想が錯綜し混沌としたイメージを｢異国絵｣なる新造語で

定義し､一堂に展観する企画である｡その中には､どこの国を描いた絵なのか､まったくわからな

いような外国風景も多く含まれている｡これら｢異国絵｣に見られる世界観が､近代以降の日本と

その周辺諸国のあゆみ､また今日の我々が抱いている｢国際感覚｣にどのような影響を及ぼしてい

るか､鑑賞者が自身に問いかける思索の｢冒険｣にも発展してほしいと願い､企画されたo

･会　　期/平成13年(2001) 9月15日(土･祝) ～10月21日(日)

･会　　場/1階ホール､特別展示室1､南蛮美術館室､特別展示室2

･入館料/ (当日･一般) 800円

･主　　催/神戸市立博物館､文化庁､読売新聞大阪本社､読売テレビ

･協　　賛/財団法人　伊藤文化財団

･開催日数/32日間

･入館者数/8,331人

･出品点数/190件

･当館学芸員による解説会/異国絵リレートーク

9月22日(土)　｢描かれた異国　～楽園から修羅場へ｣　塚原　晃

9月29日(土)  ｢デザインとしての異国｣　　　　　　岡　泰正

10月6日(土)　｢桃山時代の異Bl絵｣　　　　　　　　成淳勝嗣

10月13日(土)　｢江戸時代の海外情報と異国絵｣　　　勝盛典子

会場　当館地階講堂　午後2時～
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三



出品日録

公開名称　　　　　　作者山地　　　　時代　　　　　　　員数　　　　材質　　　　　法量　　　　　　所蔵品

1-01　万国絵図昇風(二十

八都市･世界図犀風)

1-02　世界四大洲･四十八

回人物図犀風

桃山～江戸時代初　8曲1双　　紙本金地著色　各194.8×　　　宮内庁三の丸尚蔵館

期･ 17世紀前半　　　　　　　　　　　　　　　518.3

江戸時代･ 18世紀　6曲1双　　紙本著色　　　各163.8×　　　神戸市立博物館

362.8

1 -03　アジア図　　　　　　G.フアルク　　1695年ころ　　　1舗　　　　紙本銅版筆彩102.6×　　　　神戸市立博物館

125.6

1-04　ヨ-ロyパ国　　　　G.7アルク　　1695年ころ　　　1舗　　　　紙本銅版筆彩107.0×23.0　　神戸市立博物館

1-05　万国籍図･万国人物　　　　　　　　　正保2年(1645)　2曲1隻　　万国総図:紙　万国絵図:　　神戸市立博物館

図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本著色､万国133.9×56.1､

人物図:経本　万国人物図:

木版筆彩　　135. 8× 59. 2

1 -06　四十二国人物園巻　　金龍粛玉僑筆　　寛政11年(1799)  1巻　　　　紙本署色　　　27,3×1910.0　神戸市立博物館

1 -07　万国鳥拭寿古録　　　歌川芳盛画　　　江戸時代1　　　1枚　　　　紙本木版色摺　35.8×62.0　　神戸市立博物館

19世紀中期

1 -08　万回寿吾陸　　　　　落合芳幾､梅素　万延元年(1860)  1枚　　　　紙本木版色摺　53.0×48.6　　神戸市立博物館

亭玄魚画

1 -09　朝比奈島遊び　　　　五雲亭貞秀画　　万延元年(1860)　3枚　　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

1 -10　浅草奥山生人形　　　歌川国芳画　　　安政2年(1855)　3枚　　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

2-01　長恨歌図犀風　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　6曲1隻　　紙本金地若色153.5×359.0　個人

2-02　帝鑑図･成陽宮図犀　狩野宗限重信筆　桃LLl時代　　　　　6曲1双　　耗本金地著色　各154.6×　　　個人

風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362. 8

2 -03　秦漢物語図扉風　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　6曲1双　　紙本金地若色　　　　　　　　林原美術館

2-04　阿房宮之図

2-05　玉取り竜宮のてい

2-06　浮絵和国景跡龍宮玉

取之図

2-07　新版唐九仙山合戦之

図

2-08　浮絵異国景跡和藤内

三宮之図

2-09　新版浮絵和藤内国性

爺城江入国

円山応挙原図

円山応瑞模写

奥村政信画

歌川豊春画

歌川豊春画

歌川豊国画

沢雪嶺画

宇和元年(1801)　1幅

板行

寛保-延享期　　1枚

(1741 -48)

安永～天明期　　　1枚

(1772-89)

江戸時代後期　　　1枚

江戸時代後期　　　1枚

文化4年(1807)  1枚

紙本木版　　　21.7×29.7

糸氏本木版筆彩　31.4×42.0

紙本木版色摺　大判

紙本木版色摺　大判

紙本木版色摺　大判

紙本木版色摺　大判

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

2110　三国妖狐図会　華陽　歌川国芳画　　　嘉永期　　　　　1枚　　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

夫人釆姫が眼を射て　　　　　　　　　(1849-50)

･鮭足王をなぐさむ

2-11　和漢準源氏　乙女悪　歌川国男画　　　安政2年(1855)  1枚　　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

狐華陽夫人顕

2-12　二十四孝童子鑑唐夫　歌川国芳画　　　天保末-弘化初期　1枚　　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

人　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1843-44)
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公開名称　　　　　作者山地　　　　時代　　　　　　員数　　　材質　　　　　法量　　　　　所蔵品

2-13　二十四孝童子鑑萱永　歌川国芳画　　　天保末-弘化初期

(1843-44)

2-14　二十四孝童子鑑曽参　歌川国芳画　　　天保未-弘化初期

(1843 -44)

2-15　二十四孝童子鑑大舜　歌川国芳画　　　天保未-弘化初期

(1843-44)

2-16　二十四孝童子鑑郭巨　歌川国芳画　　　天保末-弘化初期

(1843-44)

2-17　二十四孝童子鑑陸頼　歌川国芳画　　　天保末-弘化初期

1枚(6枚　紙本木版色摺　大判

揃の内)

1枚(6枚　祇本木版色摺　大判

揃の内)

1枚(6枚　経本木版色摺　大判

揃の内)

1枚(6枚　経本木版色摺　大判

揃の内)

1枚(6枚　紙本木版色摺　大判

(1843-44)　　　揃の内)

2-18　唐土廿四孝　王京　　歌川国芳画　　　素永6年(1853)  1枚

2-19　唐土廿四孝張孝･張　歌川国芳画　　　嘉永6年(1853)  1枚

確

2-20　唐土廿四孝　則子　　歌川国芳画　　　素永6年(1853)  1枚

2-21　ロビンソン･クルー　ダニエル･　　1721年刊　　　　　1冊

ソ-の生涯と冒険　　デフオー作

紙本木版色摺　26.0×18.5

(中判)

紙本木版色摺　26.0×18.5

(中判)

紙本木版色摺　26.0×18.5

(中判)

15.3×10.2

2-22　南蛮犀風左隻　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　6曲1双の　紙本金地着色159,0×375.0

うち1隻

2-23　南蛮扉風左隻　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　6曲1双の　紙本金地若色166.8×357.0

うち1隻

2-24　南蛮犀風　左隻　　　狩野内膳筆　　　桃山時代　　　　　6曲1双の　紙本金地著色154,5×363.2

うち1隻

2-25　鞍艶人国葬風　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　6曲1双　　紙本金地著色　各153.0×

491.0

2-26　異国風景図

2-27　中国宮廷図

2-28　異国海港楼閣図

2-29　異国楼閣に泉水図

(中国製眼鏡絵)

2-30　浮絵阿蘭陀雪見之Bl　歌川皇春画

晴代　　　　　　　4帽　　　　絹本著色　　192. 1-193.4

×38.5-38.6

晴代か　　　　　　4曲　　　　紙本署色　　113.2×228.0

晴代か　　　　　1幅　　　　絹本著色　　　71.3×99.3

清･ 18世紀中期　1枚　　　　紙本若色　　　27.8×41.5

安永-天明期　　1枚　　　　紙本木版色摺　大判

(1772-89)

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

個人

大阪城天守閣

サントリー美術館

神戸市立博物館

個人

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

2-31　中撰楼閣風景図眼鏡　伝円山応挙筆　宝暦-明和期　　1両　　　紙本署色　　27.0×45.5　　神戸市立博物館

絵　　　　　　　　　　　　　　　　(1751 -72)　　　　　　　　(板貼)

2 -32　ウキエおらんたづ　　歌川豊春画　　　安永-天明期　　　枚　　　　紙本木版色摺13.2×16.7　　神戸市立博物館

(1772-89)

2 -33　中国楼閣図　　　　　　　　　　　　清･ 18世紀中期　1枚　　　経本著色　　27.8×41.6　　神戸市立博物館

2 -34　菅館福神国　　　　松本大筆画　　宝暦～明和期　　1枚　　　紙本木版筆彩　24.3×34.1　神戸市立博物館

(1751-72)

2-35　浮絵七福神寿末広推　歌川皇春画　　安永-天明期　　1枚　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

之固　　　　　　　　　　　　　　　　(1772-89)

2 -36　唐人館之図　　　　奥村政信　　　寛保-延享期　　1枚　　　耗本木版筆彩　31.3×42.0　　神戸市立博物館

(1741-48)
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公開名称　　　　　作者山地　　　時代　　　　　　員数　　　材質　　　　法皇　　　　　所蔵品

2-37　鎮江樹林図眼鏡絵　伝円山応挙筆　宝麿頃　　　　　1枚　　　紙本木版筆彩　22.7×34.3　　神戸市立博物館

(1751-64)

2 -38　異国水辺樹林風景　　　　　　　　　明和頃　　　　　1枚　　　紙本木版筆彩13,9×21.2　　神戸市立博物館

(1764-72)

2-39　フォンテーヌプロウ　イギリス製　　18世紀中期　　　1枚　　　経本銅版筆彩　20.1×41.2　　神戸市立博物館

運河の景眼鏡絵

2-40　貯水池近くのカフェ　　　　　　　18世紀中期　　　1面　　　紙本銅版筆彩　27 6×43 2　　神戸市立博物館

から見た大通りの風

景眼鏡絵

2-41　明州津国　　　　　歌川豊春　　　安永-天明期　　1枚　　　紙本木版色摺　21.8×32.1　神戸市立博物館

(1772-89)

2-42　江蘇沿岸図･蘇州万　伝円山応挙筆　宝暦9年　　　　1巻4回の　紙本署色　　名16.3×21.0　神戸市立博物館

年構図眼鏡絵　　　　　　　　　　　(1759)年頃　　　うち2匡Ⅰ

2-43　姑蘇万年橋図眼輯絵　伝円山応挙筆　宝暦　　　　　1枚　　　紙本木版筆彩　20.9×27.0　　神戸市立博物館

(1751-64)末頃

2-44　青草湖固眼鏡絵　　伝円LLJ応挙筆　宝暦　　　　　　1枚　　　紙本木版筆彩　20.1×26.8　　神戸市立博物館

(1751-64)未頃

2 -45　中国風景図　　　　北馬垂政画　　安永-天明期　　1枚　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

(1772-89)

2-46　梓川鳥取図　　　　　　　　　　　　　江戸時代か

2-47　LEYDTSE POORT　長崎版画か　　　江戸時代･

MUYDER POORT　　　　　　　　　　18世紀後期

2-48　唐美人遊妾囲　　　　喜多川歌麿画　　天明年間

(1781 -89)

2-49　唐蘭風俗同展風　　　谷鵬紫浜輩　　　江戸時代･

19世紀前半

2-50　万国名勝尽競之内大　歌川芳虎画　　　文久2年

清南京府市坊　　　　　　　　　　　(1862)

2-51　霊菅山図　　　　　　司馬江漢画　　　文化5年

(1808)

2-52　新旧束インド誌　　　フアレンテイン1724-26年

著

2-53　釈尊仏法御修行之画　五裏革貞秀画

図

2-54　万国名勝尽競之内天　歌川芳虎画

聖属爾加国

2-55　琉球八景　泉崎夜月　葛飾北斎画

2-56　琉球八景　長虹秋舜　葛飾北斎画

2-57　琉球八景　粂村竹雄　葛飾北斎画

2158　大E]本北地蝦夷罷猟　五雲亭貞秀画

之図

3-01　洋人奏楽図犀風

3102　泰西風俗図犀風

万延元年

(1860)

文久3年

(1863)

天保3年

(1832)頃

天保年間

(1830- 1844)

天保年間

(1830- 1844)

万延元年

(1860)

桃山-

江戸時代初期

桃山-

江戸時代初期

1面　　　　発民本若色

2枚続　　　紙本木版筆彩

3枚続　　　紙本木版色摺

6曲1双　　紙本若色

3枚絞　　　紙本木版色摺

1幅　　　　紙本木版

55.6×71.2

上図38 3×55.2

下図38.0×55. 1

大判

各132.6×

271 0

大判

80.0×28.2

5冊のうち

1冊

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

1枚　　　　紙本木版色摺　大判

1枚　　　　紙本木版色摺　大判

1枚　　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　席氏本木版色摺　大判

6曲1双　　紙本若色　　　各102.5×

308. 0

6曲1双　　紙本署色　　　各97.0×

270. 5
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神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

福岡市博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

国際日本文化研究セ
ンター

神戸市立博物館

神奈川県立歴史博物

鰭

神奈川県立歴史博物

館

神奈川県立歴史博物

館

神奈川県立歴史博物

館

神戸市立博物館

永青文庫

福岡市美術館



公開名称　　　　　作者山地　　　時代　　　　　　負数　　　材質　　　　法皇　　　　　所蔵品

3-03　水車のある西洋風俗　　　　　　　　桃山-　　　　　　6曲1隻　　紙本署色　　101.9×　　　　個人

囲醇風　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　　　　　　　　　　　　　　262. 2

3-04　泰西王侯園犀風　　　　　　　　　桃山-　　　　　6曲1双　紙本書色　　名図123.8×　　長崎県立美術博物館

江戸時代初期　　　　　　　　　　　　　　　　　51. 4

3105　西洋人物国　　　　若杉五十八筆　江戸時代後期　　　5点　　　布地油彩　　各129.0×　　　住友史料館

50.5

3-06　狩猟家と鷹匠　　　J.E.リーデイン1762年頃　　　　1冊　　　紙本銅版　　47,7×32.5　　神戸市立博物館

ガ-

3-07　花鳥の阿蘭陀風景撰　若杉五十八筆　江戸時代後期　　　2面揃の内　紙本著色　　各134.6×　　　神戸市立博物館

1面　　　　　　　　　　　　57.5

3-08　蘭人鷹狩図

3-09　瀕潅都城園伝

3-10　オランダ海港図

3-11　洋人遊禁図

3-12　海岸之BI

3-13　西洋婦人図

3-14　西洋風景人物図粉本

類

3-15　西洋男女図

荒木如元筆　　　江戸時代後期　　1面

荒木如元筆　　　江戸時代後期　　1面

荒木如元筆　　　江戸時代後期　　1帽

江戸時代後期　　1両

江戸時代後期　　　1枚

江戸時代後期　　　1点

江戸時代後期　　　8点

楕湾竹直公筆　　文化13年

(1816)

3-16　異国風景人物図　　　榊有隣筆　　　　江戸時代･

19世紀前半

3-17　異国風景図ガラス絵　　　　　　　　江戸時代･

19世紀中期

3-18　西洋海浜風俗国展風　土井有隣筆　　　文化7年

(1810)

3-19　バイヨンヌ近郊風景　ジョセフ･ヴユ18世紀後半

第2 (ああ､よき時

代なるかな､この鉄

の世紀は/あり余る

品々こそ不可欠なる

もの)

3-20　紅毛人風俗図

3-21　西洋人物図

3-22　紅毛人図

3-23　異国風景人物図

ルネ原画､ペッ

リグリーノ･ダ

･コyレ作

松尾秀山草

於尾秀山筆

松尾秀山画

司馬江漢筆

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

18世紀後半

布地油彩

布地油彩

布地油彩

紙本著色

紙本油彩

紙本油彩

耗本塁画､

部分に若色

131.0×68.6

88.8×58 8

26.7×54.9

52.5×169.8

54,2×126,8

38.5×26.8

長崎市立博物館

神戸市立博物館

大和文筆鯖

個人

住友史料館

鷹見家歴史資料(古

河歴史博物館保管)

伊藤根光氏

1面　　　　紙本若色　　177,8×165.0　個人

1幅　　　　紙本着色　　124.4×48.3　　神戸市立博物館

1面　　　　ガラス裏面に　33.2×79.7　　神戸市立博物館

若色　　　　(&を含めた寸法)

6曲1隻　　献本墨画淡彩151,2×306.8　京都国立博物館

1枚　　　　鹿本銅版筆彩　　　　　　　　個人

2曲1双　　紙本淡彩　　　右隻156.0×176 9　神戸市立博物館

左隻156.2×175.2

2幅　　　　紙本墨画　　　各120.0×　　　郡山市立美術館

58.5

1枚　　　　紙本木版色摺　39.3×52.6　　神戸市立博物館

2幅　　　　絹本油彩　　　各114.9×　　　神戸市立博物館

55.5

3 124　異国工場国　　　　　司馬江漢筆　　　江戸時代後期　　1幅　　　　絹本淡彩　　　64.0×128,6　　神戸市立博物館
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公開名称　　　　　作者山地　　　晴代　　　　　　員数　　　材質　　　　法量　　　　　所蔵品

3 -25　ZITenHUYS　　　　　司馬江漢画　　　江戸時代･　　　1面

18世紀後期

3 -26　Serllentlne　　　　　司馬江漢画　　　江戸時代･

18世紀後期

3-27　獅子のいる異国風景　司馬江漢画　　　江戸時代

図　　　　　　　　　　　　　　　　18世紀後期

3-28　異国海岸図　　　　　亜欧堂田善か　　江戸時代･

19世紀前期か

3-29　ゼルマニヤ廓中之図　亜欧堂田善　　　文化6年

(1809)

3-30　西洋公園園　　　　　亜欧堂田善画　　文化年間

(1804- 1818)

3-31　フォンテーヌプロウ　イギリス製　　18世紀中期

官眺望図眼鏡絵

3-32　獅子図　　　　　　　石川孟高筆　　　江戸時代･

19世紀前期

1面

1面

1幅

1両

1枚

1枚

1枚

3-33　獅子図　　　　　　石川大浪筆　　　文化2年　　　　1面

(1805)

紙本銅版筆彩　28.2×41.6　　神戸市立博物館

紙本銅版筆彩　27.6×40.7　　神戸市立博物館

紙本銅版筆彩　25.4×38.5　　神戸市立博物館

紙本署色　　　54.4×96.9　　個人

紙本銅版　　30. 1×56 1　　神戸市立博物館

紙本銅版　　　29.5×56.0　　個人

紙本銅版筆彩　25. 1×43.9　　神戸市立博物館

絹本淡彩　　　29.6×19.7　　個人

絹本淡彩　　　28.4×19.7　　神戸市立博物館

3 -34　イソノブ物語　　　　　　　　　　1810年頃刊　　　1冊　　　　　　　　　25.6×18.4　　神戸市立博物館

3-35　朱塗り直視式覗き眼

鏡阿蘭陀風景園巻付

き

3-36　　ミノダハテン城図眼

鏡絵

3-37　ローマのヴェネッイ　伝円山応挙画

ア宮殿国眼鏡絵

3-38　阿蘭陀へイノ名城　　不韻斎画

3-39　うきゑ阿蘭陀学科囲　不韻斎画

3-40　おらんロロわくうき　不韻斎画

ゑ

3-41　阿蘭陀フランスカノ　歌川豊春

伽藍之図

3-42　浮絵紅毛フランカイ　歌川豊春

ノ湊万里鐘響図

3-43　浮絵阿蘭陀国東南湊　歌川豊春画

図

3-44　浮絵アルマニヤ珍薬　歌川豊春画

物集之国

江戸時代後期　　1点

明和･天明頃　　　1面

(1764-89)

江戸時代　　　　　1面

明和･安永期　　1枚

(1764-81)

明和･安永期　　1枚

(1764-81)

明和･安永期　　1枚

(1764-81)

安永-天明期　　　1枚

(1772-89)

安永-天明期　　　1枚

(1772-89)

安永～天明期　　1枚

(1772-89)

安永-天明期　　1枚

(1772-89)

園巻は絹本著　62.8×35.0×　神戸市立博物館

色　　　　　　425

巻子長3. 4m

紙本署色　　　26, 1×38,0　　神戸市立博物錯

雑本書色　　　28. 9×40. 6　　神戸市立博物館

木版合羽摺　17. 4 ×24. 5　　神戸市立博物館

木版合羽摺　　23. 8×34. 3　　神戸市立博物館

木版合羽摺に　23.3×33.5　　神戸市立博物館
一部筆彩

紙本木版色摺　大判横　　　　神戸市立博物館

紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

紙本木版色摺　大判横　　　　神戸市立博物館

3-45　アンポイナ島珍奇物　ルンフイウス著1705年　　　　　1冊　　　　　　　　　39.8×27.0　　神戸市立博物館

産集成

3-46　浮絵すなとりの図　歌川豊春画　　安永-天明期　　1枚　　　紙本木版色摺　大判　　　　　江戸ガラス館

(1772-89)

3-47　新版阿蘭陀洋画　阪　歌川園長画　　　享和-文政頃　　1枚(5枚　紙本木版色摺　大判

El多寅尖形高台　　　　　　　　　　(1801 -30)

3148　新板阿蘭陀浮画　亜　歌川El長画　　　宰和-文政頃

細亜洲巴必鷺城　　　　　　　　　　(1801 -30)

揃の内)

1枚(5枚　紙本木版色摺　大判

揃の内)
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公開名称　　　　　作者山地　　　時代　　　　　　員数　　　材質　　　　法量　　　　　所蔵品

3-49　新板阿蘭陀洋画　亜　歌川国長画　　享和一文政頃　　1枚(5枚　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

細亜洲第素禄王些墓　　　　　　　　(1801 -30)　　揃の内)

3-50　新板阿蘭陀浮画　欧　歌川国長画　　宇和-文政頃　　1枚(5枚　経本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

選巴洲石造供木星人　　　　　　　　(1801 -30)　　揃の内)

形

3-51　新板阿蘭陀浮画　楽　歌川国長画　　享和-文政頃　　1枚(5枚　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

徳海鴨銅人巨像　　　　　　　　　　(1801 -30)　　揃の内)

3-52　羅得島湊紅毛船人津　歌川国虎画　　文化12年(1815ト1枚　　　紙本木版色摺　大判　　　　神戸市立博物館

之図　　　　　　　　　　　　　　　天保13年(1842)

3-53　忠臣蔵十一段目夜討　歌川国芳画　　天保初期　　　　1枚　　　紙本木版色摺　大判横　　　　神戸市立博物館

之図　　　　　　　　　　　　　　　(1831)頃

3-54　東西海陸紀行　　　　ニューホフ著　1682年刊　　　　1価

3-55　西洋戦闘Bl　　　　安田雷洲筆　　　嘉永7年

(1854)頃

3-56　捕鯨国　　　　　　　安田雷洲筆　　　江戸時代･

19世紀中期

3 -57　RUSSISCHE　　　　　安田雷洲　　　　江戸時代.

