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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回開

催､視察調査を6回実施)

50. 3　　　　同委員会博物館部会が｢神戸における博物館の基本構想｣を答申

52. 3　　　　東京銀行と同行神戸支店建物の博物館転用計画について合意

53. 4　　　　教育委員会事務局社会教育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｡博物館組織発足｡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｡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)｡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匝【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｢廷る幕末写真展｣開催

4-5　　第18回特別展｢日本絵画名作展｣開催

6-7　　第19匝Ⅰ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･粋と英一｣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｢P,当元禅師生誕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匝Ⅰ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｢中国明暗名画展｣開催

5　　　　副館長に崎山昌贋就任

6-7　　第41回特別展｢正倉院の故郷-中国の金･銀･ガラス展｣開催

10-12　　第42回特別展｢森英恵とパリ･オートクチュール｣開催

5. 1-3　　第43回特別展｢銅鐸の世界｣開催

2. 20　　開館10周年記念講演会(講師　陳舜臣民)開催

3 - 5　　第44回特別展｢ルーヴル美術館200年展｣開催

5-6　　第45回特別展｢花と鳥たちのパラダイス展｣開催

アーバンリゾートフェア'93｢トーマス･マックナイト展｣開催

7-9　　第46回特別展｢栄光のオランダ絵画と日本展｣開催

アーバンリゾートフェア'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　　　　三輪忠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53回特別展｢マリ-･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　永遠なる敦僅｣開催

3　　　　三輪息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匝】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[司特別展｢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･放言博物院　黄金の至宝展｣開催

7-9　　第77回特別展｢川西英の新旧相中戸百景』｣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｢措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､副館長に石山晴男就任

7-8　　第83回特別展｢南蛮堂コレクションと池長孟｣展開催
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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EEl文夫館長退任

5　　　　館長に西川和輝元教育長が就任

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

18. 3　　　　小林和夫副館長兼事務局長退職

18. 4　　　　黒脊剛副館長兼事務局長就任

石山靖男副館長退任

5　　　　横山郁助副館長就任

4-5　　第92回特別展｢江戸の誘惑｣展開催

9-19,1第93回特別展｢オルセー美術飴展｣開催

19. 1 -2　　第94回特別展｢神戸の文化財Ⅱ｣展開催

3-6　　第95回特別展｢大笑博物館　ミイラと古代エジプト展｣開催
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事業概要

平成18年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第23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)｡

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おこなってきました｡

平成18年度は､特別展としてほ｢江戸の誘惑｣ ･ ｢オルセー美術館展｣ ･ ｢神戸の文化財Ⅱ｣と年

度をまたがり｢大英博物館　ミイラと古代エジプト展｣を､また企画展は｢はくぶつかんのコレクショ

ン展｣ ･ ｢"ホンモノ"たちが教科書をとび出した!｣ ･ ｢クロニクル異国趣味展｣ ･ ｢空から眺め

る｣を開催しました｡

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｡そして､ ｢子どものためのワークショップ｣も各特別展･企画展で開催して

います｡

また､ ｢オルセー美術館展｣では､ ｢障害者のための鑑賞会｣を､休館日の平成18年10月16日(月)

に設けました｡さらに､子どものための特別鑑賞日として､ 12月25日(月)に｢クリスマスこども鑑

賞会｣を､就学前の子どもとその保護者のために､ 12月26日(火)に｢ちいさな子どもたちといっしょ

･親子鑑賞会｣を､それぞれ休館日におこないました｡ ｢大英博物館　ミイラと古代エジプト展｣で

も､休館日の4月2日(月)に｢春休み親子鑑賞会｣を設けました｡ ｢国際博物館の日｣ (5月18日)

と｢関西文化の日｣ (11月19･20日)のグッズ･プレゼントも実施しました｡その他､各種共催事業

もおこなっています｡

刊行物としては､特別展図録･館蔵品日録･研究紀要･年報･博物館だより等を発行しています｡

平成18年度の開館日数は286日で､うち特別展は167日でした｡入館者総数は558,847人｡入館者の

内訳は､常設展22,671人､特別展531,625人､普及事業参加者4,551人です｡

また､学校団体の来館は181校でしたoトライやるウイ-クも19校36人が研鐙に励みましたo学校

授業への職員派遣は50校でした｡博物館実習は､ 23校計39人を3班に分けて各5日間行ないました｡

一方､館外貸出は27件249点､特別利用は833件2,359点でしたo

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｡

この年報により､平成18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92回特別展

ボストン美術館所蔵　肉筆浮世絵展

江戸の誘惑

･内　　容/

アメリカのボストン美術館には世界最大級の浮世絵コレクションがある｡中でも肉筆浮世絵は量産品であ

る版画とちがい､ふだん版画の下図を手がける浮世絵師が特別の注文によって措いた､一品きりの貴重品で

あるoボストンにある肉筆浮世絵約700点は､明治時代に来日したボストンの富豪ウイリアム･ビゲロー(1850
-1926)の収集品を主体とする｡ビゲロー･コレクションは1911年頃ボストン美術館に寄贈された後､彼の

遺志を尊重した美術館の決定でほとんどが門外不出とされ､最近まで十分な調査はおこなわれなかった｡1996

年から始まった調査プロジェクトによって名品の新発見が相次ぎ､ようやくその全貌が明らかとなったので

ある0本展は幻のビゲロー･コレクションを中心に68件81点を精選した､第一級の肉筆浮世絵作品の里帰り

展o全68件のうち54件が日本初公開o

･会　　期/平成18年(2006) 4月15日(土)～5月28日(日)

･会　　場/特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館重

･主　　催/神戸市立博物館､ボストン美術館､朝日新聞社､朝日放送

･後　　援/外務省､文化庁､アメリカ大使館

･特別協賛/フイデリティ投信

･協　　賛/大日本印刷

･協　　力/日本航空

･入館料/ (当日･一般) 1,300円

･開催目数/39日

･入館者数/136, 949人

･出品点数/81点

･関連事業/会場　地階講堂　午後2時～3時30分

(1)記念講演会

4月15日(土)

｢北斎の芸術的才能を探る一作品の修復から｣

フィリップ･メレディス氏(ボストン美術館アジア修復部)

5月13日(土)

｢ビゲローコレクションを調査して｣

内藤正人氏(出光美術館主任学芸貞)

5月20日(土)

｢ボストン美術館の日本絵画｣

成揮勝嗣(神戸市立小磯記念美術館学芸係長)

(2)ワークショップ

子どものためのワークショップI ｢妖怪絵巻をつくろう!｣

4月29日(土･祝)､30日(日)

各日　午前10時30分～12時30分

午後　2時-4時
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子どものためのワークショップⅡ (日博協地域こども教室推進事業)

5月3日(水･祝) -7日(日) (各日3回)　｢自分の"のぼり"をつくろうl｣

5月13日(土)､ 14日(日)､ 20日(土) (各日3回)  ｢ミニチュア犀風をつくろう!｣

5月21日(日)､ 27日(土)､ 28日(日) (各日3回)  ｢ぬり絵でミニ妖怪絵巻をつくろう!｣

各日　午前11時30分～12時

午後1時30分-2時､ 3時～3時30分

図録 B2ポスター　　　　　　　　　　こどものための鑑賞ガイド
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1江戸四季風俗囲巻

無款(愛川派)貞享年間(168411688)

巻子一巻　絹本著色

344×8595

2　四季風俗図着

西川祐信　享保年間(1716-1736)頃

巻子一巻　紙本書色

326×5452

3　線台美人図

宮川長春　享保年間(1716-1736)

掛幅一幅　納本着色

850×358

4　朝顔を採る美人

宮川春水　元文-延事項(18世紀前半)
掛幅一幅　耗本署色

843×165

5　隅田河畔春遊園

鈴木春信　明和年間(1764-1772)

掛幅一幅　絹本着色

327×548

6　雪景美人図

鈴木容量　安永年間(1772-1781)

掛帽一幅　絹本着色
880×350

7　向島行楽図

歌川豊春　天明後期～寛政前期(18世紀後半)

