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神戸市立中央図書館･博物館等調査委員会設置(52.3までに博物館部会を19匝澗

催､視察調査を6回実施)

50. 3　　　同委員会博物館部会が｢神戸における博物館の基本構想｣を答申

52. 3　　　東京銀行と同行神戸支店建物の博物館転用計画について合意

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

7　　　博物館資料収集協力貞を委嘱(各区1名､計9名)

8　　　神戸市立博物館創設準備会議を設置(以降7回開催)

54. 6　　　博物館展示計画検討会を設置(以降15回開催)

55. 3　　　　東京銀行より神戸支店建物を受贈及び土地を買収

4　　　博物館創設準備室と改称｡博物館創設担当参与に渡辺昭三就任

12　　　　改造及び新築工事､着工

57. 3　　　　竣工

4　　　神戸市立博物館条例公布o博物館組織発足o館長に井尻昌一前助役就任

7　　　　神戸市立博物館規則公布

11　　神戸市立博物館条例及び神戸市立博物館規則施行｡開館記念式典､一般公開o南

蛮美術館､考古館閉館

11-12　　開館記念特別展｢海のシルクロード｣開催

58. 1 -2　　受贈記念特別展｢南波松太郎氏収集　古地図の世界｣開催

2　　　神戸市立博物館規則一部改正(博物館協議会)o神戸市立博物館協議会を設置

3　　　　渡辺昭三参与転任

2　　　　副館長に檀上重光就任

4　　　　事務局長に安田博司就任

4-5　　第3回特別展｢神戸の文化財｣開催

8-9　　第4回特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん｣開催

10-11　第5回特別展｢古地図にみる世界と日本｣開催

59. 4-5　　第6回特別展｢眼鏡絵と東海道五拾三次展｣開催

8-9　　第7回特別展｢中国蘇州年画展｣開催

10-11　第8回特別展｢更紗の世界展｣開催

12　　　第9回特別展｢ヨーロッパのジュエリー展｣開催

60. 6-8　　第10回特別展｢中国五千年の秘宝展｣開催

8-9　　第11回特別展｢秘蔵の至宝を一堂に展｣開催

11-12　　第12回特別展｢高句麗文化展｣開催

61. 1 -2　　第13回特別展｢桃山時代の祭礼と遊楽｣開催

4-5　　第14回特別展｢ワ-ダベ写真展｣開催

6-7　　第15回特別展｢西洋の風景展｣開催

7-8　　第16回特別展｢狩人の夢｣開催

62. 1-2　　第17回特別展｢簸る幕末写真展｣開催

4-5　　第18回特別展｢日本絵画名作展｣開催

6-7　　第19回特別展｢神戸はじめ物語展｣開催

8-9　　第20回特別展｢ジョルジュ･ビゴー展｣開催

10-11　第21回特別展｢明治のガラス展｣開催

63. 4-5　　第22回特別展｢ジャワ更紗展｣ ｢江戸城障壁画の下絵｣開催

6-7　　第23回特別展｢中世を旅する聖たち展｣開催
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10-12　　第24回特別展｢アイルランド･チェスター･ピーティー･コレクション日本絵画

名作展｣開催

平成1. 2-3　　第25回特別展｢神戸ゆかりの巨匠たち展｣開催

4 - 5　　第26回特別展｢桂林百景展｣開催

7-9　　第27回特別展｢大三彩展｣開催

9-11　第28回特別展｢松方コレクション展｣開催

11　　　井尻昌一館長退任

12-2.2　受贈記念特別展｢秋岡古地図コレクション名品展｣開催

2. 2-3　　受贈記念特別展｢小磯良平展｣開催

4　　　　名誉館長に宮崎辰雄前市長就任｡船田史郎事務局長､副館長を兼務

7-9　　第31回特別展｢THEぴぃどろ展一江戸時代のガラス･粋と莱-｣開催

10-11　第32回特別展｢手塚治虫展｣開催

11-12　　第33回特別展｢没後100年記念　チャールズ･ワ-グマン展｣開催

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

4-5　　第35回特別展｢ルイス･C･ティファニー展｣開催

7-9　　第36回特別展｢ポスター芸術100年展｣開催

9 -10　　第37回特別展｢神戸市立博物館名品100選｣開催

10-12　　第38回特別展｢ジャン二･ヴェルサーチ衣裳文化展｣開催

4. 2-3　　第39回特別展｢南蛮見聞録｣開催

3　　　　檀上重光副館長退任･船田史郎副館長兼事務局長退任

4　　　　副館長兼事務局長に林伸次郎就任

4-5　　第40回特別展｢中国明清名画展｣開催

5　　　　副館長に崎山昌廉就任

6-7　　第41回特別展｢正倉院の故郷一中国の金･銀･ガラス展｣開催

10-12　　第42回特別展｢森英恵とパリ･オートクチュール｣開催

5. 1-3　　第43回特別展｢銅鐸の世界｣開催

2. 20　　開館10周年記念講演会(講師　陣舜臣民)開催

3 - 5　　第44回特別展｢ルーヴル美術館200年展｣開催

5-6　　第45回特別展｢花と鳥たちのパラダイス展｣開催

アーバンリゾートフェア'93 ｢トーマス･マックナイト展｣開催

7-9　　第46回特別展｢栄光のオランダ絵画と日本展｣開催

アーバンリゾートフェア'93 ｢アーキテクチャ･フェアKOBEタイムトンネル神

戸展｣開催

9-10　　アーバンリゾートフェア'93 ｢印象　神戸絵画展｣開催

11-12　　第47回特別展｢太山寺の名宝展｣開催

6. 2-4　　第48回特別展｢アイルランド国立美術館展｣開催

6 - 7　　第49回特別展｢装飾古墳の世界｣開催

7-9　　第50回特別展｢鎖国･長崎貿易の華｣開催

10-11　第51回特別展｢横山大観･菱田春草展｣開催

7. 1. 17　　阪神･淡路大震災により休館(再開までの間､館外企画展を6回開催)

3　　　　林伸次郎副館長兼事務局長転任

4　　　　三輪息副館長兼事務局長就任

8. 1, 17　　博物館再開

4-6　　第52回特別展｢オルセー美術館展｣開催

7-9　　第㍊回特別展｢マリー･ローランサン展｣開催
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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　永遠なる敦坦｣開催

3　　　　三輪忠副館長兼事務局長転任

4　　　　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

3 - 5　　第61回特別展｢大英科学博物館展｣開催

5 - 6　　第62回特別展｢MOA美術飴名品展｣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　　　　博物館の建物(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･則天武后とその時代｣開催

6 - 9　　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｡開館以来の入館者400万人

達成

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　　　　藤村邦夫副館長兼事務局長転任

3　　　11年度の年間入館者数､過去最大の925,945人を記録する

3-4　　第70回特別展｢絵図と風景｣展開催

4　　　　神内良彦副館長兼事務局長就任

4-5　　第71回特別展｢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　　　　名誉館長に笹山幸俊市長就任

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回特別展｢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『神戸百景山開催

9 -10　　第78回特別展｢異国絵の冒険｣開催

11-14.1第79回特別展｢古代ローマの輝き　世界遺産ポンペイ展｣開催

14. 4 - 7　　外壁等改修工事のため休館

8-9　　第80回特別展｢描かれた明治ニッポン｣開催

10-12　　第81回特別展｢華麗なる宮廷　ヴェルサイユ展｣開催

15. 2-5　　第82回特別展｢ティトブリテン発世界巡回展　ヴィクトリアン･ヌード｣展開催

2　　　　入館者500万人達成

3　　　　神内良彦副館長兼事務局長退任

4　　　　崎山昌贋副館長退任

4　　　　小林和夫副館長兼事務局長就任

5　　　　館長に杉田文夫元収入役､副館長に石山靖男就任

7-8　　第83回特別展｢南蛮堂コレクションと池長孟｣展開催

-4-



11-12　　第84回特別展｢描かれた音楽｣展開催

16. 1-3　　第85回特別展｢創立250周年記念　大英博物館の至宝展｣開催

16. 4-5　　第86回特別展｢伊能忠敬の日本地図展｣開催

7-10　　第87回特別展｢栄光のオランダ･フランドル絵画展｣開催

10-12　　第88回特別展｢よみがえる兵庫津｣展開催

17. 1 -2　　第89回特別展｢発掘された日本列島2004｣展開催

17. 3　　　　杉田文夫館長退任

5　　　　館長に西川和機元教育長が就任

7-10　　第90回特別展｢ベルリンの至宝展｣開催

12. 13　　入館者　600万人達成

12-18.3　第91回特別展｢ナポレオンとヴェルサイユ展｣開催
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事業概要

平成17年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第22号を発行いたしますo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て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)0

開館以来､当館は常設展をはじめ､特別展･企画展を開催し､講演会などの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行ってきました｡

平成17年度は､特別展としては｢ベルリンの至宝展｣と｢ナポレオンとヴェルサイユ展｣を､また

企画展は｢措かれた神戸物語｣ ･ ｢川西英･川西祐三郎作品選｣ ･ ｢日本における世界図のあゆみ｣ ･

｢異国趣味の美術名品展｣を開催しました｡さらに館外企画展として､昨年と同様に､神戸まちづく

り会館ギャラリーにおいて､ ｢別事博資水彩画展｣を行いました｡

普及事業としては｢夏休み土器づくり数量｣ ･ ｢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』｣を､昨年度

と同様に開催しましたo昨年度の｢こうベキッズふるさと学｣は､ ｢こうベキッズ達人セミナ-｣と

名称や内容を変えて行っています｡

また､ ｢障害者のための鑑賞会｣を､ ｢ベルリンの至宝展｣は､休館日の平成17年8月8日(月)に､

｢ナポレオンとヴェルサイユ展｣では､休館日の平成18年2月27日(月)に設けました｡さらに､ ｢ベ

ルリンの至宝展｣では､休館日の8月15日(月)に､子どものための特別鑑賞日として｢夏休みキッ

ズ･ミュージアムデイ｣も行いました｡ ｢こどものためのワークショップ｣も両特別展で開催してい

ます0 -方秋の企画展開催時には､ ｢週末わくわく広場｣の名称で､ものづくり体験講座を実施しま

したo ｢国際博物館の日｣ (5月18日)と｢関西文化の日｣ (11月19120日)の無料入館も実施しまし

た｡他に､各種共催事業も行っています｡

刊行物としては､企画展図録･館蔵品目録･研究紀要･年報･博物館だよりを発行しています｡

平成17年度の開館日数は291日で､うち特別展は169日でした｡入館者捻数は347,165人｡入館者の

内訳は､常設展26,053人､特別展317,846人､普及事業参加者3 ,266人ですo

また､学校団体の来館は126枚でしたoトライやるウイークも22校43人が研鐙に励みました｡学校

授業への職員派遣は35校､教職員研究会への職員派遣は24回でした｡博物錯実習は､ 20校計37人を3班

に分けて各5日間行いました0 -万､館外貸出は28件196点､特別利用は929件2 ,851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o

この年報により､平成17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0
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1.特別展示

(1)第90回特別展

世界遺産･博物館島　ベルリンの至宝展

･内　　容/

ベルリンの中心､シュプレー川の中洲にある博物館群は､そのたたずまいから｢博物館島｣の名

前で知られている｡ここには､ドイツ国家の興隆とともに､ 19世紀初めから約100年の年月をかけ

て5つの博物館が建設され､古代エジプトからヨーロッパ近代美術までカバーする約150万点の収

蔵品を誇っていたo Lかし､第二次世界大掛二よって建物が大きく損壊し､コレクションが散逸す

るなど､大きな試練に直面した｡ 1989年のベルリンの壁崩壊後は､ヨーロッパを代表する博物館と

して延ることを目指し､所蔵品の再集結と建物の再建･拡張など､大規模なプロジェクトが進行中

である｡本展覧会では､博物館島の復興に先立ち､そのコレクションのエッセンスを紹介するもの

で､古くは紀元前約3100年ごろの古代エジプト王朝奈明期から､ドイツロマン主義･フランス印象

派などに代表される19-20世紀にかけてのヨーロッパ近代絵画まで､ 162件を選んで展示した｡こ

のセレクションのテーマは｢聖なるもの｣｡悠久の地中海文明において､人々の精神的な拠り所と

なった造形美の変遷をたどった｡

･会　　期/平成17年(2005) 7月9日(土) -10月10日(月･祝)

･会　　場/1階ホール､特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館室

･主　　催/神戸市､神戸市立博物館､朝日新聞社､毎日放送､ TBS､朝日放送

･後　　援/外務省､文化庁､ドイツ連邦共和国大使館

･学術協力/プロイセン文化財団ベルリン国立博物館群

･企画監修/東京国立博物飴

･特別協賛/新光証券

･協　　賛/大日本印刷､損保ジャパン､田崎真珠

･協　　力/ルフトハンザドイツ航空､ルフトハンザカーゴ､エーエス

･企画協力/東映

･入館料/ (当日･一般) 1,300円

･開催日数/82日

･入館者数/199, 160人

･出品点数/162点

･関連事業/

(1)記念講演会/会場　地階講堂　午後2時-3時30分

7月16日(土)

｢ヨーロッパ絵画と聖なるもの｣千足　伸行氏(成城大学教授)

8月27日(土)

｢ベルリン博物館島見聞記｣塚原　晃(神戸市立博物館学芸員)

(2)障害者のための鑑賞会

8月8日(月)午前10時-午後5時

｢ベルリンの至宝展｣にあわせて､障害者対象の自由観覧日｡
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(3)普及事業

8月15日(月)午前10時～午後5時

午前｢ベルリンの至宝にせまろう｣ (ギャラリートーク､スケッチ)

午後｢ベルリンの至宝を探ろう｣ (作品解説と作品探検)

対象は小中高生　ただし　小学生は保護者同伴｡

(4)普及事業のためのワークショップ1

8月7日(日)

午前10時～12時　　｢粘土で作ろうエジプトの神様｣

午後2時～午後4時　｢金属をとかしてメダルづくり｣

8月9日(火)

午前10時～12時　　｢金属をとかしてメダルづくり｣

午後2時-午後4時　｢粘土で作ろうエジプトの神様｣

対象は小学3年生-中学3年生

(5)普及事業のためのワークショップ　2

｢古代エジプトからの贈り物-ヒエログリフとエジプトの神様｣

8月20日(土)　　午後2時～午後4時

対象は小学3年生～中学3年生　保護者同伴可

(6)懐かしのドイツ語映画(日本語字幕付き)

9月3日(土)

(1)午前10時30分- ｢嘆きの天使｣ (2)午後1時- ｢会議は踊る｣

(3)午後3時～ ｢野ばら｣ (オーストリア映画)

9月4日(日)

(4)午前10時30分～ ｢野ばら｣ (オーストリア映画) (5)午後1時- ｢嘆きの天使｣

(6)午後3時- ｢会議は踊る｣

ポスター　　　　　　　　　こどものためのカイドフック
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特別展｢世界遺産･博物飴島　ベルリンの至宝展｣出品目録
作品番号は展覧会場での展示番号と-致しますが､展示の順序とは必ずしも一致しません｡

2　　ホルスを抱くイシス女神

3　　オシリス神

4　　ライオン頭のホルス神

6　アメン神　　　　　　　　　　　　　　末期王朝時代

ンコス　　　　　　　　　末期王朝時代

17　アヌビス神

18　ハトホル女神

19　バステト女神

21　シェペンウペト2世のスフィンクス

24　　アメンエムハ (ステラ)　新王国時代

(ステラ)　　新王国時代

(ステラ)　新王国時代

28　祭壇の浮彫:太陽神アテンとアクエ　新王国時代,第18王朝,
ンアテン王の家族　　　　　　　　　　アマルナ時代

31　パイエステネ7の彩色木棺　　　　　末期王朝時代

イラ･マスク　プトレマイオス朝時代

36　トウクルティ･こヌルタ1

37　マルドゥク･アプラ　イデイナ2世の　前715年

クドウル(土地授与の公文碑)

38　ライオンの装飾煉瓦壁

40　ウル･ニンギルス王

41　走任用神像

サマアル王キラムワ

前1100年頃　　　　　　　　テ-ペ

前1300-前1100年頃　テル･パスタ(プハステイス) (?)出土

テル･ハスタ(プハステイス) (?)出土

前700-前600年噴　出土地不明

前700-前600年頃　出土地不明

カルナック神殿出土

前1250年噴　　　　　　　　出土地不明

前1450年頃　　　　　　　テ-ベ出土

Flo-

オシリス神殿出土

メンフィス出土

前1350年頃　テル･エル-アマルナ

チ-ベ西岸出土

住居地p47- 2出土

メソポタミア(イラク)出土

ラガシュ(現テyロー)出土(推定)

メソポタミア(イラク)出土

サマアル(規ジンジルリ)出土



46　牡牛頭部　　　　　　　　　　　　　　シュメール初期王朝時代皿期,

前2550-前2250年頃

47　グリフォン　　　　　　　　　　　　　前750年頃

48　ライオンの上に立つ女神　　　　　　　前2千年紀

49　アダト神の奉献用円筒印章　　　　　　前9世紀

50　　アッシュ-ル

51　タルクイニアのアフロデイテ　　　　　前420-前400年頃

52　ポセイトン　　　　　　　　　　　　　前160年頃

53　ウェヌス･マリーナ(ローマ時代模刻)　1世紀

54　河神アケロオスの仮面　　　　　　　　前470年頃

56　キュベレーに捧げられた奉納浮彫　　　前380-前370年頃

57　神々の会合を表した奉納浮彫　　　　前380-前370年頃

58　ミトラスに捧げられた奉納浮彫　　　　2世紀

59　ベルガモンの美しい頭部　　　　　　　前2世紀第2四半期(前175-前150年)

60　クレオパトラ

61　カラカラ帝の胸像　　　　　　　　　　212-217年

62　アンティノオス　　　　　　　　　　　2世紀初頭

63　ユピテル･カピトリヌス　　　　　　1世紀

64　ウルカヌス　　　　　　　　　　　　　1世薙己

65　フォルトウナ　パンチア　　　　　　　2位確己

66　ミネルウァの銀皿(ヒルデスハイムの宝物)前1世紀末

67　アyテイカ製慧部アンフォラ.ヘラクレス　前530年頃

とアマゾン族/テセウスとミノタウロス

68　アツテイカ製頚部アンフォラ:へラ　前520-前510年

クレスとエリュマンテスの猪/ヘラ
クレスとアマゾン旗

69　アツテイカ製キュリクス:セレネ　　　前450年頃

70　アノテイカ製スキュフオス:妻への求　前440年頃

婚者たちを殺害するオデュッセウス

71　アブテイカ製カルピスニテセウス,ア　前475年頃

ディオニュソス

72　アプリア製渦巻形クラテル:　　　　前350-前325年

巨人族との戦い(ギガントマキア)

74　コーラン:第87章｢至高の神｣　　　1550-1570年頃

75　コーラン書見台　　　　　　　　　　13世紀中葉

水差　　　　　　　　　　　1250- 1270年頃

手水鉢　　　　　　　　　1250- 1270年頃

78　祈祷用紙懲　　　　　　　　　　　　　16世紀後半

79　書跡:ハ-カーニーの詩　　　　　　1630-1640年頃

81b　馬の絵　　　　　　　　　　　　　　　17世紀初頭

83　細密画:フスラウ王子とシJ)-ン王女1420年

--ll-

メソポタミア(イラク)出土

トルコ,ルサヒこリ(現トプラクカレ)出土

アムラーン地区出土

タルタイこア出土

ベルガモン出土

フィレンツェ近郊出土

クイリナ-レの丘出土

伝ギリシャ,ピレウス出土

ベルガモン出土

アンティウム近郊出土

シリア出土(推定)

ヒルデスハイム近郊出土

イタリア,ヴルナ出土

イタリア,ヴルチ出土

イタリア,タルクイ二ア出土

イタリア,ヴルチ出土

シーラーズで制作

モースルで制作

モースルで制作

エジプト,カイロで制作

インド北部で制作

ゴールコーンダで制作

シーラーズで制作



84　アレクサンドロス大王の4ドラクマ銀貨

85　シュラクサイのヒエロこュモスの24　前215-前214年

87　テネトスの4ドラクマ銀貨　　　　　前4世紀初頭

88　アテナイの4

89　アテナイの4

前449一前404年

90　ポセイドニアのスタテル銀貨　　　　前525年頃

91　ビュロス王の2

オンのスタテル銀貨

93　メタボンテイオンのスタテル銀貨　　前340-前330年

95　デルフォイ隣保同盟のスタテル銀貨　前336-前334年

96　セリヌスの4

98　ナクソスの4ドラクマ銀貨　　　　　　前460年頃

99　ナクソスの3分の1

100　アイノスの4

101 7ユネオスの2トラクマ銀貨　　　　前360-前340年

102　コリントスのトラクマ銀貨

104　パンティカバイオンのスタテル金貨　前320年頃

106　コンスタンティウス2世のメダイヨン　337-361年

107　テオドシウス帝のメダイヨン　　　　　379-395年

108　カール大帝のデナリ 800年(戴冠時)

109　ロダー)t'1世のデナリウス銀貨　　　840-855年

110　殉教者･聖ステ77ノを表したプラ1160年頃

111バシレイオス2世とコンスタンティ　976-1025年

ノス8世のソリドゥス金貨

112　ジョヴァンこ　ダンドロのドゥカ-ト金貨1280-1289年

113　シャルル･ダンジュー王の　　　　　1266-1285年

サルート･ド一口(*)レリーノ金貨)