KASTEEL VAN

MOSKOW

(無款)　　　19世紀中期

3-58　西洋戦闘図　　　　　電斎筆

3-59　ヨ-ロノバ戦闘図

3-60　新田よしさだかまく　安田雷洲

らをおとす

3-61　上杉武田信州川中島　安田雷洲

戦　　　　　　　　(無款)

3-62　信州川中島武田の正　歌JE個芳画

兵西条山を引かへし

雨宮のわたりをこへ

趨後方甘粕近江守と

戦ふ図

3-63　海外人物小伝

3-64　海外新話

3-65　ENGERAND

GOLOOD GRIP

3-66　市街戦争BI

3-67　虫合戦図

3-68　虫合戦図

3-69　亜塁利加国蒸気車往

来

万邦楼蔵梓･

時々夢斎序

嶺EB楓江著　五

嚢亭貞秀画

岡EEl春燈斎画

玄々堂　粉本保

居か

春木南漠筆

春木南涙筆

歌川芳貞画

安政4年

(1857)

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

安政2年

(1855)

寡永6年

( 1853)

嘉永2年

(1849)年

i工戸時代･

19世紀中期

江戸時代
19世紀中期

慕永4年

(1851)ころ

裏永7年

(1854)

文久元年

(1861)

2面

1幅

1枚

1幅

22枚

1枚

1枚

39 ×25　　　　神戸市立博物館

(フォリオ判)

紙本淡彩　　　各19.0×59.1　大場代官屋敷保存会

絹本若色　　　91.2×39.8　　個人

紙本銅版壷摺13,8×19 2　　神戸市立博物銀

紙本淡彩　　46. 9× 114. 0　　神戸市立博物館

紙本若色　　　画面14 1×　　神戸市立博物館

22.6

紙本銅版茶摺10.0×16.2　　神戸市立博物飴

経本銅版茶摺　9.8×16.3　　　神戸市立博物館

3枚続　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

5冊　　　　耗本木版一部　25,5×17.9　　神戸市立博物館

色摺

5冊　　　　紙本木版　　26 0×17.9　　神戸市立博物館

1枚　　　　紙本銅版　　19.5×24.5　　神戸市立博物館

1枚　　　紙本銅版墨摺17.8×27.5　　神戸市立博物館

1幅　　　　絹本若色　　　臼.7×85.2　　神戸市立博物館

1幅　　　　絹本著色　　　52.0×82.5　　個人

3枚続　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

3-70　亜墨利加州内華盛頓　歌川芳貝画　　文久元年　　　　3枚耗　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

府之景鋼板之写生　　　　　　　　　(1861)
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公開名称　　　　　　作者山地　　　　時代　　　　　　　員数　　　　材質　　　　　法皇　　　　　所蔵品

3171　イラストレイテッド

･ロンドン･ニュー

ス1861年5月18E】号

3172　蛮固名勝尽競之内亜

塁利加筆盛頓府

3-73　北亜暴利加合衆国華

盛都府之図

3-74　北亜墨利加洲

3-75　西墨利加国

3-76　亜墨利加図

3-77　亜暴利迦州迦爾波ホ

尼亜港出帆之図

3-78　亜墨利加賑之図

3-79　蛮国名勝尽競之内

英古利能動海口

3-80　美音利国l蘭頓図

3-81　英青利西龍遠大港

3-82　蛮国名勝尽競之内

仏蘭西把里須府

3-83　仏狼西国

3-84　仏蘭西大湊諸国交易

図

3-85　阿蘭陀海港風景国下

絵

3-86　新和蘭陀南和留連寿

国之図

1861年　　　　　　1冊

歌川芳虎画　　　文久2年

(1862)

歌川芳虎画　　　慶応2年

( 1866)

歌川芳虎画　　　慶応2年

( 1866)

歌川芳虎画　　　慶応3年

( 1867)

歌川芳虎画　　　慶応元年

( 1865)

五雲亭貞秀画　　文久2年

(1862)

歌川広重Ⅱ画　　文久元年

(1861)

歌川芳虎画　　　文久2年

( 1862)

歌川芳虎画　　　慶応2年

( 1866)

歌川広重Ⅱ画　　文久3年

(1863)

歌川芳虎画　　　文久2年

( 1862)

歌川芳虎画　　　慶応元年

( 1865)

月岡芳年画　　　慶応2年

( 1866)

五芸事貞秀画　　江戸時代･

19世紀中期

月岡芳年画　　　慶応2年

(1866)

3枚続　　　航本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚耗　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　経本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚既　　　成本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　紙本木版色摺　大判

3枚続　　　　　　　　　　大判

3枚横　　　紙本木版色摺　大判

神奈川県立歴史博物

館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物鮭

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

神戸市立博物館

神戸市立薄物飴

1枚　　　　紙本淡彩　　　27. 5× 69. 7　　神戸市立博物館

3枚続　　　紙本木版色摺　大判　　　　　神戸市立博物館

4-01　染付オランダ風景国　中国･景徳鎮窯　晴代･18世紀初期　1枚

皿

4-02　染付オランダ風貴国　有田窯　　　　　江戸時代･18世紀1枚

皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　初期

4-03　蒔絵コルシー二宮図　長崎製か　　　　江戸時代･18世紀　1枚

プラーク

4-04　青貝細工西洋教会図　長崎製

箱

4-05　蒔絵青月アムステル　長崎製

ダム風景図遊戯具箱

4-06　蒔絵青月オランダ風　長崎梨

景図箱

4-07　蒔絵青月アムステル　長崎製

ダム風景園煙草入れ

4-08　青貝細工西洋港国風　長崎製

炉先犀風

莱- 19世紀初期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代

19世紀前半期

江戸時代･

19世紀前半期

江戸時代･

19世紀前半期

江戸時代･

19世紀前半期

1占

1古

l点

1占

高20. 4

径20. 2

高2.4

径19.7

35.5×52.4

高10.4

24.3×38.0

高7.0

21,4×26. 1

高10.4

24.4×38.0

高2.3

8.0×13.5

神戸市立博物館

神戸市立博物館

個人

神戸市立博物館

個人

個人

個人

2曲1隻　　　　　　　　　36.0×314.8　　長崎県立美術博物館

-36-



公開名称　　　　　作者山地　　　時代　　　　　　員数　　　材質　　　　法量　　　　　所蔵品

4-09　青貝紺工ヴィーナス　長崎製

にキューピット図煙

草入れ

4-10　色絵阿蘭陀人文蓋付　有田窯

碗

4-11　染付帆船に阿蘭陀人　有田窯

文鉢

4-12　塊付望遠鏡に阿蘭陀　有田窯

人文皿

4-13　鋳絵西洋風景図盃洗　三代乾山に帰属

4-14　錬絵阿蘭陀風俗図皿　イギリス皿に尾

形周平絵付け

4-15　藍絵西洋風景国刀掛　京都製

4-16　染付花井に西洋風景　京都製

図大皿

4-17　藍絵西洋風景図台付　京都製

大鉢

4-18　藍絵西洋風景図蓋物　京都製

4-19　藍絵西洋風景囲盃洗　京都製

4-20　藍絵西洋風景国水指　京都製

4-21　藍絵西洋風景囲水注　京都製

4-22　藍絵西洋人物に風景　京都製

図急須

4-23　藍絵西洋人物図皿　　京都製

4-24　藍絵西洋風貴国八角　京都製

皿

4-25　色絵異国風景図二段　京都製

重

4-26　藍絵西洋風景図鉢　　京都製

4-27　藍絵西洋風景図台付　京都製

鉢

4-28　藍絵西洋風貴国手付　京都製

水注

4-29　藍絵花井に西洋風景　仁阿弥道八作

図涼炉

4-30　藍絵西洋風景図涼炉　京都製

4-31　藍絵西洋風景囲碗　　制作地不詳

江戸時代･18世紀　1点

末～ 19世紀初期

江戸時代･18世紀　5合

未～ 19世紀初期

江戸時代･

19世紀初期

江戸時代･

19世紀初期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀初期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

天保14年

(1843)以前

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代

19世紀中期

妻工戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

1亡]

1枚

1ロ

8枚

1点

1枚

1点

1合

1口

口　　点　　点　　枚　　枚　　合

1口

1点

2点

1点

1点

5ロ

-37-

高2.4

7.6×13.6

各高9.8

口径12 9

神戸市立博物館

神戸市立博物館

高12. 0　　　　神戸市立博物館

口径23. 0

高5. 4　　　　　神戸市立博物館

径30. 6

高11.4

径14. 1

高2.3

径17.2

高40, 5

37.9×20.5

高75

径49. 1

高13.2

径45. 2

高16.5

径19.5

高19.6

胴径21. 1

高16.5

口径16. 1

高17.2

胴径7 3

高12.5

胴径9. 0

高2.5

径17.3

高3.5

径17.6

高13.8

帽18.9

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

個人

個人

神戸市立博物館

個人

個人

個人

個人

個人

神戸市立博物館

高8. 1　　　　神戸市立博物館

口径17.0

高5. 1　　　　神戸市立博物館

口径18.4

左　高14.6　　個人

胴径13.8

石　高14.0

胴径14.0

高12. 2　　　　神戸市立博物館

口径10.8

高13. 5　　　　　神戸市立博物館

ロ種ll 7

高6. 1　　　　神戸市立博物館

口径10.2



公開名称　　　　　作者山地　　　時代　　　　　員数　　　材質　　　　法皇　　　　所蔵品

4-32　黒絵西洋風景図深皿　制作地不詳　　　江戸時代･

19世紀中期

4-33　黒絵西洋風景図水注　制作地不詳　　　江戸時代･

19世紀中期

4-34　藍絵西洋帆船囲皿　　伊賀焼

4-35　染付西洋風景園鉢　　大橋秋二(名古

屋)作か

4-36　銅版転写染付西洋人　川名焼(名古屋)

物に西洋風景図火人　に帰属

れ

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

江戸時代･

19世紀中期

B2ポスター

1枚

1点

1枚

1[コ

2点

-38-

高3.9

径18.0

高15.8

胴径10.6

高3. 1

径19. 9

高7.2

口径15.3

高9.2

胴径11.5

個人

個人

神戸市立博物飴

個人

神戸市立博物館



(5)第79回特別展

古代ローマの輝き　世界遺産ポンペイ展
･内　　容/

本展は､ローマ時代の人びとの持っていた自然･科学･技術に対する豊富な知識に焦点をあてた

展覧会として企画された｡ポンペイは西暦79年ヴェスヴイオ山の大噴火により一瞬のうちに埋没し

た､ナポリ湾に臨む古代都市である｡このため古代の日常生活のようすが他ではみられないような

形で保存されてきた｡ 18世紀からはじまった発掘調査で舗装された道路や水道､壁画で飾られた住

宅や巨大闘技場などがぞくぞくと姿をあらわした｡出品される約360点の出土品のほとんどはこれ

まで公開されることのなかったもので､ポンペイ･エルコラーノ･オブロンテイス･スタビアなど

の遺跡から発見されたo　どれもが2000年前のローマ人たちの自然･科学･技術に対する豊富な知識

を裏付けるものである｡これらの資料により､当時のポンペイで繰り広げられた人びとの暮らしを

紹介した｡

･会　　場/特別展示室1､南蛮美術館重､特別展示室2

･会　　期/平成13年(2001) 11月10日(土) -平成14年(2002) 1月27日(日)

･主　　催/神戸市､神戸市立博物館､漸神戸国際観光コンベンション協会､朝日新聞社

･後　援/外務省､イタリア大使館､日本におけるイタリア年財団､日本ユネスコ協会連盟､

NHK神戸放送局

･特別協賛/凸版印刷株式会社

･協　　賛/Enel (イタリア電力公社)

･協　　力/アリタリア航空会社､ゼネラリ保険会社､日本通運株式会社

･学術協力/東京大学文学部象形文化研究拠点

･入館料/ (当日.一般) 1,200円

･開催日数/63H

･入館者数/127, 872人

･出品点数/357件

･講演会/会場　当館地下講堂　午後2時-

12月9日(日)　浅香正氏(同志社大学名誉教授)

『古代ローマ都市ポンペイの埋没と蘇生』

B2ポスター

-39

図　　録



カメオ技法によるガラスの浮費彫り

タンバリンをたたくアモリーノ　　　バッカスとヴェスヴイオ山



ポンペイ展出品一覧

NG　作品名

Ⅰ　タイムカプセルの扉

1　犠牲者の石膏塑どり(複数)
2　犠牲者の樹脂型どり

3　イヌの石膏型どり(複製)

4　テラコッタ製奉納品

Ⅱ　人と自然

材質

石膏
ガラス繊維強化樹脂

石膏
テラコッタ

サイス

高87 × 47 ×幅57cm

高14×帽7. 5cm

高140×幅101cm

高16. 5×幅97cm

高18×帽86×厚6cm

高210×幅367cm

高210 ×幅285cm

高210 ×幅367cm

$25cm
高8cmX幅4. 5cm

長60 ×幅30cm

高36 ×幅28cm

高16. 5×幅13×奥9. 5cm

縦28.3×横19. 5cm

帽32. 5×高28. 2cm

幅22×高17. 5cm

幅23. 2×高18.2cm

高53 ×幅49cm

高50 ×幅40cm

径3. 6cm

幅12.2×高7cm

幅8. 1×高5.6cm

径6cm

径4. 5cm

幅7×奥4. 2cm

幅7. 5×奥2. 5cm

幅28 ×高15cm

幅16×高13cm

幅7. 1×高4.6cm

帽11 ×奥9cm

幅13×奥7. 5cm

幅3. 5×高3cm

長8. 5cm

バッカスとヴェスヴイオ山

震災後の情景をあらわす浮き彫り
震災後の情景をあらわす浮き彫り(複製)
庭園の風景
庭園の風景
庭園の風景
鳥がとまる枝
フクロウ

シカの角

ワシとヘビ

オオカミの形の香油入れ
キヅタの壁画断片
ドングリの壁画断片
ハクチョウの壁画断片

昆虫の壁画断片
魚介類の壁画
魚のモザイク

真珠の耳飾り
イタヤ貝

巻き貝
ウニ

カサ月
ムール貝

アゲマキ貝
ホラ月

オオマキ貝
タカラ貝

ホタテ貝
カキ

イシサンゴ

サンゴ

人間頚部の復元
人間頭部の復元
人間頭部の復元
人骨
貨幣をともなう下顎の骨
プアロス

人面装飾の碗

Ⅲ　住まいと都市

43　ステフアヌスの縮械工房の建築模型
44　縫い針

45　縫い針

46　ヘアピン

47　紡錘

48　紡錘

49　紡錘車

50　紡錘車

51　紡錘車

52　織り機の復元模型

53　織り機のおもり

54　織り機のおもり

55　はさみ

音大す古古古青膏骨大テ百舌古古古多金員貝貝貝月貝貝貝貝貝貝貝貝石石石骨骨凝褐　　　青青骨骨骨骨骨骨　テ鉛鉄 コ　　　　コ　コ　コス　　　スススレ　　　　レ　レレフ石　777代理膏代代代鋼鋼

コ　コ　コ　コ　コ　､

タススススス石ツレレレレレ灰疎

石コ77777石真理ラ代代代代代色,

型型型　　　　土模模模　　岩粘膏膏膏　　灰色　　　　鋼鋼

ラコツタ

幅6×高4×奥4cm

長40 ×高27cm

径8×高5. 5cm

幅40×長191 ×高69cFn

長12. 9cm

長28. 2cm

長10. 5cm

長18. 6cm

長14. 6cm

径3. 5cm

径3. 9cm

径3. 5cm

幅150 ×高170 ×奥50cm

高11×奥5. 5cm

幅6.8×高4.5cm

長22. 2cm

色付すりガラス



Nct　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　材質　　　　　　　　　　　　　サイズ

56　ムラサキ貝

57　火の神ウルカヌスと陶工

58　7リギア帽をかぶる男

59　胸像

60　貯金量

61　双子の鉢

62　偏重

63　浅鍋

64　植物文装飾の碗
65　装飾のある杯

66　碗

67　小型の碗

68　インク董

69　皿

70　碗

71　ランプの雌型

72　　ランプ

73　へフアイストスの工房

74　メナンドロスの首飾り

75　金の腕輪

76　金の耳飾り

77　銀製容器

78　把手付きの碗

79　ランプ

80　オイノコエ形の水差し

81　把手付きの銀製杯

82　ひしゃく

83　月形の器

84　鋳型

85　おの

86　おの

87　留め金

88　留め金

89　留め金

90　留め金

91　留め金

92　留め金

93　留め金

94　留め金

95　留め金

96　留め金

97　留め金

98　鉛のインゴット

99　鋳造時の余剰物

100　鋳造時の余剰物

101　カメオ技法によるガラスの浮き彫り

102　オルペ形の水差し

103　オイノコエ形の水差し

104　　ぴん

105　オルペ形の水差し

106　香油入れ

107　香油入れ

108　番油入れ

109　香油入れ

110　小壷

111　ピュクシス形の容器

112　　皿

113　皿

114　枚ガラス

115　噴水の装飾

116　モザイク製作用の用具

117　木工房の情景(複製)

118　つるはし

負

古代フレスコ

テラコッタ

ッ　　　　　　　　　　　　　　粉　レコ　　　　　　　　　　　　　　　石　フラ器器器器器器器器器器券理器代テ陶陶陶陶陶陶陶陶陶陶陶大陶古金金金銀銀青青青青青大銑鉄青青育青青育青青青青青鉛金金青ガガガ