掛幅一幅　絹本着色

662×1220

8　春造物啓国展風

勝川春草　寛政年間(1789-1801)前期

六曲一双　紙本書色
各隻1409×3410

9　振袖美人囲

北尾重政　安永末一天明初(18世紀後半)
掛幅一幅　絹本着色
869×314

10　樹下美人図

鳥居清長　天明4年(1784)頃

掛幅一幅　絹本著色
875×344

11花下の若菜摘み

水野底朝　天明後期～寛政初期頃(18世紀後半)

掛幅一幅　絹本着色

920×345

出品日録

12　隅EE川渡舟区

点文京栄之　文化年間(1804-1818)質

掛帽一幅　絹本若色

375×534

13　鏡面糞入園

葛飾北斎　文化2年(1805)頃

掛幅一幅　絹本著色

1387×575

14　大原女図

着飾北斎　文化末～文政初(19世紀前半)
掛帽一幅　絹本若色
907×335

15　東都佃ノ漁舟

歌川広重　嘉永年間(1848-1854)

掛幅一幅　絹本若色

910×310

16　初美入国･桜美人Cg ･楓美人図

鳥文京栄之　享和一文化前期頃(19世紀前半)
掛帽三幅(三幅対)絹本著色
各953×328

17　朱雀旭因幡

葛飾北斎　文化2年(1805)頃

職絵　木綿地朱彩

2360×940

18　芝居町･遊里国展風

菱川師宣　貞享-元禄年間(1684-1704)

六曲一双　紙本署色･金箔

各隻1398×3552

19　遊女道中図

無欺く菱川師宣)天和年間(1681-1684)頃

掛幅一幅　絹本薯色

800×393

20　砕台美人図

懐月堂(長陽堂)安知　宝永-正徳年間頃(18

世紀前半)
掛幅一幅　紙本書色

968×510

21立婆遊女国

松野親信　宝永～正徳年間頃(18世紀前半)
謝幅一幅　絹本若色
1001×422

22　吉原風俗国展風

無款(宮川長春)宝永-享保初(18世紀前半)
大曲一隻　紙本着色
832×2666
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23　引手茶屋前の遜女
一筆斎文調　明和6,7年(1769. 1770)

掛帽一幅　絹本着色

1000×365

24　雪月花駈

歌川豊春　寛政年間(1789-1801)

掛帽三幅(三幅対)絹本着色
各1173×347

25　三都美人図

勝川春林　寛政年間(1789-1801)頃

掛帽三幅(三幅対)絹本著色
各985×323

26　青原大門内花魁道中図

歌川豊国　寛政7年(1795)頃

掛幅一幅　絹本著色
460×690

27　遊女と禿図

喜多川歌麿　寛政年間(1789-1801)初期

掛幅一幅　絹本着色

854×335

28　芸妓と仲居

歌川豊国　文化年間(1804-1818)末頃

掛幅一幅　絹本着色
1615×820

29　遊女五着図

菱川宗理　寛政10年-文化中頃(18世紀末-
19世紀初期)

掛幅一幅　絹本着色

975×360

30　遊女と売国

菱川宗理　寛政10年一文化中頃(18世紀末～
19世紀初期)

掛幅一幅　絹本著色

855×332

31芸妓園

演者英泉　天保3-5年(1832-1834)

掛幅一幅　絹本着色
1037×412

32　吉原酒宴図

月斎峨眉丸　寛政12年(1800)

掛幅一幅　絹本著色

392×515

33　画巷｢魚の鮪｣

鳥文斎栄之　文化年間(1804-1818)

巻子一巻　絹本若色
306×5360



34　画巻Tあぶな絵尽くし｣

勝川蕃潤　天明後期一寛政前期頃(18世紀後半)
巻子一巻　絹本著色
269×4424

35　唐獅子囲

葛飾北斎　弘化元年(1844)

鞭砂絵　絹本若色

66　6×71 6

36 JL息国展風

葛飾北斎　天保6年(1835)

八曲一隻　紙本書色　金切箔　砂子

358×2332

37　絵看板　錦木栄小町

無款(鳥居派)宝暦8年(1758)

額装-面　舵本署色

1776×972

38　絵看板　劫童顔咲分勇者

無款(鳥居清浦)明和4年(1767)

額装二面　鹿本着色
各1790×82　7

39　鈴音頓　出せ太平紀

無款(鳥居清浦)安永4年(1775)

額装一面　紙本署色

163　9×127　5

40　草摺曳図

鳥居清侶　享保年間(1716-1736)頃

掛帽一幅　紙本書色
801×343

41二葉入国

奥村政信　正徳六年-享保2年頃(18世紀前半)

掛帽一幅　絹本若色

367×541

42　遊粂図着

宮川長春　享保年間(1716-1736)前期

巻子一巻　紙本署色

275×3855

43　女舞匡l

富川長春　宝永～享保前期頃(18世紀前半)
掛幅一幅　紙本若色

945×554

44　石横国

勝川春草　天明7,8 (1787､ 1788)午

掛幅一幅　絹本著色
825×325

45　女万歳囲

歌川豊春　夫明後期-寛政年間(18世紀後半-
19世紀初期)

掛帽一幅　絹本着色

982×438

46　三味線を弾く美人Bl

喜多川歌麿　文化元年～ 3年(1804-1806)頃

掛帽-帽　絹本著色
415×830

47　三曲合葬BI

葛飾応為　文政-天保年間頃(19世紀前半)
掛幅一幅　絹本著色

465×675

48　三代El中村歌右衛門

歌川豊国　文化9年(1812)

掛幅一幅　絹本著色
1027×446

49　雑画巷

懐月重安度　宝永一正徳年間頃(18世紀前半)
巻子一巻　紙本書色

28 1×6608

50　草子洗小町囲

奥村政信　正徳～享保年間初期頃(18世紀前半)
掛帽一幅　紙本書色

380×558

51見立羅生門･見立小倉山国屑風

奥村政信　享保年間(1716-1736)

二曲一隻　耗本署色　押絵粘

各図131 4×57 7

52　見立江□･石橋囲

竹田春信　享保年間(1716-1736)

掛幅双幅　綿本書色

各858×352

53　見立和漢故事人物図

川又常正　延章一寛延年間頃(18世紀中期)

掛帽三帽(三幅対)絹本著色
各851×272

54　玉慮弾琴図

西川祐倍　享保年間(1716-1736)頃

掛帽一幅　耗本著色
880×390

55　文机の遊女(見立関羽園)

磯EB漸髄斎　安永末-天明初(18世紀後半)

瀞幅一幅　絹本着色
750×380

56　裾禄寿と遊女･芸妓函

狩野周卜､磯EEI漸能斉､北尾童政　安永年間

(1772-1781)後期頃

掛幅一幅　絹本若色
815×327

57　見立江口の君EgE

勝川春草　天明5,6年(1785､ 1786)頃

掛帽一幅　絹本著色

958×392

-ll.I

58　見立松風村雨園

勝川春草　天明3,4年(1783､ 1784)頃

掛帽一幅　絹本薯色

920×430

59　見五三酸国

鳥文斎栄之　文政4年(1821)

掛幅一幅　絹本着色
973×403

60　玄衷嶺貴妃選集図

窪　俊満　天明末～寛政初頃(18世紀後半)

准卜幅一幅　絹本若色

530×852

61見立高砂図

窪　俊満　天明末～寛政初頃(18世紀後半)

掛幅一幅　絹本若色

794×295

62　砧打ち美人図

窪　俊満　天明年問(1781-1789)後期頃

掛帽一幅　絹本墨画淡彩
768×306

63　李白観意図

葛飾北斎　嘉永2年(1849)

掛幅一幅　絹本若色
934×300

64　月下猪図

葛飾北斎　文政年間(1818-1830)

掛帽一幅　鹿本墨画淡彩

1392×590

65　変化画巻(上下巻)

菱川師宣および菱川派　貞享2年(1685)