114　ルートヴィヒ2世のムートン･ドール1346-1384年

(アグヌス･デイ)金貨

115　｢聖三位一体｣のメダイヨン　　　　1544年

116　プロイセン内通商促進協会の表彰　　1823年(1913年打刻)
メダイヨン

117　プロイセン芸術大貴メダイヨン　　　1840-1816年

118　墓碑:赤子に乳を与える母親 4 I 5世紀　　　　　　　　　雪子鑑li (言霜71vT// i)■#j:=
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119　浮彫:キリストと天使　　　　　　　　6-7世紀

No　作品名　　　　　　　　　　　　　　　作者名

123　聖クリスどこアヌス

124　聖アグネス

伝エジプト,ソハグ近郊アンバ･シュ

ルクソール由来

ユトレヒト(オランダ)

125　使徒マタイ　　　　　　　　　　　　　　テイルマン･ ll-メンシュナイダー　　　　　　　　ヴェルツプルク

1500- 1505年頃

126　浮彫:聖母子と天候たち　　　　　　　グレゴリオ･デイ･ロレンツオ　　　　　　　　　1465-1470年頃

キリストの埋葬　　　　　　　　ニッコロ･デイ･ジョヴァン二･フイオレンティノ　1460-1470年頃

130　ウイ-ナス

132　聖セバステイアヌス

133　聖クリストフォロス

135　ヴィーナスとアモル

136　ヴィーナスの勝利

139　ヴィーナスの化粧

140　バタコスとアリア

サンドロ･ポッティチュリ　　　　　　　　　　　1485年頃

ジローラモ･ダイ･リブリ　　　　　　　　　　　1510年頃

ロレンツオ･ロット　　　　　　　　　　　　　　　1531年

ロレンツオ･ロット　　　　　　　　　　　　　　　1531年

ゲオルク･ベンツ　　　　　　　　　　　　　　　　1528-1529年頃

ヨハン.ハインl)ヒ.シェーンフェルト　　　　　1640-1645年頃

こコラ･プッサン　　　　　　　　　　　　　　　1639-1640年頃

シモン･ヴ-エ(推定)　　　　　　　　　　　1626-1627年頃

ジャン-フランソワ　ド･トロワ　　　　　　　　1717年

141ヴィーナスとアモル　　　　　　　　　フランソワ･ブ-シェ　　　　　　　　　　　　　1742年

142　名声の寓意に扮したヘンリク･ポミ　エリザヘー
ルスキの肖像

144　岩場に建つゴシックの大聖堂

145　山からのイタリアの眺め

147　ギリシャの黄金時代

148　谷間の巡礼

154　トリトンと水の楕

155　舞踏会での夜食

158　アレクサンダー.フォン･フンボルトの胸像

ヴイジェ-ルブラン　　1789年

カール･フリードリヒ･シンケル　　　　　　　　1815年

カール･フリードリヒ･シンケル　　　　　　　　1817年

カール･フリードリヒ･シンケル　　　　　　　　1818年

原画:か-ル･フリードリヒ･シンケル　　　　1825年〔1836年〕

[模写▲ヴイルヘルム･ア-ルポ-ン]

カール　グスタフ･カールス　　　　　　　　　　1820年頃

カスバ一･ダー7イ　ト77)-ドリヒ自画像　　1872年

ア-ノルト･ペックリン

マックス･クリンガ-

アドルフ･メンツェル　　　　　　　　　　　　　1878年

アントン･フォン･ヴェルナ-　　　　　　　　　1895年

クリスティアン･ダニエル･ラウ7　　　　　　　1849年

クリスティアン･ダニエル･ラウ7　　　　　　　1851年

フォン･フンボルト　　フリードリヒ･ドラーケ　　　　　　　　　　　　1834年

160　ウイルヘルム･フォン･ポーテ　　　　マックス･リーバーマン　　　　　　　　　　　　1904年

161フリードリヒ･ニーチェ　　　　　　　タルト　シュテ-フィング　　　　　　　　　　　1894年

162　温室にて　　　　　　　　　　　　　エドゥワ-ル･マネ　　　　　　　　　　　　　　ユ879年

-13-



(2)第91回　特別展

皇帝戴冠200年記念　ヴェルサイユ宮殿美術館所蔵
ナポレオンとヴェルサイユ展

･内　　容/

本展はフランス革命から皇帝の時代を通じて､ナポレオンが生み出した近代社会の萌芽を芸術･

文化･社会的な側面から展観したoナポレオンは､ヴェルサイユを重視し､全体の改造計画を夢見

た｡大きな改修はかなわなかったものの領地内のグラン･トリアノンやプチ･トリアノンを自分の

スタイルに変え､自身と家族の居住空間を置いた｡

本属では､ダヴイッド､ジェラール､グロといった時代を代表する画家たちの勇壮な油彩画､ナ

ポレオンが使用した家具やセ-ヴル磁器の飾り責､皇妃ジョゼフィーヌゆかりの宝飾品､ジョゼ

フィーヌとの雄婚後､皇妃となったハブスプルク家のマリー-ルイ-ズが使用した調度品､食器､

宝飾品など､数多くの日本初公開作品を含む152点を紹介したoあわせて､伝統あるフランスの工

房の協力を得て､当時流行した様式やナポレオンの特徴的な柄を取り入れ､皇帝が執務し生活した

宮殿内を再現した｡

･会　期/平成17年(2005) 12月3日(土) ～平成18年(2006) 3月19日(日)

･会　場/1階ホール､特別展示室1 ･2､南蛮美術館室

･主　催/神戸市､神戸市立博物館､ヴェルサイユ宮殿美術館､日本経済新聞社

･後　　援/フランス大使館

･協　　賛/損保ジャパン､大日本印刷､東レ

･協　　力/ショーメ､日本航空

･入館料/ (当日･一般) 1,300円

開催日数/87日

入館者数/118, 686人

出品点数/152点

関連事業/

(1)記念講演会/会場　地階講堂

平成17年12月3日(土)午後1時30分～3時

｢ナポレオンと新しい芸術の誕生｣ジェレミ- プノワ氏(ヴェルサイユ宮殿美術館学芸員)

平成18年1月28日(土)午後1時30分-3時

｢知られざるヴェルサイユⅡ-ナポレオンを軸にして一｣岡　泰正(神戸市立博物館学芸員)

平成18年2月11日(土) 12時30分～1時30分

｢ナポレオンとヴェルサイユ｣池田理代子氏(劇画家･声楽家)

(2)障害者のための鑑賞会

平成18年2月27日(月)午前10時-午後5時

(3)子供のためのワークショップ

Ⅰ① ｢油絵に挑戦しよう｣ 2月11日(土)

② ｢自分の勲章を作ろう｣ 2月25日(土)

Ⅱ①｢ナポレオンの帽子を作ろう｣ 2月4日(土)､ 12日(日)､ 19日(日)

②｢自分のマークのはいったハンコを作ろう｣ 2月5日(日)､ 18日(土)､26日(日)
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特別展｢皇帝戴冠200年記念　ヴェルサイユ宮殿美術館所蔵　ナポレオンとヴェルサイユ展｣出品日銀
ルイ･ロシェ

フリエンヌの士官学校のボナパルト

ブロンズ､鍍銀

高さ170cm　帽55 5cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

2 18世紀フランスの画家

マクシミリアン･ド･ロノ＼スピエール

油彩､カンヴァス

60 × 50cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

3　シャルル･ベナセック

ルイ16世と家族の別れ(1793年1月20日)

油彩､カンヴァス

42 ×56cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

4　シャルル･ヘナゼック

断頭台に向かうルイ16世(1793年1月21日)

油彩､カンヴァス

42 ×56cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

5　アレクサンドル･クシャルスキ

1793年のマリー-アントワネット

油彩､カンヴァス

24× 18cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

6　ジャック-ルイ･ダヴィッド

マラの死(1793年7月13日)

油彩､カンヴァス

157 × 136cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

7　アントワーヌ-ジャン･クロ

共和国

油彩､カンヴァス

73×61(:m

ヴェルサイユ宮殿美術絹

8 1ブタ.=プ_-デ了ルテル帝会/.ジョルジュ･ジヤコフと息子　　　　　　　マホガニ-､緑の革張り､金のロ-ラ~､鋼
フランソワ-オノレ-ジョルジュ
ゲラン･トリアノンのナポレオンの執務机　　　　　　　　　　　　　　　　　72.5×195×96 5cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

マホガニー､緑の革張り

95×65×81cm

ヴェルサイユ宮殿美術鶴

ブイヨノト(机上用ランプ)

ブロンズ､鋼鉄､鍍金､彩色

高さ75cm　直径48cm

ヴェルサイユ宮殿美術官昌

11ルイ-フランソワ-カステルノー･ダラック　　　　　　　　　　　　　　　　木､織布､金彩色

クラン･トリアノンの｢皇帝の大音斎｣の折りたたみ椅子　　　　　　　　　56×66×53cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

12

ヴェルサイユ宮殿の図面集成

厚表紙で製本

65 × 94cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

13　アントワーヌ-ジャン･グロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

アルコル橋のボナパルト将軍(1796年11月17日)　　　　　　　　　　　　　　130×94cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

14　アドルフ･ロエン

ミレジモでの旗の授受(1796年4月15日)

油彩､カンヴァス

162 × 250cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

15　二コラ-ノエル･プテ

パラスの狩猟銃

クルミ材､革,金と鋼鉄と銀の象欣

127cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

16　ルイ･パクレール･ダルブ

リヴォリの戦い(1797年1月14日)

1797年

油彩,カンヴァス

42 ×80cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

17　シャルル-ルイ･コルベ

ボナパルトの胸像

石膏

82. 5×60cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警護琵晶0,xk曽轡謂畠姦みをつけた鋼鉄､銀糸の刺繍

総裁の剣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刀身の長さ　93cm

ヴェルサイユ宮殿美術館
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19　ジャック-ルイ･ダヴィソド

フランス市民の服装

デッサン､ペン､黒インク､水彩､鉛筆

30×20cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

20　ジャック-ルイ･ダヴィット

市民将校

ヂyサン､ペン､塁インク､水彩､鉛筆

30 × 20cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

21ジャック-ルイ･ダヴィッド

裁判官

デノサン､ペン､里インク､水彩､鉛筆

30×20cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

22　ジャック-ルイ･ダヴィッド

立法官

デッサン､ペン､黒インク､水彩､鉛筆

30×20cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

23　セーヴル登望作所

アラブ主題の花瓶

1809年

硬磁器､ブロンズ､鍍金

高さ42cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

24ジャン-シャルル･タルデュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

アスワンでのフランス軍の休息(1799年2月2月)　　　　　　　　　　　112×164cm

ヴェルサイユ宮殿芙術館

25　二コラ-アントワーヌ･トネ

ナザレの戦い(1799年4月8日)

油彩､カンヴァス

92× 139cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

26　アンドレア･アッピア一二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

ルイニシャルル-アントワーヌードウセ･ド･ヴェグー　　　　　　　　　　115×8Bcm

ヴェ)L,サイユ宮殿美術鏑

27　ジャン-ギヨーム･モワノト

ヘラクレスの姿をしたライン川

石膏

129 × 37cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

28　ジャン-ギヨーム･モワット

アポロンの姿をしたナイル川

石膏

129×37cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

29　二コラ-アントワーヌ･トネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

サン-へルナール山を通過するフランス軍(1800年5月21日)　　　　　　159×115 5cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

30　ジャンク-ルイ･ダヴィッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

サン-ベルナール山からアルプスを越えるボナパルト(1800年5月20日)　　271×232cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

31アンヌ-ルイ･ジロデニトリオゾン(帰属)

ボナパルト､第一統領

油彩､カンヴァス

64×54cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

32　シモン･メイヤー

ボナパルト､第一統領

1800年頃

紅縮めのうのカメオ､金､エマイユ

5 26×4 3cm

アルビオン　アート　コレクション

33　ピエール-マクシミリアン･ドラフォンテーヌ

アレクサンドル･ルノワール

油彩､カンヴァス

220× 161cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

34　ロベール･ルフェーヴル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

プッサンの作品を手にするドミニク-ヴィヴァン･ドノン　　　　　　　　　92×78cm

1808年 ヴェルサイユ宮殿美術館

35　ウラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

ジュリエット･レカミエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115×87cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

36　マリ--エレオノ-ル･ヨドプロワ(フランソワ･ジエラール原作)　　　　油彩､カンヴ7ス

スタール夫人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116×83cm

ヴェルサイユ宮殿美術館
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37　アンヌ-ルイ･ジロテ-トリオソンとフランソワ-ルイ･ドシュアンヌ　　　油彩､カンヴァス

フランソワ-ルネ･ド･シャトーブリアン　　　　　　　　　　　　　　　　128×98cn-

1811年 ヴェルサイユ宮殿美術館

38　フランソワ･ジェラール

政教協約の調印(1801年7月15日)

デッサン､鉛筆､ペン､ビスタ､グワノンユのハイライト

48×60cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

39　ジャン-ハテイスト･イザヘ/ピエール-フランソワ　　　　　　　　　　紙､版画(筏刻プリント)

表裏0,+表蒜● /7三㍍=-夢∠美墨壷LLd,蒜岩シエ　　　　　　74 5×93cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

40　ジャン-ハテイスト･イザヘ/ピエール-フランソワ　　　　　　　　　　紙､版画(復刻プリント)
-レオナール･フォンテーヌ/シャルル･ベルシエ

戴冠式の記辞　塗油式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74 5×93cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

41ジャン-ハテイストイザヘ/ピエール-フランソワ　　　　　　　　　　紙､版画(復刻プリント)
=表裏+0,話鎧●嘉島主トヌ/シャルル'ベルシエ　　　　　　74 5×93｡m

ヴェルサイユ宮殿美術館

42　ジャン-パテイスト･イザベ/ピエ-ル-フランソワ　　　　　　　　　　紙､版画(複軌プリント)

嘉島嘉i;壷益■墓晶嘉テ-ヌ/シャルル.ベルシエ　　　　　　74 5×93C｡

ヴェルサイユ宮殿美術結

43　ジャン-ハテイスト･イザヘ/ピエール-フランソワ　　　　　　　　　　紙､版画(復刻プリント)

嘉島霜壷益●嘉島真宗孟義広主蒜ルルーペルシエ　　　　　　86×46｡m
ヴェルサイユ宮殿美術緒

44蓋嘉蓋喜議了孟嘉主孟書芸,;呈嘉,I,'L呉,jL‡呈ワ　　　芸Ix≡C@m '復刻プリント)

ヴェルサイユ宮殿美術館

45孟墓圭喜;-;嘉儀呈芸沼,D寺,-Ljヒ≡某,uワ　　　芸tx霊芝(復刻プリント)

ヴェルサイユ宮殿美術館

46　ジャン-ハテイストイザヘ/ピエ-ル-フランソワ　　　　　　　　　　絶､版画(復刻プリント)
-レオナ-ル･フォンテ-ヌシャルル･ベルシエ

戴冠式の記録　略装の皇妃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86×46cm

ヴェルサイユ宮穀美術館

47　ジャン-ハテイスト･イザヘ/ピエール-フランソワ　　　　　　　　　　紙､版画(復刻プリント)

嘉表裏d;壷蒜●姦呈巨石三亨妄シャルル'仙シエ　　　　　　86×46C…

ヴェルサイユ宮殿美術館

ナポレオンの胴飾り

レ一一ス

45×30cm

フォンテヌブロー宮殿美術負畠

金､銀､ダイヤモンド

6×14 5×13 5cm

アルビオン　アート　コレクンヨン

金,級.ダイヤモンド､真珠､エマイユ

個人蔵(協力　アルビオンアート　ジュエリ-　インスティチュート【AAJI])

麦の穂のティアラ

19世紀前半

首飾りと一組のイヤリンクで構成された宝飾品一式

51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅編めのうのカメオ､金､銀､ダイヤモンド

祈りを捧げる教皇ピウス7世のペンダント　　　　　　　　　　　　　　　　8×4 9cm

アルビオン　アート　コレクショ

紅縮めのうのカメオ､金､銀､ダイヤモント

教皇ピウス7世の肖像の描かれた指輪　　　　　　　　　　　　　　　　2 5×22cm　直径2 9cm

1800-1823年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルビオンアート　コレクソヨ

53　ニッコラ･モレンリ

皇帝ナポレオンの肖像のペンダント

1810年頃

紅縮めのうのカメオ､金､銀､ダイヤモンド､ラピスラスリ

52×4 2cm

アルビオン　アート　コレクンヨン

54　シャコプ-デマルテル商会(帰属)

教皇ピウス7世の椅子

木､金彩色,着色､赤布､飾り紐

73×82 5×54cm

ヴェルサイユ宮殿美術館
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55　アントニオ･カノーヴァ

教皇ピウス7世　の胸像

大理石

71 × 60×31cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

56　フランソワ･ジェラール

戴冠式の正装の皇帝ナポレオン

油彩､カ/ヴァス

223× 143cm

ウェルサイユ宮殿美術館

57　マリー-エチエンヌ･二ト

シャルルマ-二ュの王冠

デノサン､鉛筆､グワッシェ

84×68cm

58　マリー-エチエンヌ･二ト

教皇ピウス7世の教皇冠

デノサン､水彩､塁､グワッシュのハイライト

48 5×35cm

ンヨーメ　パリ　コレクンヨノ

59　マリー-エチエンヌ･二ト

ナポレオン皇帝の剣

ヂノサン､鉛筆､インク､グワyシュ

85 5×54cm

ショーメ　パリ　コレクンヨ/

60　ギヨーム･ギヨン(通称ギヨン-ルチエ一ル)　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

正装の皇妃ジョぜフィーヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×149cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

61ルイ-フランソワ･ルシュンヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩.カンヴァス

事言貢与TL胃写琴王滝精麦至芸ヨ開設等搾凱　　　　　　18OX220cm
ヴェルサイユ宮殿美術館

硬磁器､ブロンズ､鍍金

高さ133cm

油彩､カンヴァス

93× 146cm

62　七一ヴル製作所

アウステルリッツの戦いを描いた花瓶

1806年

63　シャルル･メ二エ

アイラウの戦場を訪れるナポレオン

ヴェルサイユ宮殿美術指

ウェルサイユ宮殿美術館

64　ジャン-シャルル･タルデュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

テイルシットでプロイセン王妃を迎える皇帝陛下(1807年7月6日)　　　112×152cm

1808年 ヴェルサイユ宮殿美術館

65　アドルフ･口工ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

ニーメン川でのナポレオンと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125×152cm

ロシア皇帝アレクサンドル1世の会談(1807年6月25日)
ヴェルサイユ宮殿柔術館

66　フランソワ･ジェラールと工房

ロシア皇帝アレクサンドル1世

油彩､カンヴァス

32×24cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

硬磁器､ブロンズ､鍍金

高さ100cm

油彩､カンヴァス

180× 232 2cm

67　セーヴル製作所

ドイツ遠征を描いた花瓶

1807年

68　マリー-二コラ･ポンス-カミュ

フリードリヒ大王の墓の前の皇帝ナポレオン

ヴェルサイユ宮殿美術縮

ヴェルサイユ宮殿美術館

69　クロ-ド･ガル

｢午餐の間｣の薪台

ブロンズ､鍍金､パティネ

帽29cm

ヴェ)i,サイユ宮殿美術戯

70　アントワーヌ-テイボー･ポドゥアン

射手のついた根付き燭台

ブロンズ､鍍金､パティ不､里みがかった緑大理石の台座

高さ91cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

71ルイ･テユシス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

サン-クルー宮のテラスでのナポレオンと頻たち　　　　　　　　　　　　114×143cm

ウェルサイユ宮殿美術館

72　フランソワ･シエラールと工房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

マリー-レティツイア･ボナパルト､ "マダム･メール"　　　　　　　　　　32×24cm

ヴェルサイユ宮殿美術錨
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73　フランソワ･ジエラールと工房

ルイ･ボナパルト

1806年 ヴェルサイユ宮殿美術餌

74　フランソワ･ジェラールと工房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

ジョアキム･ミュラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32×21cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

75　フランソワ･ジェラールと工房

カロリーヌ･ミュラ

油彩､カンヴァス

34×23cm

ヴェルサイユ宮殿美術紹

76　フランソワ･ジェラールと工房

ジョゼフ･ボナパルト

油彩､カンヴァス

32×23cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

77　フランソワ･ジェラールと工房

ウジェ-ヌ･卜.ポアルネ

油彩､カンヴァス

32×23cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

78　フランソワ･ジエラールと工房

エリザ･ボナパルトと娘ナポレオーヌ･エリザ

油彩､カンヴ7ス

32× 26cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

79　フランソワ･ジェラールと工房

ウエストファリア王ジェローム･ボナバルト

油彩､カンヴァス

32×21cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

80　ロペール･ルフエーヴル

カスターラ大公妃ポリーヌ･ボルゲーゼ

1806年

油彩､カンヴァス

65 × 53cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

81ジャコフ-テマルテル商会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マホガニー､黒檀､鏡､花尚宕模様の大理石の天横

エジプト趣味のコンソール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88×98×43cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

82　ギヨーム･ギヨン(通称ギヨン-ルチエール)

リュシアン･ボナパルト､力ニーノ大公

油彩､カンヴァス

112×91cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

83　マルタン-ギヨーム･ビエネ

レジオン･ドヌール勲章

金､エマイユ

パリ､軍事博物館

84　オーギュスト-7-シェ･デノワイ工(フランソワ･ジェラ-ル原作)　　　版画､ビュラン彫り

へネヴァン大公､タレイラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62 5×42 2cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

85　フランソワ-アンリ･シャケ(シャン-アントワーヌ･ウードン原作)　　　石膏

帝国元帥､モスクワ大公ミッシェル･ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　74×56×35cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

86　フランソワ-アンリ･ジャケ(フランソワ-ジョゼフ･,ポジオ原作)　　　　石膏

帝国元帥､エックミュール大公ルイ-二コラ･ダヴ1　　　　　　　　　　　77×59×35cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