一フ

石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガススス

鋼銅銅銅銅理　　鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼銅鋼　属属色ラララ

ス､白色練りガラス

カラス

ガラス

ガラス

ガラス

ガラス

ガラス

ガラス

ガラス

吹きガラス
ガうス

練りガラス

秩

石膏
秩

-42-

長7. 5×奥6cm

高79 ×幅64cm

高69cm

高13.3×帽9.7×奥6.5cm

高12. 7×径12. 7cm

高16×径14cm

高20.8×径15. 6cm

高9×径19. 5cm

高17 ×径33cm

高12×径16cm

高5.8×径11.6cm

高3. 9×径7. 2cm

高6. 5×径9cm

高5. 1×径17.6cm

高8 4×径18.8cm

9.5×15×10.3cm

高11×長26. 5cm

縦159×横113cm

長8cm

径6cm

径2.2cm

高22. 6×径27.2cm

高6.2×帽15. 5cm

高29×幅26×奥14, 5cm

高16×径12. 5cm

長27.9×径14. 9cm

長30.4×径10, 3cm

高5. 7×径16. 1cm

長13. 5×幅9. 5cm

長21.5×幅6.5cm

長18. 5×幅7cm

長11. 7-3cm

径7.8-2. 5cm

長47×高11 ×帽9. 5cm

縦4. 7×横4.4cm

舵lo.6×横4.1cm

高25. 2×幅39.4×厚0. 7cm

高16. 5×径17. 5cm

高11. 3×径8. 9cm

高16, 3×径6. 7cm

高15. 5×径12.8cm

高7×径1. 5cm

高6. 1×径5cm

高7.3×径2. 7cm

高11.7×径1.8cm

高4.8×径5. 9cm

高6. 9×径12. 8cm

高4.8×径24. 8cm

高3. 7×径16. 7cm

縦58. 5×横60cm

高127×幅213×奥82cm

長19. 5×幅7cm

高59 ×幅152cm

長25. 5×幅7cm



No.作品名

119　斧

120　斧

121　のこぎり

122　かなづち付きちょうな

123　　のみ

124　釘

125　釘

126　黒曜石の杯

127　メノウの杯

128　把手付きの壷

129　小壷

130　小壷

131　水晶の加工品

132　メノウの加工品

133　紅玉髄製の玉

134　柱頭の部材

135　加工中の柱頭

136　完成直前の柱頭

137　完成した柱頭

138　暖房システムの模型

139　湯沸し器

140　台所の煙突

141　二ロかまど

142　火ばち

143　下げ振り

144　下げ振り

145　田囲風景

146　建築現場の情景

147　建築許可に関する碑文の石膏複製
148　建築景観図

149　ナイル川風景画

151　水車の復元模型

152　吸上げポンプ

153　吸上げポンプの模型

154　水道栓

155　水道管と水道栓

156　ポンプの部品

157　投石器の復元模型

158　投石機用の石

159　投石機用の石

160　投石機用の石

161　短剣

162　槍の穂先

163　弾丸　　　9個

Ⅳ　豊かな暮らし

164　パン屋の夫婦

165　釣り針

166　釣り針

167　魚網の修理針

168　把手付きの壷

169　イノシシ狩り

170　イノシシの牙

171　イノシシの牙

172　行進の場面

173　熊の頭部

174　熊の歯

175　ヘラクレスに扮した幼児像

176　ちょうつがい

177　骨製装飾品

178　アリュパロス形の壷

179　小刀

銑鉄銑鉄銑鉄

青銅
黒曜石+珊瑚等象族細工
メノウ

オニキス

アラバスター

アラハスター

水晶
メノウ

紅玉髄
カラーラ産大理石
カラーラ産大理石
カラーラ産大理石
カラーラ産大理石

青銅
テラコッタ

テラコッタ

青銅
青銅
青銅
古代フレスコ
古代フレスコ

石膏複製
古代フレスコ
古代フレスコ

銅銅銅青青青一石石石銑鉄鉛

代銅銅銅器代　　代鋼　牙骨　骨､古青青青陶古牙牙古育歯象獣骨獣鉄 コ　　　　　　　　コ　　　　コス　　　　　　　ス　　　　スレ　　　　　　　レ　　　　レフ　　　　　　　7　　　　7

旭B　胎教霊濫濫禁皿mcmcmcm‰軸cm仙蜘

-　∴　∴.∴∵　∵.

幅　7.1419糾21237.7.125.2813132.2142224947144234215長長長長長長長高高高高高縦高径縦縦縦縦高高高縦高高高縦縦縦縦縦17

58×66×55cm

44. 5×38cm

高14×幅21. 2cm

高9. 4×幅34. 4crn

高22.3×径5cm

163×355× 118cm

径15. 5cm

荏ll. 5cm

径16. 5cm

長34. 5cm

長37. 9×帽5.6cm

長4×帽2.4cm

縦65 ×横58cm

長4. 8cm

長3. 2cm

長9cm

高51×径16cm

縦50×横100cm

長10cm

長8. 7cm

縦93 ×横329cm

縦8 ×横7cm

長5×厚0. 7cm

高6. 6×厚3, 5cm

長2. 5-6. 5､径2. 5cm

長15. 3×幅3. 5cm

高4.4×径4.7cm

長10×幅2cm



サイス

縦3. 8×横2. 6cm

縦49 ×横48cm

縦16. 5×横27. 7cm

長500×高200 ×幅200cm

長26. 2cm

長25. 4cm

高61×径7.4cm

高67×径7cm

高80. 5×径16. 5cm

縦29. 5 ×横33cm

縦26. 5×横19cm

長8, 4×径10. 2cm

長15×径5. 5cm

長26. 5×幅14cm

縦25 ×横40cm

縦27 ×横42cm

縦31×横44. 5cm

縦12. 5×横16.3cm

縦18. 5×横17. 5cm

縦42. 5×横53. 5cm

舵ll ×横10. 5cm

高43. 5×径33cm

高14. 6×径8. 9cm

高14. 2×径8. 9cm

縦138×横198cm

縦221 ×横126 ×高50cm

長320 ×径150cm

高66. 5×奥16. 5cm

縦71 ×横93cm

縦29 ×横28cm

高11.7×径6.3cm

高11.6×径6. 9cm

2×1.2×1.2cm

10.6×11.1cm

高28×幅12cm

15. 7× ll. 9cmetc

縦46 ×横55cm

縦24. 5×横16. 5cm

107× 70 × 25cm

9×9cm

45. 5×35×28cm

高44. 5×径14cm

14 × 28cm

縦47 ×横50cm

縦59 ×横53. 5cm

7×17cm

縦37 ×横37cm

縦76 ×横73cm

径19. 2cm

縦111 ×横277cm

縦101 ×横74cm

高4. 5×径9. 5cm

高4. 2×径9. 6cm

高5. 5×径11cm

高60cm

長25. 1×径16. 5cm

高4. 1×径3. 3cm

#9.2X#11. 5cm
長32. 5cm

長10. 6cm

長9. 8cm

長9. 1cm

No.作品名

180　錠

181　ブドウを収穫するアモリーノ

182　ブドウの壁画断片

183　ぶどう酒製造用圧搾機の復元模型

184　ぶどう酒ティスティング用管

185　ぶどう酒ティスティング用管

186　　アンフォラ

187　　アンフォラ

188　　アンフォラ

189　くわ

190　くわ

191　接ぎ木用ナイフ

192　接ぎ木用ナイフ

193　勢定用のナイフ

194　リコツタチーズとアスパラガスの静物画

195　パンのある生物

196　イチジクの壁画

197　果物の壁画

198　ハシバミの実の壁画断片

199　小鳥の壁画

200　サクランボの壁画

201　麦の穂の壁画

202　石うす

203　鉢

204　鉢

205　市場の情景

206　ピサネッラ荘の建築模型

207　オリーブ油製造用ひきうすの復元模型
208　羊飼い

209　田園風景画

210　ヤギの壁画

211　家畜の首につけた鈴

212　家畜の首につけた鈴

213　距骨

214　牛の装飾品

215　馬の装飾品

216　馬具

217　ペガサスとベレロフォン

218　ロバの壁画

219　豚の石膏型どり(複製)

220　小犬の装飾品

221　ヤマネの飼育器

222　カタツムリの飼育器

223　ハト

224　ハト小屋の枠

225　ハトを持つ子どもの壁画

226　ウサギ

227　女性画家

228　ナルキッソスとエロス

229　鏡

230　アドメトスと戦車

231　風景画のある建築装飾壁画
232　顔料と容器

233　顔料と容器

234　顔料と容器

235　ウェヌス像

236　手鏡

237　ノト箱

238　かみそり

239　垢すりへら

240　へら

241　へら

242　へら

材質

管

古代フレスコ

古代フレスコ

器器器

銀銀陶陶陶銑鉄鉄

秩

秩

古代フレスコ

古代フレスコ
古代フレスコ
古代フレスコ

古代フレスコ
古代フレスコ
古代フレスコ

古代フレスコ
火山性宕
陶器
陶辞
古代フレスコ

コ　コ　　　　　　　　　　　コ　コ　　　　　　　　　　　コ　　コ　コ　　コ　コスス　　　　　　　　　スス　　　タタ　タス　　スス　　ススレレ　　　　　　　　　　レレ　　　　ッ　ツ　　ツレ　　レレ　　レレ

石77　　　　　　　77　　　ココ　コ7　77　77　　　　石　　骨理代代鋼鋼　銅銅銅代代膏鋼ララ銅ラ代銅代代鋼代代器器器理　　,鍋大古古青青骨青育青言古石膏テテ青テ古青苗古青古古陶陶陶大銀骨鉄育骨骨骨

44



材質

青銅
古代フレスコ

青銅
青銅
骨

青銅
テラコッタ

テラコッタ

テラコッタ

テラコッタ

黒色粘板岩+色大理石
古代フレスコ

古代フレスコ

サイス

高27 ×幅13cm

縦25 ×横115cm

高3×径13. 5cm

径30cm

長23. 5×帽2. 5cm

高50 ×幅18cm

17.5×7.5×8.1cm

15.1×20.3×15.2cm

16× 19cm

18× 18×9cm

縦21 ×横67cm

縦48 ×横38cm

縦45 ×横33cm

Nn　作品名

243　　シストルム

244　綱渡りをするシレノス

245　　シンバル

246　どら

247　　フルート

248　鈴付きのランプ

249　ランプ

250　仮面の形をした装飾品

251　仮面の形をした装飾品

252　仮面

253　ディオニュソスの踊り

254　辻音楽師

255　タンバリンをたたくアモリーノ

Ⅴ　獅那加那加猟期焔剃加湖那邪知mmmの獅"潤潤の278m剃281湖湖剃那加那湖細別削減潤跳拭榔獅298獅…00301302㍑ 人々のくらし

燭台としてのアポロ像
指輪
腕輪
香油入れ
香油入れ
ガラスぴん
ガラスぴん
ガラスぴん

ガラスぴん
ガうスぴん

ガラスぴん
ガラスぴん

排水口のついた瓦
軒飾り
燭台
ランプ
ベッドの装飾金具

壷　　　　　　　の　コゴ　器ノノノしフ付付製　　　LL　イ金貨貨貨貨貨貨メ炉イン印酒イイイ差キ手手鍋　鉢　差差鍋ラ

台貯銀銀銅鋼銅銅力香ササ刻混オオオ水ス把把青銅小皿水水浅フ皿

符護

羅　　　の甲　口製

コエ形ブドウ酒差し
コエ形ブドウ酒差し

コエ形ブドウ酒差し

疏の形皿スの皿器オきき容

把手付きの容器

青銅
金

金

ガラス

ガうス
ガうス

ガラス

ガうス

ガラス

ガラス

カラス

ガラス

テラコ
ココスス一

蒜醐醐醐開銀親御開聞醐柑㌘胴醐醐醐開聞諾醐詔榊が詣関槻槻閑暇　-5

霊8　cm00　　m　00　　　　　　㌫　触　　-3　　　　m

ocm簸妻妾欝憲替薫染欝欝13L6 ･207 ･171 716161 512131 02041×部28131.1.2.3.1311226622241323153226432高径径高高高高高高高高高幅縦幅1 2底高高径径径径径径長高1.長長高高高高高高長高高高高高高高高高高高



サイズ

高17×径12.3cm

高16.3×径7cm

高4, 5×径26. 5cm

高8. 5×長43cm､径30. 5cm

高11×径17. 5cm

142×113×118cm

100 X 170× 100cm

長17. 6×幅2cm

長15. 1cm

径11. 5cm

高38×径37cm

高16×径7. 8cm

高19. 5×径8. 6cm

高21×径10cm

高25×径12. 4cm

高29. 5×径14.3cm

高32. 7×径15.6cm

46.2×31.3×14.5cm

26 × 46cm､径13. 5cm

19. 2×16cm

22. 5×20.5cm

58 × 28cm

75 × 65cm

26. 5×26× 15cm

34×33. 5×20cm

4.5×11×6cm

縦13. 7×横8cm

縦13. 5×横8×厚2cm

高43 ×径25cm

長11.6cm

長27×径0. 5cm

高13.2×厚0.6cm

高52 ×横120cm

21 ×20. 1cm

20× 13cm

20× 13. 5cm

15. 5×7. 9cm

長19.8×径1.8cm

長12. 5-16. 8cm

ニ⊥

陶器
陶器
大理石
陶器

Nq　作品名

304　壷

306　水差し

307　フライパン

308　すり鉢

309　鏑

Ⅵ　科学と技術

自走式計測機の復元模型
測量器具の復元模型
コンパス

定規
キャリバー

穀物をはかる升(モデイウス)
計量用ガラス容器
計量用ガラス容器
計量用ガラス容器
計量用ガラス容器
計量用ガラス容器
計量用ガラス容器
竿ばかり
竿ばかり
竿ばかり
竿ばかり
ひしゃく形はかり

天球儀の模型
日時計
日時計
携帯用日時計
薬箱のふた
薬箱
薬を入れる壷(複製)
抜歯器具
カテーテル

吸引具
治療場面の浮き彫り
相子
婦人用相子
婦人用相子
肛門用紺子
医療器具の容器
医療器具
医療界具
医療器具
医療器具
医療器具

Ⅶ　世界の広がり

348　サル

349　ゾウの鋲飾り

350　ゾウの鋲飾り

351　トキ

352　カバの壁画

353　ライオンとカモシカ

354　真珠母

355　シャコ月

357　ヒト形の小像

358　動物形の小像

359　ヒッポカンボスの宝飾品

※欠番は出品されず

青銅
青銅
青銅
木(復元) +秩
ガラス

ガうス

ガうス

ガうス
ガラス

ガうス

青銅
青銅
青銅
青銅
青銅
石膏
石灰岩
大理石
象牙
青銅+銀､鋼象軟
膏飼

育飼
育銅
青銅
ペンテリコン産大理石

青青育青青青青青青青　　育育青青苗大月貝琉琉イ

コスレフ石

鋼鋼銅鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼　　鋼鋼鋼鋼代理　　泊泊

ンド産サファイヤ
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高4. 8cm

13× 14. 5cm

13×14. 5cm

2.7×5.3×1.6cm

縦68. 5 ×横58cm

高19 ×長43cm

15. 5×13cm

23×14cm

3×1.5×0.8cm

5X5. 1XO.8cm

1.2×2. 1cm



2　企画展

(1)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山こ､テーマを設定した企画展示を行うo

展覧会名 ��｢�内容 

南蛮美術名品展 度ﾈ�#�?｢粟����佇�)?｢�?｢��夏休みにあわせ､1年に1度の南蛮美術の 公開日ザヴイエル像､泰西王侯騎馬図など､ 池長孟(いけながはじめ)コレクションの名 品を中心に､大航海時代の日欧交流から生ま れた南蛮絵画や工芸品を展示したD 

江戸時代の中国趣味 �(ﾈ��i?｢�7鋳ﾓ8ﾈ�#I?｢以竰�長崎へ来航する中国人たちは､彼らの民間 信仰を日本-もちこんだor三国志』の英雄 でもある関帝像,現世利益をもれなくかなえ る福禄寿三星図など､道教の影響を受けた画 題を中心に､中国趣味のひろがりを展観し た○ 

南蛮美術名品展　出品目録

※は個人コレクション

*は1階ホールに展示

南蛮のパトEj>

でん小びと

桃山時代､南蛮ブームの火つけ役となったのは2人の大下人･観田信長(1534-1582)と豊
そくはく

臣秀音(1536-1598)でした｡信長は伝統文化の鯛をきらい､南蛮ものを愛好するとともに､
せんさ上りL

キリスト教にも厚い備後を加えています｡また秀舌は､大正15年(1587)に宣教師追放令を出

し､キリスト教こそ尊止の姿勢をとりましたが､簡易の方は灸泉どおりというオ針でしたo世

俗的な南蛮文化が爆昇的な流行を見せるのは､まさにこの希書時代のことなのです｡

こけいモうちん

1.織EI)信長偉く重要文化財)　天正1 1年(1583)古渓宗陳賛

2.豊臣秀吉像

-47-

桃山時代　1　幅

桃山時代　1　幅



初期洋風画

大丈18年(1549)イエズス会士ザヴィエルの永日以降､日本にもセミナリオやコレジオといっ

たカトリックの学枚が作られ､油絵の及法や逮姓法､陰影法のような魯洋の写実的表現が､初

めて日本に任えられました｡礼拝用の聖副まキリスト教弾圧の中ではとんと失われ､わずかし

か残っていませんが､信仰に直線間イ系のない世俗劇ま､大名などへの贈呈用だったと思われ､

まとまって残されています｡また､のちには9のように､西洋の故法で日本の伝鋭画麹に取り

組む鹿家も呪われました｡

3.聖フランシスコ･ザヴイ工ル偉く重要文化財)　　　　　　　　　江戸時代初期　1　面

4.等茜王侯騎馬園(重要文化財)　　　　　　　　　　　江戸時代初期　4曲1隻

5.囲都図･世界園(重要文化財)　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　8曲1双

6.世界都市図帳　　　　　　　　Gブラウン& Fホーヘンヘルプ　　1572-1618年　　6巻3冊

の′;､わ､に

7.師父二童子図･西洋二武人囲　伝信方筆　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　2　　面

8.老人読書園※　　　　　　　　伝信方筆　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　1　面

9.蛋農園　　　　　　　　元禄15年(1702)雪村道香賛　　　江戸時代初期1幅

10.老師父園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　1　面

一そ. ,

桃山時代は､風俗盾-晩実の人間生活を主鞄とする紛画一が流行した時代ですが､中で
よつす

も西洋人の汲泉､丈易の様子を描いた南蛮展風は､珍奇で未知の風俗を寮しめる画趣として喜

ばれました｡これらが微風されるのは､主に港町の豪商の家からで､水運常を営む市民櫓でと

りわけ愛好されたことがわかります｡のちに南蛮鼻風は､南蛮如イコール宝如､南蛮人は福の
乙/L,ささこく

神､というような現せ利益を願う俗イ言仲に丈えられ､縁起ものとして鏑国後も描き続けられま

した｡

みやこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かのう　そうしゆう

ll.都の南蛮寺園　　　　　　　　狩野宗秀筆

ないtZん

12.南蛮扉風(重要文化財)(右隻)狩野内膳等

13.花下群舞図

14.万匡l人物図

15.洛中洛外固く右隻)*

16.南蛮人交易園*

一48-

桃山時代

桃山時代

桃山時代

5=戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代

i Fii]

柑1双のうち

6曲1双

3帖のうち

6曲順のうち

6曲1双



南蛮意匠の工芸

南蛮舟風に散りばめられている異国の風俗は､絵副まかりでなく､より身姓にE)常生活で用

いるエ豊品の中にも登場しました｡轟蛮人や弾丸､鉄砲､かるたなとの南蛮モチーフ､あるい
Lまさかがく

は塙､水玉なとLa洋風の幾何草丈様が､具国風デザインとして各物を飾ったのです｡その代表

的なものは馬具や丈身具といった漆工芸品ですが､鞠各や服飾､金工品のジャンルにも､その

影響は及んでいます｡

まきえくら

17.蒔絵南蛮人文鞍
ぞうガん　　　　　　　えいら<つうほうせんあBta

18.象巌南蛮人に永楽通宝銭鎧
すすりはこ

19.蒔絵南蛮人洋犬文硯箱

20.蒔絵南蛮人文箱
おおつつみとう

21.蒔絵鉄砲文大鼓胴
おり　へ　くつガた

22.黒織部沓形茶碗

23.天正かるた版木重箱
えガガみ

24.南蛮人喫煙図柄鏡

25.南蛮人散策囲柄鏡
肪LJようきよう

26.南蛮人散策図八稜鏡

慶長9年(1604)