春子二巻　耗本淡彩

450×13729､ 450×15144

66　百鬼夜行図巻

鳥山石燕　安永年間(1772-1781)頃

巻子一巻　絹本著色

278×431 5

67　提灯絵　龍虚

無款(葛飾北斎)文化年間(1804-1818)頃

巻千一巻　紙本書色

高さ406奥行き305

68　提灯絵　龍蛇

無款(葛飾北斎)文化年間(1804-1818)頃

巻子一巻　耗本著色

高さ508奥行き305



(2)第93回特別展

オルセー美術館展

-19世紀　芸術家たちの楽園一

･内　　容/

オルセー美術館は､ 1900年のパリ万国博覧会にあわせて建造されたオルセー駅を改装し､ 1986年に誕生し

た｡開館以来､セーヌ河をはさんで対岸に位置するルーヴル美術館と人気を二分し､世界各国から年間約300

万人の来場者を集める世界屈指の美術館となっている｡

開館10年日にあたる1996年に､世界に先駆け､はじめてオルセー美術館のコレクションを稔合的に紹介す

る｢オルセー美術館展-モデルニテ:パリ近代の誕生｣が東京都美術館と神戸市立博物館で実現し､ 99年に

は第2回として｢オルセー美術館展-19世紀の夢と現実｣が神戸市立博物館と国立西洋美術館で開催された｡

過去2回の展覧会は､ともに単なる美術品の展示にとどまらず､ 19世紀後半から20世紀初頭にかけての社会

背景､時代精神と芸術･文化の関係を浮き彫りにし､もっとも輝かしい芸術創造の半世紀といわれる時代の､

豊穣な美の世界を紹介するものとなった0

3回目となる本展は､オルセー美術館関銭20周年と日本経済新聞創刊130周年を記念して開催したもので､

初回から10年以上の長い歳月をかけて育んできた､日仏共同の展覧会の3部作(トリロジー)の集大成とな

るものであった｡

19世紀の芸術家たちは急激な都市化､産業化の波にさらされるなかで､それぞれの理想にかなう制作の場
-"楽園"を探し求めたo　それは時に友人や家族に囲まれた故郷の大地であり､遠く離れた見知らぬ新天地､

あるいはひそかに想像力を育む都会のアトリエであることもあったo　この展覧会は､こうした19世紀の芸術

家たちと､その創作の秘密に密着した場所､環境との関係をオルセー美術館の所蔵品-印象派をはじめとす

る名画､彫亥lJ､工芸品､写真などを通して浮かび上がらせようとするものであった｡

･会　　期/平成18年(2006) 9月29日(土)-平成19年(2007) 1月8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､オルセー美術館､日本経済新聞社

･後　　援/フランス大使館

･協　　賛/アサヒビール､キヤノン､損保ジャパン､ダイキン工業､大日本印刷､東レ､日興コ-デイアル

グループ
･協　　力/日本航空

･入館料/ (当日･一般) 1,500円

･開館日数/83日間

･入場者数/351, 161人

･出品点数/140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

9月30日(土)

｢印象派から近代美術へ　オルセー美術館のコレクションを通して｣

セルジュ･ルモワンヌ氏(オルセー美術館館長) 〔通訳付〕

10月21日(土)

｢楽隊としての日本一ジャポニスムと印象派再考｣

岡　　泰正(神戸市立博物館主幹･学芸員)
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(2)障害者のための鑑賞会

10月16日(月) 〔休館日〕

(3)子どものためのワークショップ　午前10時～12時､午後2時-4時

12月9日(土)　｢油絵を描いてみよう!｣

12月16日(土)　｢ゴッホの寝室をつくろう｣

(4)クリスマスこども鑑賞会

12月25日(月) 〔休館日〕午前9時30分～12時30分､午後2時～5時

(5)ちいさなこどもたちといっしょ･親子鑑賞会(対象:就学前の子どもとその保護者)

12月26日(火) 〔休館日〕午前10時-午後5時

こどものための鑑賞カイト

13

B2ポスター

カイドフック



_ ∴=∴
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出品目録

Ⅰ,親密な時間

cat no　　作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品名

1　　　エドガ一･ドガ　　　　　　　　　　　　　　　　テレーズ･トガ

2　　　　ジェームズ･アポットマクニール･ホイyスラー　　　灰色と黒のアレンジメント第1番､画家の母の肖像

3　　　　ヘルトモリゾ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆりかご

4　　　　クロートモネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　アパルトマンの一隅

5　　　　アン1)･フアンタンニラトウール　　　　　　　　　　　　シャルロットデュプール

6　　　　ピェ-ル-オーギュスト･ルノワール　　　　　　　ジュ1)一･マネ(あるいは猫を抱く子供)

7　　　　モーリス･ドニ　　　　　　　　　　　　　　　　　青いズボンの子供

8　　　　オデイロン･ルドン　　　　　　　　　　　　　　　　セーラー襟のアリ.ルドン

9　　　　エドゥアール･ウェイヤ-)i,　　　　　　　　　　　3つのランプのあるサロン､サン-フロランタン通り

10　　　7ェルナン･クノノブフ　　　　　　　　　　　　　　マリー･モンノン

11　　　7ェリyクス･ヴァロノトン　　　　　　　　　　　　　　ボール

12　　　ア)i,ヘール･ハルトロメ　　　　　　　　　　　　　温室の中で

13　　　　エドガ一･ドガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルネ･トガ

Ⅰ4　　　　エドガ一･ドガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルネ･ドガ

15　　　エドワ-トコ-リー･ハーン-ジョーンズ　　　　　女性の横顔､ ≪運命の輪》の習作

16　　　エドワートコJ)一･ハーン-ジョーンズ　　　　　　目を伏せた女性の顔､ 《運命の輪3)の習作

17　　　アンリ･フアンタンニラトウール　　　　　　　　　　　自画像

1.特別な場所

cat no　　作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品名

18　　　ジャン二フランソワ･ミレー　　　　　　　　　　　　グレウイルの教会

19　　　エドゥアール･マネ　　　　　　　　　　　　　　　プーローこュ港の月光

20　　　ウシェーヌ･ブーダン　　　　　　　　　　　　　　トルーザイルの海岸

21　　クロード･モネ　　　　　　　　　　　　　　　　　アルジャントウイユの船着場

22　　　アルフレッド･シスレー　　　　　　　　　　　　　　洪水と小舟

23　　　カミーユ･ピサロ　　　　　　　　　　　　　　　　赤い屋根､村のはずれの冬の印象

24　　　　エドゥア-ル･マネ　　　　　　　　　　　　　　　　アンリ･ロシュフォールの逃亡

25　　　クロード･モネ　　　　　　　　　　　　　　　　　ペリールの岩､打ちつける波

26　　　クロード.モネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルーアン大聖堂

27　　　ジヨルジェ･スーラ　　　　　　　　　　　　　　　ポールエタン-ペソサンの外港､満潮

28　　　　ポール･シニヤツク　　　　　　　　　　　　　　　　レ･ザンドリー､河碇

29　　　テオ･フアンルイセルベルへ　　　　　　　　　　　舵を取る男

30　　　オデイロン･ルドン　　　　　　　　　　　　　　　　ペイルルハードの道

31　　　シャルル･ネ-グル　　　　　　　　　　　　　　　カンヌ近郊の風景

32　　　ギュスターヴ･ル･グレイ　　　　　　　　　　　　　セ-トの大波

33　　　アンリ･ル･セノク　　　　　　　　　　　　　　　　急流の前景､モンミライユ

34　　　　7レデリノク･エヴアンス　　　　　　　　　　　　　　イーリー大聖堂､ノルマン人の記憶

35　　　　ロペール･ドマシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　フルターこュにて

36　　　　ロペール･ドマシー　　　　　　　　　　　　　　　　クリシーのセーヌ河

37　　　エドワ-トスタイケン　　　　　　　　　　　　　　田園､月光

38　　　エドワ-トスタイケン　　　　　　　　　　　　　　月光､池

39　　　エドワ-トスタイケン　　　　　　　　　　　　　　谷への道､月光

40　　　ポール･ピュルティー･アウイランド　　　　　　　　　ニューヨーク､夜



cat no　　作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品名

41　　　ア)レフレットステイ-グリッツ　　　　　　　　　　　スタート地点へ

42　　　アルフレットステイ-グリッツ　　　　　　　　　　　希望の都市

43　　　エルス･夕-ルマン　　　　　　　　　　　　　　エッフェル塔に向かう4人の男

Ⅲ.はるか彼方へ

cat no　　作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品名

44　　　ピェ-ル･ボナール　　　　　　　　　　　　　　　水の戯れ､旅

45　　　フィンセントフアン･ゴノホ　　　　　　　　　　　　アルルのゴッホの寝室

46　　　　フィンセントフアン･ゴッホ　　　　　　　　　　　　　アルルのダンスホール

47　　　ポール･セザンヌ　　　　　　　　　　　　　　　　サント-ヴイクトワール山

48　　　アンリ-エドモン･クロス　　　　　　　　　　　　　タ風

49　　　ポール･ゴーガン　　　　　　　　　　　　　　　ウメテ(深皿)