87

ヴイクトール将軍の褒賞のサーベル

鋼鉄､鋼､黒檀

全長135cm

パリ､軍事博物館

ルイ三二コラ･ダヴー元帥の指揮棒

金､ビロート､木芯

長さ48 6cm　直径4.2cm

パリ､軍事博物館

89　ロベール･ルフェーヴル

フランソワ-二コラ･モリアン

1806年

油彩､カンヴァス

214 × 137cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

90　アントワーヌ-ジャン･グロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

フリウル公ジェロー-クリストフ･デュロック　　　　　　　　　　　　　　　218×142cm

ヴェルサイユ宮殿美術館
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91　ジャン-パテイスト･ル二ョー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

ジャン-ピエール･パシャンソン､モンタリヴェ伯爵　　　　　　　　　　　216×141cm

1810年 ヴェルサイユ宮殿美術館

92　ジャン-ピエール･グランジェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

シャルロット･ボナパルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　188×125cm

1808年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルサイユ宮殿美術館

93　アントワーヌ-ジャン･グロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

ルグラン伯爵夫人､アンリエット･シェレ　　　　　　　　　　　　　　　　　245×172cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

94　ロベール･ルフェーヴル

ポリーヌ･デュシャンジュ

油彩､カンヴァス

195× 141cm

ヴェルサイユ宮殿美術縮

95　マリー-エレオノール･ゴドフロワ(フランソワ-ジョゼ7･ナヴェ原作)　油彩､カンヴァス

ジャック-ルイ･ダヴィッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63×52cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

96　七一ヴル製作所

戦争主題の花瓶

1811年

硬磁器､ブロンズ､鍍金

高さ75cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

97　ルイ-フランソワ･ルジュンヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

サラゴサの包囲､サンタ-エングラシア修道院の辞撃(1809年2月)　　　150×128cm

1827年 ヴェルサイユ宮殿美術館

98　アドルフ･ロエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス

ワグラムの戦いの前夜のナポレオンの野営地(1809年7月5日-6日)　　182×222cm

ヴェルサイユ宮殿美術錆

99萎吉元萎空曹幹古書三ijぢ三言己喜萎喜,克軍雪子たち/　　　　告禦左碧夏雲監したマ柑ニー､ブロンズに鍍金､鏡の背板､

エリゼ宮のミュラのコンソール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93×121×61cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

100　セーヴル製作所

皇帝の狩猟が描かれた花瓶

1809年

硬磁器

高さ44cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

101パイイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンス､鍍金､黒大理石の台座

置時計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ44cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

102　セーヴル製作所

円錐型の花瓶

硬磁等

高さ33cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

103　ピエール-ジョゼフ･ヴァラ-ル

1803年のトリアノンのアモー

1803年

油彩､カンヴァス

56×72cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

104　ジャコブ-テマルテル商会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木､絹､彫刻装飾､金彩色

クラン･トリアノンの｢皇帝の書斎｣の椅子　　　　　　　　　　　　　　　99×66×57cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

105ポリーヌ･オズ油彩､カンヴァス

空曹讐漂撃男y8.i70葺指.%3酎'家族と別れるオ-ストリア皇女　112×150cm
1812年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルサイユ宮殿美術館

106ポリーヌ･オス油彩.カンヴ7ス

毒す聖,-Li三軍甲指発尊号Ba218百戸トリア皇女　　　　　　112×150cm
1810年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルサイユ宮殿美術館

107　アレクサンドル･テユフェ(通称カザノヴァ)　　　　　　　　　　　　　　油彩､カンウ7ス

看ろ工竺｣)J讐宗鰯姦品墓,難8.i.㍍月2日)　　　　　149×236cm
ヴェルサイユ宮殿美術柏

108ジョルジュ･ルジェ油彩､カンウァス

1iLl諾甥腎誓器露姦銅.>oi才識,''竺女　　　185× 182cm　　　　ヴェルサイユ宮殿美術館
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油彩､カンヴァス

285×210cm

木､絹､金彩色

96 ×70×47cm

109　ロヘール･ルフェーヴル

皇妃マリー-ルイース

1814年

110　ジヤコブ-デマルテル商会

チュイルリー宮殿の｢皇妃の大広間｣の肘掛け椅子

ヴェルサイユ宮殿美術籍

ヴェルサイユ宮殿美術館

111　マリー=-エチエンヌ･ニト

マリー-ルイーズの宝真布晶

金､銀､ダイヤモンド､自サファイア､ガーネット

ンヨ-メ　パリ　コレクショ

112　マリ--エチエンヌ･二ト

マリー-ルイーズの宝飾品､下図デッサン

水彩､黒鉛肇､塵､グワノンユのハイライト

66 5×49cm

ショーメ　パリ　コレクション

113　パイイ

｢隈想の闇｣の置時計

ブロンズ､鍍金､深緑色の大理石の台座

58×40× 21cm

ヴェルサイユ宮殿美術錨

114　ジャコプ-デマルテル商会

グラン･トウァノンの｢午餐の間｣の家具　ソファー

木.絹､白の彩色

98× 195×66cm

ウェルサイユ宮殿美術館

115　ジャコ7-デマルテル商会

クラン･トリアノンの｢午餐の間｣の家具　ポミエ

木､絹､白の彩色

88× 104×73cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

116　シャコプ-デマルテル商会

クラン･トリアノンの｢午餐の間｣の家具肘　掛け椅子

木､絹､白の彩色

93×48×51cm

ヴェルサイユ宮殿美術鋸

117　ジヤコブ-デマルチル商会

クラン･トリアノンの｢午餐の間｣の家具　格子

木､綿､白の彩色

90×38×42cm

ヴェルサイユ宮殿美術飼

118　ジャコブ-デマルテル商会

クラン･トリアノンの｢午餐の間｣の家具　足置き

木､絹､白の彩色

17×40×32cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

119　ジャコブ-デマルチル商会

クラン･トリアノンの｢午餐の間｣の家具　暖炉の衝立

木､絹､白の彩色

101　5×61cm

ヴェルサイユ宮殿芙術館

120

ティーテーブル

マホガニー､ブロンズ､鋼､鍍金､白大理石の天横

間さ84cm　直径97crrL

ヴェルサイユ宮殿美術館

12T　モンニス二製作所

壁掛け用燭台

ブロンズ､クリスタル､鍍金

75× 75cm

ヴェルサイユ宮殿美術縮

大理石､鏡､金彩色された木製の枠

パリ､コレクション　マセ

ブロンズ､鍍金

25×40×7 5cm

ウェルサイユ宮殿美術館

125　ショゼフ･フランク

マリー-ルイースとローマ王

油彩､カンヴァス

52×45cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

126　アレクサンドル･マンジョ

ローマ王と遊びながら昼食をするナポレオン

油彩､カンヴァス

43× 51cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

127　シャコフ-デマルテル商会

ゲラン･トリアノンの｢皇帝の大広間｣の丸テーブル

マホガニー.木､鋼線､金彩色

届き75cm　直径85cm

ヴェルサイユ宮殿美術館
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128　ジャコブ-デマルテル商会

手芸用テーフル

マホガニー､銅､托､レモ/材と黒檀の象牒

71 ×65×39cm

ヴェルサイユ宮殿実術舘

129　アレクサンドル･メグレ(帰属)

皇妃マリー-ルイーズの刺繍台

マホガニー､ブロンズ､ビロート､鍍金

83 × 167×52cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

130　フランソワ･ジェラ-ルの工房

ローマ王の肖像

油彩､カンヴァス

60×49cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

131ジャコブ-デマルテル商会

コンソール

マホガニー､ブロンズ､自大理石の天根､鍍金

97×113 5×45cm

ヴェ)i,サイユ宮殿美術絹

132　セ-ヴル製作所

3色の洗面器と水差し

硬磁器

空色地T1903

ヴェルサイユ宮殿美術館

133　ジョルジュ･ジヤコブ1世､またはジャコフ兄弟商会

ナポレオンのナイトテーブル

マホガニー,ブロンズ､鍍金､トルコブルーの大理石の天板と棚板

84×50×41cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

134　ピエール-フノワ･マルシオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マホガニー
ブロンズ､硬磁器､鍍金

クラン･トリアノンの｢皇妃の寝室｣のアテネ風洗面台　　　　　　　　　高さ86cm　直径52cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

135　シャコ7-デマルテル商会

ナポレオンのビテ

マホガニー､鉛､ビロード､陶昔旨

84 5×31×48cm

ウェルサイユ宮殿美術館

136　ジャコ7-デマルテル商会

クラン･トリアノンの皇帝の便座

マホガニー､トネリコの節部分､銅､ビロート

高さ47cm　直径39cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

137　アントワーヌ-テイボー･ホドゥアン　　　　　　　　　　　　　　　　トネリコ机ブロンズ

クラン･トリアノンの皇妃マリ--ルイースの化粧台　　　　　　　　　　82×84×46cm

白大理石､鍍金

ヴェルサイユ宮殿美術館

138　ピエ-ルエフノウ.マルシオン 木､白の彩色､金の浮き出し模様

クラン･トリアノンの｢皇妃の寝室｣の肘掛け椅子　　　　　　　　　　　100×68〉く58cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

139　ピエール-ブノワ･マルシオン 木､ブロンズ､鯛､白の彩色､金の浮き出し横様､鍍金

グラン･トリアノンの｢皇妃の寝室｣のリネン収納箱　　　　　　　　　　　86×117×68cm

ヴェルサイユ宮殿美術鋸

140　セーヴル製作所

皇妃マリ--ルイーズの昼食セノト

碩磁器

ヴェルサイユ宮殿美術館

141セーヴル製作所

ラヴェンダー色の紡錘型花瓶

硬磁器､ブロンズ､鍍金

高さ38cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

142　セーヴル製作所

紡錘型の花瓶

硬磁器､里大理石

高さ33cm

ヴェルサイユ宮殿美術錨

143　ピエール-フノウ･マルシオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木､絹､金彩色

プチ･トリアノンの｢皇妃の寝室｣のための肘掛け椅子と足置き　　　　　　肘掛ナ椅子　87×60 5×60cm

ヴェルサイユ宮殿美術魔

144　ジャコプ-デマルテル商会

アモーの｢Jtイイの家｣の肘掛け椅子

柴木､銅､絹､金の浮き彫り装飾

88×60×59cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

145　ルイ-フランソワ.)レジュンヌ

モスクワの戦い(1812年9月7日)

油彩､カンヴァス

210×264cm

ヴェルサイユ宮殿美術館
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146　カミーユ･ベルノン

｢孔雀石の間｣の壁布

絹､深紅のダマスク級､コナラの棄模様

3, 300×56cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

147　シュアール社

クラン･トリアノンの｢皇帝の書斎｣の塗布

絹､緑のダマスク織､星と百合の花模様

2, 445×57. 6cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

148　カミーユ･<りレノン

クラン･トリアノンの｢皇帝の寝室｣の壁布

綿､レモンの木のモアレ加工､灰青色の星形模様

1. 550× 56cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

149　アントワーヌ-アルフオンス･モンフォール(オラス･ヴ工ルネ原作)　　　油彩､カンヴァス

フォンテヌフロー宮殿での親衛隊との別れ日(1814年4月20)　　　　　　　98×130cm

ヴェルサイユ宮殿美術館

150　ジャック･ギオ

ナポレオンの遺骸の帰還(1840年12月15日)

油彩､カンヴァス

105 × 217cm

ヴェルサイユ宮殿美術熊

151　シャルル-二コラ･ルメルシエ

ナポレオンの遺骸の帰還のアルバム

9枚のリトグラフ､モロyコ紙のアルバムに所収､水彩による着色

27 8×38 9cm

個人蔵

152　エスノ一社

パリと近郊の新しい道路地図

1813年

版画､水彩の着色

68×93cm

ポスター　　　　　　　　　　こどものためのガイドフック
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2　企画展示

(1)企画展

a　震災10年　神戸からの発信　描かれた神戸物語　一源平合戦から清衡･異人館まで一

会期:平成17年(2005) 4月29日(金･祝) ～6月19日(日)

主催:神戸市立博物館､鮒日本海事広報協会､ ㈱神戸海事広報協会

神戸を舞台とした物語絵や名所絵､神戸を描いた風景画など､約160点の資料をとおして､神戸のイメー

ジがどのように形成されてきたのかを紹介し､神戸の魅力を震災10年にあわせて発信した｡

出品番号 ��所蔵者 俥ﾈ�"�時代(西暦) 亰ｩd�耳ﾝ齏��寸法 �Y�B�

1 �� �� 倩igｹ)��b�各25.4×25.3 滴ﾟｲ�

2 ��ｹh�鮑��ﾇy|ｩ(9xY�ﾒ�須磨寺 �� ��Yj�ｹ)��b�159×166 ��Yﾒ�

3 ��白鶴美術館 �6���9D�ﾆ2� ��詞各16.9×15.8､ ��)��

4 �� �� 侈igｹ)��b�天地29.6 ��ｪ｢�

5 �� �� 侈igｸ���b�各107.8×40.6 �9Yﾒ�

6 ��神戸市立博物館 �ﾉ�ﾈﾙ�.R� 冦鵜Y�i���35.6×74.3 �9hy���

7 ��神戸市立博物館 ��1864(元治元)午 冦鵜Y�i���36.9×74.4 �9hy���

8 �� �ﾉ�ﾈﾙ�.R�1847-52(弘化4-嘉永5)午 冦鵜Y�i���37.4×75.6 �9hy���

9 ��神戸市立博物館 ��1853(素永6)午 冦鵜Y�i���35.6×73.3 �9hy���

10 ��神戸市立博物館 �ﾉ�ﾈﾙ�.R�1827-42(文政10-天保13)辛 冦鵜Y�i���25.7×37.6 ��hr�

ll �� �ﾉ�ﾉdﾈ��i工戸時代中期 侈igｸ���b�94.4×37.3 ��e��

12 ��神戸市立博物館 佇陏ｩdiD�� 冦鵜Y�i���33.4×47.2 �)hy���

13 �� �� 倩igｸ���b�各23.6×17.2 �3�)�,ﾈ*H+��

14 ��神戸市立博物館 �� 倩igｸｾ�&韶���b�154.5×351.0 ���r�

15 �� 佇陏ｩdiD�� 冦鵜Y�i���35.5×24.4 ��hr�

16 �� 乖ｸ�ﾉfｸ荒� 冦鵜Y�i���37.2×75.9 �9hy���

17 ��- �ﾉ�ﾈﾙ�db�1815-42(文化12-天保13)午 冦鵜Y�i���35.6×72.7 �9hy9ﾒ�神戸市jL博物館 

18 �� 佇陏ｩdiD��1883(明治16)午 冦鵜Y�i���35.1×70.3 �9hy���

19 �� �ﾉ�ﾈﾙ�db�1830-42(天保元-13)午 冦鵜Y�i���35.8×72.2 �9hy���

20 ��神戸市立博物館 �ﾉ�ﾈﾙ�db� 冦鵜Y�i���35.7×73,0 �9hy���

21 ��神戸市立博物館 �ﾉ�ﾈﾙ�db� 冦鵜Y�i���36.0×74.0 �9hy���

22 ��i69��*h-�.x,ﾉG�� 佇陏ｩdiD��1867(慶応3)年 冦鵜Y�i���35.9×72.7 �9hy���

23 �� �ﾉ�ﾉ.X��1855(安政2)辛 冦鵜Y�i���36.3×72.3 �9hy���

24 ��ｸ�)�ｹh�鮑��m衣yEi�ﾒ� 佇陏ｩdiD�� 冦鵜Y�i���37.2×75.6 �9hy9ﾒ�

25 �� �ﾉ�ﾉdi.R�1859(安政6)午 冦鵜Y�i���35.8×76.0 �9hy���

26 �� 佇陏ｩdiD��1881(明治14)午 冦鵜Y�i���37.0×73.5 �9hymR�

27 侏兌ﾙ�y�ｨｴﾈ�憙ﾙ�W域ﾒ��ﾈﾘy�ﾒ�神戸市立博物館 �ﾉ�ﾈﾙ�db� 冦鵜Y�i���36.3×74.8 �9hy���

28 �,ﾉz�訷/�葎*h.��ﾒ� 佇陏ｩdiD��1862(文久2)午 冦鵜Y�i���36.0×72.9 �9hy���

29 兌ﾙ=i�y�ﾂ�須磨寺 �� 倩igｸ���b� ��Yﾒ�

30 兌ﾙ=i�y�ﾂ�須磨寺 仍ﾉ4X��i��>佗ﾉ�8��1661(寛文元)年賛 侈igｸ���b�109.8×57.2 ��e��

31 坪6ﾙ$ｨﾘy�ﾒ� 佇陏ｩdiD�� 冦鵜Y�i���24.7×71.5 �$s)hy���

32 �� �� 冦鵜Y�i���27.9×20.7 ��hr�
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出品番号 ��所蔵者 俥ﾈ�"�倬��2��ﾉ~��技法.材質 ���d��員数 

33 �� ������Rﾓ#B閏h峙�"ﾙ[i�ﾓr佻��木版色摺 �3r�8��#R綯�1枚 

34 僥H�)�ｹh�鮑,ﾈﾟx+�ｶ�ﾆ�� �ﾉ�ﾈﾙ�db�����RﾓC"閏h峙�"ﾙ5i]ｳ�2佻��木版色摺 �3R絋ピb謦�3枚続 

35 �� ����紙本著色 ��1巻 

36 ��須磨寺 ��俔ﾘﾌｸ鳬�9��｢�紙本若色 ��2巻 

37 �>ﾘﾏi�ﾂ�神戸市立博物館 舒(昌(��ｸ裘�俔ﾘﾌｸ鳬�9ic�ツ�閏hｷhﾋ2僖韃�� 鼎ゅ8��3��2�1幅 

38 ��神戸市立博物館 ����ﾉ�Y92���絹本若色 ��#����紊2���1幅 

39 �>ﾘﾏhﾈﾘ髦��� 唳g�69�8ｻ8裘��� 涛"紿��3"���1帽 

40 �� ����紙本淡彩 ��32繆�經�繧�1幅 

41 �?ｩgｸ､�ｩEi>�>ﾙ�9�ﾂ� ����木版色摺 �3r繆�縱b�2�3枚続 

42 ��神戸市立博物館 �ﾈ6ﾒ�芳虎 ��イrﾓS"慰�ｳBﾘ�8俣R僖��木版色摺 �3R���縱�綯�3枚耗 

43 ��神戸市立博物館 �ﾉ?｢�芳虎 ��イrﾓS"慰�ｳBﾘ粂俣R佻��木版色摺 �3b�(�縱R���3枚続 

44 �� 偖ﾉ?｢�芳虎 ��ツ�永ﾈ路ﾋ2佻��木版色摺 �3r緝�縱r綯�3枚統 

45 ��神戸市立博物館 �ﾉ?｢�芳虎 ��イrﾓS"慰�ｳBﾘ�8俣R僖��木版色摺 �3b紿�縱b�"�3枚痕 

46 ��神戸市立博物館 做越)��8r���s唐悪��ﾓ��佻�� �#R紿���づ��12冊のうち 

47 ��神戸市立博物館 ��ｨ�9��62�����B閏h峙B����木版墨刷 �#R纔���ゅ"�5巻のうち 

48 ��Hﾆ��ﾘｪ｢��ｸ�)h�ﾅ8�)*ﾙeﾒ�� 僮(奉���s湯悪��ﾓ��僖�*��紙本署色 �#R紿�縱��"�1巻 

49 偖ﾙh�nｸ�(��ｹh�鮖*ﾙeﾒ� �H�"���ツ�閏hｷhﾋ2佻��紙本書色 鼎ゅ8���#B�"�1枚 

50 �� ��皐ｾ�$｢��� �5i&�#r絣�1巻 

51 ��神戸市立博物館 �H�9'ﾈ者����3忠5i]ｳ��佻��紙本墨画 �#�綛���B���1冊 

52 �� ��俔ﾘﾌｸ鳬�3���fﾓ���吋靺�閏h峪D隴B�� 涛B綛��3�絣�1幅 

53 �� ���� 鼎R緝�緜b綯�1幅 

54 �� ���)8ﾈ肪���ピr洩韭���佻�� �������經偵B�1帽 

55 僥Ih�Y���,ﾉVﾂ�神戸市立博物館 �ﾉ�ﾈﾔﾈ����ゴ2�8俣b僖��木版色摺 �3R����#"纈�1枚 

56 ��神戸市立博物館 �ﾉ�ﾈﾔﾈ������RﾓC忠[h峙�"ﾙ5i]ｳ��佻��木版色摺 �#R������3r���1枚 

57 俟8ﾙ�Oﾉ�ﾉkﾈ�ﾘr�神戸市立博物館 ����ャ�洩韭��B佻��紙本木版色摺 �3B紿��#"�2�1枚 

58 兌ｨﾌ兀���EiVﾈ��� ��或Y�����ャ�洩韭��B佻�� ��R繹�����2�1枚 

59 �� 伜)gｹG闔ﾒ���イR慰�ｳ"佻��紙本暴画 ��SR綛��32���1帽 

60 儻ｨ処,YeﾉWｩ�ﾒ� ���)�Hｵ��俔ﾘﾌｸ鳬�8ﾎ8ｯ｢�絹本著色 ��双帽 

61 ��神戸市立博物館 ����ゴ宙���ﾓb佻��木版色摺 �3b����#B縒�1枚 

62 偖ﾙWｨ処,ﾉ�ｩ�ｸ､8自yx,ﾈﾙ��神戸市立博物館 仆Igｸ�錬���ャ�洩韭��2佻��木版色摺 �3R緝�縱"���3枚続 

63 ���ｹWｨ初�ｩEi�ﾒ�神戸市立博物館 ��或Y�����ャ�洩韭��B僖�� ��R纔����紕�1枚 

64 �ｩgｹ�霹�ﾘｪ｢� 伜)gｹ'ﾈ奉���ャB洩韭��r佻��紙本若色 ��r����#sR繧�1巻 

65 儖ﾈﾆ��ﾟｲ液ﾉF闃)nﾙ���ei}y(h､Hﾆ��)*ﾙeﾘ���� 僮(奉�俔ﾘﾌｸ鳬�8ﾎ8ｯ｣�s湯悪��ﾓ����D�*��紙本塁画 �#�緝��#b紕�1帖 