桃山～江戸時代初期

桃山～江戸時代初期

桃山～江戸時代初期

桃山～江戸時代初期

桃山時代

桃山～江戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代

背　対　合　合　個　□　合　面　面　面

輸出漆器

しっき

漆各は東洋独特の工芸品としてヨーロッパで人気を集めました｡机山時代には､来日した宣

教師や商人らの注文によって数多くの外国向け漆各が作られ､海を渡ったのです｡各･形には轟
ほとこ

洋のデザインを息網とした上に､秋草など日本的な文様を施しており､丸轟文化の美しい融合
bでんす

が見られます｡光り輝く螺釦(夜光貝やアワビなどの貝片を薄く磨ってはめこむ枚法)の多用

も､国内向けには見られない輸出用漆各の特色です｡

らでAJ a:うひっ

27.蒔絵螺細花樹鳥獣文洋掘
しよだんす

28.貝貼り書箪笥
さめガわ　　　　　　　　　　　　<ら131<うかた

29.蒔絵螺細鮫皮貼り住吉社園鞍袋形洋籍

30.貝貼り小楯 インド製か
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合　点　合　合期　期　期　紀初　初　初　世代　代　代　目蒔　時　時戸　戸　戸工　工　　工



31.豊臣秀吉朱印状

32.キリシタン制札(相州鎌倉郡岡津村)

33.白磁マリア観書像

34.白磁マリア観音像

35.恵比寿をかたとる聖像

36.小児を抱く中囲人物像

37.鬼子母神像
r=つけいせいはい

38.キリスト探刑図聖牌(片面神の仔羊歯)
E=な

39.十字架を担うキリスト図聖牌

40.聖者像聖牌(片面聖フランシスコ､片面聖ドミニクスか)
ちけい

41.キリスト苔刑園聖牌

42. l HS文赤地布製聖牌

けいガん

43.荊冠のキリスト像聖牌
ぞう(1ほL)

44.象牙彫幼児キリスト優

45.ロザリオ(木製､ガラス製)各種

46.メダイ各種

清　徳化窯

清　徳化窯

銅版画は舶載品

銅版画は舶載品

銅版画は舶載品

銅版画は日本製

江戸時代に舶載

江戸時代に舶載

江戸時代に舶載

さ工戸時代に舶載

江戸時代に舶載
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天正16年(1588)

天和2年(1682)

18世紀

1 8世紀

江戸時代

江戸時代

江戸時代

16世紀後半～1 7世紀初期

1 6世紀後半～17世紀初期

1 6世紀後半～17世紀初期

1 6世紀後半～17世紀初期

1 6世紀後半～1 7世紀初期

1 6世紀後半～1 7世紀初期

16世紀後半～1 7世紀初期

16世紀後半～1 7世紀初期

1 6世紀後半～17世紀初期

通　枚　体　体　体　体　体　点　点　点　点　点　点　点



江戸時代の中国趣味　出品目録

.L荒海≡ゴ葺転地i雪レ~

1.長崎麿結交易園巻

2.唐倉白図説　　　　　　　　　　文化5年(1808)以降

3.唐船EZ1

4. J善人遊戯固

.止壁蚕臓
5.中華歴代帝王園　　　　　　高玄岱題　貞享4年(1687)

6.縦儲図
7.能義億

8.関羽偉

9.関羽億

10.関羽億(五月のぼり)　　　　享和2年(1802)

11.関羽像

12.岩石或満　車六(開帝廟)　寛政11年(1799)刊

13.関羽像

14.等孟筆意図

15.甜鮎は園　　　　延宝3年(1675)

16.諸葛孔明陣中図

17. a

叫叫触感　bq　　　色.　　　　　-

L,ゆう1さん

渡辺秀詮筆　　　　　1巻　　　絹　本　著　色

編者不明　　　　　　1冊　　　彩　色　写　本

玉木鶴亭筆
じようかん

城貫筆

寸1いか<

鶴洲霊鷲筆

洞楊谷筆

亡二露毒素

木下逸雲筆

Oota Tlwzoo*
でんき

安田目]牒画

1幅　　　紙　本　書　色

1幅　　　粧　本　書　色

1帖　　　絹　本　著　色

1幅　　　絹　本　著　色

1幅　　　梶　本　著　色

1幅　　　糸民　本　暮　色

1幅　　　糸民　本　暮　色

1幅　　　木綿地型染　手彩

中国製(蘇州版画か)　1幅　　　木　版　筆　彩
にTこてる

中川忠英編　　　　　1冊　　　木　版　墨　摺

箔道生yF l躯　　　木　　　　造

広渡湖秀筆　　　　　1幅　　　紙　本　書　色

じやくし

河村若芝肇　　　　　1博　　　満　本　書　色

小原慶山筆　　　　　1幅　　　絹　本　著　色
おTごの

伝小EEl野直武筆　　　1幅　　　紙　本　淡　彩

18.量竿騎虎園　　　　　等謝端義　延宝5年(1677)　河村若芝筆　　　1幅　　絹本暮色
かんさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せく　Uによいつ

1幅　　　糸氏　本　書　色

1幅　　　絹　本　暮　色

1幅　　　紙　本;炎　彩

1幅　　　紙　本　書　色

1幅　　　木　版　筆　彩

3冊　　　木　版　色　摺

1幅　　　紙　本　淡　彩

1幅　　　絹　本　著　色

1幅　　　紙　本　淡　彩

1幅　　　絹　本　暮　色

1幅　　　絹　本　淡　彩

3冊　　　木版墨摺一部色摺

4冊　　　木版墨摺一部色摺

河村署芝筆

河村若芝筆
しゆうし

渡辺秀之筆
か<しゆう

渡辺鶴洲肇

葛飾北斎画

司馬5工漂肇

温義夫筆

渡辺鶴洲筆

荒木千洲筆

斎藤雀亭筆

副孟義編

大原東野編

19.寒山医　　　　　　　　　　　用]非如-鷲

LJつと:<

20.拾得囲　　　　　　　　　　　寛文10年(1670)木魔性王屑賛

21.寒LU月持固(渡辺家耕栽粉本)明和6年(1769)
しすい

22.四時図　　　　　　　　　　　太室宗恒賛
Llんじ±つち&う

23.万事吉兆国　　　　　　　　　文政2年(1819)松平定信題

24,北斎漫画　三～五絹(和合神なと)文化13年(1816)他刊

25.寿老人図

26.福禄寿三量EZ1

27.福禄寿三量園(渡辺廉潔蔵粉本)文化12年(1815)

28.福禄寿三皇図

29.福禄寿三星図

30.宍紫石画譜(福禄寿三塁医)明和2年(1765)刊
めいすうガJ51

31.名数直i書皆(福禄寿三星図)　文化7年(1810)刊

32.外国商館商壌(舶寿三星､ ii臥魁星)明治時代
て^lガん　L Ihく

33.天官賜福之図
<^,せんせいさい

34.群仙星禁固(渡辺森戦戴粉本)
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シモン,二つアース商会ほか　3枚　　　印　　　　刷

福田望遠施板　　　　1枚　　　木　版　墨　摺

石崎元徳筆　　　　　l幅　　　紙　本　淡　彩



35.群仙星祭Eg)(渡辺家8t蔵粉本)文化12年(1815)

36.群仙星崇園(渡辺森搬蔵粉本)文政2年(1819)

37,天仙遺子囲
1-･L. .:

38.唐子遊歴l

39.唐子園
Ltfう±

40.錘旭図
てつガい

41.鉄拐仙人図
とうぽう己<

42.東方邦監l
こうしよへい

43.黄初平tg)
pヽ二I1

44.等高仙人図

45.鯉図

46.双鯉囲

47.舌瑞双鯉之図

48.葛仙移居Eg)(粉本)

49.三聖固く渡辺;衰胡蔵粉本)

50.老子図

51.太上老君僚
えぞう

52.有象列仙全伝(和刻)
て:いせいこう

53.伝鄭成功僚

と　tl八ノブうすう

斗山宗枢賛

弘化3年(1846)

享和3年(1803)

りくによ

六如慈周賢　明和6年(1769)

天明元年(1781)

劉松年原図　寛政10年(1798)
ていてJbl三ん

鄭顛仙原国　文化15年(1818)
LdやしはつT._′し

林鳳三軍賛　天明2年(1782)

慶安3年(1650)刊

渡辺鶴洲筆　　　　1幅　　　紙本　墨　画

渡辺鵠洲筆　　　　1幅　　　紙　本　墨　画

中国製(蘇州版画)　1帽　　　木　版　筆　彩

中国製(蘇州版画)　1幅　　　木　版　筆　彩

荒木元麿筆

山口葦香華
はくうFtJ

白雲筆
力､∧ノわん

北山寒巌筆
(7んLん

島田元旦筆
はJL　こ

勝野箔古筆

岩井江雲筆
ゆうし

石崎融恩筆

広i度湖用筆

渡辺鶴洲筆
そう　L tZ2

宋紫石筆
I　　･　　L　■　　　　　､

小田野直林筆

1幅　　　紙　本　書　色

1幅　　　紙　本　朱　画

川音　　　絹　本　著　色

1幅　　　絹　本　著　色

1幅　　　絹　本　油　彩

1幅　　　絹　本　墨　画

1幅　　　紙　本　書　色

1幅　　　絹　本　著　色

1枚　　　木　版　色　摺

1巻　　　紙　本　淡　彩

1幅　　　紙　本　淡　彩

1幅　　　絹　本　墨　画

1幅　　　紙　本　巻　色

5冊　　　木　版　墨　摺

1躯　　　翁司　　　　造

⊥さ･EE51職箸包5.

54.西湖園　　　　　　延享2年(1745瀧範海　　山未払　　1幅　　絹本著色

55.西湖,J億　　　　　　円LIJ応挙原園　奥文鳴模写　　芸等竃転策謀琶画　1枚　　銅版藍摺

56.山水固く軟Ej山行特恵)　安永2年(1773)　　　　御苑違　　1幅　　絹本著色

57.芙筈篇届園巻は辺家的粉本)文化3年(1806)　　　　　渡辺鵠洲筆　　　l巻　　紙本淡彩

58.唐土名所之絵　　　　　　天保11年(1840)　　　　　　葛飾北斎画　　　　1枚　　木版色摺

59.違呈諭旨晶益　　　　橘守国画享保4年(1719)刊　輩荏毒萎選　　14耶うち　木版墨摺

60.新撰名IIJLa　　　　享和元年(1801)刊　　　　鈴木美毒縞　　　3冊　　木版墨溜

61.窟鋪道芸　　　　　岡Efj玉山､岡熊岳､大原東野画　岡EE]玉山絹述　　　6冊　　木版墨摺

文化2年(1805)刊

n叫れ馳俊　等　hh　　色1　　　　　-詔

62.芦鷺園(渡辺豪弼粉本)　文政10年( 1827)

63.独釣園(渡辺森軌範粉本)　上官周原図

64.山水園巻く渡辺夜戦蔵粉本)遥遠原図　文政7年(1824)

65.窒義之書悶価辺豪腕粉本)文化15年(1818)

66.三脚園　　　　　　　文政元年(1818)

67.双鶴囲(渡辺豪弊蔵粉本)　提議蒜原図　文政5年(1822)

68.清泉白鶴国　　　　　　　　宝暦4年(1754)

69.芸事監血園(渡辺家綱粉本)沈南頻原因　文政7年(1824)

70.黄甲伝姓園

71.長春富貴園
ガtr Ltたん

72.風牡丹図

73.牡丹に蝶囲

乾隆39年(1774)
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渡辺鶴洲筆　　　　1幅　　　紙　本　淡　彩

伝渡辺鵠洲筆　　　　1幅　　　紙　本　淡　彩

渡辺鶴洲　渡辺秀毛筆1巻　　　紙　本　淡　彩

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆
ゆうこ)

熊輩等

渡辺鶴洲筆

岩井江琳筆
りようき

梁基撃
ていぼい

鄭培筆

岩井江雲筆

1幅　　　紙　本　淡　彩

1幅　　　絹　本　5炎　彩

1幅　　　紙　本　淡　彩

1幅　　　絹　本　著　色

1幅　　　系民　本　淡　彩

1幅　　　絹本淡　彩

1帽　　　絹　本著　色

1幅　　　絹　本　著　色

川看　　　絹本著　色



74.牡丹に白頭翁図

75.墨牡丹囲　　　　　　寛政5年(1793)藁競講義

76.牡丹に蝶園　　　　　　　　天明4年(1784)

77.風牡丹園

78.牡丹岩小禽園

j二rl= I..i_rl ii･j_,/ I. r_

79.菊に猫園

80. a
81.寒梅綬帯鳥図

82.良品書錆園　　　　　天明4年(1784)

83.花瀧に文鳥囲

84.白梅白頭鋸園　　　　　　　明和2年(1765)

85.牡丹に根等鳥園　　　　　　明和6年(1769)

86.白梅横帯鳥図

ぐうじよう

山田宮常筆

森蘭斎筆
わ'iu<

岸駒筆

岸駒筆

斎藤雀亭筆

色　画　色　色　色著　墨　書　著　書本　本　本　本　本
□【日　　白日‥　D日川　　口日H t]CZ.ヾr　　.pf.･　　ヽ-　　　1T　　.Jl

一口田　一口田　一OED　一口EB　一oEl

まむらうこう

真村雇う工筆　　　　1幅　　　絹　本　著　色

宋紫石筆　　　　　1幅　　　絹　本　若　色

宋紫石筆　　　　　1幅　　　絹　本　暮　色
とうさゆうL,A:

童九如筆　　　　　1幅　　　絹　本　著　色
とうれつ

萱烈筆　　　　　　1幅　　　絹　本　暮　色

渡辺玄対筆　　　　　1幅　　　絹　本　著　色

態等筆　　　　1幅　　絹本著色
おおがみんぶ

距鹿民部筆　　　　1幅　　　絹　本　著　色

87.瓶花園　　　　　　　　　　文政9年(1826)江蓋閣･朱柳橋質　島琴随筆　　　　　　川苗　　　絹　本著　色

(2)古地図企画展示

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

をもとにテーマを設定した企画展示を行う｡

展覧会名 ��｢�内容 

古地図と版元 滴ﾈ��I?｢�7著��Xﾈ�#�?｢�?｢��日本国や世界図というような地図の内容や､ 伊能息散らの地図製作者ではなく､出版した本 屋側に焦点をあてて古地図を展示したLO江戸. 京都.大坂の三都を中心に､それ以外の地方で 出版された古地図も採り上げたo 

世界図の歴史 �(ﾈ��i?｢�7著��8ﾈ�#I?｢以竰�コロンブス等が活躍する大航海時代を境に激 変するヨーロッパの世界図0さまざまなタイプ の世界図が描かれ､流布した江戸時代の日本o 古地図を通して昔の人々の世界像を知るととも に､現代の地図との違いを楽しむo 
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古地図と版元　出品目録

資　料　名　　　　　作　者　等　　　　時　代　　　　版　種　　　寸法(cm)　　備考

さがみや

1相模屋太兵衛･･･.･･ ｢図林｣と称す
LJゆう12人

1万国稔界図　　　　　　　　　　　　石川流星

2　本朝図鑑網目(内題)　　　　　　石川流宣

Ⅰ江戸の書林

貞享5年(1688)　　　木版手T,一軸1269×577　　　　池長

貞享4年(1687)　　　木版手彩　　　　59 5×1 30 8　　　両波

3　日本海山湖陵園　　　　　　　　石川流宣　　　　　元禄4年(1691)　　　木版手彩　　　970×168 1　　南波

▼蛙らや廿んしようぼう

2　須原屋茂兵衛･-･･江戸時代後租に江戸で最大の暮林｡北畠氏｡店の屋号は千鍾房､千錘堂

4　万回稔界園　全　　　　　　　　　石川流宣

だいみん

5　大明蕃城図　全　　　　　　　　　須原屋茂兵衛　板

l才さん

6　歴代分野之図古今人物事跡(内題)　桂川甫三

こうぎん

ワ　安見御江戸絵園　全　　　　　　　　衡山　著

きモじモうJ=う

8　岐積路安見【万屋荒兵衛と他一店との〕桐坂元売出)乗場　編

9　東海木曽両道中懐宝匪鑑

10　諸国順覧懐宝道中記

〔前川弥兵衛(盛支堂)と共同坂元売出〕
11旅行必用　大日本諸州道程的　全

12　大日本海陸連中行程園鑑　　　　　　千鍾房梓

13　増補新刻　大日本海陸行程図鑑(内題)千鍾房発

しんしEZうとう

3　須原屋市兵衛･-･.北畠氏｡店の屋号は中根堂
ちょうかく

14　地球-覧図　全　　　　　　　　　　三橋釣客

こうよ有g<ぽせきすい

15　大清広興国(八朝のうち　雲南府)　長久保赤水

__}二二､.‥　　.. ､

えぞ

17　蝦夷Eg)全園　　　　　　　　　　　林子平　園

lB　無人島之図　網緑　　　　　　　　林子平　園

*･LI I

4　万屋清兵衛･-=松葉氏｡店の屋号は松葉軒

19　流璽江戸絵図(倭)　　　　　　　石川流宣

20東海道芽蒜鯛(5帖)　　　芸還箭

宝永5年(1708)改

享保頃( i 729年以前)

寛延3年(1750)

文化14年(1817)改正

宝暦6年(1756)

明和2年(1765)

木版手彩

木版手彩

木版手彩

木版刷彩　折帖

木版　　　袋綴

下.qe　　　媒鳩

1320×600

800×1020

1774×1572

208×96

116×162

160×112

文化5年(1 808)　　　木版刷彩両面刷　15 2×7 5

天保2年(1831)再刻　　木版両面刷　　　34 2×51 5

天保7年(1836)　　　木版　　袋簾　16 1×11 2

天保7年(1836)以降　　木版刷彩　折帖　164×78

天明3年(1783)　　　木版刷彩　　　　79 1×1643

天明5年(1785)　　　木版手彩　　　　66 8×62 5

天明5年(1785)　　　木版手彩　　　　52 2×79 0

天明5年(1785)　　　木版手彩　　　　51 5×936

天明5年(1785)　　　木版手彩　　　　27 3×65 5

宝永2年(1705)　　　木版手彩　　　　36 4×48 8

元禄16年(1703)　　　木版　　折本　265×149

21海陸日本道中行程記　　　　　菊岡雨仙斎絹　　　享保9年(1724)　　木版手彩折本158×72

252慧雲慧妄諾冨崖号は余事堂　　　　江戸時代末期　　木版刷彩　545×833

23串壷国全図　　　　　　　橋崩指図　　慶応4年(1868)　　木版刷彩　　96 5×1244

24 :遠国全図　　　　　　　村上吾碓著　　　江戸時代末期　　　木版刷彩　1062×1254

25永福関東講　　　　　　　　江戸講元菊屋幸三郎　江戸時代末期　　　木版　　袋嬢　70×160

26　海陸道中画譜全　　　　　　橋本玉加斎読　　　元治元年(1864)誌　　木版刷彩袋緬176×119
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Ⅰ京都･大坂の書林
よしfJが

1林吉永･.-京乱｢御絵図所｣と称す｡名は治左裾門｡初代が吉永と名のった

27　新板　日本国大絵図　　　　　　　　　　　　　　　　延享(1744-48)改正　木版手彩　　　　688×1652

28岩島itu^之図　　　　　　　　　　　　　　　延宝9年(1681)　　木版　　　　696×420

29改正謁墓園　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期

きちもんじや

2　吉文字屡市兵衛････.･大坂.島国氏｡店の屋号は走栄堂｡三代Bが酔雅と号した｡

30　伊勢道中行程記　　　　　　　　酔雅子　考訂　　　　寛延4年(1751)

31江戸道中勝景行程記(内題)　　　　　　　　　　　　　宝暦9年(1759)

〔江戸出店の吉文字屋次鹿兵衛と共同刊行〕

32　新増　日本道中行程記大全　　　　墨龍斎　満　　　　　室暦9年(175g)

33芸品壷参詣海陸記(内題)　　　今村美景　　　　安永7年(1778)

34　日本海陸早引道中記　　　　　　　秋里渡島繍輯　　　　文政13年(1830)

3　藤尾弥兵衛･･･.･･大坂.浅野氏｡店の屋号は星文堂

35改正地球万Eg全図　　　　　貰え長篇謀　　　　江戸時代後期

36品蒜新訳地球全図　　　　　橋本宗善　　　　寛政8年(1796)