50　　　ポール･ゴーガン　　　　　　　　　　　　　　　　額

51　　　ポール･ゼ)ユジエ　　　　　　　　　　　　　　　護符

52　　　ポール･ゴーガン　　　　　　　　　　　　　　　黄色いキリストのある自画像

53　　　ポール･ゴーガン　　　　　　　　　　　　　　　黄色い積みわら(黄金色の積り入れ)

54　　　エミールベルナール　　　　　　　　　　　　　　日傘を持つブルターニュの女たち

55　　　エミール･ベルナール　　　　　　　　　　　　　ボワ･ダムール(愛の森)のマドレーヌ

56　　　モーリス.トニ　　　　　　　　　　　　　　　　　天国

57　　　マクシム.デュ･カン　　　　　　　　　　　　　　カイロの外国人居留区の家と庭(*1)エントの服装のギュスターヴ･フローヘール)

58　　　マクシム･デェカン　　　　　　　　　　　　　　ヌビア､イプサンプール､ (アブ･シンベル神殿)､スペオス･トフレの西側の巨像

59　　　7ェリノクス･テこヤール　　　　　　　　　　　　セプア､神殿､道の左側の巨像とスフィンクス

60　　　7ェリックス･テニヤール　　　　　　　　　　　　ダノカ､プセルシス村とナイルの河岸

61　　　7ェリックステこヤール　　　　　　　　　　　　　デール､岩の中に刻まれた遺跡､左側の柱と彫刻

62　　　フェリックス･テこヤール　　　　　　　　　　　　　フイラエ､第一の柱頭､東側の開口部の上に彫られたフランス語の碑文

63　　　7ェリックス･テニヤール　　　　　　　　　　　　アブキールの断崖､急流と花尚岩質の小島

64　　　ジェームズ･ロバートソン､フェリーチェ･ベアト　　　　中東の神殿の廃櫨の訪問者

65　　　ジョン･ビアズリー･グリーン　　　　　　　　　　　カルナック､多柱室､南の入口

66　　　ジョン･ビアズリー･グリーン　　　　　　　　　　　　ゲジレの村､テ-ベ

67　　　ジェームズ･ロハートソン､フェリーチェベアト　　　　カイロ近郊の聖母樹

68　　　ジェームズ･ロバートソン､フェ1)-チェ･ベアト　　　サン･テチエンヌ門､エルサレム

69　　　ジェームズ･ロバートソン　　　　　　　　　　　　　コンスタンチノープル､古い宮殿の皇帝の門

70　　　ロジャー･フェントン　　　　　　　　　　　　　　　接岸地帯と操車場､バラクラヴァ

71　　　ロジャー17ェントン　　　　　　　　　　　　　　　埠頚､バラクラヴァ

72　　　フィリップ-シヨゼフ･プロカール　　　　　　　　　手水鉢

73　　　ルイニコンスタン･セヴアン､Fハルブデイエンヌ工房　大型装飾花瓶

74　　　エミールIL,ベール､テオドール･デノク　　　　　　　花瓶

75　　　テオドール.デノク　　　　　　　　　　　　　　　大きな飾り鉢

76　　　　エドモン･ラシュナル　　　　　　　　　　　　　　　皿､イスこク･スタイル

77　　　　ウイリアム･フレントトモルガン　　　　　　　　　　皿

78　　　インド会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　書棚:三段の飾り棚
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Ⅳ.芸術家の生活-アトリエ･モデル.友人

cat no　　作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品名

79　　　　アンリ･フアンタンニラトウール　　　　　　　　　　　　パティニヨ-ルのアトリエ

80　　　　7レデリノクp/†ジール　　　　　　　　　　　　　　ハジールのアトリエ､ラ･コングミヌ通り

81　　　7レデリック･バジール　　　　　　　　　　　　　　メリグの別荘のテラスにおける家族の集い

82　　　ピェ-ル-オーギュストルノワ-)i,　　　　　　　バジールの肖像

83　　　エドゥアール･マネ　　　　　　　　　　　　　　　すみれのブーケをつけたヘルトモリゾ

84　　　エドガードガ　　　　　　　　　　　　　　　　　エドゥアール･マネの肖像

85　　　ピェール-オーギュストルノワール　　　　　　　絵筆を持つクロートモネ

86　　　　ポール･セザンヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　ギュスターヴ･ジェフロワ

87　　　　モーリス･ドニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドカとモデル

88　　　アンリ･ド･トウールーズ-ロートレノク　　　　　　　　ポール･)レクレルク

89　　　ロヴイスコリント　　　　　　　　　　　　　　　　ユリウス･マイヤー-グレー7ェ､作家･美術史家

V.幻想の世界へ

cat no　　作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品名

90　　　　ギュスタ-ヴ･モロー　　　　　　　　　　　　　　　　ガラテア

91　　　ウイテスラ7･カレル･マチェック　　　　　　　　　　預言者リブザ

92　　　　オデイロンりレドン　　　　　　　　　　　　　　　　キャリバンの眠り

93　　　オデイロン･ルトン　　　　　　　　　　　　　　　　男と輪

94　　　オデイロンリレトン　　　　　　　　　　　　　　　　煙突の上の小さな悪魔

95　　　オティロンルドン　　　　　　　　　　　　　　　　2つの球体の間に座る男

96　　　ジュゼノペ･ペリノツア･ダ･ヴオルペ-ド　　　　　　死せる子供(あるいは夫折の花)

97　　　ヴイルヘルム･ハンマースホイ　　　　　　　　　　室内､ストランゲ-デ30番地

98　　　へオルへへンドリノク･プレイトネル　　　　　　　　月光

99　　　レオン･スピリアールト　　　　　　　　　　　　　　月光と灯火

100　　　ジョアン･コンサレス　　　　　　　　　　　　　　　丘の上にそびえる2本の大木

101　　ジョアン㌧ゴンサレス　　　　　　　　　　　　　　火事

102　　　ジョアン･ゴンサレス　　　　　　　　　　　　　　　大木

103　　　テオフィル･アレクサンドル･スタンラン　　　　　　　パリの幻想

104　　　ウジェ-ヌ･カリエール　　　　　　　　　　　　　　夜のクリシー広場

105　　　アウダストストリンドペソ　　　　　　　　　　　　　波Ⅶ

106　　　ピェ-ルゼユヴイス･ト･シャウアンヌ　　　　　　　水浴する女性､パリ市庁舎の装飾《夏》の習作

107　　　ピェ-ル･ピュヴイストシャヴアンヌ　　　　　　　化粧する女性

108　　　ウジェ-ヌ･かノエール　　　　　　　　　　　　　　縫いものをする女性

109　　　ルイ･アルマン･ラノサンフォツス　　　　　　　　　敬(ポートレ-ルF悪の華』の挿画の準備素描)

110　　　ジュリアン･アドルフ･チエウオセル　　　　　　　　　目の飛び出した頭蓋骨

111　　ルネ･ピオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　電ニンフの香り3, (ジイド邸の壁画)の習作

112_115　ガストン･ルドン　　　　　　　　　　　　　　　　パリ､モンパルナス墓地のセザール･フランク(1822-1890)の墓廟の習作

I 12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頭蓋骨を頂く葬儀のための建造物

113　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葬儀のための建造物

I 14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山に囲まれた葬儀のための建造物

I 15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土星と幻想的風景
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cat no　　作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品名