66 �� ��或Y�����ャ2洩韭��b佻�� 鉄R�8�紊�縒�1枚 

67-1 ��神戸市立博物館 �ﾄｦﾂ�貞秀 ��木版色摺 �3R繆��#B�2�1枚 

67-2 ��ﾈﾙ�kﾈ�Ei>�[ｨﾌ��,ﾉ*ﾂ�神戸市立博物館 �ﾈ�ﾈ�｢�貞秀 ��ツR鞍8呵ﾋ2佻��木版色摺 �3R繆��#B�2�1枚 

67-3 ��ﾈﾙ�kﾈ�Ei>��ｹh�k���� �ﾃ��｢�貞秀 ��ツR鞍8呵ﾋ2佻��木版色摺 �3R繆��#B�2�1枚 

68 �8ﾈ､9;冖ﾈ�Ei>�[ｨﾌ�'ｩ8x魎�神戸市立博物館 �ﾙ>xｼY]�茨ﾉjr����ツ2閏hｷc2佻��木版色摺 �32紿��#"�2�1枚 

69 冖ﾈ���h枴�2�神戸市立博物館 傴ﾉ�ﾉKﾈ�"���耗本木版色摺 ��ゅ8��#R�2�1帖 

70 佻ﾈ�D�����ﾉ�ﾒ�)=���ｹ�Xｬ�ﾆhﾝｨﾋH枌��神戸市立博物館 乖�69Kﾈﾌ2��� �3R���縱�綯�額1面 
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出品番号 ��所蔵者 俥ﾈ�"� ��寸法 �Y�B�

71 兀���Vﾂ�)�ﾉ�ｹ�Xｬ����ﾆhﾝｨﾋH枌�� 侏Hﾝﾙ�"� 侈igｹ)��b�115.2×36.3 ��Yﾒ�

72 儻ｨ幌u����)�ﾉ�ｹ�Xｬ���� ��或Y��� 倩igｸ���b�112×35.7 ��Yﾒ�

73 ��ｸ､9���ｴ俎8�ﾈ6x枴)�� ��1878(明治11年)頃か 佝�ｹ)��b�10.1×27.5 ��

74 ���ｹyxﾌ2� 偃�}��ｧ��1896(明治29)午 ��24.0×32.4 ��)��

75 ��神戸市立博物館 偃�}��ｧ�� 倩igｹNhﾜ｢�4.0×35.8 �))��

76 ��神戸市立博物館 �� 佝�ｹ%xﾜ｢� �9)��

77 ���ｹyxﾌ2� 僣ﾉ_R� ��各24.0×36.0 �9)��

78 �� �� 倩igｸ���b�24.6×16.8 ��ﾟｲ�

79 ��神戸市立博物館 ��X葎ﾖｹ>ﾂ�1876(明治9)午 ��18.7×12.5 ��ﾟｲ�

80 ��ｹ,9��ｸ､8ｭﾙL��ﾒ� ��1871-74(明治4-7)年頃 ��14.9×34.8 ��hr�

81 �� �� 倩igｹm鵜Y�i���14.6×34.7 ��hr�

82 ��神戸市立博物館 ��1872-74(明治5-7)午 倩igｹm鵜Y�i���14.9×35.6 ��hr�

83 ��ｸ�)��ｸ､8ｭﾙL�右hﾙ��神戸市立博物館 忠?��9.Y�ﾒ��1871(明治4)午 �� ��

84 ��神戸市立博物館 忠?��9.Y�ﾒ��1874(明治7)年頃 倩igｹm鵜Y�i���14.4×34.7 ��hr�

85 �59;�ﾙx��hｴ8棈叮ｴ�Ei�ﾒ� �� 倩igｹm鵜Y�i���15.0×35.2 ��hr�

86 ���ｹkﾈ�Ei>�� 忠?��9.Y�ﾒ��1872-74(明治5-7)年頃 倩igｹm鵜Y�i���14.8×35.0 ��hr�

87 �� 忠?��9.Y�ﾒ�� 倩igｹm鵜Y�b���� �9hy���

88 ���ｸﾖ�� ��1939(昭和14)年 侈igｹ)��b�35.9×51.6 ��e��

89 ���ｸｸ��&馭ｹ%ｹYxﾆ�� ��1877(明治10)午 ��Xﾜ｢��r�26.5×37.3 乂｣�l｢�

90 倅�����WHｽ�xﾆ�� ��1878(明治11)午 ��26.8×39.5 乂｣�{ﾂ�

91 �� �� ��26.5×39.4 乂｣�{ﾂ�

92 从��&��ﾉ�H,ﾈｺｸ､R夷��ﾈｽｒ� ��1878(明治11)午 ��Xﾜ｢��r�22.9×35.7 ��饅S�l｢�

93 ��Y?ｩgｸｪ(ﾖ�Ei>���ｸﾖ��神戸市立博物館 ��1891(明治24)午 ��餃YTﾘﾜ｢韋b�27.0×37.4 ��hr�

94 ��神戸市立博物館 ���68��Tb� ��36.2×103.5 乂｣�{ﾂ�

95-1 几9��ｹkﾈ��B�EﾉY�ｹ�YZyEi�ﾉ�I�y^b�神戸市立博物館 凩�ｮ靼�� ��餃X耳鐫�14.3×21.7 ��hr�

95-2 �6I��ｹkﾈ�2ﾂ�神戸市立博物館 凩�ｮ靼��1898(明治31)辛 ��餃X耳鐫�14.4×21.6 ��hr�

95-3 几9��ｹkﾈ��B�Wｨ処�9�ｩWｨ初u��｢� 凩�ｮ靼��1898(明治31)年 ��餃R駑R�14.5×21.7 ��hr�

95-4 �����ｹkﾈ��B� 凩�ｮ靼��1898(明治31)年 ��餃R韋b�14.4×21.7 ��hr�

95-5 ��9��ｹkﾈ��B� 凩�ﾇ8�� ��餃R��r�14.4×21.6 ��hr�

95-6 �����ｹkﾈ��B��hﾏｹ���ﾋ��靱ﾘ-(.x,ﾉG�� 凩�ｮ靼��1898(明治31)午 ��餃R靹��14.5×21.7 ��hr�

95-7 �����ｹkﾈ��B��ｩdｸ�)Ei�8ﾆ亳8駟;�� 凩�ｮ靼�� ��餃X耳鐫�14.4×21.8 ��hr�

95-8 豫)��ｹkﾈ��B� 凩�ﾇ8��1898(明治31)年 ��餃R靹��14.4×21.7 ��hr�

95-9 �����ｹkﾈ��B�神戸市立博物館 凩�ｮ靼�� ��餃R��r�14.4×21.7 ��hr�

95-10 �����ｹkﾈ�2ﾂ���ｸ5�6X985h8x�ｸｷ�7��ｩ�hｻIEhﾆ��神戸市立博物館 凩�ｮ靼��1898(明治31)午 ��餃R顯��14.4×21.6 ��hr�
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出品番号 ��所蔵者 俥ﾈ�"�時代(西暦) 亰ｩd�耳ﾝ齏��寸法 �Y�B�

95:ll �����ｹkﾈ��"�Y���Vﾈｷ�7�=i�y^b�神戸市立博物館 凩�ｮ靼�� ��餃R��r�14.3×21.7 ��hr�

95-12 �����ｹkﾈ��B���ｸ�9(hｷ�7�､8ｭﾒ�神戸市立博物館 凩�ｮ靼��1898(明治31)午 ��餃R��r�14.4×21.7 ��hr�

95-13 几9��ｹkﾈ��B�神戸市立博物館 凩�ｮ靼�� ��餃R韋b�21.2×14.8 ��hr�

96-1 ���ﾞ9��ﾈ��ﾘ檍�B���ｶr�神戸市立博物館 ��H鉑}俥ﾂ�1917(大正6)午 冦鵜R��r�29.2×18.5 ��hr�

96-2 ���ﾞ9��ﾈ��ﾘ檍�B�- ��H鉑}俥ﾂ�1917(大正6)午 冦鵜R��r�29.2×18.4 ��hr�神p市jL博物館 

96-3 ��鞐9��ﾈ��ﾘ檍�B��Jｩ�ﾖ(�"�神戸市立博物館 ��H鉑}俥ﾂ�1917(大正6)午 冦鵜R靹��29.3×18.6 ��hr�

96-4 亊8ﾞ9��ﾈ��ﾘ檍�B� 價hﾕ���1917(大正6)午 冦鵜R��r�29.2×18.4 ��hr�

96-5 ��鞐9��ﾈ��ﾘ檍�B��耳ﾎH乏�神戸市立博物館 ��2R2�1917(大正6)午 冦鵜R��r�29.3×18.6 ��hr�

96-6 ��鞐9��ﾈ��ﾘ檍�B�?��自tﾉF��神戸市立博物館 ��IUｨ��1917(大正6)午 冦鵜R��r�29,1×18.5 ��hr�

96-7 ��鞐9��ﾈ��ﾘ橦2����h�nｸ�"�神戸市立博物館 ��Y8x�)]ｹW｢�1917(大正6)午 冦鵜X耳鐫�29.3×18.6 ��hr�

96-8 ��鞐9��ﾈ�ﾙ�橙���蓼蓼,ﾈ��� 冢ﾉ68ｾ8葡�1917(大正6)午 冦鵜R��r�29.0×18.4 ��hr�

96-9 ��鞐9��ﾈ�ﾙ�橦2ﾂ��h蓼�9Uﾈ鐫�神戸市立博物館 ��H鉑}俥ﾂ�1917(大正6)午 冦鵜R靹��40,1×27.3 ��hr��

96-10 假�ﾞ9��ﾈ�ﾙ�檍�I&��ﾒ� 儻8�｢�1917(大正6)午 冦鵜R靹��38.5×26.3 ��hr�

97 伜(薰���ｲ��兵庫県立美術館 仞��)[ﾘ蔗�1935(昭和10)年頃 ��33.9×53.0 乂｣�l｢�

98 �4ｸ�ｸ6�｢�兵庫県立美術館 仞��)[ﾘ蔗�1945-56(昭和20-31)年頃 ��33.3×45.5 乂｣�{ﾂ�

99 俟��神戸市 仞��)[ﾘ蔗�1956-64(昭和31-39)年頃 ��64.8×90.4 乂｣�{ﾂ�

100 兌ｨﾌ侈y�Y+�5�&ﾂ�神戸市立博物館 兀�69Oｹ�R�1928(昭和3)年 倩igｸ���b� 乂｣�l｢�

101 囘悦��Xｺﾂ�神戸市立博物館 兀�69Oｹ�R�1962(昭和37)午 倩igｹ%xﾜ｢�92.0×127.1 ��e��

102 刔ｨﾖ(�"� 凩��ｶ��1933(昭和8)年頃 ��73.0×91.3 乂｣�{ﾂ�

103 丶8ｭﾒ�-ﾘ.�-�ﾂ�� 傅ﾈ児|y[ﾒ�1934(昭和9)午 ��40.7×72.5 乂｣�l｢�

104 丼��神戸市立博物館 ��ﾉ�ﾈ���1915-17(大正4-6)年頃 冦鵜R��r�24,7×16.4 ��hr�

105 ���ｸ､8ｭﾙYxﾆ��神戸市立博物館 ��ﾉ�ﾈ���1929(昭和4)午 冦鵜Y�i��ﾈ鐫�26.7×33.8 ��hr�

106 儻ｨ処�9�｢� ��ﾉ�ﾈ��� 冦鵜Y�i��駑R�27.0×34.0 ��hr�

107-1 �����ｹU8ﾆ��"��)�I�Xﾔ因��� ��ﾉ�ﾈ���1935(昭和10)午 冦鵜Y�i��靹��15.7×25.4 ��hr�

107-2 几9��ｹU8ｴﾘ+9�ｹh�､8ｭﾒ� ��ﾉ�ﾈ���1936(昭和11)午 冦鵜Y�i��駑R�15.5×25.8 ��hr�

107-3 �����ｹU8ﾆ��B�神戸市立博物館 ��ﾉ�ﾈ���1936(昭和11)午 冦鵜Y�i��韋b�15.7×25.8 ��hr�

107-4 仆ﾘﾌｹU8ﾆ貯�ｩ�hｻI�R�神戸市立博物館 ��ﾉ�ﾈ���1935(昭和10)午 冦鵜Y�i��靹��15.7×25.8 ��hr�

107-5 �6I��ｹU8ﾆ��B��ﾖ(8ﾒﾘ7h4X4h42� ��ﾉ�ﾈ���1936(昭和11)午 冦鵜Y�i��ﾈ･B�15.8×25.8 ��hr�

107-6 俥i��ｹU8ﾆ��H蓼ｷｹ���� ��ﾉ�ﾈ���1935(昭和10)午 冦鵜Y�i��耳鐫�15.7×25.5 ��hr�

107-7 �����ｹU8ﾆ��I¥Hｬﾙ?ﾈﾖ�� ��ﾉ�ﾈ��� 冦鵜Y�i��耳鐫�15.6×25.5 ��hr�
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出品番号 ��所蔵者 俥ﾈ�"�時代(西暦) 亰ｩd�鞏齏��寸法 �Y�B�

107-8 丼�(hﾌｹU8ﾆ��B�神戸市立博物館 ��ﾉ�ﾈ���1936(昭和11)午 冦鵜Y�i��雕��15.6×25.4 ��hr�

108 假��dUﾙgｹU8ﾆ��I��ｸﾖ�� ��ﾉ�ﾈ���1940(昭和15)午 冦鵜Y�i��韋b�22.8×30.0 ��hr�

109 �6�6(4竏韜��.ｒ� ��1925(大正14)年頃 冦鵜R韋b�9.1×14.2 ��hr�

110 僥x鉅�｢� 冉ｹ�ｨﾚ�蔗� 冦鵜R靹��16.5×23.2 ��hr�

111 �'ｨﾖ�Yxﾆ�� 冉ｹ�ｨﾚ�蔗�1930(昭和5)年10月7日 冦鵜R��r�15.4×16.9 ��hr�

112 �� 冉ｹ�ｨﾚ�蔗� 冦鵜R韋b�21.2×26.2 ��hr�

113-1 �6I��ｹYxﾆ��B� ��1927(昭和2)年頃 冦鵜Y�i����鐫�13.7×19.1 ��hr�

113-2 倆)��ｹYxﾆ��B� ��1927(昭和2)年頃 冦鵜Y�i�����r�13.9×18.4 ��hr�

113-3 �����ｹYxﾆ��"� �� 冦鵜Y�i����ﾖ��15,2×21.0 ��hr�

113-4 �6I��ｹYxﾆ�2ﾂ� ��1927(昭和2)年頃 冦鵜Y�i����鐫�13.6×21.1 ��hr�

113-5 俘���ｹYxﾆ��B� ��1927(昭和2)年頃 冦鵜Y�i�����r�21.4×13.9 ��hr�

113-6 倆)��ｹYxﾆ�2���n�,ﾈｸ��&�� ��1927(昭和2)年頃 冦鵜Y�i�����r�13.3×18.2 ��hr�

113-7 �����ｹYxﾆ��B���ｩ�hｻB� ��1927(昭和2)年頃 冦鵜Y�i�����r�13.5×21.1 ��hr�

113-8 �����ｹYxﾆ��"�Jｩ��ｸ5�8��ｲ� ��1927(昭和2)年頃 冦鵜Y�i�����r�22.8×13.6 ��hr�

114 ���ｸ�(詹Yxﾆ��神戸市立博物館 兔ｨ鋹H韜��1931(昭和6)午 ��Xﾜ｢��r�38.6×50.5 ��hr�

115 从ﾈ哩*ﾉYxﾆ��神戸市立博物館 兔ｨ駟H韜�� ��Xﾜ｢韋b�44.2×58.9 ��hr�

116 �� 兔ｨ駟H韜��1932(昭和7)午 霧ﾂ�36.5×47.5 ��hr�

117 ���ｹYxﾆ�� 兔ｨ駟H韜��1955(昭和30)年頃 ��Xﾜ｢韋b�65.2×81.8 ��hr�

118 ���ｹYxﾆ宙ﾊy*���� 兔ｨ鋹H韜��1963(昭和38)午 ��Xﾜ｢��r�38.1×54.4 ��hr�

119 ��神戸市立博物館 兔ｨ駟H韜��1960-63(昭和35-38)年頃 ��Xﾜ｢韋b�38,0×54.0 ��hr�

120 ���ｸｮ(皐ⅸ橙�神戸市立博物館 ���Hﾕ��1940-60年代 �4x6(6�984�ｸ��16.6×26.6 ��hr�

121 ��神戸市立博物館 ���I�B� ��18.4×11.4 ��hr�

122 ��神戸市立博物館 ���Hｨ��1950-60年代 �4x6(6�984ⅲ�4�4�4�6�986x��14.8×32.3 ��hr�

123 侏8ｸ��&�6x987h5ﾈ98ⅸ橙� 傅ﾈ鉙揺ｮﾂ�1935(昭和10)午 �5(986R��r�39.6×55.0 ��hr�

124 丶8ｭﾙ,ｩ59;伜hｻHﾗ8*ｲ�神戸市立博物館 �� �5(986R��r�47.3×62.4 ��hr�

125 侏8ｸ��&驅ﾉ*ﾂ� ��1935(昭和10)午 �5(986Rﾉ�r�39.5×55.0 ��hr�

126 侏8ｸ��&��神戸市立博物館 傅ﾈ鉙擁^ﾂ�1938(昭和13)年頃 �5(986R��r�39.6×54.9 ��hr�

127 ��蕀MHｭ�� 傅ﾉnH揺ｮﾂ�1939-40(昭和14-15)午 ��91.5×117.0 ��餠3�l｢�

128 ��神戸市 傅ﾈ鉙揺���1946(昭和21)年頃 ��72.9×116.8 乂｣�l｢�

129 刔ｨﾖ)Yxﾆ�� 傅ﾈ鉙揺ｮﾂ�1955(昭和30)午 冩ｸﾜ｢�4ﾈ88987�5��60.7×72.8 乂｣�l｢�

130 �� 傅ﾈ鉙揺ｮﾂ�1957(昭和32)午 ��44.5×52.5 乂｣�{ﾂ�

131 冉ｹnﾈ抦ﾆ�亜8.ｨ+ﾙ[ｲ��神戸市 傅ﾈ鉙揺���1959(昭和34)年頃 ��72.9×90.6 乂｣�l｢�

132 ���ｸﾖ�*ﾙeﾒ� 葡�5(5x7ﾒ� ��80.6×168.2 乂｣�{ﾂ�

133 ��兵庫県立美術館 寄託 �(h�(ｮ)��� ��42.7×53.3 ��hr�

134 ��Xｭｹ���兵庫県立美術館 寄託 �(h�(ｮ)��� ��42.7×53.4 ��hr�
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出品番号 ��所蔵者 俥ﾈ�"�劍鳬�2��ﾉ~�� ���d��員数 

135 傲H*��Rッ�� �(h�(ｮ)���剴�鼎R胤ｩ��#�佻�� ��偵����B���1枚 

136 �� ��剴�鉄r胤ｩ��3"���� 鼎R緝�緜�綯�繍1両 

137 �� ��ﾉ�ｨﾏr�剪� 鉄2綛�紊R絣�額1両 

138 ��神戸市立博物館 ��ﾉ�ｨﾏr�剴�鉄ｈ諸��32佻�� 鉄2�8�緜B纈�額1面 

139 僭�JR�神戸市 ��剪� 都2���纉����額1両 

140 �� ��剪�水彩.紙 鉄r���縱r絣�1枚 

141 �� ��剴�塔2胤ｩ��Sｘﾍ�� 田�綛�縱"絣�額1面 

142 ��h､ｩ&竏蓼ｧ�ﾏh����神戸市 幡ﾂ� 剪� 鼎R緝�經2���額1面 

143 兀���ﾏh���神戸市 ��r� 剴�鉄B胤ｩ��#著ﾍ�� ���b繆�纉�縒�額1面 

144 �*ｩYr�神戸市 樗�� 剪� ��額1面 

145 ��神戸市 樗�� 剴�田�胤ｩ��3R佻�� 鼎R綛�經2�"�額1面 

146 �� 俥)gｸ擁Wb�剪� �3ゅ��紊R綯�額1面 

147 �� 俥)gｸ擁Wb�剪� 鼎R綛�經2�2�額1面 

148 �� ��剪�lり∴.1 �3ゅ(�經����1枚 

149 ���ｸﾖ�� 凩�-��ﾒ�剪� 鉄2���紊R綯�額1両 

150 �� 丿���8yu����鉄r胤ｩ��3"佻�� �3ゅ��紊R縒�額1面 

151 ���ｹYxﾆ宙毎ﾏXｻ8檠��� ��剴�田�D��8ﾚ�� 鼎R�8�經"纈�額1滴 

152 �� 冓�皐自Wb�剴�塔2胤ｩ��SｙD靺�� �3B紿�紊偵B�1枚 

153 �� ��劵｣ ��絹本若色 鼎����紊2綯�額1面 

154. 凛��ﾖ"� ��剴e ��鉄�D��8ﾚ�� 鼎�紿�紊2紕�額l面 

155 �� ��剴e ��紙本若色 鼎"紿��3b�2�額1面 

156 �� ��(ｩy�R�剿ﾆ ��絹本著色 鼎R紿�經2���額1面 

157 �� ��剴�都yD��絹本若色 ��三曲一隻 昇風 

ポスター　　　　　　　　　　こどものためのガイドブック
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b　川西　英･川西祐三郎作品選