37　改正　E]本輿地路程全園　　　　　長久保赤水　　　　　安永8年(1779)

38筈蒜E]本輿地全図　　　　　　　　　　　　天明3年(1783)

しとみ

39　大日本細見拍掌全園　改正増選　　　篠応連　携　　　　　文化5年(1808)

さの吉苧

40　丹後国大絵図　　　　　　　　　城崎斎藤甚石衛門　　文化13年(1816)

Ⅱ　地方の書林

1亡鳶堂-･･･長野　善光寺

41海陸道中国絵　　　　　　　　　炎叢斎一家　画　　　　江戸時代末期

こんぴら

2　美玉堂･･･.･･金毘羅宮〔香川県琴平町】

42芸蒜LU参詣遵紀州旭日ヨリ議鼠描磨名勝附　　　　　江戸時代末期

3　LLJ本平六･-･･高野山〔和歌山県〕

43嵩義弘絵図　　　　　　　　橘保春画　　　　文化7年(1810)

木版手彩　　　　　40 0×4ワ1

木版　　　折本　16.9×8 6

木版　　　折帖　163×93

木版刷彩　折本　15Zx74

木版　　　折本　16 3×9.1

木版手彩　　　　　385×1195

木版手彩　　　100 0×149 5

木版手彩　　　　　55 5×92 9

木版手彩　　　　　83 2×134.3

木版刷彩　　　　　54 0×52 5

木版手彩　　　136.2×227 9

木版　　　　　　　56 7×81.5

木版刷彩

木版刷彩　　　　　34 6×47 0

波　波　浪南　南　南

浪　岡　波　波　浪南　秋　雨　南　爾

波　波　岡　波　浪　波雨　南　秋　雨　南　南

木版手彩　　　69 5×41 1　　　南波

4　えづ崖庄八--奈良｡絵図産庄八､井筒屋庄八とも吉己す

44大日本早引細見絵図　　　　　　　　　　　弘化2年(1845)再板　木版刷彩　　373×1183　　秋岡

45西国巡礼園(仮)　　　　　　　　　　　　幕永2年(1849)　　木版一部手彩　602×668　　　再演

46ならめい志よゑづ(内題)　　　　　　　　　　江戸時代後期～末期　木版一瓢手彩　285×432　　　南波

はL,べ)

南波は南波松太郎コレクション､秋矧よ秋岡武次郎コレクション､弛長は池長孟コレクションの鴫です｡寸法のうち･冊子類は表紙の寸法ですo
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世界図の歴史　出品目録

〔資　料　名〕　　　　　　　〔作　者　等〕　〔時　代〕　　〔版　種〕　〔寸　法cm〕　〔備　考〕

ヨーロッパにおける世界図

2世紀の偉大な天文学者プトレマイオスは.ギリシャ･ローマ時代の地理学を集大成したことでも有名｡地球球体

説に基づく世界図も揃いたといわれます｡ただ､その成果はその後の中世キリスト教社会ではほとんど無視され､ル

ネサンスの気運に乗って15世紀初頭によみがえり､そこから世界図の新しい歴史が始まるのです｡

1メルカトル版　　　　　　G.メルカトル　17世記初期　　　銅版手彩　　39.0×52.0

プトレマイオス世界図　　　　　　　　　(1605年)

16世紀の偉大な地図学者メjL/カトルが復元したプトレマイオス世界臥ヨーロッパから地球半周分の世界を描くが､アジア大

陸ははてなく続いています0

2　ベハイム地球儀　　　　　Ad.ベハイム　1492年　　　　(複製)　　径51

現存最古の地球儀で､原品はドイツに保有されているoプトレマイオスよLJ一歩前進した世界図が描かれる｡アメリカ大陸はな

いが､ジパング(日本)は大きく存在しています.つまりここには､｢新大陸発見｣直前の世界像が描かれています.

3　シルバヌス編　　　　　　B.シルバヌス　1511年　　　　　木版　　　　43.0×29.5

プトレマイオス地図帳

アメリカ大陸確認直後の世界園o左端にアメリカ大陸があり､石上にはジパングが描かれます｡

4　オルテリウス編　　　　　A.オルチリウス1570年　　　　　銅版手彩　　41.0×28.5

『世界の舞台』

大航海時代の成果を凝縮した近代アトラスo巻頭を飾る世界図には､南半球全体と北極地域に巨大な陸塊が描かれていますo Ej

本が確認されたので(1543年) ､アジア大陸の東端が決まリプトレマイオス(2世紀)以来の難問が解決しました｡

5　ブラウ世界図　　　　　　W.ブラウ　　1635年　　　　　銅版手彩　　51.1×60.5

17世紀のオランダは､世界一の地図製作センターでしたoフラウ家は､その最大メーカーです.ここに展示したものは､17世紀に

もっとも信頼されていた世界園といえます｡

6　ブラウ世界地図　　　　　J.ブラウ　　1662年　　　　　銅版手彩　　55.0×66.0

7　7アルク世界図　　　　　G.フアルク　　1700年頃　　　　銅版手彩　　52.3×63.3

17世紀後半から18世紀前半にかけて､北米カリフォルニア半島が｢島｣として表現され､北太平洋一帯に大きな陸地が存在して

いるかのような世界図が流行します｡

8　ジャイヨ世界地図　　　　H.ジャイヨ　1720年頃　　　　銅版手彩　　61.0×100.4

司馬江漢の世界図(28)の手本となった世界園｡

日本における世界図

日本ではもともと､仏教の教えに基づく世界図がありました｡ 16世紀後半になると､ヨーロッパから全く違った世

界図が伝わり､それを受け入れようとした人もいました｡さらに17世紀以後には､中国からも世界図がもたらされ普

及しました｡江戸時代には.大きく三つに分類できる､全く外形の異なる世界図が､ともに存在していたのです｡

く伝統的世界園)

本朝(日本)､唐(中国)､天竺(インド)の三国世界を描くもので､現代の感覚ではとても世界図とは思えないもの｡

江戸時代になるとその｢三国｣にくわえて､オランダなどヨーロッパ地名も加わります｡

9　天竺之園　　　　　　　　　　　　　　　寛延2年(1749)手書手彩　167.0×133.2　　　　A

中央の巨大陸塊はほとんどがインドで､一部が中国ですo右上の海上に日本がある.朱線は三蔵法師ゆかりの仏旗を案内してお

り､類園(14世紀)が奈良法隆寺にあります0

10　うちわ型仏教系世界国　　　　　　　　　宝永頃(1704-ll)手書手彩　150.8×155.5　　　　N

｢うちわ型｣とは､その園形の対称性からいわれたものです｡左上にはヨーロッパ地名(フランスイギリスなど)がみられますC

流入してくる海外情報を､なんとか位置づけようと試みているのでしょう0
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11南梅蔀舶万国室薫之図　韻毒手　　　宝永7年(1710)木版手彩　117.4×144.0 A

これほど大きな木版園には.多くの手間と経費がかかったことでL ckうoこのことは､伝統的世界園の存在意義の高さを示して

いるともいえます｡
こやのJ:しはる

12　万国一覧図　　　　　　　古屋野意春　　文化6年(1809)木版手彩　105.2×138.6　　　　　A

左にアフリカ大陸､右の南北に広がる陸地がアメリカ大陸で､このような異様な表現は他に例をみません｡インド付近が極端に

大きく描かれていることから､作者には仏教への想いがあるのでしょう.出版流布していたことは驚きです.

く中国からの影響)

16-17世紀には､中国にも西洋の地理学や地図が伝わります｡西洋の学問が､そこでいったん漢字に訳され､さら

に日本へと伝わり､大きな影響を与えます｡宣教師マテオ･リッチが1602年に北京で刊行した世界図｢坤輿万国全

図｣は日本に伝わり､それを手本にした図が江戸時代の代表的な世界図となりました｡

13頚兵万国全図屑鳳(6曲一隻)　　　　江戸時代　　手書手彩　167.5×379.1　　N

｢坤輿万国全図｣をそのままに模写し､地名などに読み仮名をふったもの｡

14頚兵全図　南懐仁(F.フェルビースト)康,照13年(1674)木版手彩　188.0×411.2　　　N

イエズス会宣教師が中国で刊行した､ 8幅一組の大型世界臥朝鮮では後に復刻され広まった0

15　万図解図･人物図　　　　　　　　　　　17世記後半　　　木版手彩　136.4×58.9(世界図)  I

木版手彩　136.8×58.9(人物図)

16　万国耗図･世界人形図　　　　　　　　　　慶安5年(1652)木版手彩　　65.4×40.8(世界図)　1

65.3×41.3(人形固)

15 16のように､江戸時代初期に刊行された世界園は､各国人物図がセットになっていて､東を上にして縦長に描かれますo

l7万国鵜界図　　　　　岩槻　　貞享5年(1688)木版手彩　126.9×57.7　　　1

当時人気の浮世絵師の手になる世界園｡大β劃ま､バラバラの島々が寄り集まったように描かれていますo

18世界万国地球図　　　描窃魂韻　　宝永5年(1708)木版手彩　127.4×42.8　　　1

南極中心図と北極中心園を組み合わした園｡大坂で出版されたらしいo

l9兵島国　　　　　　朗箕論　　享保5年(1720)木版　　90.9×154 1　　　N

｢坤輿万国全図｣を手本にした図0北を上にし月本が地図の中央にあるという､現代の我々にもなじみやすい構図です0

20　源内煉世界図皿　　　　　　　　　　　　　江戸時代中期　　志度尭(群岐)径37.8 (ユーラシア園)

(ユーラシア･アフリカ図皿､南北アメリカ図皿)　　　　　　　　　　　径37.0 (アメリカ図)  I

平賀源内(1729-79年)が考案したという焼物｡世界園をデザインした皿はきわめて珍しいo原図は｢唐土訓粟国垂｣中にあるo

* ｢唐土訓要図嚢｣享保4年(1 71 9)

21地球一覧国　　　　　宝鵜試醤　　天明3年(1783)木版手彩　81.8×154.3　　　N

｢坤輿万国全図｣を手本にしながらも､南方大陸の形態とインド地域を大きく変えています｡

22地球万国山海兵鳥全図乾　き払底叢謙　18世紀末　　木版手彩　104.0×153.0 A

水戸薄の儒学者長久保赤水が作った大型世界臥多くの海賊版や異版を生み出し､幕末に至るまで､このタイプの世界図がもっ
ともよくみられた｡

23万Eg兵鳥全図　　　　鼻孟宗符　　嘉永6年(1853)木版刷彩　36.8×65.2　　　　N

24　世界万国日本ヨリ海上里数　　　　　　　　江戸時代末期　　木版凧彩　　34.9×48.3　　　　　　N

王城人物図

23 24は､庶民向けともいうべき簡易世界図.太平洋に浮かぶ黒舶は､ペリー艦隊(1853年)の影響でしょう｡

くヨーロッパからの影響)

ポルトガル人が種子島に漂着(1543年)して以来､江戸時代を通じて､西洋から直接に日本へ世界図がもたらされ

ました｡日本人はそれらを最初は模写する程度でしたが.蘭学の発展により､地名の翻訳や中身の改良までできるよ

うになりました｡

25　旧世界図　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　手書手彩　102.7×115.9　　　　N

新大陸を除いた臥中国や東南アジア諸国への里程や貿易品名が記されていることから､鎖国に際して外国情報を調査した園
と考えられています｡
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11南海畿舶万国垂糞之図　議毒手　　　宝永7年(1710)木版手彩　117,4×144.0 A

これほど大きな木版園には､多くの手間と経費がかかったことでしょう｡このことは､伝統的世界園の存在意義の高さを示して

いるともいえます｡

12万国一覧図　　　　　音量鼻蓋等　文化6年(1809)木版手彩105.2×138.6　　　A

左にアフリカ大陸､右の南北に広がる陸地がアメリカ大陸で､このような異様な表現は他に例をみません｡インド付近が極端に

大きく描かれていることから､作者には仏教への頒いがあるのでしょう出版流布していたことは駕きですo

く中国からの影響)

16-17世紀には､中国にも西洋の地理学や地図が伝わります｡西洋の学問が､そこでいったん漢字に訳され､さら

に日本へと伝わり､大きな影響を与えます｡宣教師マテオ･リッチが1602年に北京で刊行した世界図｢坤輿万国全

図｣は日本に伝わり､それを手本にした図が江戸時代の代表的な世界図となりました0

13　韓兵万国全図展風(6曲一隻)　　　　江戸時代　　　手書手彩　167.5×379.1　　　N

｢坤輿万国全園｣をそのままに模写し､地名などに読み仮名をふったもの0

14 i娘全図　南懐仁(F.フェルビースト)康照13年(1674)木版手彩　188.0×411.2　　　N

イエズス会宣教師が中国で刊行した, 8幅一組の大型世界園｡朝鮮では後に復刻され広まった｡

15　万国総図･人物図　　　　　　　　　　17世紀後半　　木版手彩　136.4×58.9(世界囲) l

木版手彩　136.8×58.9(人物図)

16　万国席図･世界人形図　　　　　　　　　慶安5年(1652)木版手彩　　65.4×40.8(世界図)  I

65,3×41.3(人形固)

15･ 16のように､江戸時代初期に刊行された世界園は､各国人物図がセットになっていて､東を上にして縦長に描かれます0

17万国耗界図　　　　　岩職崖　　貞享5年(1688)木版手彩　126.9×57.7　　　1

当時人気の浮世絵師の手になる世界臥大陸は､バラバラの島々が寄り集まったように描かれています0

18世界万国地球図　　　霜題兎韻　　宝永5年(1708)木版手彩127.4×42.8　　　1

南極中心園と北極中心国を組み合わした凱大坂で出版されたらしい.

19兵鳥囲　　　　　　慮貞造詣　　享保5年(1720)木版　　90.9×154.1 N

｢坤輿万国全園｣を手本にした臥北を上にし､日本が地園の中央にあるという､現代の我々にもなじみやすい構図です0

20　源内焼世界図皿　　　　　　　　　　　　江戸時代中期　　志度窯(讃岐)径37.8 (ユーラシア固)

(ユーラシア･アフリカ園皿､南北アメリカ図皿)　　　　　　　　　　鐘37.0 (アメリカ囲) l

平賀源内(1729-79年)が考案したという焼物｡世界園をデザインした皿はきわめて珍しいo原因は｢唐土訓豪国魚｣中にあるo

*｢唐土訓豪図嚢｣享保4年(1719)

21地球一葉図　　　　　竺鵜翁誉　　天明3年(1783)木版手彩　81.8×154.3　　　N

｢坤輿万国全園｣を手本にしながらも､南方大陸の形態とインド地域を大きく変えています0

22地球万国山海兵鳥全図乱　数農業謙　18世紀末　　木版手彩104.0×153.0 A

水戸藩の儒学者長久保赤水が作った大型世界臥多くの海相版や異版を生み出し､幕末に至るまで､このタイプの世界図がもっ
ともよくみられた｡

23万国兵晶全図　　　　鼻余業符　　嘉永6年(1853)木版刷彩　36.8×65.2　　　　N

24　世界万国日本ヨリ海上里数　　　　　　　江戸時代末期　　木版刷彩　　34･9×48･3　　　　　N

王城人物図

23 24は､庶民向けともいうべき簡易世界臥太平洋に浮かぶ黒船は､ペリ-艦隊(1853年)の影響でしょう｡

くヨーロッパからの影響)

ポルトガル人が種子島に漂着(1543年)して以来､江戸時代を通じて､西洋から直接に日本へ世界図がもたらされ

ました｡日本人はそれらを最初は模写する程度でしたが.蘭学の発展により､地名の翻訳や中身の改良までできるよ

うになりました｡

25　旧世界園　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　手書手彩　102･7×115･9　　　　N

新大陸を除いた凱中Eg)や東南アジア諸国への里程や貿易品名が記されていることから､鎖国に際して外国情報を調査した園

と考えられています0
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26地球等立郎告五帯之国　訳畠賞鎚　　宝麿9年(1759)手書手彩　各81.5×18.0 N

地球儀を展開したようなEE)で､他に例をみない､きわめて珍しい世界図｡1 1枚一組のもの｡

27万国図　　　　　　8Ef.bG畿巌　　安永8年(1779)手書手彩　99.1×199.2　　　N

パリで刊行されたポアソ世界図を手本にした園｡長崎の阿蘭陀通詞が地名翻訳にかかわった.地名翻訳書｢新増万国地名考｣付.
しLlこうか^,

28　地球圏　　　　　　　　　司馬江漢　　　寛政4年(1792)錦版手彩　　55.4×86.4　　　　　　N

司馬江漢の世界図｡原図となったのはジャイヨ世界図(8)だが､日本の北方地域は改良しています.

29　7イツセル改訂　　　　　　　　　　　　　18世紀末　　　　手書手彩　160.0×295.0 I

ブラウ世界図模写図

オランダ製の大型壁捲け世界EZ)を模写したものo江戸時代に伝わったその原本は､現在､東京国立博物館に保存されています0

30　円坪万国地海全図　　　岩音雀蓋　　宇和2年(1802)木版手彩　118.6×219.2　　　A

蘭学導入に熱心だった薩摩藩が作成した世界園｡和漢の知識も統合されています｡木版刷りの世界園としては最大寸法のもの

です｡

31新訂万国全図　　　　窟鵜貨荏　　文化7年(1810)銅版手彩　114 8×197.7　　　N

幕府天女方が総力をあげて作成した世界園｡間宮林蔵の報告を受け､ヨーロッパに先駆けてサハリン(樺太)を島として表現し

た､当時世界最高水準の図.

32北壌中心世界地図　　,J=.撞鼻逢妻　天保8年(1837)手書手彩155.3×157.0 A

原図は､北極中心図と南極中心図の､二園一組でしたo作者の考えで､北極から見た園に､南半球の姿を合成したもの｡

33　大兵鳥球儀　　　　　箔炭豊海　　安政2年(1855)木版手彩　径23.0 A

竹ヒコの上に木版印刷された世界園を鮎LJ合わせ､地球儀になるo壊れやすく､現存例はごくわずか0

34兵晶航海図　　　　　諾畠態菖　　安政5年(1858)木版手彩　90.5×160.0 A

原図は､ロシア使節プチャーチンの旗艦ディアナ号にあった｡それを沼津の医師武EB簡吾が翻訳し､出版したもの｡数多くの異

版を生んだ｡

35　官許　新刊兵岳全図　完　直義鼓誓　　文久1年(1861)木版刷彩　136.0×135.9　　　N

34とならんで.幕末を代表する大型世界図0万国旗と都市や山川の統計表が付いているなど､内容が豊かで詳細.