116ー119　フランソワ･ガラ　　　　　　　　　　　　　　未来の宗教のためのさまざまな神殿

116　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベ-ト-ウェンに捧げる思索のための神殿､神殿幻想､月光

117　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未来の宗教のための神殿一死

1 18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未来の宗教のための神殿

1 19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未来の宗教のための神殿

120ー122　フランソワ･カラ　　　　　　　　　　　　　　　芸術家の室内

120　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演壇の断面

121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オルガンの断面

122　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暖炉の断面

123　　ジュリア･マ-ガレノトヰヤメロン　　　　　　　　モード､テニソンr王の口園詩』の挿図

124　　ジュリア･マ-ガレソトキヤメロン　　　　　　　　ファニーサン･ジョンの横顔

125　　7ェルナン･クノップフ　　　　　　　　　　　　扮装して座るマルグリノトクノツプフ

126　　7ェルナン･クノノブフ　　　　　　　　　　　マルグリノトクノブプ7､画家の妹､ ≪秘密》の習作

127　　　ジョージ.シーリー　　　　　　　　　　　　　　　ほたる

128　　クラレンス･ホワイト　　　　　　　　　　　　　　朝

129　　　アルフレットステイーダリyツ　　　　　　　　　　ジョージア･オキーフ

130　　　エドワ-トスタイケン　　　　　　　　　　　　　思い出

131　　ジョージ･シーリー　　　　　　　　　　　　　　ローマの炎上

132_135　ジョルジュ･ラコンプ　　　　　　　　　　　　　ベノドの木枠

132　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存在

133　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誕生

136　　パコ･デュリオ(本名フランシスコ･ヂュリオ･デ･マトロン)人間の形をした壷

137　　　ジャンかノエス　　　　　　　　　　　　　　カエルもどき

138　　　ジャン-デジレ･ランジェル･デイルザック､エルネストシャプレ　行列の形をした箱

139　　　シャン-デシレ･ランジェル･デイルザック､エミールミュレ-ル社　妄想

140　　　ポレスラス･ピエガス　　　　　　　　　　　　　　スフィンクス
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(3)第94回特別展

神戸の文化財Ⅱ

-神戸市指定文化財を中心に一

･内　　容/

神戸市には､国宝桜ケ丘銅鐸や五色塚古墳､北野の洋風建造物群など全国に知られる文化財がたくさん遺

されている｡国や兵庫県の指定する文化財も270件を超え､地域のなかで守り伝えられた文化財も数多く存

在する｡

神戸市は平成19年3月､市の文化財保護条例制定から10年を迎えたoこれを記念し､文化財に対する理解

を深め､文化財を通して郷土に対する誇りと愛情を育む一助となればと考え､企画したのが本展である｡本

展では神戸市指定文化財を中心に､ 1983年度に当館で開催された｢神戸の文化財-ふるさとの至宝をもとめ

て-｣以降に発見された資料や最近新たに重要文化財に指定された資料なども含め､考古資料や仏像､絵画､

工芸品､古文書など神戸市内に点在する文化財を集めて公開した｡

･会　期/平成19年(2007) 1月20日(土)-2月25日(日)

･会　　場/特別展示室1 ･ 2､ギャラリー

･主　催/神戸市立博物館･神戸市教育委員会･文化庁･ NHK神戸放送局

･協　　賛/財団法人伊藤文化財団

･入館料/ (当日･一般) 600円

･開催日数/32日

･入館者数/7,473人

･出品点数/44件

･関連事業/

(1)公演/会場　1階ホール

1月20日(土)　午前10時～10時40分

｢熊野神社の獅子舞｣ (神戸市登録民俗文化財)熊野神社神楽保存会

(2)記念講演会/会場　地階講堂

2月3日(土)　午後2時～3時30分

｢神戸の仏たち-その多彩な魅力-｣安藤佳香氏(仏教大学文学部教授)

(3)現地見学会｢神戸の文化財めぐり｣　2月17日(土)

(4)ギャラリートーク

1月21日(日) 1回目　午前11時～　当館学芸員　問屋真一

2回目　午後2時～　当館学芸員　高久智広

(5)スライド解説/毎日　午後1時～　会場　3階特別展示室1

･普及事業/

(1)ジュニアミュージアム講座

対象　小学校3年生-中学生　各回午後1時30分-3時30分

1月20日(土)　｢平安時代の鏡をつくろう!｣

1月27日(土)　｢布引ダムをたんけんしよう!｣

2月10日(土)　｢茅葺きの家にいってみよう!｣
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名称 劍什�B�所有者(管理者) 囘�.b�年代 

1 �B�新方遺跡(野手.西方地点)出土鹿角製指輪 妬5�� �� 

2 唯�本山遺跡出土弥生時代前期木製品等 �� �� 

3 ��ﾒ� �� �� 

4 ���� ��i5�� ��古墳時代後期 

5 ���� �� �� 

Ⅱ仏教美術の精華-彫刻.絵画.書跡.工芸 

6 ��銅造観音菩薩立像(伝有馬清水観音堂) ��ｾｲ�個人蔵 鼎r��6ﾒ� 

7 ���� ��hｿ��寿福寺 鉄偵�6ﾒ� 

8 唯� ��ｾｲ�妙法寺 ��s���6ﾒ� 

9 ���� ��]"�妙法寺 塔�綏6ﾒ� 

10 ���� ��ｾｲ�温泉寺 ��c2�66ﾒ� 

ll ���� ��ｾｲ�常茶寺 涛���6ﾒ� 

12 ���� 滴ｾｸ,ﾈ*H+��6�� ��c�綏6ﾒ� 

13 ���� 免���常福寺 �� 

14 ���� ���y���如意寺 塔ゅ&6ﾒ� 

15 ���� �8ｾｲ�海泉寺 鉄�綏6ﾒ��郁｢��鎌倉時代 

16 ��ﾆﾂ� ��ｾｲ�寿福寺 涛b綰6ﾒ� 

17 ���� 綿7｢�寿福寺 都ゆ�6袵� 

18 ���� ��ｾｲ�薬仙寺 塔b��6ﾒ� 

19 ���木造大EI如来坐像〔附木造大El如来生傷1躯 舎利注文1通般若理趣経.金剛界礼俄1帳 (未指定舎利塔1基金銅帝釈天立像1船 木造大日如来坐像1躯)〕 ��富浦寺 ����縋6ﾒ� 

20 ���� ��e��石峯寺 ��14世紀 

21 免ﾂ� ��Yﾒ�仰利天上寺 ��14世紀 

22 ���� ��Yﾒ�性梅毒 ���2���經2繙4ｦ��14世紀 

23 唯� ��e��個人蔵 ��高麗曙代 

24 ���� ��Yﾒ�丹生神社 ��室町時代 

25 ���� ��Yﾒ�丹生神社 ��室町時代 

26 ���� ��e��禅昌寺 涛2�(�紊�纐6ﾒ� 
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27 ���� ��e��福禅寺 �� 

28 ����紺紙金字仏説大吉祥陀羅尼経ー仏説宝賢陀羅尼経 ��ｪ｢�太山寺 (神戸市立博物館寄託) �� 

29 �� ��)��太山寺 (大阪市立美術館寄託) �3�繹����蔕8萪� 

30 �� ��)��妙法寺 �� 

31 ��大般若経 田��)�,ﾈ*H+��)��如意寺 ��平安時代 

32 �5"� 塗ｼ�����正覚院 ��江戸時代 

33 ��ﾒ� ��Yﾒ�太山寺 ��鎌倉時代 

34 ���� ��ﾏｲ�太山寺 �#��66ﾒ�鎌倉時代 

35 ����青磁貼花牡丹唐草文瓶.青磁刻花牡丹唐草文瓶. ��ﾈ�8ﾏｲ��太山寺 ��元-明時代 (大阪市立美術館寄託) ��

36 ���� ��ﾈ�Hｮ笘,ﾂ�*H+�(ｮ��妙法寺 ��延文年間 

37 ���� ��ｮ��福禅寺 鉄R��6ﾒ�延文年間 

Ⅱ文字が語る神戸の歴史-古文書 

38 ����太山寺文杏 �*H+�5��太山寺 ��時代 

39 ��ﾒ� 的,｢�太山寺 �3����繝R�*B�3����紊�繩B�3����紊"�:B� 

40 ���� �*H+�8ｪ｢�性海寺 �� 

41 ���� �*H+�5�� ��時代 

42 ��制札 ��5��石峯寺 鉄b�8��3R綏6ﾒ�天正6年(1578) 

43 ����岡方丈沓 ��ﾈ�ﾌ9[hﾄ"� 鼎B�時代 

44 ��ﾒ�布引水源地水道施設附.図面､取水管､矢板 �)gｹn餃#)hr�神戸市 �� 

【凡例】 ◎国指定重要文化財､ □兵庫県指定重要有形文化臥■神戸市指定有形文化財

B2ポスター　　　　　　　　　こどものための鑑賞ガイド
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(4)第95回特別展

大英博物館　ミイラと古代エジプト展

･内　　容/

包帯につつまれたミイラの内側はどうなっているのか?ミイラは､生前どのような人物であったのか?