会　　期:平成17年(2005) 10月22日(土) ～11月20日(日)

協　　賛:財団法人伊藤文化財団･財団法人みなと銀行文化振興財団

神戸出身の二代にわたる木版画家､川西英(1894-1965)と川西祐三郎氏(1923-)の作品を紹介した｡

川西英作品は､本年が英の没後40年にあたるため､創作版画カレンダー(1936-37 ･神戸画廊)や､ 『兵

庫百景』肉筆原画(1963)の一部など､新出資料を含めた30件71点を展示した｡

また､現在も第一線で活躍されている川西祐三郎氏の作品は､最新作を含む代表作30点を展示した｡

出品日銀

川西　英　作品

(1894- 1965)

作品名
1銭湯図
2　ハムレット

3　曲馬一座

4　軽業

5　射的屋の娘

6　曲馬玩具絵
7　室内洋燈
8　クーニヤン

9-①　カルメン(カレンダー)一月

9-②　室内(カレンダー)二月

9-⑤　温室(カレンダー)三月

9-①　春の唄(カレンダー)四月

9-⑤　静物(カレンダー)五月

9-⑥　新緑(カレンダー)六月

9一①　ひまわり(カレンダー)七月

9-⑧　海水浴(カレンダー)八月

9-⑨　曲馬(カレンダー)九月

9-⑲　再度山(カレンダー)十月

9-⑪　静物(カレンダー)十一月

9-⑫　歳暮(カレンダー)十二月

10　創作版画カレンダー

11秋雑木
は　栂尾紅葉
13　古道具屋

14　庭の雪

15　室内コスモス

16　裸婦

17　室内(のれんのある)

18　秋光

19　自画像

20　神戸背山

21太山寺(秋の寺)

㌶　アイヌの部屋

23　インコ

24　エアポートスか-7　デザイン原画

25　エアポートスカーフ

26　妻鹿のけんか祭

27　鐘ケ坂

28　蓬莱峡

F兵庫百景』より
29-①　(3)神戸海岸通

29一②　(12)芦屋川

泊-③　(18)甲子園球場

氾-④　(19)阪神パーク

泊-⑤　(23)宝塚そ77ミ1)-ランド》

泊-⑥　(27)蓬莱峡

泊-⑦　(29)明石海峡

泊-⑧　(33)そろばん竜小野》

i9-⑨　(42)鶴林寺

i9-⑲　(45)白鷺城

泊-⑪　(49)けんか祭電妻鹿3,

29-⑫　(53)相生

泊-⑬　(68)コウノトリ　電豊岡》

質　　　　　　　　　　　　　舶　　　　　ク　　i

-●

･･ク･･

頃

S i

績)出品展覧会
弦月会創作版画展
第5匝Ⅰ国展

第1回新樹社展
第2回三社会展

第10回E]展

第10回国展

*は当館蔵

.　　　　...　　∵㍉

神戸画廊
第14回国展
第14回国展
第16回国展

第1回汎美術家協会展

第1回美術団体連合展

第3回美術団体連合展

第3回日本国際美術展

第29匝=司展

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙　　27.2×24.2

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙　　27 2×24 2

(昭和38年)　　　ポスターカラー･色紙　　27 2×24 2

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙　　27.2×24.2

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙　　27 2×24 2

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙　　27 2×24.2

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙　　27.2×24.2

(昭和38年)　　　ポスターカラー･色耗

(昭和38年)　　　ポスターカラー･色紙

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙

(昭和38年)　　　　ポスターカラー　色紙

(昭和38年)　　　　ポスターカラー･色紙

(昭和38年)　　　ポスターカラー　色紙
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27 2×24 2

27 2×24 2

27.2×24.2

27.2×24.2

27 2×24 2

27 2×24 2



∴~

画面寸法(縦×横)出品展覧会
27.2×24.2

27.2×24.2

27.2×24.2

27.2×24.2

27.2×24.2

27.2×24.2

27 2×24.2

45.0×59.8

技法･材質
ポスターカラー･色紙

ポスターカラ-･色紙

ポスターカラー･色紙

ポスターカラー　色紙
ボスタ-カラ-　色紙

ポスターカラー･色紙

ポスターカラー　色紙

木版･紙

制作年
1963 (昭和38年)

1963 (昭和38年)

1963 (昭和38年)

1963 (昭和38年)

1963 (昭和38年)

1963 (昭和38年)

1963 (昭和38年)

1965 (昭和40年)

作品名
29-⑭　(76)神銅山

29-⑮　(80)氷ノ山

29-⑬　(84)余部鉄橋

291⑰　(85)湯村温泉

29-⑬　(88)鐘ケ坂

29-⑬　(90)立杭

29-⑳　(97)五色浜

30　幕間

川西祐三郎　作品
(1923-) giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 欄両側欄欄欄欄偶欄欄欄欄欄欄欄欄側聞欄欄欄欄鰯側聞側欄欄欄側聞出品展覧会

関西国画会小品展
第48回国展
第10回関西国展

第57回国展

第53回日本版画協会展

第59回日本版画協会展

第68回国展

第64回日本版画協会展

第67回El本版画協会展

第68回El本版画協会展

第75回国展

第40周年記念関西Bl展

こどものためのガイドブック



(2)南蛮紅毛美術企画展示

異国趣味の美術名品展一南蛮から唐･紅毛まで一

会　　期:平成17年(2005) 10月22日(土) ～11月20日(日)

館蔵品の中から､桃山から江戸時代にかけて外国の影響を受けた美術品を展示｡江戸時代の部分では｢く

らべてみよう!唐･紅毛｣と題して比較展示した｡またNQ24の石川孟高筆･ヒポクラテス像(薬仙寺)を特

別に借用して初公開｡

出品日銀

◎は重要文化財､ (池長)は池長孟コレクション

★は1階ホールで展示しています

席蛮美術名品選l

戦国時代の末､ポルトガル人などがやって来て､日本は初めてキリスト教を含む西洋文化と出会った｡その

影響で作られた絵画や工芸を南蛮美術という｡その流行はみじかく､江戸時代初期のキリシタン禁令やボルト

ガルとの断交によってとだえた｡

1聖フランシスコ･ザヴイエル像◎

2都の南蛮寺図

3織田信長像◎

4泰西王侯騎馬図犀風◎

5南蛮屑風◎

6南蛮犀風★

7南蛮人交易図

8蒔絵南蛮人文鞍

9蒔絵南蛮人洋犬支硯箱

10貝貼り書箪笥

江戸時代初期　　　1面　　　　館蔵(地長)

狩野宗秀筆　　　　桃山時代　　　　　1面　　　　館蔵(地長)

天正11年(1583)賛1幅　　　　館蔵(池長)

桃山～江戸時代初期　4曲1隻　　舘蔵(池長)

狩野内膳筆　　　　桃山時代　　　　　　6曲1双　　飴蔵(池長)

江戸時代初期　　　　6曲1双　　館蔵

江戸時代前期　　　　6曲1双　　館蔵

慶長9年(1604)　1背　　　　館蔵(池長)

桃山～江戸時代初期1台　　　　館蔵(池長)

江戸時代初期　　　1点　　　　館蔵

くらべてみようl唐･紅毛

江戸時代に入ると､南蛮にかわって唐･紅毛-つまり中国やオランダの影響を受けた美術が流行する｡今回

は唐と紅毛を別々に展示するのではなく､両者の似たような画題をペアにして､その違いと共通点を比較して

みることにした｡

【8紅毛r潜入稔ii｣‥くらペl

八代将軍吉宗は中国とオランダから名画を輸入しようとした｡中国からは､絵のかわりに沈商務という画家

が来日し､オランダからは5点の油絵が送られてきた｡フアン･ロイエンの花鳥図はそのうちの1点0
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11獅子戯児図★　　　　　　　　　沈南海筆　　　　乾隆21年(1756)　1幅　　　館蔵(池長)

12ファン･ロイエン筆花鳥図模写★　谷文昆筆　　　　江戸時代　　　　　1幅　　　舘蔵(池長)

t唐紅毛｢居留地｣くらべ】

長崎にやって来る中国人は唐餌(唐人屋敷)､オランダ人は出島の蘭館(オランダ屋敷)の区域に限って住

むことを許されたo二つの居留地の様子を対比してセットで描くo宴会のようすもずいぶんちがう｡

13唐蘭館図巻　　　　　　　　　伝渡辺秀石筆　　江戸時代　　　　　2巻　　　飴蔵(池長)

は紅毛｢官士山｣くらべ】

｢富士は日本一の山｣だけに､日本画では理想化･単純化され､画家の個性を出しにくいテーマだった｡唐

紅毛の新しい画風を武器にした画家たちは､この手ごわい相手をどのように料理しているだろうか｡

14夏富士図　　　　　　　　　　宋紫石筆　　　　江戸時代　　　　1幅　　　飴蔵

15駿州柏原宮士図　　　　　　　　司馬江漢筆　　　文化9年(1812)　1幅　　　館蔵

16従金運海浜眺望鳳蘇囲　　　　　膝眉山筆　　　　江戸時代　　　　1面　　　館蔵(池長)

(森紅毛r関轟さん｣くらべ】

三国志の英雄･関羽は強いばかりか義理がたく､中国では仏教･道教にまたがって民衆のひろい信仰を集め

たo唐紅毛どちらの画風で措かれても､ ｢泣く子も黙る｣威厳にみちた風格はさすが0

17関羽像　　　　　　　　　　　　広渡湖秀等　　　江戸時代　　　　　1幅　　　館蔵

18関羽像　　　　　　　　　　　Oota TIWZOO筆　　江戸時代　　　　1幅　　　館蔵(池長)

t鷹紅毛イ群f削　くらべ】

隠元.木庵･即非はEI本へ黄発宗を伝えた禅のマスターたちo威儀をただした礼拝像oかたや出島の商館長

プロンホフの妻子｡家族は長崎滞在を許されず､夫と引き離されて帰国させられた｡悲しみのポートレート｡

19隠元･木庵･即非億　　　　　　喜多長兵衛筆　　江戸時代　　　　1幅　　　館蔵(池長)

20フロンホフ家族図　　　　　　　石崎融思筆　　　文化14年(1817)　1幅　　　館蔵(池長)

l唐紅毛r医学の神様｣ i:らべ】

老子は不老長寿を願う道教の神｡また神農は古代中国の伝説の帝王で医術にすぐれていたため､漢方医の神

様になった｡かたやヒポクラテスは古代ギリシャの医学の大成者で､江戸時代には西洋流の医者(蘭方)の神

として祭られた｡

2伸幸歴代帝王図帖(神農像)　　鶴洲霊鷺筆　　　貞享4年(1687)　1帖　　　飴蔵

22老子図　　　　　　　　　　　宋紫石筆　　　　天明2年(1782)　1幅　　　館蔵

23ヒポクラテス像　　　　　　　　石川大浪筆　　　文政8年(1825)賛1幅　　　館蔵(池長)

24ヒポクラテス億　　　　　　　　石川孟高筆　　　江戸時代　　　　　1幅　　　薬仙寺蔵
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t唐紅毛rぶきみ｣くらベ1

唐絵師･若芝は道教の仙人や禅宗で敬われる脊怪な人物を描き､西洋画士･司馬江漢は､オランダ製鋼版画

をもとに西洋人男女を油絵にしたo画法はちがっても奇想の造形感覚はふたりに共通する0

25群仙星禁固　　　　　　　　　　河村若芝筆　　　寛文9年(1669)　l隔　　　館蔵(池長)

26拾得図　　　　　　　　　　　　河村若芝筆　　　寛文10年(1670)賛1幅　　　館蔵

27異国風景人物図　　　　　　　　司馬江漢筆　　　江戸時代　　　　　双幅　　　飴蔵(池長)

【唐紅毛丁花鳥のある風景｣くらべ】

蝶と仏手柑を共通のポイントにして並べてみた｡メインのモチーフは同じでも､うしろの風景に対する考え

方は唐紅毛でずいぶんちがう｡かたや自然の一角を切り取った景色､かたや人間の世界をにおわせる景色｡

28牡丹に蝶図　　　　　　　　　　岸的筆　　　　　天明4年(1784)　l幅　　　館蔵

29仏手柑に自鶴図　　　　　　　　董九如筆　　　　寛政5年(1793)　1幅　　　館蔵

30花寵と蝶･花鳥の阿蘭陀風景図　　若杉五十八筆　　江戸時代　　　　　2面　　　館蔵(池長)

t唐紅毛｢美人防｣ (らべ】

31唐美人図

(渡辺鶴洲家襲蔵粉本のうち)

32西洋婦人図

【膚紅毛｢ことも｣くらべ】

33唐子図

34紅毛童子図

渡辺鶴洲筆　　　　文化5年(1808)　1面　　　　館蔵(池長)

平賀源内筆　　　　江戸時代　　　　　1面　　　　飴蔵(池長)

莞木元慶筆　　　　江戸時代　　　　　1幅　　　　飴蔵

田代忠国華　　　江戸時代　　　　　1幅　　　館蔵(池長)

ほ紅毛r書棄曲り｣くらペl

お気に入りの文房具を身近に置くのは､唐紅毛に共通する文化人のこだわり｡長崎の町年寄･福田氏は中国

式に文房具を飾った書斎でポーズ｡かたやドゥ-フは出島の商館長｡本を立てて並べるのが西洋式

35唐人睡夢図　　　　　　　　　　磯野支斎筆　　　江戸時代　　　　1幅　　　館蔵(池長)

36福田湖山像　　　　　　　　　　荒木千洲筆　　　天保14年(1843)頃1幅　　　館蔵(池長)

37ドゥー7億　　　　　　　　　　川原慶賀筆　　　享和3年(1803)　1面　　　舘蔵(池長)

l唐紅毛r変なかたちの太湘石｣､くらべ】

溶解して穴のあいた石灰岩を大潮石という｡中国･大潮の特産品｡自然の造形美をきわめた奇石名石として

庭園に飾られる｡

38牡丹綬帯鳥鼠　　　　　　　　　鶴亭筆　　　　　明和6年(1769)　1幅　　　館蔵(池長)

39椿に文鳥図　　　　　　　　　　佐竹曙山筆　　　江戸時代　　　　　1幅　　　舘蔵(地長)
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l書紅毛Jながふい横風｣くらrt】

たてに長いのが掛け軸の一般的な形式｡画家はこの制約を道に利用して､ちょっとひねった構図をあみだし

ている｡紅毛画の影響を受けた秋田蘭画の蓮図では､茎の向こうに遠い景色がのぞまれる0

40南蛮芋に蕃械図　　　　　　　鶴亭筆　　　　　江戸時代　　　　1幅　　　館蔵

41蓮図　　　　　　　　　　　小田野直武筆　　江戸時代　　　　1幅　　　舘蔵(池長)

t唐紅毛r更紗｣くかヾ】

子どもを授ける女神｢天仙送子｣を措く酎十r版画をそのまま文様にした和更紗と､ヨーロッパ向けのインド

更紗を絵に見立てた掛物｡更紗としては唐･紅毛いずれも異国趣味の意匠としてよろこぼれた｡

42白地天仙送子図更紗　　　　　　和更紗　　　　　江戸時代　　　　1枚　　　館蔵(池長)

43更紗尽し掛物　　　　　　　　インド更紗　　17-18世紀　　　1幅　　　館蔵

(唐紅毛｢焼華物のデザイン｣くら､ベ】

もとは中国の輸出用の染付磁器のデザインoこれを日本の有田､オランダのデルフトで写しているo多産の

シンボル･ザクロが､オランダではヒマワリに変容｡素地も磁器ではなく陶器である｡

44染付芙蓉手挿花文大皿　　　　　中国･景徳鎮窯　明･ 17世紀初期　　1枚

45染付芙蓉手花鳥文大皿　　　　　日本･有田窯　　17世紀後期　　　　1枚

46色絵芙蓉手挿花支皿　　　　　　日本･有田窯　　17世紀後期　　　　1枚

47染付芙蓉手挿花文大皿　　　　　オランダ･デルフト窯17世紀後期　　　　1枚

蔵　蔵　蔵　蔵館　館　館　館



(3)古地図企画展示

第40回古地図企画展示

日本における世界図のあゆみ

会　　期:平成17年(2005) 10月22日(土) ～11月20日(日)

1543年の西洋との出合い以降､海外から伝わった地理情報や世界図が､どのように日本に受け入れられた

のかをさぐったo直接的或いは間接的受容を示す世界図､ -万日本人が従来から持っていた仏教的世界観を

背景にした世界囲､さらに､日本に影響を与えた西洋製世界図を展示した｡

出品日銀

版種　　　　　寸法　　　　　　備考NQ　資料名　　　　　　　　　　　作者等　　　　時代

Ⅰ　中国より伝来した世界図とその影響

キリスト教の宣教師により､中国に入った西洋の地理学や地図が漢釈(中国語訳)され､日本へも伝わりま

した｡特に､マテオ･リッチが1602年に北京で刊行した｢坤輿万国全図｣の影響は大きく､それを手本にした

世界図が多数作られました｡

坤輿万国全図犀風　6曲1隻　　　　　　　　江戸時代前期　　　手書手彩

輿地図1舗　　　　　　　　原目貞清　　　享保5年(1720)　木版

地球万国山海奥地全図説1舗　長久保赤水　　天明8年(1788)頃　木版手彩

坤輿全図･坤輿全図説完1敵1冊　稲垣子戟　　　享和2年(1802)　木版刷彩

世界万国日本ヨリ海上里数王城人物図1舗　　江戸時代末期　　　木版刷彩

唐土訓蒙図柔15冊　　　　　平住専庵選　享保4年(1719)　木版

源内焼円形旧大陸図皿1枚　　　　　　　　江戸時代中期　　　志度餐

167.5×379. 1(棉)南波

90.9×154. 1　　両液

102,5×154.9　　両液

55.8×116.7(地図)秋岡

25.5×17.9(本)

34.9×48.3　　　両液

22.6×16.2　　　秋岡

径37. 8

源内焼六横形南北アメリカ図皿1枚　　　　江戸時代中期　　　志度窯　　　径37.2　　　　池長

坤輿全図　8幅1粗　　　　　南懐仁　　　康照13年(1674)　木版手彩　　188.0×411.2　　両液

(F.フェルビ-スト)

10　Eg都図･世界図犀風　8曲1双　　　　　　　江戸時代前期　　　手書手彩　　158.7×477.7(各)池長

Ⅰ　江戸時代前期に伝わった西洋製地図に基づく世界図

西洋から直接日本へ伝来した世界図を､手本にして作られた地図もあります0

11万国給図･人物図　2曲1隻　　　　　　　　正保2年(1645)　世界国　手書手彩133.9×56.1　池長

人物園　木版手彩135.8×59.2

12　万回結界図1帽　　　　　　石川流宣　　　貞享5年(1688)　木版手彩　　126.9×57.7　　池長

13　地球分双卯酉五帯之図11舗1組　沢田貞雑誌　宝暦9年(1759)　手書手彩　　81.5×18.0(各)南淡

14　世界四大州図･四十八国人物図犀風6曲1双　　江戸時代後期　　　手書手彩　　163.8×362.8(各)池長

Ⅲ　江戸時代後期に伝わった西洋製地図に基づく世界図

江戸時代後期には､西洋から伝来した世界図を単に模写するだけでなく､改良を施すまでになりました｡

15　地球図1舗

16　咽蘭新訳地球全図1舗

17　円球万国地海全図1舗

司馬江漢　　　寛政4年(1792)　銅版手彩　　　55.4×86.4　　　両波

橋本宗吾　　　寛政8年(1796)　木版手彩　　　55.5×92.9　　　南彼

石塚荏高識　享和2年(1802)　木版手彩　　118.6×219.2　　秋岡
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新訂万国全図1舗

新製輿地全図1巻

新訂坤輿略仝図1舗

官許　新刊輿地全図完1舗

大奥地球儀1基

地球儀1基

高橋景保識
箕作省吾識
新発田収蔵識

佐藤政義識
沼尻塁倦

堀内直恩

文化7年(1810)

弘化1年(1844)

嘉永5年(1852)

文久1年(1861)

安政2年(1855)

安政2年(1855)

銅版手彩

木版手彩

木版手彩

木版刷彩

木版手彩

手書手彩

110.0×189.0　　秋岡

34.0×118.0　　南波

48.8×105.8　　秋岡

136.0×135.9　　南波

径23. 0　　　　　秋岡

径31. 7　　　　　南波

Ⅳ　仏教的世界観に基づく世界図

西洋製の世界図が､中国経由やあるいは直接伝わってきていたにもかかわらず､日本人が伝統的に持ってい

た仏教的世界観に基づく地図も存在していました0

24　うちわ型仏教系世界図1幅　　　　　　　宝永(1704-ll)頃　手書手彩　　150.8×155･5　南波

25　南賠部洲万国掌某之図1舗　浪華子　　　宝永7年(1710)　木版手彩　　117･4×144･0　秋岡

Ⅴ　西洋製世界図

江戸時代の日本で作られた世界図に､影響を与えた西洋製地図｡

26　オルテリウス編F世界の舞台』 1冊　A.オルテ1)ウス1570年　　　　　銅版手彩　　41.0×28.5

27　世界都市図帳6巻3冊　　　ブラウン　　　1572-1618年　　銅版　　　　43.0×29･0

&ホ-ヘンベルフ

ブラウ世界図1枚　　　　W.ブラウ　1635年　　　　　銅版手彩　　51.1×60･5

プラウ世界図1枚　　　　J.プラウ　1662年　　　　　銅版手彩　　55.0×66.0

7アルクヨーロッパ図1枚　G.フアルク　1695年頃　　　　銅版手彩　　107.0×123.0

7アルクアジア図1枚　　　G.フアルク　1695年頃　　　　銅版手彩　　102.6×125.6

ジヤイヨ世界図1枚　　　　H.ジヤイヨ　1720年頃　　　　銅版手彩　　61.0×100.4

*　備考欄の池長は池長孟コレクション､秋岡は秋岡武次郎コレクション､南淡は南波松太郎コレクションの

略です｡

*　寸法は縦×横で単位はcm､資料の紙緑の大きさを示していますoただし､本は表紙の大きさです｡

*　◎は重要文化財を示しています｡

*　資料の形態や資料間の影響関係などで､展示は必ずしも､出品番号順にはなっていない場合がありますo

欝dO河　毛鳴銅金策厳禁

『m本に溶ける世界陶のあゆみ』

平成ほlBaS)卑相月22EH止′-】川か自rp)