讐濫雪雲霊蛸　　実見端　寛文(.66.～,2年,頃銅鏡　径9..8　岡嶋直配寄贈

鏡背日本図拓本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拓本　　　113.0×111.7　　　　　N

※備考欄のAは秋岡武次餌コレクション､ lは池長孟コレクション､Nは雨波松太郎コレクションであることを示すo

｢江戸時代の中国趣味｣ ･

｢世界図の歴史｣ B2ポスター
｢文化遺産としてのモダニズム
建築展｣ B2ポスター
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｢文化遺産としてのモダニズム
建築展｣図銀



･  ･ ‥: 文化遭産としての
モダニズム建築展

ドコモ誉20讃In神戸

Documentation and Conservation of buildings, sites and n馴ghborhoods of the Modern Movement

21世紀を迎えた今､さまざまな分野で､ 20世紀の歩みをあらためて見な

おそうとする動きが盛んになってきましたo建築のtLt界においても､ 20匹

紀に世界的なスケ-ルで展開された､モダニズム建築を再検証し､再評

価する試みが少しずつ始まろうとしていますo

こうした中で､オランダに本部を挺く､近代建築の保存と調査のた

めの国際組織､ DOCOMOMOが､ 2000年の9月に開催された世界

大会に向けて､各国に現存するモダニズム建築の代表例20件の提出杏

呼びかけましたbこれを受けて､わが国でも､日本建築学会の中に発足

したワーキング･グループが､ 1920年代から60年代にかけて建設された
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さまざまな建築を選定しました`,さらに､こうして選ばれた20の妊鞍を広

く社会に伝えるため､そして関西においでも住友ビルディングと聴竹居が

この20選に選ばれたことから､神戸群立博物館において､巡担1巌を開催

することとなりました(,

20適量の建策の写真､図南､横型､栄料等に具体的に触れながら､

日本におけるモダニズム建築とは何を目指し､何を実現しようとしていた

a)か､これからの建築や町づくりにとって､そこから何が退座として読み

取れるのか､幅広く､深く､検証したいと考えていますC

2001年6月21 I(土)～7月8日(日)

関野時間●平轟守10時一午後5時(人相は4時30分まで)

休館日●月曜日　併設薦】北京政苫博物院発会Q)重態展｣

や神戸群立博物館
I o bJ C il Y NI u　事　■　Ll lT一

誠流会●講師藤岡挿保(競演に菟大学教授･ドコモモジャパン砂耕摘題)

2001年6月9日(土)午後2時～　会場神戸林立博物館講堂

入館料●一般1 000 (750)円･高大生700 (550)円･中小生400(250)円※ ( )内は30名以上の団体割引料金

栄 65歳以上で神戸市すこやか手帳持参の方はシルバー料金(500円)

主催●神戸市/神戸市立博物館/文化遺産としてのモダニズム建築関西崖実行姿賞金

KQBE 2JOl

後援●日本建築学会/日本建築家協会/国際記念物通称会議(lCOM OS)日本国内重昂会/DOCOMO MO JnternatlOnal/文化庁/

DOCOMOM 0 Japan/日本建築協会/兵庫県建築士会/京都府建築士会/奈良県建築士会/大阪建築士事務所協会/兵庫県建築士事務所協会/

京都府建築士事務所協会/奈良県建築士事務所協会

●関連展予告　文化退座としてのモダニズム建築展関西のモダニズム20還Fn芦屋2001年9月8日( i二)～1071 14t3 ([ヨ)芦慮rtJはlA.糞禰博物桝
http://www,8Sh ;YかWeb. or.i FFJmus別l汀l/

+神戸市立博物粛〒650-0034神戸市中央区京町24番地Tel 078-391-0035 Fax O781392-7054



(3)ギャラリー

展覧会名 ��｢�内容 

神戸ゆかりの芸術家たちⅠ 滴ﾈ��I?｢�7著��Xﾈ�3�?｢盈ｒ�収蔵品の中から神戸ゆかりの洋画家 ･川端謹次と小松益書の油彩画､別車 博資の水彩画､彫刻家.柳原義達によ る鳩と鵜をテーマにした素描を展示し たo 

文化遺産としての 塗ﾈ�)?｢�7著��xﾈ繪?｢�?｢��ドコモモ(DOCOMOMO:近代建 築に関する建物､敷地､環境の資料と 保存の国際組織)が､日本で選定した 

モダニズム建築展 �20件の近代建築の姿を､写真.図面. 模型.資料等により展示o 

神戸の風景版画 度ﾈ���?｢��R���佇��9?｢盈ｒ�失われつつある近代以前の神戸のイ メージを､源平関係の浮世絵等20点を 
-源平に育まれたイメージ- 剪ﾊして浮かび上がらせたo 

神戸ゆかりの芸術家たちⅢ 祷ﾈ��Y?｢�7著����ﾈ紵?｢盈ｒ�金山平三､林重義､小磯良平､田 村孝之介､川西英､別車博資､川端 謹次といった神戸洋画壇を築いた人々 の作品を展示したo 

神戸の書展 ��ﾈ�3�?｢盈ｒﾓ8ﾈ�3�?｢�?｢��上田桑鳩､宇野雪村､深山龍洞､安 東聖空ら､神戸と深く関わりながら近 代の書道界をリードした人々の作品を 展示したo 

｢神戸ゆかりの芸術家たちI｣出品目録
NQ　作家名　作品名　　　　　　　制　作　年　　　　　　　　　技法　材質

かわばたきんL,

1　川端謹次　　潮　風

2　　川端謹次　　-の谷風景
へつしゃひろすけ

3　　別事博資　　神戸港暮色

4　　別車博資　　-の谷風景

5　　別事博資　トレド

6　　別垂博資　　太山寺晩秋
こまつますき

7　　小松益書　　神戸北野町　桃色の家

8　　小松益喜　　煉瓦塀と異人館

9　　小松益喜　　最後の異人館
やなぎはらよしたつ

10　　柳原義達　　道標　孔雀鳩

11　柳原義達　　道標　孔雀鳩

12　　柳原義達　　道標･薦

13　　柳原義達　　道標･孔雀鳩

14　　柳原義達　　道標　孔雀鳩

15　　柳原義達　　道標･孔雀鳩

1955 (昭和30)年

1960 (昭和35)年

1950 (昭和25)年

1955 (昭和30)年

1964-65 (昭和39-40)年頃

1970 (昭和45)年頃

1969-70 (昭和44-45)年頃

1983 (昭和58)年

1970-72 (昭和45-47)年頃

油彩　キャンパス

油彩　キャンパス

水彩　紙

水彩･紙

水彩　紙

水彩　紙

油彩　キャンバス

油彩　キャンパス

油彩　キャンバス

1989 (平成元)年　　　　　　　フェル ンペト

1989 (平成元)年　　　　　　　フェルトペン

1991 (平成3)年　　　　　　　フェルトペン

1991 (平成3)年　　　　　　　フェルトペン

1991 (平成3)年　　　　　　　フェルトペン

1991 (平成3)年　　　　　　　フェルトペン
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紙　紙　紙　紙　紙　紙



神戸の風景版画　出品目録

NQ　　　　　　　　　　資　料　名 者作敬員 年　　代

1　新形三十六怪撰　布弓1滝悪源太義平霊討難波次郎

2　　清盛入道布引滝遊覧悪源太義平霊討難波次郎

3　　福原殿舎怪異之園(無題)

4　　新容六憶撰　福原殿舎怪異之園(無題)

5　　新形三十六怪撰　清盛福原に数百の人頭を見るの図

6　　生田森追手源平大合戦

7　　武勇雪月花之内　生田森えひらの梅

8　　源義経一谷裏手乏図

9　　摂州一之谷写真

1 0　　義経乏軍兵一之谷逆落之園

1 1　摂州-の谷鴨越ヨリ義経平家を攻ル園

1 2　　小敦盛絵巻

13　　敦盛と直実

14　　無官の太夫敦盛　熊谷次郎直実績討の園

15　　耀武八景　須磨等晩鐘

16　　播州須磨寺ノ桜に義経高札ヲ立ル図

17　　播州須磨寺若木桜ノ図

1 8　　『兵庫築島博』

1 9　　『摂津名所図会』

20　　『掩州名所巡覧園絵』

1枚　月岡　芳年　明治22年(1889)

3枚続　歌川　国芳　文化12-天保13年(1815-42)

3枚続　葛飼　北為　天保14-弘化4年(1843-47)

3枚縞　　月岡　芳年　明治15年(1882)

1枚　　月岡　芳年　　明治22年(1889)

3枚続　歌川　国芳　天保14-弘化4年(1843-47)

3枚続　　月岡　芳年　慶応3年(1867)

3枚続　歌川　芳昌　嘉永6年(1853)

3枚続　橋本　貞秀　安政4年(1857)

3枚続　歌川　回芳　天保元年～13年(1830-42)

3枚続　　歌川　芳藤　　明治前期

1巻　　　　　　　　桃山時代

1枚　鈴木　春信　明和年間(1764-72)

1枚　歌川　豊国　文化12-文政7年(1815-24)

1枚　歌川　国芳　天保元～13年(1830-42)

3枚続　歌川　国芳　文化12-天保13年(1815-42)

3枚続　　月岡　芳年　明治3年(1870)

1冊　　　　　　　　天明2年(1782)

1冊　　　　　　　　寛政10年(1798)

1冊　　　　　　　　享和3年(1803)

｢神戸ゆかりの芸術家たちI｣出品目線

hb　作家名　　作品名 制作年　　　　　　　　技法　材質

1金山平三　　宮士に梅
しげJ:し

2　林　重義　　カー二ュ城祉

3　林　重義　　雪　山

4　小磯良平　　池長孟肖像
こうのすけ

5　田村孝之介　貢衣婦人像

6　EB村孝之介　婦人像(黒いドレス)
ひで

7　川西　英　　古道具屋

8　川西　英　湖畔雪村

9　川西　英　　舶　室

10　小松益喜　海岸通り　鉄道桟橋行鉄道のある風景

11小松益書　　元居留地　両町

12　小松益喜　元居留地　東遊園地通(貿易会館商館)

13　小松益喜　元居留地　カナディアンパシフイ-クとオリエンタルホテル

14　別幸博資　　海洋気象台

15　別車博資　須磨彩雲

16　別車博資　　ローテンプルク

17　川端謹次　　日和山

18　川端謹次　　塩屋のタ映
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1 935-45 (昭和1 0-20)年頃

1931(昭和6)年

1943(昭和18)年

1944(唱和19)年

1936(昭和11)年

1 954 (昭和2g)年頃

1941 (昭和16)辛

1942(昭和17)年

1953(昭和28)年

1935(昭和10)辛

油彩　板

油彩　カルトン

油彩　キャンバス

油彩　キャンパス

油彩･キャンバス

油彩･キャンバス

木版色摺　紙

木版色摺･紙

木版色摺･紙

コンテ　紙

1935(昭和10)年　　　　　コンテ

1938(昭和13)年頃

1939(昭和14)年

1935(昭和10)年

1 960-63 (昭和35-38)年頃

1 964 (唱和39)年

1956(昭和31)年

1992(平成4)年

紙筆鉛

コンテ　紙

コンテ　紙

水彩　紙

水彩･紙

水彩.紙

油彩･キャンパス

油彩･キャンバス



神戸の書展

出　品　目　録

1　　上田桑鳩　　明月照積雪　　　　　　　昭和16年(1941)

2･　宇野雪村　　命(MYe)　　　　　昭和57年(1982)

3.　妥東窒空　　万常のうた(みなそこ)　昭和35年(1960)

4.　　　p　　　　波音(しののめの)　　　昭和44年(1969)

5　　　　〝　　　　尾花(ひとむらの)　　　昭和49年(1974)

6.　　　〝　　　　さゆらぎ(深山木の)　　昭和50年(1975)

7.　　　〝　　　　さん彩　　　　　　　　　昭和51年(1976)

8.　　　〝　　　　白荻(つくばひや)　　　昭和52年(1977)

9　　　　〝　　　　墨の香や　　　　　　　　昭和54年(1979)

10.　　〝　　　　月雪花(明月や　他二者)昭和55年(1980)

11　　　〝　　　　やうやくに　　　　　　　昭和55年(1980)

12.　西谷･仰木　　清元の　　　　　　　　　昭和52年(1977)

13　　深山亀羽　　　音がたり　　　　　　　　昭和35年(1960)

14　　　　〝　　　　つきの夜　　　　　　　　昭和37年(1962)

15.　　〝　　　　敬一首　　　　　　　　　　昭和37年(1962)

16　　　　〝　　　　人麻呂殊の歌.　　　　　昭和37へ･45年(1962--70)

17　　　〝　　　　与謝野晶子うた　　　　　昭和42年(1967)

18.　　〝　　　　よしの　　　　　　　　　昭和43年(1968)

至上:- : ::鰍た　≡…;:;::;≡;;

蔓　21･ 〝　脚句二句　　-52年(1982)

-62-

毎日青畳展

日展

日展

日展

日展.

現代書道二十人展

EIA

日本の書風

毎日書道展

-楽音暮院展

一束書道合及

尊日青畳展

現伐書道二十人及

和聴音作家協会
臨書と展開及

日本の書風

日展



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準備し､ ｢ハンズ･オン｣

の考えに基づき自由に手で触り､動かし､その事物の感触を味わい､楽しみながら､学習するな

ど工夫してあり､これにより､本館の基本テーマや神戸の歴史に親しみやすくしてある.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モニターで､解説も日本語･英語いずれも聴けるようにして

あり､各自が自由に見たいものを検索できるようにしている｡

また､写真パネルでは､昭和初期と平成2年(阪神･淡路大震災以前)､ 13年(阪神･淡路大

震災以後)の神戸市内15カ所の定点比較ができる｡

■触るコーナー

常設展示の原始･古代部分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｡

また､国宝桜ケ丘出土の6号銅鐸レプリカ(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

コンピューター方式でクイズ番組4台､館蔵名品案内2台を設置しているo

クイズ番組用の4台では､神戸に関するクイズを13番組から選択できるようになっている｡

館蔵名品案内用の2台では本館発行の｢神戸市立博物館　館蔵名品図録｣掲載のrOO点の資料

に関する写真及び解説を､ ｢原始･古代の神戸と日本｣ ｢中･近世の神戸と日本｣ ｢近代の神戸と

日本｣ ｢古い地図　措かれた日本と世界｣ ｢南蛮美術｣ ｢江戸時代の絵画｣ ｢江戸時代の工芸｣の7

つのジャンルから検索して見ることができる｡

(2)図書室

神戸､東西文化交流､考古､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5400冊を揃えた開架式の図書室であるo
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4　普及事業

1.博物館独自の事業

(1)博物館たんけん隊

(2)夏休み土器づくり教室

(3)ミュージアム講座

10. 18　｢異国絵へのいざない｣

11. 15　｢火山灰に塩もれたまち｣

12. 13　｢神戸の仏教美術｣

5. 3

7. 26-27　　　成形

8. 3　　　　　焼成

8. 14　　　　　展示作業

8. 14-26　　　展覧会

塚原学芸員

藤井学芸員

川野学芸員

1. 10　｢神戸観光写真(昭和初期)をめぐって｣　田井学芸員

2. 21 ｢江戸時代絵画と中国の神々｣　　　　　成津学芸貞

3. 14　｢世界を措くということ｣　　　　　　　　三好学芸貞

(4)ジュニアミュージアム講座:小学5 ･ 6年生を対象｡参加費無料｡

人人人人77171 18

人人人人人人7　5　3　5　(バ)　6

(X)　8　7　7　7　7

第5回｢神戸の古文書を読む｣　　　10. 6 ll. 10 12. 8　11人　3回連続

第6回｢こどものための浮世絵入門｣　　1. 12　　　　　　　　9人

｢中世へのタイムトラベル｣　　　　2. 17　　　　　　　13人

｢銅鐸の世界をのぞいてみよう｣　　3. 9　　　　　　　15人

(5)講座｢日中文化交流をさぐる｣　2.22　3. 1　3. 8　　　　56人　3回連続

(6)特別講演会

O ｢古伊万里のすべて｣

O ｢文化遺産としてのモダニズム建築展｣　6.

0 ｢川西英の新･旧『神戸百景』 ｣　　　　7.

7,

0 ｢異国絵の冒険｣　　　　　　　　　　　9.

9.

10.

10.

0 ｢世界遺産　ポンペイ展｣　　　　　　12.

(7)学校団体受入数(オリエンテーションを含む)

1451292028222961 39 130人

120人

100人(スライドレクチャー)

100人

130人

40人(スライドレクチャー)

20人

30人

35人

35人

180人

幼　稚　園　　　0園　　　　0人､　小　学　校　　53枚　　3,094人

中　学　校　　57校　　4,218人､　高等学校　　22校　　　598人

大　　　学　　20校　　　943人､　専門学校　　1校　　　76人

盲養護学校　　7校　　　　85人､　(計　160校　9,015人)

2.共催事業

(1)神戸21世紀･復興記念事業映画祭｢こどもを描いた世界の映画｣

6. 12　6. 13　6. 14　6. 21　6. 22　6. 23　6. 24

(2)こうべ歴史たんけん隊　10. 27　｢神戸の西国街道をあるく｣

(3)邦楽演奏会及び講習会　　2. 16　新内､長唄

2. 24　　地歌､常盤津

3. 16　　須磨琴

※　複数回開催の講座等に関しては､延べ人数とした｡
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2, 368人

8人

140人

127人

156人



5　事業一覧

常設展示室 1-5 �<�¥ｩ5x麌���南蛮美術館室 �<�¥ｩ5x麌�"�ギャラリー 儿�ｷ倬hｼb�

4 月 �?ｩgｸ,h､��ﾙ�,h,ﾉ[b�嶌ﾏ�zﾈ,ﾂ�.h*H+x/�� 剪�博物館たんけん隊 (5/3) 神戸21世紀.復興 記念事業映画祭 

特別展 刳驩謫W ���ｸ.H*�.�,ﾂ�

神戸に焦 �(ﾌ8嫌iﾉz(,ﾈ+x-x,J2��(ﾌ9&��ﾘ,iLSt:2�芸術家たち展Ⅰ 

5 月 �5�/�*�,B�,�*ｨ.y5r�鹵�4/14(土)～5/20(日) 32日間20,588人 �4/14(土)～ 5/20(日) 釘��B�7著���R�3���R��

6 剴ﾁ別展｢北京.故官博物院-黄金の至宝展-｣ 劔[h嶌�(蝌,h+X,H,ﾂ�

月 7 月 8 �6/2(土)～7/8(日) 劍8(5�6ｨ5�8�ﾉｩ'｢�(6/12-14, 21-24) 夏休み土器づく り教室 
32日間50,809人 剴b�"�7鋳ﾒ�r��?｢��

神戸の風景版画 
企画展 �<�¥ｩ5r�

｢南蛮美術名品展｣ 金 �)�ﾉ�ﾈ��,ﾉ�b雕ﾄi��ｸ��ﾆ伜"�ｾ���(7/26,27, 

月 �7/20(.祝)～ 9/2(日) 途�#�り����汀"�?｢��3�?ｨｭC�2ﾃツY�ﾂ�途�ﾂ��R����汀�2盈ｒ�8/3,14,) ジアム溝座 (10/6,11′10,12/8 1/12,2/17,3/9) 

9 月 � 

特別展｢異国絵の冒険 劔��ｸ.H*�.�,ﾂ�ﾇﾈ��徂+ﾘ+�5xuR�汀�R�7著���ﾆﾂ��?｢��

10 月 ll 月 12 �-近世日本美術に見る情報と幻想-｣ 劔ミュージアム講座 (10/18,ll/15, 12/13,1/10,2/2 1,3/14) こうベ歴史たん けん隊 (10/27) 邦楽演奏会.請 習会 (2/16,2/24,3/16) 講座 日中文化交流を 
9/15(土)～10/21(日) 

32日間8,331人 

特別展｢古代ローマの輝き世界遺産ポンペイ展｣ 

月 1 月 2 月 冤l/10(土)-1/27(日) 

63日間127,872人 

･嬢蒸 劔��ｸ,ﾈ��5r�

企画展 舒�i5r�(ﾕﾘﾌｸ鳬�8,ﾉ(hﾙ�¬j�2�

｢世界図の歴史｣ 剴��3�盈ｘ���さぐる 

3 月 �2/16(土)- 3/24(日) �"��b�7著��2�#B�?｢��釘�ﾂ盈ｒ�(2/22,3/1,3/8) 

特別展開催日数198日､開館日数243日
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6　刊行物

平成13年度刊行物

特別展図録

舘蔵品目録

研究紀要
年　　　報

博物館だより

川西英の新･旧｢神戸百景｣

異国絵の冒険
美術の部　NQ18　朝田祥次郎役者絵コレクションII

歴史･考古の部　NG18　古文書Ⅵ一酒造関係文書2

NQ18

NQ17 (平成12年度)

NQ72 (平成13年4月) ～NQ75 (平成13年12月)

発行年 ��ﾙ�kﾂ�単価 

57('82) ��晶切 

57('82) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�i;ｨ睦�品切 

57('82) �>ﾉM碓ﾈ��ｭ��ﾙ��500 

57('82) �8ﾈ�(､�碁(hﾙ�,ﾉ{y5r�晶切 

60('85) ��晶切 

63('88) 僣饂渥��ﾘﾘx栗>��800 

3('91) ��2,300 

1('89) ��- 

6('94) ��2,000 

9('97) 侏兌ﾙZ夷ｨ､x5ｨ8ﾈ4�5h8x92�2,000 

10('98) ��2,000 

12(一oo) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�b�;ｨ睦�2,000 

平成13年(2001)度前半期カレンダー

1, 500円

2, 000円

200円

200円

500円

500円

NQ �>�vR�価格 泌��内容 ����

1 鉄rﾃS吋�7��700 免ﾂ�5年度 鉄���

2 鉄僖�7��500 ��"�6年度 鉄���

3 田�D�7��700 ��2�7,8年度 塔���

4 田�D�7��600 ��B�9年度 鉄���

5 田)D�7��800 ��R�10年度 鉄���

6 田9D�7��品切 ��b�11年度 鉄���

7 侏9D�7��900 ��r�12年度 鉄���

8 �)D�7��500 

9 �9D�7��500 

10 的D�7��500 

博物館だより　NcJ2 (2001年春)
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研　究　紀　要