これらの知的好奇心に応えるためには､かつてはミイラの包帯を解くしかなかった｡しかし､ 1960年以降

の科学技術の進歩で､包帯を解かなくともその内部の詳細な情報を得ることができるようになった｡展覧会

は､世界有数のエジプトコレクションを誇る大英博物館で､ 2004年7月から1年以上にわたって人気を呼ん

だ｢Mummy:仏e lnSlde story｣をリメークしたものである｡ 3000年前のミイラ･神官ネスペルエンネブウの

謎を､最新のテクノロジーによって作成した約20分の3D映像で解き明かしている｡この映像とともに､ Ⅰ

古代エジプトの世界へ､ Ⅱ神に仕える､ Ⅲ神官ネスペルエンネブウ､ Ⅳ復活への願い､ Ⅴ来世への旅立ち､

と5章で構成したテーマにそって､実物資料の展示を行った｡映像と資料展示の相乗効果によって､従来の

｢ェジプト展｣とはひと昧違った古代エジプト世界に迫れたo

･会　期/平成19年(2007) 3月17日(土)-6月17日(日)

･会　　場/特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館室､ギャラリー

･主　　催/神戸市立博物館,大英博物館､朝日新聞社､朝日放送

･後　援/文部科学省､外務省､プリティyシュ･カウンシル､可視化情報学会､ cG-ARTS協会､

3Dコンソーシアム､立体映像産業推進協議会
･協　賛/三井物産､キヤノンマーケテイングジャパン､シーメンス旭メデイソテツク､大日本印刷､

関西電力､和田興産
･技術協力/日本sGI

･協　　力/全日本空輸､日本貨物航空

･入館料/ (当日.一般) 1400円

･開催日数/81日

･入館者数/228, 023人

･出品点数/125件

･関連事業/

(1)記念講演会/会場　地階講堂　午後2時-3時30分

3月17日(土)  ｢ネスペルエンネブウの生涯:古代エジプト第3中間期のテ-ベ｣

近藤二郎氏(早稲EEl大学文学学術院教授･早稲田大学エジプト学研究所所長)

ゲストスピーカー:ジョン.テイラー氏(大英博物館古代エジプトスーダン部副部長)

(2)春休み親子鑑賞会

4月2日(月) ①午前9時30分-　②午前10時-　③午後1時30分-　④午後2時-

(3)子どものためのワークショップ/会場　地階講堂

4月28日(土)　①午前10時～11時30分　③午後2時-午後3時30分

｢古代エジプトの文字ヒエログリフを書いてみよう!｣

(4)ジュニアミュージアム講座

4月14日(土)　午後2時～4時｢古代エジプトのお守りをつくろう!｣

5月12日(土)　午後2時-4時｢レンコンでパピルスをつくろう!｣

5月26日(土)　午後2時-4時｢古代エジプトを飛び出す絵本で再現しよう!｣

24-



-25-



出品日録

･o語悪名　　　　　　　　　　監1.te年代　　　　　　　　　*Mda%r.aT鷺chn.que ･nv N｡

1.古代エジプトのせ7tへ

オリジナルはプトレマイオス5世の治世(前196年)　　花尚岩質の石材　RSl
1 Rre'C:nit7uRdene.Jn(ep品ymi憲.he-C志三,?Te覧se¶a st.ne) ｡,lg.nal. relgn.i ,.0.em, V, 196 BC Gran.te-I.ke stone

2 ;e'ai?ojim7'a2慧監慧慧menh..ep "　　　T8fhq1nt濃濡L7.'.'A"mfelh2慧eopqF(tW.11277171.4.0g言霊) Ll慧冨　　　EA37886

3 i.言霊L,7'NZ.?,%'U5'ai崇,eno'ge,o'd悪霊,｡st.ce　　慧胃;慧漂三g.=2575盟喜9B561) 1 86年頃)　EmJReS｡nQ EA589

4 A謁:JdXw実悪霊S'雷｡S.,.S　　　　患雪漂望誘三9.I2575さ.%…9B561, 1 86年頃'　諾.fe EA6 , 1

ハトホル神のシンボルを持ったネスパカシュウティ億　　　末期王朝時代､第26王朝､プサムテク1世の治世(前664- 610年)

Statue oI Nespekashuty wlth a symbol of Hathor

EL沖に仕えも　Sf～ll101h●qbdt

花繭閃緑岩　　　　　EA1 1 32,

Granod10rlte　　　　1 225

コンス神小億
Statuette of the god Khons

末期王朝時代(前664-332年)　　　　　　　　　　　青銅
Late P｡r(od (664-332 BC)　　　　　　　　　　　　Bronze

7岩㌫言.lAnmiuan_Re　　　　　　　監EaRnSgldto'mm(lc55.05-i.016.9.!9t鷲C,　　　5,慧主e35nd ｡.■d EA584. 1

8告g':漂.T.ih&e goddess Mut　　　　　　盃聖書e禁dlf6'65-636,4213B3C2,4 '　　　　5,i.Rnze EA57326

9雷監禁.t票諾盟.n｡ ashnne　　　　2X6訳書霊芝等t(6%62.慧5iRB'雷664-525年)　　監kTEge?aS.e EA29478
Statue of a priest hohjmg a shnne

庶事を捧げ持つアメンヘテプ億 末期王朝時代-第26王朝後期(前570-526年頃)　硬砂岩　　　　　EA41 51 7
1 0岩言aJndu.1nYg"slI;IuJe'.'f,Amle'nGcit8ep hold.ng a naos Late 26th Dynasty (C 570-526 BC)　　　　Graywacke

1 1 Tn己.lu?e-sn1.eeO'W%,gu,e 0. Amun_ Re T#h浩FRnlだ,xe.2.2a1.2e3pZe慧ムTc8080.-.7-5705! EB%　　ErS.Rnze EAl 1 0 1 5

1 2監e,　　　　　　　　　監禁e禦.Jf6(65_63634213B3C2)射　　　　　5,5Rnze EA41 606

13 ecS崇喜T.ngs　　　　　　　.5hT3fdeBSn監ichレマイオス朝時代`前4~3世紀'喜翌nze EA67190

1 4吉.Eu7a'W..h.nc.se. dec°,at.0 ｡　　　　7p,.EE言altpReePoT(tiA監33.05633年)　　　喜翌ze EA3821 4

1 5 1MG.SfaTu7,keeaLse.0,..b｡...ns Eefh欝at.讐蕊%6n;監%2220200%艶(推定)喜5Rnze EA26750

1 6漕aFPeT悪霊70, ,..ua..ibat..ns　　　　　言霊言altpReePoBd$1(ti占聖33.05633年)　　　喜awnze EA3831 8

1 7 Fa翳.≡?PeRfpTe n.U｡E　　　　　　言霊霊ctpReePoT(毛脛33.056㌢ )　　　雷ennze EA64657

1 8孟eLLmJbsE.*vesse,　　　　　　　　ETafmesp%S諾昌等JeE.Rdg](禁129;25誓.%56yc2)95-1 069年頃'F7afenlce77ンス　EA.31 51