於　~稗　帝m原索鬼】

済ぶ,一〟紬

出品目録
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(4)館外企画展示
こうべまちづくり会館ギャラリー展示

｢神戸市立博物館所蔵　別事博資水彩画展　～神戸と兵庫県内の風景を中心に～｣

展示会場:こうべまちづくり会館ギャラl)-
〒650-0022　神戸市中央区元町通4 - 2 -14　屈1078-361-4523

主　　催:伽榊戸市都市整備公社　こうべまちづくりセンター､神戸市立博物館

協　　　賛:元町商店街連合会

後　　摸:神戸市､神戸市民文化振興財団､みなと元町タウン協議会
出品作品:別車博資　水彩画　32点

展覧会会期:平成17年(2005) 11月10日(木) -11月23日(水･祝) 13日間

入場者数:2,753人(1日平均211人)

別事博資(1900-76)は､神戸市兵庫区出身の水彩画家｡ 1930(昭和5)年に日本水彩画会展に出品･入選｡
1932 (昭和7)年に､第19回日本水彩画会展で第一賞受賞という､最高位の次に当たる評価を受け､会員と

なった｡同年､関西水彩画会を創立｡ 1937年より-水会展に出品｡ 1958年に神戸みずゑ会､ 1975年に兵庫県総

合水彩画会を結成し､県内の水彩画普及に尽力した｡
本展では､神戸･兵庫の風景を中心に､当館所蔵の26点と個人蔵6点の計32点の作品を展示した｡
2000年の｢生誕100年　別車博資水彩画展｣ (当館)､ 2002年の｢別車博資･青山政吉展｣ (芦屋ラボルテホー

ル)以来の別事展となった｡また､本展を機に､別事博資水彩画8点が､新たに当館へ寄贈された｡

神戸市立博物館所蔵別車博資水彩画展～神戸と兵庫県内の風景を中心に～　出品目録

作品名

123456789101 11213141516171819202 1㌶232425訪27282930- 13

制作年

風景　　　　　　　　　　　　　　1 930

坂のある風景　　　　　　　　　　1931

市電線路　　　　　　　　　　　　1931

海岸通　　　　　　　　　　　　　1933

海洋気象台　　　　　　　　　　　1935

汽船　　　　　　　　　　　　　　1935

三宮風景　　　　　　　　　　　　1935

塩屋より淡路をのぞむ　　　　　1936

京町筋　　　　　　　　　　　　1937

海岸通の冬　　　　　　　　　　1940

海岸通　　　　　　　　　　　　　1941

神戸港暮色　　　　　　　　　　1950頃

-ノ谷風景(旧須磨-の谷)　　1955

工場街展望　　　　　　　　　　　1958

神戸港(和田岬)　　　　　　　1950

技法　材質　寸法　　　　　出品展覧会

(縦×横)

水彩･紙　　38.5×49.8

水彩　紙　　38.9×503

水彩･紙　　28.1×28 1

水彩･紙　　50.3×62.6

水彩･紙　　22 2×31.9

水彩･紙　　23.4×32 3

水彩･紙　　38.9×51.4

水彩･紙　　22 7×31.4

水彩　紙　　22 1×33.2

水彩　紙　　28.3×37.5

水彩･紙　　22.5×31.7

水彩･紙　　26.6×38.1

水彩　紙　　57.0×77.0

水彩･紙　　56.5×75 7　　第46回日本水彩画会展

水彩･紙　14.6×26.3

和田岬　　　　　　　　　　　　制作年不詳　　水彩･紙　17,5×26 4

山手二丁目附近　　　　　　　　制作年不詳

新緑山手風景　　　　　　　　　1959

神戸夕景　　　　　　　　　　1960項

クレセントビル(神戸)　　　　1962

太山寺晩秋　　　　　　　　　　1970頃

相楽園の秋　　　　　　　　　1963頃

観光船入港　　　　　　　　　　　1965

彩塞兵庫運河　　　　　　　　1965頃

錦江暮色(明石)　　　　　　　1961

枚の鶴林寺　　　　　　　　　　　1960

秋のいなみの(東播磨加古川)　1967頃

播州宍粟風景

初秋･宍粟の農家

鮎の流れ

但馬出石川

石の宝殿

1 954

水彩･紙　19.3×23 2

水彩･紙　　25 4×33.5

水彩　紙　　230×26.7

水彩･紙　　69.4×102.2　第50回日本水彩画会展

水彩･紙　　37.9×55.8

水彩　紙　　26.0×37.3

水彩･紙　　26.0×34.8

水彩･紙　　26.9×38.1

水彩･紙　　55 0×74.3　　第23回-水会展

水彩･紙　　37.9×53 8　　マルセイユ現代美術展

水彩･紙　　25.9×23.8

水彩　紙　　56 3×75.1　第16回-水会展

1950年代　　　水彩　紙　　55 9×75.6

1959　　　　　水彩･紙　　55.2×75. 1　第21回-水会展

1970頃　　　　水彩･紙　　27.1×37.9

1971頃　　　　水彩･紙　　68.8×102.9　第35回-水会展
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3.学習室･図書室

(1)学習室

昭和57年の開館以来親しまれてきた1階の学習室であるが､開錯20周年を機に大幅に改修し､

新たな学習室として､平成14年8月にリニューアルオープン｡

改修にあたっては､博物館施設における展示手法の進展や学校教育との連携などを視野に入

れ､特に子どもの視点に立って､ ｢気づきと学びの『交流･体感』学習室｣を基本コンセプトに

設定した｡常設展示では十分に展示･表現できない分野を補足するためのアイテムを準備し､来

館者が様々な体験的活動をとおして博物館資料の持つおもしろさや楽しさに出会いながら､ ｢気

づき｣と｢学び｣の環境空間の提供をめざしている｡

学習室全体は､ [触れて学ぶコーナー] [見るコーナー] [考えるコーナー]の3つのコーナー

で構成されているo

■触れて学ぶコーナー

ハンズオンプログラムを中心に､ ｢触れる｣ ｢のぞく｣ ｢試す｣ ｢鳴らす｣などの主体的行為によっ

て体感･体験できる学習プログラムを展示しているoゆるやかに2つのゾーンを設け､銅鐸や土

器などの考古資料を活用した｢チャレンジ考古ゾーン｣と､南蛮犀風パズルやのぞき眼鏡などの

当館所蔵資料を活用した｢チャレンジ名品ゾーン｣で構成されているo

またコーナー全体を壁面展示部分と可動式のワゴン12台の配置により空間構成しているので､

学習内容や学習形態に合わせたワークショップスペースとしても活用できる｡

展示しているハンズオンプログラム

チャレンジ考古ゾーン.模造土器.模造埴輪に触れてみよう.考えてみよう(Q&A) 
･手で見てみよう.竪穴住居模型の中を探索しよう 

･銅鏡に写してみよう.模造農具を持ち上げてみよう 

･復元銅鐸を鳴らしてみよう.銅鐸絵画の拓本をとろう 

･古代ファッションを体験しよう 

チャレンジ名品ゾーン.南蛮犀風パズルを完成させよう 
･のぞき眼鏡をのぞいてみよう 
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T見るコーナー

ここでは資料展示が困難な､動きのある祭りや生産物工程､建築物や空からの都市景観､神戸

の歴史に関する資料などを映像で紹介しているoそれまではレ-ザ-ディスク検索方式であった

が､全ての映像データ-をMPEG2形式でデジタル処理し､ 5台の液晶モニターから全ての映

像プログラムが選択･視聴できるようにシステムを全面改修した｡音声による解説についても､

日本語と英語の2カ国語に対応している｡

■考えるコーナー

コンピュータ端末を6機設置し､うち4台ではクイズプログラムを､ 2台では館蔵の名品案内

プログラムを提供している｡

クイズプログラムでは､神戸に関する事柄や博物館資料に関するクイズを三択形式で出題｡各

コース5題ずつの全19コースから選択できるようになっている｡

館蔵名品案内プログラムでは､当館所蔵の名品100点の資料に関する写真と解説を､ ｢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たちのために

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｡
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4.普及事業

1.博物館独自の事業

(一般向け事業)

(1)　ミュージアム講座

10. 20　神戸に伝わったお経一写す･摺る-　　　　　　　　　問屋学芸員

11. 17　西洋の青～プルシアンブルーをめぐって-　　　　　　勝盛学芸貞

12. 15　ヴェルサイユ宮殿のナポレオンの部屋　　　　　　　　岡　学芸員

1. 19　江戸時代に伝わった中国道教信仰の絵画　　　　　　　成滞学芸員

2. 16　呪いの世界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林学芸員

3. 16　人口構造からみた近世の兵庫津　　　　　　　　　　　小野田学芸員

(2)講座｢博物館を楽しむ｣

人　人　人　人　人　人8　0　2　　7　　5　80　0　0　9　9　8

5. 20　有馬が生んだ画家｢森琴石｣　　　　　　　　　　　　成淳学芸月　　　　6人

5. 27　｢川西英｣作品鑑賞　　　　　　　　　　　　　　　　金井学芸員　　　　6人

6. 3　陶磁器の東西交流　　　　　　　　　　　　　　　　　岡学芸員　　　　　6人

(3)展覧会関連事業

①　特別展｢ベルリンの至宝展｣記念講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　計347人

7. 16　｢ヨーロッパ絵画と聖なるもの｣　　成城大学教授　千足伸行氏　　　　184人

8. 27　｢ベルリン博物館島見聞記｣　　　　塚原学芸員　　　　　　　　　　　163人

(丑　特別展｢ナポレオンとヴェJL,サイユ展｣記念講演会　　　　　　　　　　　　　　計422人

12. 3　｢ナポレオンと新しい芸術の誕生｣

ヴェルサイユ宮殿美術館学芸貞　ジェレミ一･ブノワ氏　　　85人

1. 28　｢知られざるヴェルサイユⅢ-ナポレオンを軸にして-｣　岡学芸員　　　　157人

2. ll ｢ナポレオンとヴェルサイユ｣　　　劇画家･声楽家　池田理代子氏　　180人

@　障害者のための鑑賞会

8. 8　特別展｢ベルリンの至宝展｣　　　　　　　募集500組､応募504人､参加410人

2. 27　特別展｢ナポレオンとヴェルサイユ｣　　　募集500組,応募334人,参加269人

(彰　企画展｢描かれた神戸物語｣解説会｢学芸員おすすめ!この一品を語る｣　　計136人

4. 30　｢須磨寺参詣量茶羅図｣

6. 11　　　　　　　ク

5. 7　｢英三番館｣

5. 15　｢狩野久蔵平敦盛像｣

6. 4　　　　　　　/y

5. 21 ｢美作一大坂道中紀行｣

5. 28　｢神戸港眺望｣

6. 18　　　　/y

(9　企画展ギャラリートーク

4. 2　　　　　　｢古地図に見る　F中国』｣

10. 22　　　　　　｢川西英･川西祐三郎作品選｣

10. 29, ll. 19　｢異国趣味の美術名品展｣

問屋学芸貞　　　15人

問屋学芸貞　　　12人

金井学芸員　　　　4人

成揮学芸員　　　15人

成滞学芸員　　　15人

成滞学芸員　　　10人

中村学芸員　　　　35人

中村学芸貞　　　　30人

計70人

国木田学芸員　　　8人

金井学芸貞　　　　8人

成揮学芸員　　　計41人

ll. 5, 12　　　　｢日本における世界図のあゆみ｣　　　　　国木田学芸員　　計13人
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(学校との連携事業)

(1)ジュニアミュージアム講座(文部科学省委託地域こども教室推進事業)

5. 21第13回(前期)

6. 4　　　　'/

6. 18　　　　/y

10. 22　第14回(後期)

ll. 5　　　　　ク

ll. 19　　　　　〃

貼り絵でえがく神戸～自分のイメージする神戸をコラージュでつくる

ミニチュア罪風を作る- ｢源平合戦図犀風｣を作ってみよう

絵巻物を作る～絵巻物はどのようになっているのかな

大好きな神戸の名所を扇に措こう

川西祐三郎先生と版画を作ろう

江戸時代の地球儀を作ろう

(2)夏休み土器づくり教室

7. 30　成形A

7. 31成形B

8. 10　土器焼き(神戸市立自然の家)

8. 11展示作業(8月28日まで展示)

(3)博物館たんけん隊(文部科学省委託地域こども教室推進事業)

12. 17

(4)こうべ歴史たんけん隊(文部科学省委託地域こども教室推進事業,神戸市体育協会共催)

5. 28　｢再発見! 『-の谷合戦』｣

人　人　人　人　人　人1 0　27　30　5　1 9　1 8

23人

23人

45人

63人

38人

(5)夏休み･こどもミュージアムデイ(文化庁芸術拠点形成事業)

8. 15　特別展『ベルリンの至宝展』　　　　　　　　　　　(保護者を含む) 408人

(6)こどものためのワークショップ

特別展｢ベルリンの至宝展｣のこども向け関連企画

Ⅰ (文化庁芸術拠点形成事業) 8. 7　午前20人･午後22人･　8. 9　午前19人･午後13人

Ⅱ (文化庁芸術拠点形成事業) 8. 20　45人(保護者45人)

特別展｢ナポレオンとヴェルサイユ展｣のこども向け関連企画

Ⅰ (文化庁芸術拠点形成事業) 2. 11午前21人･午後21人　　2. 25　午前20人･午後21人

Ⅱ (文部科学省委託地域こども教室推進事業)

2. 4　30人　　2. 5　93人　　2. 12　52人

2. 18　34人　　2. 19　44人　　2. 26　62人　(各日3回開催)

(7)週末わくわく広場

企画展にあわせたものづくり体験型講座(文部科学省委託地域こども教室推進事業)

10. 22, 10. 23, 10. 29, 10. 30, ll. 3, ll. 5,

11, 6, ll. 12, ll. 13, ll. 19, ll. 20

(8)こうベキッズ達人セミナー(神戸市文化体験プログラム)

3. 4　　　　　篭師の技に挑戦～竹細工をつくろう～

3. ll, 3. 25　大工の技に挑戦～おりたたみイスをつくろう～

3. 18　　　　　彫金師の技に挑戦

(9)学校団体受入数

11回　計78人

20人

57人

18人

126校8, 500人

幼椎園　2園　　89人　　　小学校　42枚　3,189人　　　中学校　47校　2,972人

高等学校　22校1,631人　　　その他(大学･専修など) 7校619人

盲養護学校　5校54人

(1q)学校授業への職員派遣:

幼稚園1園　　小学校19校　　　中学校14校　　　高等学校1校
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(ll)教職員研究会職員派遣:

(12)中学校｢トライやるウイーク｣の受入

5. 24-

5. 31-

6. 7-

6. 14-

11. 8-

11. 15-

(13)博物館実習

山田中学校2人

竜が台中学校1人

井吹台中学校2人

西神中学校2人･

吉田中学校2人･

鷹匠中学校2人･

平野中学校2人･

24回

22校43人

･星陵台中学校2人･垂水東中学校2人,

･駒ケ林中学校2人･本庄中学校2人･御影中学校2人

太田中学校2人･兵庫中学枚2人･高倉中学校2人

高取台中学校2人･鶴台中学校2人･舞子中学校2人･

歌敷山中学校2人･友が丘中学校2人

小郡中学校2人･長峰中学校2人

(各過4日間)

計　20校37人

①8. 2-6　7校12人　　②8･ 30-9･ 3　5校12人　　③8･ 16-20　　8校13人

2.共催事業

(1) KOBE居留地シネマ　会場:地階講堂､有料

第5回　6.24･25　391人　　　第6回　3.31　288人

共催者: NPO神戸100年映画祭事務局

(2) 9. 3 ･4　懐かしのドイツ語映画　共催者:NPO法人神戸日独協会　　　　　　453人

(3) 10. 15　　-日本最古のスタインウェイが語る-元町文化の音楽物語　　　　　160人

(神戸女学院創立130年記念｡神戸女学院音実科(硯音楽学部音楽学科) 100周年特別企画)

共催者:神戸女学院大学音楽学部

(4) 10. 16　　静寂の間　神戸元町ミュージックウイーク　　　　　　　　　　　　40人

(スイス.プロ･ヘルヴェティア文化財団による0406スイス･コンテンポラT)-1アートイン･ジャパン)

共催者:ユルゲン･クルーシェ

(5) 10. 21　伊藤ルミピアノリサイタル　共催者:肘榊戸市民文化振興財団　　　　202人

(6) ll. 1 -3　第10回神戸100年映画祭　共催者:NPO神戸100年映画祭事務局　　　　536人

(7) ll. 11　神戸市室内合奏団　ミュージアムコンサート　共催者:鮒神戸市演奏協会150人

カレンター
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5.特別展･企画展等の開催一覧

月 俯｣�ﾓR�特別展示室1 剴�ﾘ美術館重 �<�¥ｩ5x麌�&ﾈ4ﾘ888�8ｨ�ｲ�

4 5 6 �?｢�*臨時休館4/28(木) 刳驩謫W｢古地図に見る『中国j｣ 3月5日(土ト4月17日(ヨ) 舒�i5z(��8ﾉ�仭95z38ﾈ綺?｢�7著��Hﾈ��y?｢�?｢��
38日間2企画展計6,799人 �4ﾘ888�8ｨ�ｸ,ﾈ-ﾒ�

l～4月27日(水) 

企画展震災10年神戸からの発信 

｢措かれた神戸物語 

本 剪ﾘﾋ兌ﾘﾘy�ﾘ*�.xﾖ�･ｈ-ﾘ,�,h-ﾈ+�闕��ﾈｭ�-ﾈ,Rﾚ2�

と 外 国 と の 文 剴Hﾈ�#�?｢粟�頽｢蔦hﾈ���?｢Хﾂ鼎TUﾘｭC��ﾃ3ナ�ﾂ�

7 8 9 10 ll �*臨時休館7/5(火)-7/8(金) 

特別展 

化 交 �"日本におけるドイツ年2005/2006"記念企画 
｢世界遺産.博物館島ベルリンの至宝展｣ 

汰 �7月9日(土)～10月10日(月.舵)82日間199,160人 

の よ �(共催:朝日新聞社､毎日放送､TBS､朝日放送) 

つ す 杏 柿 戸 刳J館を午前9時30分､金.土曜日の閉館時間を午後7時に時間延長10月3日(月)臨時開館 

*臨時休館10/12(水)～10/14(金),10/21(金) 

古地図企画展 舒�i5r�川西英没後40年記念展 

に 劼日本における世界図のあゆみ｣ �(腰ﾙ�¬j�,ﾉOﾈ��kﾉV�5z2�｢川西英.川西祐三郎作品選｣ 
10月22日(土) ���ﾈ�#)?｢�7鋳�10月22日(土)-11月20日(日) 

樵 点 に あ 凵`11月20日(日) �����ﾈ�#�?｢�?｢��3企画展計9,580人 

*臨時休館11/29(火)-12/2(金)一一一一一一一~"""I-I"J一~~""""~~~一一一一一一一一一一一~~Iー~~~~~~~~~~~~~一一一一一~~-~J一一一一一一一一一一一一一一 

12 1 2 3 
今寺別展 

て な 剄c帝戴冠200年記念 

ヴェルサイユ宮殿美術館所蔵 

が 劼ナポレオンとヴェルサイユ展｣ 

ら 展 示 �12月3日(土)～3月19日(日)87日間118.686人 

(共催:ヴェルサイユ宮殿美術館､日本経済新聞社) 

開館を午前9時30分､ルミナリエ期間中及び金.土曜日の閉館時間を午後7時に時間延長 

12月28日(水).1月4日(水)臨時開館 

*臨時休館3/21(火)-3/24(金) 
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6.刊行物

平成17年度の刊行物

企画展図録　　　措かれた神戸物語

館蔵品目録　　美術の部　NQ22　近代絵画II ･彫刻

歴史.考古の部　Nct22　古文書Ⅶ

摂津国八部郡奥平野村森本家文書

研究紀要　　　　NQ22

年　報　　　NQ21 (平成16年度)

博物館だより　　NQ88 (平成17年10月) ～No89 (平成18年3月)