NQ 價ﾘﾗ9D�7��内容 

1 鉄ｂs�2�� 

500円 �4X488ﾘ4X7�uｲﾘ98,ﾈｴ靈�,i¥��ｨ,�,(*(,Bﾓ���(ｴ冲��:俾X讓,ﾈ耳雋舳"�

航路図犀風考 

貝貼り曹箪笥 

2 鉄窒sィ��狩野内膳考 

600円 ��

安田常州筆｢赤穂義士報復国｣と若干の銅版画作品をめぐって 

3 田�Ｔコ��東播系中世須恵器生産の成立と展開-神出古窯祉群を中心に- 

品切 ��

4 田�Ｔッ��ヴイテ.レ-ウ号積載の芙蓉手磁器について-17世紀初 

800円 �8ﾈ,�*�*�.秒���2靠�抗ﾒ�

十六～十七世紀初期の摂津国兵庫津史料こついて-横井家文書の紹介- 

5 田"Ｔビ�� 

500円 僵ﾈ,ﾉ��ｸ､���ﾈｸ��&�,ﾈ自�Il｢ﾒ�

6 田2Ｔモ��CS�冷�市街地に消えた古墳-念仏山古墳- 

7 侏2Ｔヲ��播磨の古瓦-赤松啓介氏採集品より- 

300円 ��

8 �"Ｔ����｢石峯寺経塚｣遺物の再検討 

300円 佻ﾉ}i88ﾆ�幌Z)���舒X,�,(*(,Bﾙ(i�)LYm磯�{�*�.x,ﾈﾖﾈ��/�(i�8,辻�

9 �2Ｔ����江戸時代後期における輸出漆器の資料 

300円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��:ｩ,Y��8�,ﾉ]ｹ�h�yﾒ�

10 釘Ｔ�"��r伊能図』に関する若干の考察 

300円 僵Y$ｩ5h嬋ﾔY[ﾙ6�ﾘ譎F靱ﾘｫ�ﾉ]8,ﾂﾘｮ��ﾂﾒ�

ll 迭Ｔ�2��A.H.グルーム1-在日50年に及ぶ1人のイギリス人の足跡- 

500円 ��

12 途Ｔ迭�� 

500円 俥9��%yч�Y�ｸﾝ�,�.h.儂ﾘ･�,iYﾈｸﾂ�

13 唐Ｔ澱��神戸市立考古館史楕 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��ﾆ�9ｸ,ﾈﾝ齏�,�,(*(,B�

p.カユリウス1609年版世界地図をめぐって 

播州村上家文書について-特別展｢鎖国長崎貿易の華｣補遺- 

14 湯Ｔ途��外国人と土地所有権 

500円 ��

柳田義一氏蒐集瓦経資料について 

15 ���Ｔ唐��中Elの西湖景と日本の浮絵-阿美｢閑話西湖景r洋別発展史略｣をめぐって- 

500円 �.X�ﾘｼｩyhﾝh6ﾒﾘ6y&闌ﾘ*�.h-�&陂�4俥ﾉV�-h,ﾈ訷*ｨ*�.�,h+X,Bﾒ�

神戸市立博物飴における学校との連携事業 
初代玄々堂松本保居の銅版画 

16 免ﾂＴ湯��国立歴史民俗博物館特定研究南蛮関係資料研究班による 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��)��7H8�985h5�5"�5X7(4x8ｹ�ﾊ8,ﾂ�

大涼から国芳へ-美術にみる蘭書受容のかたち- 
F岡山藩家老El置息自筆御用勧善上』と神戸事件 

17 ��"�#�����近代美術と地園-川上冬崖と岩橋教章一 

500円 佩ｨ.�*�*�.��ﾙ�ﾂﾙ�韃(鮖��(ﾊigｹ(Y�h蟹�Yz)OﾉxZ8/�-��

ぐつて- 

r御用唐木細工物雛形』について-近世後期長崎におけ 

18 ��2�#�����近世期兵庫津北浜における浜先地開発と屋舗割の変化について 

500円 兌ｨﾌ�,8�)�X,�*�*�.冑I��[h嶌ﾞ�+(ﾛ�,ﾈﾋｸ�2�耳自Jﾘﾄ�+(ﾛ�,ﾉ�ﾈ惠,i[hﾊ2隍y�ﾘ讖{�*�.xﾖﾈ*h.仗��)78�8ﾆ豫�,ﾉYﾈﾋ8,��

向けて- 

新出の見盈遮耶仏変相園について-高麗末期華厳教仏画の一様相- 
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展　覧　会　図　録

開催年度 �5yyx檠kﾂ�単価 

57 ��2,000 

('82) ��品切 

58 ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ��i,200 

('83) ��品切 

品切 

59 ��晶切 

('84) ��品切 

更紗の世界展 儼����

60 �(hﾙ�ﾍﾉ�yD�,ﾉN兩95rﾙ(hﾙ�5i,8�9[iZ�5rﾒ�品切 

('85) ��L:=Ll 

61 ��1,700 

('86) ��1,300 

62 ��品切 

('87) ��品切 

品切 

63 ��1,500 

('88) �(i�(/�{x+x.���+ﾘ+�5rﾘ自]Y���ﾈ,h鳧��ﾒ�品切 

卑弥呼の鏡展 儼����
1,5∝) 

品切 

元 ��2,000 

('89) ��品切 

小磯良平展 儼����

2 ��1,900 

('90) �(ﾋ9�H踪,h囗ｭ咽�,ﾈ､x枴5r�品切 

石峯寺展 傴ｹ���

3 ('91) ��晶切 

4 �;ｩ�h,ﾉ�(､X自&�,ﾉ��-h,ﾊ(*(,ﾈ.�2ﾒ�品切 

('92) �(i�(,ﾉ��ﾇ�5r�400 

5 �H,i+�+ﾘ+�,ﾈ7�8�5�485ぺﾕﾘﾌｸ鳬�9+xﾞ��(,ﾈ扞+�bﾒ�2,000 

('93) ��韃(鮑,ﾉkﾉ_95r�2,000 

品切 

6 俚ﾘﾙ�+xﾞ映h更,ﾈ�耳4ﾘ8H7ﾘ98ﾕ維ｸｾ�8)��ﾒ�2,000 

('94) 假9�yD��9�ﾈ泚?��5(8ﾈ4�5h8x92ﾙk韭�59;仗�､y5r�品切 

7 ('95) ��300 

8 ��品切 

('96) 俶僥靱ﾘｫ�8怦駟5x自�hｧﾈｸﾘﾕﾘﾌｸ鳬�8,ﾈ7ﾘ8ｸ6�8ｸ986r�2,200 

9 ��2,000 

('97) ��2,000 

10 ���ｹ%yчl)nXｽ��(,ﾈ柯徂+ﾘ+��1,400 

('98) �5(8�,ﾘ+h-�夷｢靂9&��ﾘ,h､x��*ｹ5r�品切 

有馬の名宝-蘇生と遊興の文化- �"ﾃ����

ll ��1,800 

('99) 丶y�ﾘ,iYxﾆ坪､x,ﾈ.h*H,�&陞y&��ﾘ,ﾈ.h*H,愛rﾒ�1,800 

12 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾉd�S�D雍ﾉD�8,ﾈﾖﾈﾌ8ｧr�800 

(2000) ��2000 

13 ��ﾉ�ﾈ��,ﾉ�b雕ﾊ)��ｹU8ﾆ�2�1,500 

(2001) �俛�､x,ﾉf�ﾊ��2,000 



館　蔵　晶　目　録

地　　図　　の　　部 美　　術　　の　　部 考古･歴　史　の　部

両液コレクション
世界図･日本図

南波コレクション
分国図･地方国.郡相隣

南淡コレクション
諸国図･都市図

南披コレクション
江戸園.京都図･大坂図

南波コレクション
外国関係図･北海道関係図

南波コレクション
道中関係国･寺社関係図･
その他

新収外国製古地図

秋岡コレクション
世界寓･日本図･江戸圃
都市隣･諸国国等

秋岡コレクション
天文暦学関係図･暦

秋岡コレクション
外国製地図･外国製拭き

秋岡コレクション
地理学関係書･測量関係書･
漢籍(天文地理測量等)

秋岡コレクション
道中関係図･周辺地域図
(小笠原･漂流･航海･北海

道) ･その他

新収蔵古地図

(古地図資料は13号にて完結)

200

200

200

200

200

200

南蛮美術

着発美術･長崎派･長崎版画

江戸時代諸派

浮世絵版画Ⅰ
江戸系

浮世絵版画Ⅱ
江戸系補遺･上方系
大坂系･雑系

石版画

銅版画

地図
文書Ⅰ
博覧会展覧会･横浜･浪速･
神戸資料綴･開化雑絵･御国
･外国人物図等･中華船破損

救助感謝状綴･輸出茶商標･
酪舵園等綴･図書

近代絵画

文書Ⅱ
川村家文書･村上家(阿蘭陀
宿)文書･ JlL島家文書

工芸品

文書Ⅲ
村上家文書･その他貿易文書

文書Ⅳ
林子平関係文書･絵図･版画
古文書･図書原稿類.その他

文書Ⅴ
本木家文書邦文資料･同欧文
資料(F諸雑書集』)

村上金次郎コレクション
楠正成および太平記関係資料

別事博資浮世絵コレクションⅠ
江戸･東京版行の浮世絵資料

別事博資浮世絵コレクションⅡ
大坂･京版行の浮世絵資料

朝田祥次郎役者絵コレクションⅠ
大坂･京版行の浮世絵資料

朝田祥次郎役者絵コレクション皿
江戸･東京版行の浮世絵資料

写真･絵葉書Ⅱ

引札Ⅱ

神戸市関係絵地図Ⅱ

古文書Ⅱ
八田家文書･岡EEl家文書.木
村家文書･中村関係文書･山
路家文書･山口家文書

拓本･石遺品･古鏡打

写真･絵葉書Ⅲ

古文書皿
兼書家文書

写真･絵葉書Ⅳ

古文書Ⅳ
住善良運商社文書

古文書Ⅴ
酒造関係文書1

古文書Ⅵ
酒造関係文書2

2(X)

200

200

200

200

200

伽　　oo　　00　　oo o
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収蔵資料
1　新収蔵資料

(1)受贈資料

資　料　名

落合長雄氏収集資料

日本国文大鏡(台付)

燐寸レッテル蒐集帖

松村小琴筆　牡丹図犀風

松村小琴筆　君子化為猿之図

松村小琴筆　月夜之図

松村小琴筆　立雛園

レフアート家資料

数量　　　　　　　　　　寄贈者

14点　　　　　　　　　　落　合

1枚　　　　　　　　　　岡　鴫

14冊　　　　　　　　　小　畑

2曲1隻　　　　　　　佐々木

1帽　　　　　　　　　佐々木

1幅　　　　　　　　　佐々木

1幅　　　　　　　　　佐々木

子蔵和子子子子

りりりり

久直良まままま

一括　　　　　　　　　　walter Hemann Refardt

片岡利英作　切子(カットガラス)ガラス器　　39点　　　　　　　　　片　岡　利　英

神戸遊覧指南

カウベ

有馬名所絵葉書

(2)購入資料

ア.書画作品

渡辺赤水筆

荒木元慶筆

渡辺鶴洲筆

錐鹿民部筆

河村若芝筆

司馬江漢画

森琴石画

川西英･別車博資ほか

神原浩画

昇外義筆

ィ.工芸品

薩摩系

景徳鎮窯

景徳鎮窯

イギリス

オランダ･マーストリヒト

イギリス･グラスゴウ

オランダ･デルフト窯

井田吉六作

り.古地図資料

石川流宣編作

エ.歴史資料

1冊　　　　　　　　　　小　西　一　正

1冊　　　　　　　　　　小　西　一　正

13枚　　　　　　　　　　小　西　一　正

黄毛鷺図

唐子図

四陸図

白梅綬帯島国

諸葛孔明読書図

霊鷺山図

譜国名所

阪神名勝潟絵1 -6

MAJOR SCENIC ATTRACTIONS OF HYOGO PREFECTURE

芝川梅林

野の秋

切子藍色脚付ガラス杯

染付楼閣文皿

染付褐粕鉢

緑･赤絵西洋風景図皿

染付楼閣山水文皿

赤絵西洋風景図皿

染付西洋紋章文大皿

藍絵龍文小皿

江戸図鑑綱目

HARPER'S WEEKLY no. 588

THE TYPHOON IN JAPAN
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1幅

1帽

1幅

1幅

1帽

1幅

1帖14図

6冊

1件

1枚

1面

ロ牧口枚枚枚枚枚1　10　2　1　1　1　1　5



オ.書籍資料

ニューホフ著

カ.複製資料

2　指定文化財等一覧

神戸写真

摂津国八部郡丹生山田庄原野村文書

摂津国八部郡栗花落家宛文書

兵庫南浜船大工町五人組帳

兵庫川崎和田岬石壁砲台文書

播磨国明石郡中村藤田家文書

居留地内火災後の光景(古写真)

東西海陸紀行

1冊12点

140件

1帖

1点

1件

1件

2枚

1冊

辰馬考古史料館歳出土地不明第404号銅鐸複製品　　　　　　　　1点

指定区分 倡y.吋霾�?｢�指定番号 倬�{�ﾈ��月数 倬��2�

国宝 傴ｩ��CR絣�#R�考第34号 倚x5�ｷY;ｩ�b�;ｨ堀ﾅ��21口 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隻 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79�ﾒ��(､Y�ﾒ�8曲1双 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��CR綯��r�建第1771号 从ﾈ抦鮑徂譜��ﾘﾇi�ﾙ�ﾂ�68点 冖韭�C9D窿������

(附指定) 宙諸��Sb綯絣��劍�hｸﾈ抦鮑徂譜�,ﾉXﾙ�韈y.��

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����ﾖ85�Vﾉ�ﾒ�域僥靱ﾘｫ�ﾒ��2曲1隻 亅��ﾓ吋窿�s澱��

重要文化財 兌ﾙ�ﾃ�"綯�#r�絵第1974号 ���7H8�985h5�5"�5X9H484x8ｹ�ﾂ�1面 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要美術品 傴ｩ��偵偵�� ��ﾉvﾙ?�Y��ﾈ股韈IX9?�;h���ﾒ�2両 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要美術品 傴ｩ��#2ﾃB�#r� �6�Y�ｨﾊy>�ﾆ�,ｸ�7�)Z��lo貞 兌ﾘ��鳬�8迄ｷcYD窿���r��

登録文化財 兌ﾙ�ﾃ��纈�"�第28-dO26号 ���ｸ�9zyH饂渥��虻ﾈ��Vﾉ�8ｾ�ｾ(ﾗ9��ｸ迚5ｒ�1棟 傴ｩ����D窿��3R��
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3　資料補修

資　料　名

韓範人狩猟図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

数量　　　　　　　備　考

1枚　　　　　　　本紙補修　軸装

1枚　　　　　　　本紙補修　軸装

1枚　　　　　　　本紙補修　軸装

1枚　　　　　　　本紙補修　軸装

1枚　　　　　　　補絹･補彩･額補修

1枚　　　　　　　本紙補修　軸装

1枚　　　　　　　額装

68舗のうち34舗　　本紙補修

1点　　　　　　　本体補修

1枚　　　　　　　額装

1面　　　　　　　額縁補修

1面　　　　　　　裏打･洗浄欄彩木枠新卦額縁修理

1両　　　　　　　額縁補修

2枚　　　　　　　マット装

十八羅漢図

柳汀洗馬図

桃園結義図

石川大浪筆

司馬江漢作

フアルク

日本分国図

〔残欠〕 (渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

獅子図

霊鷺山図陰刻木版画

ヨーロッパ図

(二) (南波コレクション)

青貝細工花鳥図裁縫机

昇　外義　｢野の秋｣

林　重義　｢雪山｣

小磯良平　｢池長孟肖像｣

小松益喜　｢最後の異人館｣

源平浮世絵

川西英木版画(｢神戸百景｣他)(川軒別車コレクション)　236枚

4　資料の特別利用

(1)館外貸出

貸出先(会場)　　　　　展　覧　会　名　　　　　　開催期間　　　点数

マット装

資　　　料　　　名

神戸港振興協会(神戸　常設展示　　　　　　　　13.4.1-14.3.31　1　ブロンズ製平清盛像(西村公朝)

海洋博物館)

町田市立国際版画美術　夢二1884-1943-アヴァン　13.4.7-6.3

館　　　　　　　　　　　ギャルドとしでの拝情一

神戸市立小磯記念美術　明治･大正　神戸生まれの　13.4.21-6,10

館　　　　　　　　　　　芸術家たち展

神戸市教育委員会文化　青むかしのたべものは?　　13.4.21-6.3

財課(埋蔵文化財セン
ター)

豊橋市美術博物館　　　　歴史の道～東海道-　　　　13.4 21-5.27

京都府京都文化博物館　こころの交流　朝鮮通信便　13.4.28-6,3
･京都新聞社　　　　　一江戸時代から21世紀への

メッセージー

西日本新聞社(香川県　古伊万里のすべて　　　　　13.6.9-7.22

歴史博物館)

サントリー美術館　　　　海と川と湖と一描かれた水　13.6.19-7.29

辺の人々

和歌山市立博物館　　　　紀州浮世絵づくし　　　　　13 7.20-8.26

神戸市教育委員会文化古代のメインロードーLLr陽道沿13 7.20-9.2

財諌(埋蔵文化財セン　線物語一
夕-)
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2　LAⅥEETLE SENS　街(以上川西英)

8　軽業　黄色い家　自画像　小春日和(以上川西

英)メリケン波止場(神原浩)雪山(林重義)
海岸通　クレセントビル(以上別事博資)

1　桜ケ丘5号銅鐸レプリカ

7　東海道写真五十三次勝景　E]本橋囲　東海道薩陀

峠之景　東海道神津駅勝景　浪花講看板　玉栄講
看板　諸国行程大日本道中指南車

2　朝鮮通信使来朝国(羽川藤永)　朝鮮通信使兵庫

津上陸･宿割図

14　色絵鶴丸形瓶　色絵帆船阿蘭陀人文蓋付碗　色絵
阿蘭陀人文八角皿　染付阿蘭陀人文八角小鉢　染
付阿蘭陀人文八角鉢　染付蒸気船日本地図文大皿

4　相川鎌倉七里浜図　美人納涼園(以上司馬江漢)

長崎暦館交易図巻(渡辺秀詮)今戸瓦焼園(亜欧
堂田善)

4　高野の玉川(鈴木春信)　京都一覧図画　大坂名

所一覧(以上歌川貞秀)　高野山国眼鏡絵

2　北楕廃寺出土軒丸瓦(特殊重国文)　野条廃寺出
土軒平瓦(均正唐草文)



貸出先(会場)　　　　　　展　覧　会　名　　　　　　開催期間　　　点数　　　　　　　資　　　科　　　名

大阪府立弥生文化博物
鰭

文化庁(大英博物館)

細見美術財団.細見美
術館

霞会館(栃木県立博物
館)

なにわー-きのく　に一泉　13.7.20-92

州･紀州の鉄道史-

舌代日本の聖なる美術　　　13.9.5-12.2

琳派展Ⅳ　風流公子酒井抱　13.9.7-12.16
-展-江戸琳派の軌跡を辿

る-

光格天皇と幻の将軍一京都　13.9.ll-10.21
･日光･例幣便-

7　高野山絵図(橘保春)東海道紀行図巻(伝白零)
日本三景之内紀州和歌之浦之勝景(五裏革貞秀)
鉄道旅行案内(青田初三郎挿図)　増補新刻大日
本海陸行程図鑑(千錘房発)　大日本早引潮見地
園　西国巡礼図(以上えづ屋庄八)

1　桜ケ丘5号銅鐸

2　ヒポクラテス像(酒井砲-)　風牡丹園(岸駒)

2　白鷺追兎図　鷹に小禽図(以上戸田忠翰)

川崎市市民ミュージア　東海道-日本橋､そして川　13,9,15-10.21　1　幕末風俗図巻第2巻
ム　　　　　　　　　　　　崎肩へー

千葉市美術館･宇都宮　日本の版画･1921-1930･ 13.9.18-10.21/　5　曲馬(1925年)　曲馬(1928年)　曲馬(藍摺

美術館･東京新聞事業　都市と女と光と影と　　　　14.1.6-2.24　　　　　1929年)　軽業　曲馬帖(以上川西英)

局

大阪人権博物館

神戸新聞社地域活動局
(兵庫県立歴史博物

館)