･9孟a]a吉,禁uS.. Neskh｡ns　　　　　莞3sF,FRylnXE深莞i%06B96ヲ45年頃'　　F7aFenlce77ンス　EA.3152

20 Fo謡慧監‖ce　　　　　　　　莞3stFP.RignXqa;.%1慧去_%06B96ヲ45年頃)　　F7arenlce77ンス　EA26226

21 Fo謡禁蕊..ce　　　　　　　　莞3S.FF.FRylnna;.%1莞三雲506B96ヲ45年頃)　　F7aFenlce77ンス　EA26227

22雷fsぎ:nlg慧崇. W..h.W. n ham..es Fa!eT581.thL_eiFz吉T9.#hm,～,anla9sI訝(禦譜aT21品5gSc賢'Gnissz EA36344

23 ㌫ET,,itrJtih*h?a51.%qa*.悪.　　　　　%Zw鴇Idto(mi6(lc55.05-a.0_619.i9t%)C)　　　5,5qnze EA38 1 50

24吉.i.Fu'X,Ll　　　　　　　　　冒oTL7aEpWeEFol.t((a%3,0,A:0-Bと)　　　　5,sopnze EA30735

25 fe'gTs*ofTMO'ul~ジス　　　　　　　認諾iSs等,(63;62.?5%gB'評641525年'　　夏空nniefg%.ng EA53904

26 ≦RmS7sThlne慧記霊畜aRn7h霊,筑　　　　T#h譜ERnqtT,恩1.OaPe9lp6e6,1.3雷1｡69-66. BC)　F7aFenlceYンス　EA11865

T#h諾ERnl.elよ思.oaPe9lp6e6rl.STc).069_66. BC)　F7aFenlce7ンス　EA2626727蒜Feイ5fthe g.d Bes

t.Ere霊cd,'eeP.31(ti占聖33.056g3年)　　　雷翌nze EA6402728 1vAo禁吉,euSgfb.諾nmg惣b'e and prlest

29 I.#He烹g tab,e FtEre霊lc*課吾1{毛脛,3.05B-粁　　　　監禁a慧　　EA1 227

30 :ee.Ebal監sh.uLde,S.,.m statue 0. a k.n｡　慧胃黒讃三3.=7莞_'.%岩7B361,650年頃'　5,慧急　　　EA1 1 67

3 1 S蓋慧慧eFano';jnY.Bent...ed k. ng　　　　慧fe禦.176'65_6,6,4213B3C2,3F'　　　　5,慧ze EA36297

32霊監禁｡- a man　　　　　　　藍謂慧箆y%niS.yf雷管eP5浩t350年頃)　既..ne EA32. 87

F2:胃漂急,発2.=9ei(.56芳書8B561)773年頃)　ES慧慧　　　EA2967 133 EneeTl雷ma'e f.gure
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･o Ti.7Rel名　　　　　　　　　　監◆年代　　　　　　　　　*MlaSfe,I.aT監chn.que hv No

34 ;諾.慧言'i濫nebe.　　　　　　慧冨深急荒31=7%T(花王言7B361)650年頃)　Ea7浩..慧ec..ne EA2307

35孟慧イ悪霊.man　　　　　　　　監≡q8Thlti漂als8.yf(em.&3%(監foo年頃)　雷aekTEgPaSte EA37887

36言霊'oL.INts*pje?ez?nTbR　　　　　　2%23nS'既霊2(2C慧(Fc8)00年頃)　　　蕊n.Fe9dew｡｡d EA30720

37詔'Jmhmj-ylo-fp品efEst=eTeTnBu!票霊ニLnig>e悪is'eのミイラ監吉SR'yfFG52(2C思( gg8)00年頃'　　　監禁abnJoTn忘畿盃EA30720

38吾eRaJnY?C:la9bOolNO'e/S',=uht',tRaj'W;べ　　　　盃記譜ZSs等t(63362.?5%aB(cFg664~525年'　　監慧　　　EA79 1 9

39吾.efge雷ic?,Tbh%eEX.,a.　　　　　　T#h?,f FLq.eP,盟.oaPe9-p606,loS Tc'1 069_66. BC)　翌.ve,　　EA65552

40霜笥冠,3aeu,e.　　　　　　　Ea聖書e禦dlf6'6Yr636342-3B3C2)辛)　　　　F7aTenlce77ンス　EA2132

41競ah.聖霊慧mu.e.　　　　　　　盃聖書慧慧篤(6翌6363423B3C2)qi)　　　　F7aFenlce77ンス　EA7248

42蒜;∵uRse.n2Fuifm欝amu.et Eae吉9%FSdlf6(65_63634213B3C2)4)　　　　F7aFenlce77ンス　EA7434

43 Elmia?mueFlgs驚認諾a.e　　　　　　253S.*.FR,lnVicl守男9(_%06B96冒45年頃)　　畠hFemSke.a.　EA8409

44冨n'g'eT,tg7'W款.漕空me Am en ho.e,　　2*6慧吉y禦sl.,i 1(6%62.霊5g]B(評64~525年)　　5,5Rnze EA54652

45 Hg'er,FnigtEw% scar｡b　　　　　　,#h?,5]FRn1.g,盟.oaPe9lp6e6,i.St(:) 1.69_66. BC)　急.d7an7dla:;/cex EA54.83

46 ㍍烹諾悪荒n9g?与aTB諾n>dhpendan.S　　　2%23nぎSRq,fPats52(2C慧(_栗954Bt7)1 5年頃)　　監ath◎,　　EA1 5584

47記烹欝悪霊.=n9g:慧fnT,｡ n.an.S　　　2gE23n冨既S%2(2C慧(_gP54gi)1 5年頃)　　Eeather EA7875

48 ㍍烹諾票.=n9g:与£ご慧Lpen.ants　　　2#23nぎ既霊2(2C慧(_幣gt7)1 5年頃)　　監athe,　　EA 1 5590

49託言訳票悪霊誌禁aliざ慧L,endants F23nS'既sa!.y2(2C=9%(甥.954g67)1 5年頃)　　監a.he,　　EA1 5586

未焼成粘土の容器(複製)　　　　　　　　　　　　　　オリジナルは第3中間期､第22王朝(前800年頃)
Unflred clay bowl (repllca)　　　　　　　　　　　　　OrLglnal c 800 BC

ヘビ形護符(複皐望)　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリジナルは第3中間期ー第22王朝(前800年頃)

Snake amuEeHrepIICa)　　　　　　　　　　　　　　　Onglnal c 800 BC

養眼(複製)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリジナルは第3中間期､第22王朝(前800年頃)

ArtlflClal eyes (｢epllCaS)　　　　　　　　　　　　　　　Orlglnai c 800 BC

ネス/<ルエンネプウの頭部の複垂望
Reconstructed head of Nesperennub

54 a.lt.1∠諾/i;15S.,.s Fae譜ZSdlTi'6翌6,6,4213B3C2)S '　　　　5,5Rnze EA66705

55 ;言語T.i,I.:IsL';n'd'Hj=a7,,g7C',J;1.es Eae;e禁dlf6'6%634213B3C2)年'　　　　5,5Rnze EA60756

56 ZghT.'禁.he g.d Se.h　　　　　　監禁SslSf,'eE.Rdg(禁.129625?認iyc2)95''069年頃'書禁.漂ew%-.'..) EA22897

57 S7.g./u忘Yeh.).霊とgik%'_J;1S5ns Eae吉男慧176'6%6,42-3B3C2)年'　　　　Eat.n慧wo｡d EA9753

58 SIT;./:e'.(eh.'.霊と岩ikT,I_'als5｢.S　　　　　語に烹;cd譜慧馬渡喜00563cq年)　　　Fal.n.欝woo.　EA9773

59 …監禁′措ackd　　　　　　　　訂,TWe畏慧((BEaP孟～&)　　　　慧｡｡e EA57356

6 0 ES等.hejTgo.doss B｡S.e.　　　　　禁書禦謁盈慧%()gq6641525* )　　監忘　　　EA64525

61さま認禁.ummy w,app.n｡　　　　　WeZw謁1dt0-m驚qLSt発Sel,fotFEc15.550513?,20!艶　荒悪賢　　　EA651 6