刊行物一覧

研　究　紀　要

N〔1 價ﾘﾗ9D�7��内容 

1 鉄ｂs�2��ポルトガル地図学史上における日本地図の変遷 

500円 �4X488ﾘ4X7�5��ｸ98,ﾈｴ靈�,i¥��ｨ,�,(*(,Bﾓ���(ｴ冲��:俾X讓,ﾈ耳雹5��

月貼り書箪笥 

2 鉄窒sィ��狩野内膳考 

600円 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯｨ,ﾉ?ｩgｸﾙ��

安Eg雷州輩｢赤穂義士報復図｣と若干の銅版画作品をめぐって 

3 田�Ｔコ��束播系中世須恵器生産の成立と展開-神出古窯姓許を中心に- 

品切 僥Ih��Xﾜ萋ﾇ(�)�S�ﾚ)>ｩ[i7舒ﾒﾒ�

4 田�Ｔッ��ヴイテ.レ-ウ号稀戦の芙蓉手磁器について-17世紀初 

800円 幌�X+�*�*�.秒��ﾄ2靠�抗ﾒ�

両液コレクション中の刊行諸国間について 

十六-十七世紀初期の掛章国兵庫津史料こついて-権井家文書の紹介- 

5 田"Ｔビ��一一人のイギリス人の残したアルバムから-明治20年代前 

500円 僵ﾈ,ﾉ��ｸ､���ﾈｸ��&�,ﾈ自�Il｢ﾒ�

渡辺鶴洲家襲歳粉本の研究 

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 �6饐9-�hﾊHｸh��{�(�"�

8 �"Ｔ����｢石峯寺経塚｣遣物の再検討 

300円 佻ﾉ}i88ﾆ�幌Z(�9�凅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�
通過試験による頭椎太刀の観察 

10 釘Ｔ�"��『伊能囲』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E]50年に及ぶ1人のイギリス人の足跡- 

500円 ��r�7X8�4X,ﾃ�cCR�iD餃Y�(､Y&��ﾘ,�,(*(,B�

石峯寺如法大般若経について 

12 途Ｔ迭��｢大日本国地震之図｣の資料紹介 

500円 俥9��%yч�Y�ｸﾝ�,�.h.儂ﾘ･�,iYﾈｸﾂ�

13 唐Ｔ澱��神戸市立考古館史稲 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��ﾆ�9ｸ,ﾈﾝ齏�,�,(*(,B�
〃銅鋳製経筒の保存処理 

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 弌i+�4ｨ5�8�8ｸﾕﾘﾌｸ/�^�*ﾒﾘｫ��ﾘﾋ9D�6騙�,ﾈ7�4�486�8ｨ�ｲ�

柳田義一氏蒐集瓦経資料について 

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

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

神戸市立博物館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 
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800円

300円

200円

700円

500円

展　覧　会　図　録

開催年度 �5yyx檠kﾂ�単価 

57 ��2,000 

('82) �>ﾉFx鉑�驟倩���ﾌ9&��ﾘ,ﾉ�(､R�晶切 

58 ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ��1,200 

('83) ��品切 

古地図に見る世界と日本 儼����

59 舒�ｻ隍x,i8ﾈ､9;佻ﾈ�蓼鴿5r�品切 

('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) �8ﾘ�(鳬�8,ﾈﾝY~x,iuhｧ��品切 

61 �6ｨ8X�ｸ8��ｸ4�6�8ﾘ7ｶﾄｨ5�99Oﾈ��Eｹ¥ｨ�V��ﾉvﾘ,ﾉYy�"�1,700 

('86) 偃ｹ�ﾈ,ﾉk"ﾘ4��ｸ5�6x8�8ｨ4�H4�7ｸ8ｨ5x6ｨ,ﾉ�(､Rﾒ�1,300 

62 �6ｨ8X�ｸ8��ｸ4茯+�笘685�8�487h8��ｩfﾘ���?ｩgｸ､x枴kﾈﾞﾉ5r�品切 

('87) ���ｸ,ﾘ+h-�夷ｩ5r�品切 

明治のガラス展-ぴぃどろからガラスへ- 儼����

63 ��1,500 

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

卑弥呼の鋭展 儼����
7イルランけエストピーテいコレクション日柏画名作展 ��ﾃS���

神戸ゆかりの巨匠たち展 儼����

元 傴ﾉ_ｸ5(8ﾈ4�5h8x995r�2,000 

('89) 做�ｨﾌ9&��ﾘ5(8ﾈ4�5h8x99kﾉV�5r�品切 

小磯良平展 儼����

2 疋Ч-(*�78.ｹ5rﾘﾕﾘﾌｸ鳬�8,ﾈ4ｸ8�5���,iOﾂﾒ�1,900 

('90) �(ﾋ9�H踪,h囮'ｨ��,ﾈ､x枴5r�品切 

石峯寺展 儼����

3 ('91) �>ﾉM位兌y�ﾙ8ﾘ�(､x柯,�-ﾘ.��ﾉvﾘ,h,ﾈ�檍*"ﾒ�晶切 

4 �;ｩ�h,ﾉ�(､X自&�,ﾉ��-h,ﾊ(*(,ﾈ.�2ﾒ�品切 

('92) �(i�(,ﾉ��ﾆ�5r�400 

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

('93) ��2,000 

栄光のオランダ絵画と日本 儼����

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

('94) 假9�vｴ｣ﾔｩ*�?�'"x5(8ﾈ4�5h8�6yk韭�59;仗�､y5r�品切 

7 ('95) 冏hﾎ33�D��ﾉ�ﾈ��5r�300 

8 ��品切 

('96) 俶僥靱ﾘｫ�8怦駟5x自�i��易ﾘﾌｸ鳬�8,ﾈ7ﾘ8ｸ6�8ｸ99fﾒ�2,200 

9 廼ﾙ(i��讓､9;�#���D�5r�2,000 

('97) �?ｩyhﾏ�zﾈ,ﾈ*�*�I5r�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�晶切 

有馬の名宝-蘇生と遊興の文化- �"ﾃ����



研　究　紀　要

NQ 價ﾘﾗ9D�7��内容 

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�

大狼から国芳ヘ-美術にみる蘭書受容のかたち- 
F岡山藩家老E]置息自筆御用勤雪上』と神戸事件 

17 ��"�ｦ���近代美術と地図-川上冬崖と署橋政幸- 

500円 佩ｨ.�*�*�.��ﾙ�ﾂﾙ�韃(鮖��(ﾊigｹ(Y�h蟹�YE�ixZ8/�-��*�,�,Bﾒ�

F御用唐木細工物雛形Jについて-近世後期長崎におけ 

18 ��2Ｔ����S��冷�近世期兵庫津北掛こおける浜先地開発と屋舗割の変化について 兵庫津遺跡における埋蔵文化財調査の現状 

-発掘調査の成果と文献.絵図史料から考える近世都市景観の復元に 

向けて- 

古地図と版元-籍蔵品にみる江戸時代の地図出版について- 

新出の毘盃遮那仏変相図について一高置末期華厳数仏画の一様相- 

昭和初期の神戸観光写真をめぐってⅠ 

19 ��BＴ�"�� 

500円 ��韃(鮑���,ﾈﾘ(ﾝ異�唔Jﾘｮ粟�鬨�ﾆ��
博物館と学校がさらに近づいていくために 
-｢連携授業｣-の取組.実践を中心として- 

青貝細工壷型ナイフ入れに関する資料紹介 

-1609年版p.カユリウス世界地図の復元- 

20 ��RＴ�2��｢和田岬.湊川崎砲台関係文書｣について- 

500円 仗��)[ｨﾌ�,8,�*�*�.��ｩ?ｨｴﾂ�

岩嶺山石峯寺文化財調査報告こ書(-) 
博物館の評価についての考察 

21 ��bＴ�B��新出資料r長崎伝硝子製jを読み解く 
500円 佻ﾈ捧.�.X�,ﾉ&騫ﾙ+(ﾛ�8ﾈ7ﾈ�ｸ6r�

-『東海道五十三駅勝景』をもとに- 

若杉五十八の作品に用いられている顔料の特徴について 
-特に青色顔料の同定から- 

-斉藤英二氏寄贈資料の整理報告を中心として- 

22 ��rＴ�R��s��冷�亜欧堂田善錦｢コロンブス謁見図｣をめぐって 近世兵庫津における会所E]記一統 

｢和EEl岬.湊川砲台関係史料｣について二 

-柳田コレクションの整理より- 

-神戸市立博物館所蔵の中世和鉱の検討- 
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展　覧　会　図　録

開催年度 ���%�幵�

ll 播Yz�&饐Hｭ#����D雍ﾉD���ｲ陏�Vﾈ���､ｨ峪Z夷｢"���ﾃ����

('99) ��絵のような地臥地図のような絵- ��ﾃ����

12 兌h嶌ﾞ�4"�� 塔���

('00) ���#����

13 ��ﾉ�ﾈ��,ﾉ�b雕ﾊ)��ｹU8ﾆ�2�儼����

('01) �俛�､x,ﾉf�ﾊ���"ﾃ����

14 ('02) ����ﾃ����

措かれた明治ニッポン(研究編) �800 

15 ����ﾃS���

('03) 儼�*�.ｨ+ﾘ尨ｧ壷�ﾉvﾘ尨ｧ�,h�檍,�+ﾙ?ｩgｸ､x枌ﾒ���ﾃS���

16 ('04) ����ﾃs���

17 ('04) ��塔���

発行年 ��単価 

57('82) ��品切 

57('82) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�i>x睦�品切 

57('82) ��500 

57('82) �8ﾈ�(､�碁(hﾙ�,ﾉ{y5r�品切 

60('85) ��品切 

63('88) ��800 

3('91) ��2,300 

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

6('94) ��2,000 

9('97) ��2,000 

10('98) �>ﾉM碓ﾈ��5ｨ8ﾈ4�5h8x92�2,000 

12('00) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�b�;ｨ睦�2,000 

NQ �>�vR�価格 泌��内容 ����

1 鉄rﾃS吋�7��700 ��"�6年度 鉄���

2 鉄僖�7��500 ��2�7,8年度 塔���

3 田�D�7��700 ��B�9年度 鉄���

4 田�D�7��600 ��R�10年度 鉄���

5 田)D�7��800 ��b�11年度 鉄���

6 田9D�7��品切 ��r�12年度 鉄���

7 侏9D�7��900 ����13年度 鉄���

8 �)D�7��500 ����14年度 鉄���

9 �9D�7��500 �#��15年度 鼎���

10 的D�7��500 �#��16年度 鉄���

ll 添D�7��500 �� ��



館　蔵　晶　目　録

地　　図　　の　　部 美　　術　　の　　部 考古･歴　史　の　部

南波コレクション
世界図･日本図

南波コレクション
分国図･地方図･郡村図

南波コレクション
諸国図･都市図

南波コレクション
江戸図･京都園･大坂図

南液コレクション
外国関係図･北海道関係図

南波コレクション
道中関係図.寺社関係図･
その他

新収外国製古地図

秋岡コレクション
世界図　日本Bl･江戸国
都市図･諸国図等

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･外国製図書

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

黄奨美術.長崎派･長崎版画

i工戸時代諸派

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･
紫配図等綴･国書

近代絵画

文杏Ⅱ
川村家文書　村上家(阿蘭陀
宿)文否･川島家文書

工芸品

文書Ⅲ
村上家文審･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

文香Ⅴ

毒豪雪儲豊富㌣ ●服文

村上金次郎コレクション
桶正成および太平記関係資料

別車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[
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Ⅱ
江戸東京版行の浮世絵資料

文書Ⅵ
筏井家旧蔵香

外国製陶磁器

日本製陶磁器

近代絵画II ･彫刺

写真･絵葉書rl

引札Ⅱ

神戸市関係絵地図]

古文書]
八田家文書･岡E]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･石造晶･古鏡Ⅱ

写真･絵葉書Ⅲ

古文書Ⅲ
兼書家文書

写真･絵葉書Ⅳ

古文書Ⅳ
住吉良遅商社文書

古文書Ⅴ
酒造関係文書1

古文書Ⅵ
酒造関係文書2

考古資料Ⅱ
柳田コレクションⅠ

神戸市関係版本Ⅰ

神戸市関係版本]

古文書Ⅶ
摂津国八部郡奥平野村森本家文書

-48



収蔵資料

1.新収蔵資料

(1)受贈資料

バターフィールド&スワイヤ神戸支店関係アルバム

宇多小路雄虎氏関係資料

シンガポール関係絵葉書

湊山尋常高等小学校卒業証書

湊山尋常高等小学校皆勤賞賞状

歯科医師免許証

ランバス幼稚園入園記念写真

ランバス幼稚園入園記念写真

兵庫県立神戸病院新築落成記念写真

神戸博覧会記念扇子

東京オリンピック記念神戸観光絵葉書

南保治郎兵衛家個人アルバム(附　簡易アルバム)

南候治郎兵衛家風呂敷

南候治郎兵衛家風呂敷

家紋付黒塗箱

家紋入塗膳

黒塗角謄

南保家個人写真

兵庫商社金札

第1回みなとの祭関係写真等

桝田和三郎氏撮影映像

川中大路筆　神戸風景

片岡真太郎筆　北野風景

別事博資筆　風景

別事博資筆　坂のある風景

別事博資筆　和田岬

別車博姿筆　山手二TH附近

別車博資筆　播州宍粟風景

別事博資筆　鮎の流れ

別車博資筆　白い蒸気(千葉風景)

別車博資筆　大山の秋

伊川寛筆　裸婦

伊川寛筆　双裸婦

伊川寛筆　裸婦

2冊　　　　　　阿川四郎･原田芳樹

1面　　　　　　宇多小路豊

47枚　　　　　　塩田勧司

1枚　　　　　　宮野秀夫

1枚　　　　　　宮野秀夫

1枚　　　　　　宮野秀夫

1枚　　　　　　富野秀夫

1枚　　　　　　宮野秀夫

1枚　　　　　　金川武二

1点　　　　　　中村一三

1組　　　　　　中村一三

1冊　　　　　　南候信子

1枚　　　　　　南保信子

2枚　　　　　　南催信子

1点　　　　　　南保信子

2点　　　　　　南催信子

10枚　　　　　　南候信子

20点　　　　　　南保信子

1点　　　　　　播新

15点　　　　　　片岡靖子

DVD3枚　　　　桝田輝郎

1面　　　　　　シャルホープ･浩子

1面　　　　　　ピーター･ウイラキ

1面　　　　　　伊勢上仁子

1面　　　　　　伊勢上仁子

1枚　　　　　　伊勢上仁子

1枚　　　　　　伊勢上仁子

1面　　　　　　伊勢上仁子

1面　　　　　　伊勢上仁子

1面　　　　　　伊勢上仁子

1両　　　　　　伊勢上仁子

1面　　　　　　伊川徹

1面　　　　　　伊川徹

1面　　　　　　伊川徹



伊川寛筆　編むひと

伊川寛筆　神戸港風景

伊川寛筆　八重垣姫

昇外義筆　風景一氷見海岸より立山連峰をのぞむ

西洋夫人図他掛軸

川西祐三郎筆　波しぶき

エアポート

川西英画

川西英画

川西英画

川西英画

川西英画

川西英画

川西英画

･スカーフ

カルメン

曲馬(二人乗)

曲馬

曲芸集

曲馬

ファウスト

魔術小品(ダンテ)

染付ウイロウパターン皿

染付イギリス庭園図皿

徳永卓磨筆

徳永卓磨筆

徳永卓磨筆

徳永卓磨筆

徳永卓磨筆

開拓司筆

神戸･黒い家(旧十五番館Ⅱ)

みどりの家(旧ハツサム邸)

元オランダ領事館

モルガンおゆきさんの家

ヘルマン邸

ヘルマン山の廃櫨

2.指定文化財等一覧

面　面　面　面　幅　幅　枚　枚　枚　枚　冊　枚　枚　枚　枚　枚　面　面　面　面　両　面1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l　　1　　2　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1 伊川徹

伊川徹

伊川微

音友邦彦

住友恵美子

神戸市　生活文化観光局

川西祐三郎

川西祐三郎

川西祐三郎

川西祐三郎

川西祐三郎

川西祐三郎

川西祐三郎

川西祐三郎

藤原清子

藤原清子

徳永卓磨

徳永卓磨

徳永卓磨

徳永卓磨

徳永卓磨

法橋史彦

指定区分 倡y.吋霾�?｢�指定番号 倬�{�ﾈ��員数 ����2�

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

重要文化財 傴ｩ��#ゅ2�3��絵第1257号 ��y�ﾈ唏ﾏ(ｵ)F��ﾒ�4曲1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��ﾒ��(､Xﾙ��8曲1双 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重安文化財 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��絵筆1957号 ��ｨ�(ｩ����z(5�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両 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

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

重要美術品 傴ｩ��#2紕�#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28-0026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 ��I|｢�備考 

歌川国芳画近江の国の勇婦於兼 ��hr�マット装 

歌川国芳画唐土二十四孝妾詩 ��hr�マット装 

歌川国芳画二十四孝童子鑑妻詩 ��hr�マット装 

歌川国芳画二十四孝童子鑑王祥 ��hr�マット装 

歌川芳盛画舶来大象之図 ��hr�マット装 

歌川芳藤画組上ケ壱枚物近江のおかね ��hr�マット装 

歌川芳藤画新板おもちゃ双六 ��hr�マット装 

歌川芳藤画志ん板出しの組上 ��hr�マット装 

荒川藤兵衛画新板新古見立尽はの六 ��hr�マット装 

楊洲周延画素風俗福つくしふくどく ��hr�マット装 

楊洲周延画東風俗福つくし洋ふく ��hr�マット装 

楊洲周延画素風俗福つくし大礼ふく ��hr�マット装 

2代長谷川貞信画朝比奈絵めぐり ��hr�マット装 

長政堂板教育ポート姐上 ��hr�マット装 

大伴義正馬鹿の番附 ��hr�マット装 

画者不詳海獣図瓦版 ��hr�マット装 

渓斎英泉画川遊び(無題) �9hy���マット装 

歌川広重画東都名所両国夕すゞみ �9hy���マット装 

歌川国貞画東都深川八幡三軒茶屋行雪の景 �9hy���マット装 

3代歌川豊国画気の合同子春の楽 �9hy���マット装 

歌川国網画平家須磨寺集 �9hy���マット装 

歌川芳廉画湊川大合戦図 �9hy���マット装 

歌川芳虎画熱中l求女壕勇戦図 �9hy���マット装 

歌川芳虎画兵庫合戦達矢之図 肌(��9��マット装 

歌川芳虎画摂州兵庫求女塚合戦 �9hy���マット装 

月岡芳年画すけの局源義経新中納言平知盛 �9hy���マット装 

昇斎-景画KAIKAINJUN開化因循興廃鏡 �9hy���マット装 

東洲勝月画教育誉之手術 �9hy���マット装 

安達吟光画貴女裁縫之図 �9hy���マット装 

石崎元徳筆百児同歓図巻 ��ｪ｢�本紙補修,巻子装仕立 

石崎元徳筆雁図 ��Yﾒ�本紙補修.軸装仕立 

小原産山筆唐子と大国 ��Yﾒ�本紙補修.マット装 

資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

大森啓助≪新生平和国家(群像)》 ��鼎��1面 冏ｹ�ﾉ^(�2�

大森啓助《ダンス(群像)》 ��鼎r�1両 乂ｩ^(�2�

片岡真太郎《北野風景》 ��田R�1面 乂ｩ^(�2�

川西英《神戸港》 ��鉄2�1面 乂ｩ^(�2�

川西英《エアポートスカーフデザイン原画》 ��鉄�D��9ihﾚ��1面 乂ｩ^(�2�

坂本繁二郎『阿蘇五景』より≪根子森の朝》 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

坂本繁二郎阿蘇五黄』より≪放牧》 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

坂本繁二郎『阿蘇五景』より電噴火口》 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

坂本繁二郎『阿蘇五景』より《南郷谷》 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�
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賓料岳 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

坂本繁二郎r阿蘇五景』より≪波野の月3, ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

フランク.プラングイン≪ヨーロッパ風景》 ����r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

フランク.プランダイン≪ロアール河の古橋》 ��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

フランク,ブラングイン≪外国風景》 ��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

別車博資≪風景》 ���3��1枚 冖94x7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

別車博資≪和田岬》 ��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

別車博資《山手二丁目附近》 ��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

別車博資≪播州宍粟風景》 ��鉄B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrピ#X�纉����

曲馬 ���#R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

青い曲馬 ���#��1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

年賀葉書二種/年賀葉書五種/本多氏肖像(第二) ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

お蝶夫人玩具絵 ���32�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

版画本『cARMEN』表紙/扉 ���3B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

版画本『cARMENJ口絵 ���3B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

版画本『cARMEN』第一幕 ���3B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

版画本『cARMEN』第二幕 ���3B�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

版画本『cARMEN』第三幕 ���3B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

版画本FcARMENJ第四幕 ���3B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

版画本rcARMEN』奥付/裏紙 ���3B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

和露還暦牡丹 ���3B�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

宴会メ_ニュー表紙/魔術小品(ダンテ) /項春曲(ムすすビ表紙)/年賀ハガキ ���3B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

カット四種(六甲)/暑中見舞ハガキ三種 ���3R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

楽隊/甲子園写生 ���3R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

『羅針』表紙/ねずみ年賀状 ���3R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

温室 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

舞踏 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

少女 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

猛獣/登場 ���3b�1枚 冖94x7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

象と仔馬/空中道化 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

三匹馬/馬上跳越 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

五匹象/雛鵡 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

サーカス(赤と黒) ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

個展案内ハガキ/神戸百景展目録表紙 /十二月カレンダー(版画協会用)/闘牛年賀葉書 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

カルメン(神戸画廊創作版画カレンダー)一月 ���3b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

室内(神戸画廊創作版画カレンダー)二月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

温室(神戸画廊創作版画カレンダー)三月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

温室(二枚続) ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr��Y�8鐫��

新緑 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

春の唄(神戸画廊創作版画カレンダー)四月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ー谷衣 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

静物(神戸画廊創作版画カレンダー)五月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�
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資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

洋燈(『黒と白』)/第十二回国展出品目録(大阪)表紙 /国展マッチ票/中央亭マッチ票/裸婦朝顔/エキスリブリス ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