仙台市博物館

東北歴史博物館

府中市美術館

絵図に措かれた被差別民　　13.9. 18-ll.4

キヨツソ一木東洋美術館所　13.9.22-ll.4

歳　浮世絵展

競う!-江戸時代のスポー　13.9.28-ll.4

ツ文化-

はるかみちのく一古典文学　13.10.2-ll,12

と美術にみるすがた-

司馬江漢の絵画一西洋との　ユ3.10.6-ll.ll

接触､葛藤と確信

西宮市大谷記念美術館　　名所を措く

20　新版大坂之図　新地入増補大坂囲　新棟摂津大坂

東西南北町鴫之図　新撰増補大坂大絵図　摂州大
坂大絵図　改正摂津大絵図　大湊一覧　新改洛陽
井洛外之図　新板平安城井洛外之国　新撰増補京
大絵図　新板増補京絵図　増補再板京大絵図　京
都図　宝暦京都図　天保改正京都指掌図　洛中洛
外町々小名大成京細見絵図　袖玉京都細絵図　華
洛一覧図絵　改正保和泉国絵Bl写　摂津固名所大
給図

1　シーボルト像(キヨツソ-ネ)

7　三十三間堂通し失図(直視式眼鏡絵)　三十三間

堂通し失園(反射式眼鏡絵)楊弓場(鈴木春重)
三国第一山之図　富士詣独案内(以上五雲亭貞
秀)摂州神戸西洋人馬駆之図(二代長谷川貞借)
谷風と大量山(五月職)

1　磐城紀行図巻(白雲)

7　三園景(天明3年)　両国橋　七里浜　播州舞子

浜図　厳州柏原富士図　異国風景人物図(以上司
馬江漠)

13.10.6-ll.18　　　62　高麗橋之図/鎮台之図　住吉社之図/住吉浦之図

(以上森琴石･大阪名所のうち)　大阪造幣局図
兵庫舞子之囲(以上森琴石･諸国名所のうち)

住吉社前反り構　大阪城(以上川崎巨泉･大阪名
所のうち)　大阪城ぽんば之図　大阪江ノ子嶋政
府之図　大阪四ツばし之図　大阪桧嶋廓出火之固
大阪河崎造幣局之図(以上野村芳国･京阪名所

図絵のうち)　神戸海岸繁栄之図　摂州神戸海岸
繁栄之園　浪花八景之内川崎鋳造場　浪花川崎鋳
造場の風景　浪花新景川崎金次場　浪花実写川崎
鋳造場　浪花東掘高麗はし鉄橋之図　阪府高麗鉄
橋之図　阪府新名所･神戸海岸　阪府新名所･高
麗鉄橋(以上二代長谷川貞信)神戸ステンショー
及ヒ相生橋之景　布引雄滝･布引雌瀧　神戸市中
及ヒ海岸　居留地外国クラブ(以上林基春･神戸
名所のうち)　住吉神社反橋之図　摂州住吉大神
社勝景図(橋本澄月)　大日本五港之内･神戸港
浪花川崎造幣寮(後藤芳景)　高麗橋　四天王

寺四ツ橋(以上五流亭貴校･浪花勝景のうち)
浪花新景･川崎造幣局(相園)　浪花天保山風景
(五味亭貞升)　浪花八景(桧田龍山)　浪費高

尾鉄橋之図　浪花名所双六(以上松川半山)　錦
城の馬場　住吉高とうろう(以上歌川国貞･浪花
百景のうち)　四ツ橋　新町廓中九軒夜桜(以上
一義斎芳滝･浪花百景のうち)　天保山(南粋亭

芳雪.浪花百景のうち)　高麗橋　住吉高灯龍
四ツ橋(以上長谷川貞信･浪花百景のうち)　舞
子ケ浜　布引瀧　梅EElステンション　大阪城　住
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貸出先(会場)　　　　　展　覧　会　名　　　　　　開催期間　　点数　　　　　　資　　科　　名

書　造幣局　道頓堀(以上阪神名所のうち)　阪
神地下鉄のりば　背山眺望　神戸駅前　布引雄滝

港僻轍　須磨夜桜(以上川西英･神戸百景のう
ち)　海岸通　神戸山手風景　道頓堀川　旧栄町

風景(以上別車博資)

一宮市博物館　　　　　銅鐸から描く弥生社会一理13.10.6-ll.4　　　8　桜ケ丘1号･10号･13号銅鐸　桜ケ丘2号･ 3

められた銅鐸の謎一　　　　　　　　　　　　　　　　号･ 4号･ 6号銅鐸レプリカ　入室里出土朝鮮式

小銅鐸レプリカ

伊丹市立博物館　　　　歴史の道Ⅶ　有馬遺　　　13.10.13-ll.18　　7　増補有馬手引草　滑稽有馬紀行　有馬温泉古由来
山海見立相撲摂津有馬山　有馬本陣御大名入湯

書込帳

静岡県立美術館　　　　描かれた東海道　　　　　13.10.16-ll.25　　7　東海道名所一覧(葛飾北斎)　東海道写真五十三
駅勝景　東海道高輪風景　東海道薩陀峠之景　東
海道神津駅勝景　東海道荒井之勝景　箱根山富士
見平御遊覧諸所遠景之図(以上五雲亭貞秀)

佐野美術館　　　　　　葛飾北斎展　　　　　　　13.10.27-ll.26　19　鋼板近江八景(袋付)　阿蘭陀画鏡江戸八景(袋

付)　風流無くてな､くせ･遠眼鏡(以上葛飾北
斎)

千葉市美術館　　　　　江戸の異国趣味-商務風大13.10.30-12.9　　19　牡丹に白頭翁囲(山田宮常)　聯珠争光園　寒梅
流行一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緩帯鳥図(以上宋紫石)桃に瑠璃鳥図(森蘭斎)

柳蔭野馬図(黒川亀玉)　牡丹に煤図(岸駒)
桃花図(木村兼蔑堂)　菊に白頭翁図(源驚卿)
翠柳芙蓉白鷺小禽固(諸葛監)　仏手柑に白鴎図
枇杷金鳩BI (以上董九如)　牡丹綴帯鳥図(鶴

亭)舶鶴捉魚図(大友月湖)　源氏活花記後編百
瓶図(千乗龍卜)　蓮BI (小田野直武)　蓬花鷲

属国(伝郎世寧)海業芥子礎帯鳥図(柳沢伊信)
風牡丹図(鄭培)

熱田神宮宝物館　　　　　南蛮美術と室町･桃山絵画　14. 1. 1-1.29　　　20

佐賀県立美術館　　　　　時代を描く一肥前佐賀の絵　14.2.1-3.10

師一

市立長浜城歴史博物館　　秀吉の城と城下町/長浜　14.2. 1-3.3
大坂･伏見

川崎市民ミュージアム　　明治の版画一問コレクシヨ　14.2.9-3.31
ンを中心に-

北九州市立考古博物館　　レプリカ製作のため　　　　14.3. 12-4.26
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南蛮昇風　ミュンスター新大陸図　蒔絵楼閣山水
に芥河文家屋形箱　蒔絵南蛮人文箱　蒔絵螺細鮫

皮貼住吉社図革袋形相　蒔絵鉄砲文大鼓胴　天正
かるた版木重箱　蒔絵喋細花樹鳥獣文洋椎　貝貼

り書箪笥　南蛮人散策図柄鏡　南蛮人喫煙図柄鏡
南蛮人散策図八稜鏡　永楽鏡･南蛮人象軟鐙

南蛮船文鐸　南蛮人洋犬文鐸　南蛮人文鐸　南蛮

船文鐸　洋文字唐草文鐸

3　拾得図(広渡心海)　群仙星祭園(河村若芝)
太公望図(上野若元)

4　新改洛陽並洛外之図　寛文大坂国　長浜町全図

伏見桃山御殿御城ノ画図

7　商標頼(中川耕山)　西洋国大船の図(伝松本保

居)　外国船囲(玄々堂)　彫刻会社広告　縁飾
り各種(伝スモリック)　魔海魚藷(鹿児島県勧
業課発行･日野夏雲編纂)

1　広形鋼曳(伝福岡県浮羽郡出土)



(2)特別利用

1.館外貸出

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#��

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

9 鉄2�59 �3���

10 鼎R�55 ��ﾃ�3b�

ll 鼎r�58 鼎釘�

12 �3R�39 鼎s2�

13 �3"�33 �#S��

昭和57-平成2年度 �3年度 �4年度 �5年度 

許可件数 剴"ﾃsC��b�鉄唐�鉄�"�鉄sB�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �326 �"ﾃS�"�21 �#c"�35 �#迭�42 �#sr�

模造 �23 鼎B�7 ����5 迭�LI 迭�

梶 影 �h柯6X8ﾈ7"�184 都Sb�56 ��唐�59 �#3r�51 �##��

写真 �3S��2,202 �3��299 鉄2�462 鼎B�198 

掲載許可 �2,014 迭ﾃ#cr�427 ��ﾃ##��411 ��ﾃ�釘�367 都Cr�

原版使用 �1,423 釘ﾃピB�361 涛s2�334 涛#r�312 塔s��

紙焼付与 �219 塔ビ�29 ��S��48 �3s2�27 塔2�

その他 �116 �3釘�39 �#c2�54 �3#��74 �#cR�

合計 �4,664 ��bﾃ�#b�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 

許可件数 剴C����3cb�鼎s��鼎ッ�

餐 拳ト 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �24 �#3"�ll ��c��33 ���"�41 �3�B�

模造 �2 釘�2 �"�1 ���0 ���

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�27 ��C��4 湯�13 �3��14 鼎R�

写真 �#R�169 免ﾂ�109 �3��155 �#2�110 

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R�566 ��ﾃSs��739 �"ﾃCcB�798 �"ﾃSs��

10年度 �11年度 �12年度 �13年度 

許可件数 剴S#R�田S��田�b�田���

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �44 �#SB�41 涛c2�48 鉄�"�61 田���

模造 �2 �2�2 �"�3 唐�2 �"�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�10 都��10 鼎"�13 ��#b�22 ��#r�

写真 �3��229 �3��383 鼎��374 鼎r�423 

掲載許可 �517 涛#��470 ��ﾃ#�R�475 ��ﾃ�#��481 ��ﾃ�cR�

原版慣用 �288 塔�B�326 涛c��338 塔�r�320 涛3"�

紙焼付与 �17 ��迭�14 鼎R�17 鼎��10 都b�

その他 �42 ��S��71 ��ﾃC#��52 �#C��65 �#���

△一計 �950 �"ﾃc3r�973 迭ﾃ�3r�987 �2ﾃ�Sr�1,008 �2ﾃCc"�

※の件数は昭和60年度以降
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0〇 侏��N J】 亅��いつ �+�6r��ﾈ�ﾒ�oD J1 �8*ﾒ��,ﾂ�こし】 
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卜■ 舒��くつ �2���W�"���くつ ����*ﾒ��｢�g cY? Lt 畑vB�+"s��)ｨ���｢�○ 

く.⊂) 披����L㌔つ √】 册8�ｲ����e8�����Jヽ tn 備C��?ｪB�Ln ド �*ﾘ.ﾒ�+2�し1 こ- 
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雛 �*ｲ�享 肇��普 ��ﾈ�ﾒ���｢-ヽ 寸 ��ｨvB�7#��M ⊂⊃ 

N ��cc ��LL? 鑓�｢�

丁｣ ��⊂⊃ tn �*ﾘ,"�e:Bﾒ�8耳�｢�l∴ しー 冢r�e8,"�

塗 ��ｲ�晦 ま �����# 柵 俟��士 俯��
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a 兮 劔普 
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普 �* 劔[Ⅰ= 

塁 决< 劔 
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砧 汎ﾃ��u��CO の ��i �4��N Oつ ����ｦ｢�⊂> 喜 筈2�*ﾒ脾�0〇 こく �5B��ｪ86｢�し｢ く.D �)ｨ,"�6��～ LD 

適当 & ⊂Yつ 披� �+����X�"ﾒ�ClO 氷,"�*�,"�＼＼】 �6��こト 犯b���ﾂ��の �*ﾒ脾��ﾈ�"�▼丁 N N 倆�｢��ﾈ�(,"�(:Q くエ) EY? N 

DI: 丁つ 幽�ｲ� 汎B�⊂一〇 疋��の �6�� �� �� �+���B�⊂〉 

N 冓 ～ 猛���亡ヽ- ���｢�寸 m ◆寸 劔刪黷ｮ N �,ﾂ�*ﾘ4x�"����
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コ: ��ｷ��GO 凅ｲ�U尼�a; 汎ﾂ��CT} 窒脾�ﾄB�｢一 白ﾒ�Ln LD ��ﾈ�ﾒ���卜ー トー ��ﾈ,"�,*B�m r｢ 
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日　　　誌

平成13年4月14日･特別展｢古伊万里のすべて｣開催(～5/20)

14El.企画展｢古地図と版元｣開催(～5/20)

14日･ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展I｣開催(-5/30)

28日･ ｢KOBE2001ひと･まち･みらい｣協賛事業｢光都･こうべ｣ライトアップ開始

5月3日･博物館たんけん隊開催　参加者77人

29日･トライやるウイーク　丸山中学校　6人　ト6/1)

6月2日･特別展｢北京･故宮博物院一黄金の至宝展-｣開催(～7/8)

2日･ギャラリー｢文化遺産としてのモダニズム建築｣開催(-7/8)

5日･トライやるウイーク　御影中学校　2人　本山南中学校　2人　ト6/8)

12日･映画会｢こどもを描いた世界の映画｣ (～6/14･ 6/21-6/24)参加者2,368人

7月11日･ギャラリー｢神戸の風景版画｣開催(～9/13)

18日･ ｢KOBE2001ひと･まち･みらい｣協賛事業｢タロモリット｣開催　ト8/19)

20日.特別展｢川西英の新,旧『神戸百景山開催(～9/2)

20日･企画展｢南蛮美術名品展｣開催(～9/2)

20日･開館時間延長､午後7時まで(神戸まつり)

24日.博物館実習生受入〔①7/24-28 (13人)､ ②8/7-ll (16人)､ ③8/21-25 (16人)〕

26日･ ｢夏休み土器づくり教室｣開催(7/26･27　成形　参加者17人､ 8/3　焼成

参加者11名､ 8/14　展示作業　参加者8人､ 8/14-26　展覧会)

28日･ ｢KOBE2001ひと･まち･みらい｣協賛事業｢KOBEで結婚式｣開催(7/29･ 8/4)

9月15日･特別展｢異国絵の冒険一近世日本美術に見る情報と幻想一｣開催　ト10/21)

15日･ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展Ⅱ｣開催(～ll/4)

10月6日･第5匝lジュニアミュージアム講座｢神戸の古文書を読む｣参加者11人(ll/lot 12/8)

14日･神戸市立博物館協議会開催(13年度第1回)

18日･第6回ミュージアム講座① ｢異国絵へのいざない｣参加者87人

27日･こうべ歴史たんけん隊｢神戸の西国街道をあるく｣参加者8人

11月10日･特別展｢古代ローマの輝き　世界遺産　ポンペイ展｣開催　ト1/27)

13日･トライやるウイーク　鷹匠中学校　3人　高取台中学校　3人(～ll/16)

15日･第6回ミュージアム講座(参｢火山灰に埋もれたまち｣参加者85人

12月13日･第6回ミュージアム講座③ ｢神戸の仏教美術｣参加者73人

12日･開館時間延長､午後7時まで(神戸ルミナリエ　～12/25)

17H ･ ｢世界遺産　ポンペイ展｣臨時開館(12/25)

1月10日･第6回ミュージアム講座(彰｢神戸観光写真(昭和初期)をめぐって｣参加者75人

12日･第6回ジュニアミュージアム講座　参加者37人(2/17･ 3/9)

31日･ギャラリー｢神戸の書展｣開催(～4/ll)

2月16日･企画展｢世界図の歴史｣開催(～3/24)

16日･企画展｢江戸時代の中国趣味｣ (～3/24)

16日･邦楽演奏会及び講習会　参加者423名(2/16･ 2/24･ 3/16)

21日･第6回ミュージアム講座(9 ｢江戸時代絵画と中国の神々｣参加者78人

22日･講座　日中文化交流をさぐる(3/1 ･ 3/8)参加者56名

26日･神戸市立博物館協議会(13年第2回)

3月14日･第6匝】ミュージアム講座⑥ ｢世界を措くということ｣参加者76人
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予　　　算

(単位　千円)

年度 項目 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ��2�

資料購入費 塔�ﾃ����80,000 ���10,000 ���ﾃ����10,000 湯ﾃ����9,000 ��Rﾃ����

資料整理費等 �#Bﾃ3�r�22,456 ��2ﾃ3c��22,221 ��津s�"�18,303 ��づs���17,027 ��rﾃ�#r�

特別展等開催費 �#迭ﾃ3���108,085 �#2ﾃccb�168,146 ���"ﾃS#��89,313 ��cRﾃ��b�81,228 田Rﾃ3�B�

普及事業費 �#�ﾃCッ�21,014 ��bﾃ��b�19,203 ��津#���21,722 �#�ﾃャ��22,556 ��津c���

光熱水嚢 �3Bﾃ�#��32,854 �#bﾃcc2�29,623 �#づCCr�28,447 �#づCCr�27,737 �#rﾃs3r�

施設管理費等 塔2ﾃSs��85,459 都rﾃss��86,411 塔rﾃS3��88,605 塔津Sコ�89,585 塔bﾃS���

事務費等 �#bﾃ都��23,391 �#"ﾃ�c��14,898 ��Bﾃ�釘�13,805 ��2ﾃ�c��12,238 免ﾂﾃ鉄B�

合計 鉄cbﾃcs��373,286 ����ﾃCCB�350,502 �#��ﾃSィ�270,195 �3CBﾃ��R�259,371 �#C2ﾃ�C"�

博物館協議会

平成1 3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　　大阪芸術大学大学院教授

委　員

小　堀　美須津　神戸市立小学校教育研究会社会科部長(摩耶小学校長)　　　　　　　　　(学校教育)

安　本　　　功　　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(神出中学校長)

油　谷　健　夫　神戸市立高等学校教育研究会地歴部会長(葺合高等学校長)

榎　　　智　子　　神戸市青少年団体連絡協議会副会長

土　井　芳　子　　神戸市婦人団体協議会名誉会長

筋　野　典　子　　神戸市PTA協議会母親専門委貞長

藤　原　典　久　　神戸労働者福祉協議会会長

神　木　哲　男　　奈良県立大学学長

金　子　裕　之　　独立行政法人奈良文化財研究所平城宮跡発掘調査部長

田　端　泰　子　　京都橘女子大学教授

百　橋　明　穂　　神戸大学文学部教授

奥　平　俊　六　　大阪大学大学院教授

森　田　恒　之　　国立民族学博物館教授
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管理課　　　　管理係

職　員

名誉館長　笹　山　幸　俊　　　　　　主　　査　岡

芸慧芸霊神内良彦　　芸芸志書芸冨
副館長　崎　山　昌　贋　　　　　　学芸員　圃木田

･･　　r_pt　林

管理課　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　金　井

管理課長　岸　本　隆　昌　　　　　　　〃　　高　久

管理係長　森　本　信　行　　　　　　学芸係長　三　好

事務職員　福　田　信　安　　　　　　指導主事　山　名

〃　　木　下　広　昭　　　　　　学芸員　田　井

･,　　勝　盛

学芸課　　　　　　　　　　　　　　　　　',　　成　揮

学芸課長

事業係長

則　尚書村　田中　書

寿　明　任　明宏紀智唯　則玲典勝

塚　原

藤　井　大

川　野　意

正　生　世　子　典　子　広　義　男　子　子　嗣　克　郎一

〔平成14年3月31日現在〕

博物館に属する庶務

施設及び設備の管理

入館料その他事業収入の収納

小磯記念美術館との連絡及び調整

特別展､企画展等展覧会の開催の計画

及び実施

講演会､講習会､研究会等事業の計画

及び実施

博物館の広報･公聴

博物館資料の収集及び保存

博物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

職員の異動

13. 3. 31岡部幸雄(管理課長)退職　13. 4. 1岸本隆昌(管理課長)玉津南公民館より転入

13.4. 1角南金平(事業係長)転出　13.4. 1吉田　尚(事業係長)神戸みのりの公社より転入

13. 4. 19　柾文英雄(管理課)転出　13. 4. 1林田明生(指導主事)太山寺中学校より転入

13. 4. 19　木下広昭(管理課)環境局より転入
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