新緑(神戸画廊創作版画カレンダー)六月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

寒牡丹 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

悔水浴(神戸画廊創作版画カレンダー)八月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

寒牡丹(装帳見返し)/温室(装頓見返し) ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

装帳外箱 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ひまわり(神戸画廊創作版画カレンダー)七月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

曲馬(神戸画廊創作版画カレンダー)九月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

再度山(神戸画廊創作版画カレンダー)十月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

静物(神戸画廊創作版画カレンダ-)十一月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

静物(毛糸のある) ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

歳暮(神戸画廊創作版画カレンダー)十二月 ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

おんな ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

かがみ ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

水前寺(熊本)/青島(E]向) ���3r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

年賀葉書三種 ���3r�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

第十三回国展目録表紙/鵜戸 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

第十三回国展ポスター ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr�+y¥����

青島(日向) ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

菖蒲 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

船燈屋 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

苛薬 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

曲垂 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

布引雌滝(『六甲』挿画)/須磨海水浴(『六甲』挿画) /新開地金魚池(F六甲J挿画)/日本版画協会カレンダー八月 偵��3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

神戸港 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

日向青島 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

絵葉書｢近畿山陰｣包紙(奈良)/扉画 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同天の橋立/神戸元町 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同紀伊串本/伯香大山 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同大阪川口/京都織物 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

朝日新聞日本海外照会号表紙 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

芦ノ湖(箱根二子山)/仙石原(箱根) ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

強羅ホテル庭園 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

強羅ホテル露台/強羅公園 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ロビー/グリーンパーラー ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

潮岬 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

鰹舟(串本) ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

アサヒスポーツ表紙(野球優勝旗) ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ダリヤ(色紙型) ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

観光(r六甲』表紙). ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ひょうたん(色紙塑)/長積氏蔵書票 ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

富貴 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

扇面瓢箪 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�
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資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

神戸大丸 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

カ-ネーション ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

竹薮 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

栃ノ木温泉 ��鼎��1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

日本版画協会カレンダー一月分/『阪急美術』表紙 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ダリヤ ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

椿(r週間朝Eu表紙) ��鼎��ユ枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

鬼怒川温泉/象牙屋 ��鼎��1枚 冖94x7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

大宮郊外/池畔早春 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

牡丹 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

『六甲』表紙/牡丹(『週間朝削表紙) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

温室(『週間朝別表紙)/アマリリス(『婦人朝日]表紙) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

燐票十種(サーカス/楽隊/馬乗少女/支那曲蛮 /水蛮/軍艦/静物/朝顔/バラ/野球) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

香(甲東園)/秩(嵐山) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

瓢箪(訂婦人朝日』表紙) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

星珠沙華(婦人朝日』表紙)/『煙突掃除の日記』表紙 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

滑空大会 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

朝顔/雑誌『ナショナル』扉画/同目次挿画~ ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

アオイ書房版画十連冊『港都情景j表紙ランチ ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同挿画船室/扉画浮標 ��鼎��1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同挿画船具屋/海岸 ��鼎��1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同挿画滞船/姑娘 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同挿画西洋骨董店/観艦式 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同挿画進水式/宿 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

同挿画曲馬/望遠鏡 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

夏(箱根)/糸瓜(黒白) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

手品(小品)/『ナショナル』扉.カット目次挿画 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

菊(黄菊) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

あざみ ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

小菊 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

相楽園(『鉄筆』表紙)/『ナショナル』カット /相楽園秋景/相楽園小品 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

牡丹 ��鼎��1枚 冖94x7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

夕雲 ��鼎"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

兵庫県新美術聯盟会報表紙 ��鼎"�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

港の街/婦人洋服店/煙草屋 ��鼎"�1枚 冖94x7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

月富士 ��鼎"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

鍛工 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

金蓮花/カーネーション ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

牡丹/椿 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

旦珠沙華/朝顔 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

香/夏 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

秩/冬 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

大阪城遠望(r銃後の大阪』表紙) ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�
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資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

獅子孔(黄葉山) ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

小品夕富士/小品牡丹/全日本写真連盟入選章 ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

街1(中国街) ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

街2(中国街.染物屋) ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

水仙 ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

小品寒牡丹/進水試 ��鼎B�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

斑入り椿 ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

子猫/牛小屋 ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

チューリップ ��鼎B�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

苛薬 ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

蓄彼三彩壷 ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

かきつばた/庭先(後向婦人) ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

カーネーション(庭先) ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

石阪邸玄関/小品黄ばら/石阪商店 ��鼎B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

鍛鉄(『週間朝日』表紙)/向日葵(『週間朝別表紙) ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

室内三彩薯夜/室内貴著夜 ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

支那服と水仙 ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

六月の庭 ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

牡丹室内(画家の部屋) ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

乱菊 ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

庭の雪 ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

文楽/みなとの祭 ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ダリヤ(庭先) ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

遊戯(『週間少国民』表紙)/金魚(『週間朝別表紙) ��鼎b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

牡丹 ��鼎b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

菊(信太郎.蕎々子結婚記念) ��鼎b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

室内 ��鼎b�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

裸婦 ��鼎r�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

桔梗 ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

城の春(白常城) ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

高松港未明 ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

鉄輪温泉 ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

須磨浦残照 ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

甲子園野球 ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

出石陶窯 ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

室内コスモス ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

コスモス/乳児(和枝) ��鼎r�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

水仙 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

室内菊 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

スキー ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

噴水(黒白) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

瀬戸内海(祐三郎一裕子結婚記念) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

赤い帽子 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

堤 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

春園A/春既B/生田神社懐古 ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

-55-



資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

自画像(横顔)/黒部(厚生省国定公園版画) ��鼎��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

果物屋 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

夜のバラ(ダンスホール) ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

神戸博 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

長崎丸進水 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

中日本工業(みなと) ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

姫路城(黒白) ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

神戸丸進水 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

かけひ ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

神戸(r六甲』表紙) ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

川崎製鉄所 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

天の橋立 ��鉄��1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

三輪車(和枝) ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

神戸港僻轍 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

自版像 ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

ひゑんそうとぶろんず ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

みなとのまつり ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

神戸港(メリケン波止場から水上署) ��鉄"�1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

朝露(牡丹) ��鉄"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

ダンスホール(『週間朝日』表紙) ��鉄"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

瀬戸内海 ��鉄2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

ダリヤ ��鉄2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

牡丹 ��鉄2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

花火(シルクスクリーン) ��鉄2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr��ﾄｪI�8鐫��

サ-カス(アメリカンサーカス) ��鉄2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

サーカス ��鉄2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

秋庭(横かけひ) ��鉄2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

水仙 ��鉄B�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

手品 ��鉄R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

店頭(古道具屋) ��鉄R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

シンフォニー ��鉄��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrン���縱#R��

資　　料　　名

ロダン作ジャン･ド･ブイエンヌ

額装仕立､本紙修理裏打
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4.資料の特別利用

(1)館外貸出

貸出先(会場) �5yyx檠kﾂ�会期 �5��B�資料名 

社団法人神戸港振興協 ���ｸ､9vﾙH饂渥��ﾙ�ﾙ5x鹵�17.4.1- 18.3.31 ��ﾈ���5��ブロンズ製平清盛座像(西村公朝) 

17.6.20- �8ﾈ��蒔絵ドガ-スバンク海戦図プラーク蒔絵カデイス海 

(産業技術記念館) 茶�r�2��"ﾓ偵#R��8.21 �95�� 

17.7.7- 滴ﾈ��天正7年羽柴秀吉制札天正8年羽柴秀吉制札天正 

協会(太閤の湯殿館) �+ﾘ/�-ﾈ,(.��9,ll.30 的5��7年羽柴秀吉制札写天正8年羽柴秀書制札写 

17.7.16- �8ﾈ�� 

新聞社(京都国立博物 鰭) ��8.28 的5�� 

17.7.23- �8ﾈ��源平合戦図犀風(教材用参考品)伝雪の御所町出 
夕一一 �9.4 妬5��土軒瓦土師器皿(4) 

17.10.22- 滴ﾈ��東海道高輪風景東海道神奈川之勝景東海道薩唾峠 

代の社会史- 免ﾂ�#r�4点 僞hﾆ�8ﾈ､9;�ｹ,8踊�ﾆ宙決�8ﾍﾉwh駟.X���

生誕110年記念池田遥 ��1件 ���,ﾉ��ｸﾖ��')69w�ｒ�

郁展 汀�r貳ﾂ�#�ﾒ��ゅ�纈�1点 

｢日本三景展｣実行委 ��17.8.2- �(ﾈ��厳島図〇厳島面北図厳島図〇厳島背南国(以上岡眠 
具会(広島県立美術 館) �?ｩgｸ蓼ﾆ�5r�9.4 �)5��山) 

婚礼-ニッポンブライダ ル考 ��r纈�#2ﾒ�ﾆﾂ綯�1件 2点 ��

ひようご美禰鋸連携事 ��17.10.1- 滴ﾈ�� 

南あわじ市滝川記念美 術館.玉音館) ��ﾈ,ﾈ*(,h,�-ﾒ�12.ll 的5��川寛)横たわる裸婦(柳原義達) 

兵庫陶芸美術館 丶ｨｭ亢ﾉD�<�¥ｩ5x.(*ｸ.��-ﾒﾒ�17.10.1- 12.ll ��ﾈ���5�� 

アニマルランド東アジ ��r����"ﾒ�lュ件 倚x5�ｷSXﾘi;ｩ�iIﾙ�y�ﾒ案Y69���著�ｹ�ﾒ�6饐9-��

鰭 ��ll.27 ��)5��洲)烏龍図(川原慶賀)乾鳥.火喰鳥(清窮) 弓廟子図(石川大浪)来禽図巻(小原慶山)虫合戦 (春木南漠)障図黄甲伝腹囲(岩井江琳) 

17,10.14- ��Hﾈ�� 

開化への道- 免ﾂ�#r�40点 ��ﾘ��5hｸY�8ﾙ����8譎F靱ﾘｫ�?ｩgｹv�&��ﾙwｲ���Eﾉ(佝ｘｧIX)/�Xﾙ?ｩW異�>ﾈ､ｩX)/��ﾙ��yyEi�ﾒ�蓼�蓼ｭI;��Yn��I�ﾒ�6�苓�(呵ｹ2唏�z�8�8ｨ��Vﾉi������G�ﾊ僞hﾙ����8蕀�8慄�ﾈﾔﾈ���ｸ�)��ｸ､8ｭﾒ�L�右i�ﾒ�+y$ｩ�ﾈ揵�ﾒ��Vﾈ����y淫Hｭ儉���ﾒ椅��ﾘydhｯB兒厭顯ｸｩｲ閏ﾘ棹ﾋ�>���

17.10.18- ��ﾈ�� 

料館 丶2ﾒ�12.ll ��5��

大分市歴史資料館 �78-h,ﾈ*�+�*ｨ.ｨ曰ﾙ���17.10.21- ll.20 ��ﾈ���5��都の南蛮寺図(複製) 

17,10.22- �8ﾈ�� 

タ- �1■2.ll �95��1号墳出土青銅鏡青銅鏡模造品(参考品) 

北斎展 ��r����#Rﾒ�2件 ��

12.4 �95��北斎) 

市へ- ��r貳ﾂ�2ﾒ��"貳ﾂ�1件 1点 ��
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17.ll.3- 嶋ﾈ��紅毛男女図(田口底谷)プロンホフ家族園(竣義隣) 
18.1.9 悼5��プロンホフ家族固(伝石川孟高)長崎港図(川原慶 賀)長崎港図(川原慶賀複製)更紗縫合下着 亀甲に六稜星文縫合下着染付芙蓉手V.0,Cマ-ク 入り大皿 

財団法人神戸市都市 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��¥｢�17.ll.10- �#hﾈ��市電線路海岸通海洋気象台汽船三宮風景塩 
車博資水彩画展-神戸と ��r貳ﾂ�#2�26点 ��.h.�%yц/�,ﾈ+ﾈ-雹�*ﾈｽ愛8ｭﾙ,ｨ,ﾉ7隍8ｭﾙ,｢�

神戸港暮色-ノ谷風景工場街展望神戸港新緑 
リー) 劔山手風景神戸夕景クレセントビル太山寺晩秋 相楽園の秋観光船入港彩雲兵庫運河錦江暮色 秋の鶴林寺秋のいなみの初秋.宍粟の農家但馬 出石川石の宝殿(以上別車博資) 

明石市立文化博物館 價ﾘﾄ�+8.ｨ+ﾙk���,ﾉ��讖5r�17.ll.19- 滴ﾈ��境川遺跡石鍍(9)同縄文土器(12)大歳山遺跡 
12.18 �#�5��石汲(6)同石匙(2) 

文化庁(米国サンフラ ��17.12.3- ��ﾈ��京都一望図(伝円山応挙) 

鰭) �+ﾘ+��18.2.26 ��5��

伊丹市立美術館 ��18.1.4- ��ﾈ��神戸百景(阪神地下鉄のりば背山眺望神戸駅前 
観光のすすめ �2����6点 儻ｨ初u��ｨﾖ�v(恙�ｹh�n倚r忠�ﾉ�ﾈ����

武雄市教育委員会(読 兀�u倡9�ﾘ��ｭ帝��讓��{��18.2.3- 度ﾈ��東京人ツ山下海岸蒸気車鉄道之図(三代歌川広重) 
雄市図書館ー歴史資料 ��3.19 土5��高輪鉄道より汐留鉄道一覧の図染付開化乗り物図m 
鰭) �59ц､ｨｼc���D餾�u�,��剞�t横浜新盤地高嶋町揚屋三階造海岸遠景之囲大皿 

染付絵入新聞に鉄橋園大皿東海道上り列車鉄道寿語 六鉄道線路改正明細皇国測量全図 

城陽市教育委員会(城 ��18.2.4- ��佇��異人館浴槽肌親花の勝婦湯(国周)時世粧年中行 
陽市歴史民俗資料館) ��3.26 ���5��事之内競細腰雪柳風呂時世粧年中行事之内一陽来復 花姿湯(以上芳幾)諸国道中記温泉道しるべ諸国 温泉効能鑑(′1､)諸国温泉効能鐙(大)明治大兄 立改正新版大日本温泉一覧女風呂図(国周)開化 温泉の図(周延)有馬絵図扇子有馬名所案内有 馬温泉分析表有馬鉱泉水瓶上州草津温泉図上州 草津温泉之図上州草津温泉之臥上野国伊香保高 専浴客諸病癖全快祝宴伊香保鉱泉浴客話柄全快祝宴 (以上周延) 

大津市歴史博物館 ��18.3.4- 4.16 ��ﾈ��Y5��東海道分間絵図 

府中市美術館 ��);�69��,ﾈ鳬�2�18.3.4- 4.16 ��ﾈ���5��今戸瓦焼図(亜欧堂田善) 

日本経済新聞社文化事 業局/7-リア美術館 クラー美術館(ア- 美術館) 冉ｸﾝi5r�18.3.4- 5.14 ��ﾈ���5��風流無くてなゝくせ(葛飾北斎) 
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(2)特別利用

1.館外貸出

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

8 �3b�47 鼎#��

9 鉄2�59 �3���

10 鼎R�55 ��ﾃ�3b�

ll 鼎r�58 鼎釘�

12 �3R�39 鼎s2�

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

13 �3"�33 �#S��

14 �3b�42 �#3B�

15 鼎R�51 �3�R�

16 �3��41 ��s��

17 �#��30 ��澱�

昭和57-平成6年度 �7年度 �8年度 �9年度 

許可件数 劍�b��3cb�鼎s��鼎ッ�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �448 �2ﾃSc��ll ��c��33 ���"�41 �3�B�

模造 �41 田��2 �"�1 ���0 ���

揺 影 �h柯6X8ﾈ7"�377 ��ﾃSc��4 湯�13 �3��14 鼎R�

写真 鉄�"�3,330 免ﾂ�109 �3��155 �#2�110 

掲載許可 �3,482 唐ﾃ涛b�314 都���368 ��ﾃ�C��380 涛ビ�

原版使用 �2,611 唐ﾃ�C��195 鼎���229 塔�r�276 塔3��

紙焼付与 �344 ��ﾃsS��8 ��R�9 �����12 都R�

その他 �330 ��ﾃ3C2�21 塔b�56 ��Cr�52 �##b�

合計 �8,154 �#づs���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�寛数 佇��B�点数 佇��B�卓数 佇��B�点数 
熟覧 �44 �#SB�41 涛c2�48 鉄�"�61 田���

模造 �2 �2�2 �"�3 唐�2 �"�

樵 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�

原版使用 �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 �#���

】合計 �950 �"ﾃc3r�973 迭ﾃ�3r�987 �2ﾃ�SB�1,008 �2ﾃCc"�

14年度 �15年度 �16年度 �17年度 

許可件数 剴Sビ�田C��田�b�田釘�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �71 田cb�57 田3R�50 �33R�52 鼎cb�

模造 �2 釘�1 �2�0 ���2 ��"�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�5 澱�ll �#"�2 �"�8 鼎r�

写真 鉄r�544 鉄B�740 鼎��334 鼎"�394 

掲載許可 �469 ��ﾃ��"�503 ��ﾃSCb�511 ��ﾃ����556 ��ﾃ�c��

原版使用 �283 都�"�331 涛湯�308 塔3r�196 都�r�

紙焼付与 �15 涛R�10 �3��14 塔B�13 鉄2�

その他 �38 ��cb�58 鼎3"�49 ��S2�60 �����

合計 �940 �2ﾃ3sR�1,025 釘ﾃC�b�982 �"ﾃツ2�929 �"ﾃゴ��

穀の件数は昭和60年度以降
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予　　　算

(単位　千円)

年度 項目 湯�10 免ﾂ�12 ��2�14 ��R�16 ��r�

資料購入費 ���ﾃ����10,000 湯ﾃ����9,000 ��Rﾃ����6,300 澱ﾃ����4,200 ���

資料整理費等 ��津s�"�18,303 ��づs���17,027 ��rﾃ�#r�17,027 ��"ﾃ3S"�9,763 唐ﾃ##��

特別展等開催費 ���"ﾃS#��89,313 ��cRﾃ��b�一.`81,228 田Rﾃ3�B�123,194 �#"ﾃs���281,919 ���2ﾃ涛B�

普及事業費 ��津#���21,722 �#�ﾃャ��22,556 ��津c���18,189 ����Rﾃ3#��ll,387 途ﾃゴ��

光熱水費 �#づCCr�28,447 �#づCCr�27,737 �#rﾃs3r�27,737 �#rﾃs3r�27,737 �#2ﾃSsr�

施設管理費等 塔rﾃS3��88,605 塔津Sコ�89,585 塔bﾃS���83,147 都�ﾃ#c��65,026 田�ﾃ�#��

事務費等 ��Bﾃ�釘�13,805 ��2ﾃ�c��12,238 免ﾂﾃ鉄B�ll,955 湯ﾃ��R�19,842 ��津塔��

合計 �#��ﾃSィ�270,195 �3CBﾃ��R�259,371 �#C2ﾃ�C"�287,549 ��c2ﾃS�"�419,874 �#3RﾃSS��

博物館協議会

平成17年度

会　長

吉　村　元　雄　　関西学院大学名誉教授

副会長

百　橋　明　穂　　神戸大学文学部教授

委　員

熊　丸　幹　子　　神戸市立小学校教育研究会社会科副部長(桜が丘小学校長)　　　　　　　(学校教育)

紺　谷　宜　孝　　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(渚中学校長)

中　山　良　一　　神戸市立高等学校教育研究会地歴科部会長(摩耶兵庫高等学校長)

越　智　正　篤　　神戸市pTA協議会家庭教育専門委貞長

酒　井　行　雄　　神戸労働者福祉協議会会長

藤　原　礼　子　　神戸市婦人団体協議会会長

安　田　恵　子　　特定非営利活動法人こうベユースネット理事

奥　平　俊　六　　大阪大学大学院教授

神　木　哲　男　　奈良県立大学学長

川　越　俊　一　　独立行政法人文化財研究所　奈良文化財研究所平城宮跡発掘調査部長

曽　根　ひろみ　　神戸大学国際文化学部教授

田　端　泰　子　　京都橘女子大学学長
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名誉館長-館長

職　員

名誉館長　笹

館　　長　西

僚　機幸　和山　川

撃慧雷雲小林和夫

副館長　石　山　靖　男

管理課

管理課長　大　谷　敏　男

管理係長　山　中　浩　史

事務職員　福　田　信　安

･/　　木　下　広　昭

学芸課

学芸課長　中　村　善　別

事業係長　問　屋　真　一

職員の移動

17.3.31杉田　文夫(館　　長)退任

17.3,31岸本　隆昌(管理課長)退職

17.4. 1麻田　明生(指導主事)転出

17.4.22　富山　直人(学芸課)転出

管理課　　　　管理係

指導主事　紀洲谷　浩　市

学芸員　口　野　博　史

国木田　明

松　林

金　井

小野田

学芸係長

主　　査

指導主事

学芸貞

久　　滞　藤　井　盛　田　原　野高　岡　成　近　田　勝　池　場　川

宏　紀　1　智　泰　勝　連　玲　典　　　　意

子　典　子幸広　正　嗣　志　子　子　毅　晃　l

〔平成18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

17. 4. 1大谷　敏男(管理課長)みなと総局より転入

17. 4. 1紀洲谷浩市(指導主事)垂水東中学校より転入

17.4.22　川野　憲一(学芸課)文化財課より転入

17. 5. 1西川　和機(館　　長)就任

-64-



神戸市立博物館年報No.22 
-平成17年度- 

発行年月日平成19年3月31日 

編集.発行神戸市立博物館 

〒65か-0034神戸市中央区京町24番地 

TEL(078)391-0035 

印刷有限会社岸本出版印刷 

〒652-0806神戸市兵庫区西柳原町3番29号 

神戸市広報印刷物登録　平成18年度第286号

(広報印刷物規格A- 1類)