62詰謡禁.ummy w,ap,.n｡　　　　　禿慧諾iSa監(,5,i.6d41(36362.fF3と皇笥)　　　琵nen#　　　EA66 1 0b

末期王朝時代-プトレマイオス朝時代(前4-3世紀)　亜麻布､インク　EA35260
63 I:S'cL,EeLd77mlmLmH,ii'n37aig:言.記念eWname o川｡,emakhet 4.h_｡rd Gen.U,, BC L.nen,.nk

64芳子fai,禁板　　　　　　　　　吉dfK禦gSdl:漂慧去鷲2C;50年頃)　　　禁忌　　　EA6 1 22

65 A"慧慧｡｡,C ;a,S　　　　　　　盃5hB吉,gniSs等t(6*62.55%iBB'cT64~525年)　　莞害悪　　　_E,A6366.6037

66電Lufe%thO'e,きまき.6.0'Hl.eus Faefe禦dlf6'65_6,6,4213B3C2)4)　　　　F7aFenlce7ンス　EA54244-7

67認冒;nL'(S.｡n 0....e)　　　　　髪だ既望.y2諾%(7Ff6754昌一6B5C6)慧'aiebr%いはそれ以降F7aFenlce7ンス　EA544,2
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･｡ Ti.7qeR名　　　　　　　　　　　EFal這●年代　　　　　　　　　*Mla%,I.aT莞chmque.nV No

68 wf.驚eぎie'lc.禁gshc望,ab　　　　　　悪習吉男芝等.(62562.慧5g]B'cF7664~525年)　　F7a7enlce7ンス　EA58993

69.1.-tRo,*Gi:d?ej=.IrsT,?慧荒.e.　　　　　EaeB芋e禦d馬'6Y_6,6342-3B3C2)*)　　　　F7aFenlce7ンス　EA2068

70完謂.Ki慧U.et　　　　　　　　盃聖書禦#dlf6'65_636,42-3B3C2)*)　　　　F7aFenlceTンス　EA2172

7l fFyes慧漂a,,ng n.0 C.〟.n　　　　　,ash?,iE'nl.fel,恩1.OaPe9-p6e6rl.St(5) 1 069_66. BC)　ZaTel芸霊慧濫霊EA37388-9

72 L*eRaSd慧am u.e.　　　　　　　己聖書e禦dlTi(65_636342-3B3C2)iF '　　　　5aemata..te EA8308

73 aid7ahtR'iTe慧mu.e.　　　　　　,#h?,雷ERnl.T,LEdl.OaPe9-,6e6,loSt(ic) 1 069_66. BC)　F7aFenlce77ンス　EA7321

74 i,km～eLldllw:d7崇yheKfai#m5et T#h?,雷FRnl.翌,iedl.OaPe9lp6e6,1oS雷1.69【66. BC)　F7afenlce77ンス　EA. 6966

75 EZflehEgeS慧警amu.et Fae!e%FSdlf6(65_6,6,4213B3C2)q=)　　　　F7aTenlce77ンス　EA22838

76 gpL;霊,謁Z?ce,駕taddfhl.;.Jgtfa-ch..d k.n｡　苓浩:Rnl.禦,ilBdl.OaPe91,6e6,103雷1 ｡6g_664 BC)　F7aTenlce7ンス　EA36071

77芋怒号.発雷am u.a.　　　　　　　己聖書慧oB%dl76(65_6,634213B3C2)3F )　　　　BTa!m*at.te EA836 1

78 hLte禦ia3mSe.　　　　　　　　Ke=W翳nSgldto'mgq(1C55.05-a.0_6.90%,E%)C)　　　gae:i EA24740

79 'HLte禦'a3mSe.　　　　　　　　Ea慧吉男慧毒(6Y_636342-3B3C2)iF )　　　　5,Tc急　　　EA24393

80 lm7'uT吉だpT'eee%nlg+htaf-;慧㌘烹慧'0. 90.d "nks　悪賢孟評FDSylf;sa5.,2(6C=659.EFBXqc)'前600年頃)　急.d EA48998

81 hic完監慧慧7語,%'mu.e.S, pendan.s an. b｡ads　%fw%RnSgldto(mEq(ic40.0.-a.2_5.02i.t%)C)　　　急.慧慧ntfn蒜諾d EA3081

82 st+.議to77bt慧譜とan.S　　　　　浩志驚喜望iyq三8.FE5iBo濫喜5BOal)295年頃)　EaTen7ceyalnd7gi.dR EA65557

83 ee%'ace MEP.?.実篤…慧o(5C52.65550荒6思) BC)　　　慧悪雷a afdfe.dspa, EA35. 1 6

84 eelc+慧el.7;?afp禦beads F2;習漂望漂2 2.=95?5票諾8B561)773年頃'　雷心霊tg言d7a<n詣eRnce EA3084

85喜詔V,驚wqi語莞zo'ef讐resen..n｡ a.,o｡　　監≡TBThlt濃ls8.,I(響.A,!?.'1%123.5呂1g)320年頃) G急,d EA2923

86冨gn=(,冨gj=:=烹Z?gtEAehena.en w..h ova. beze.　TB;hR.",T豊篭nPg.IA'k7h言taiennJ等(.%15325_2..;33366SB讐i G急,d EA37644

87 ;TsLt悪霊aTde慧警告.'nt'.Ee'悪霊六.JhLeLAh慧まEtae雷MEP.Ede慧Jnt#Eo(5C5121.65550_76%) B｡)　　　急.d EA26977

88岩gRuS:fen.1.5An ub.S　　　　　　　　253S.?2RZnFdh深三宅喜諾(.%1907677157i5cf頃)　急..　　　EA65798

89吉宗+u7eh雪Rh?ehgh.TT&h｡.h h..d ,n｡ a wed,a. eye Ea3r謂盟恕ee23.1a2.Sol,盟.三曽(1cOO.0.108oOP8%.t%)C) eo..　　　EA23426

90 Ee'niaq:浩S?u憲.TA'mhu n　　　　　　己聖書慧慧76(6YT63634213B3C2)a: )　　　　急.d EA65330

9 1 Ear,''01gam ngs　　　　　　　　%fw%PnSgldt.(mgq(1C55.05i.o_6.9.!9E%)C)　　　G%0.d EA543 1 516

92望荒.e　　　　　　　　　　監≡胃!*JtJi莞gm.漂2(誓T.tiEycl)00年頃)　急.d EA1 4457

93言h77aZ.詔%'nfo3言イ億　　　　　　　T8荒胃;慧宍三8認_(.詔諾5BOal)295年頃)　Ea既e EA24427

94孟志.'.L.?吉e+,㌘イ億　　　　　　　悪荒雪;喜望漂三81=5eB_(.gu;a喜5BO61 )295年頃)　雷mLkeS.ne EA5 1 8 1 8

95ミZ7ae.I(07 jMTal億　　　　　　　　T8吉男漂急荒8.=55%_(.%喜5BO61) 295年頃)　蕊te慧am.she. wood EA64584

9 6 ;h'ai.T.TK7n2gtRzi'e:h'ofelpイ雷　　　　　TafhRD"yT;S欝FeTgln7.㍍mfeZh2.qeO,%W.11277-_1.4235弘望e翳n.. ｡e EA35365

97 ㌫諾.9.0',-ts+hidfJ億　　　　　　　慧習漂望誘三9認_'.幣喜9B561)186年頃)　蕊nt%ew..d EA33947

98 ;h'aLb7.1.7L'e+,W'yj=ィ億　　　　　　　琵悪習漂慧漂三9認_(.%喜9B561)1 86年頃)　sR.孟宗:e37イト　EA53983

99盃禁指霊言LnT.he d,ess.. dair, me T9.hi胃;慧漂三9.ZA(宍XS%1)1864:顔)　孟三だイト　EA65206

100監禁慧霊語　　　　　　　　禦IDynmeEcl慧崇691誌㌣5*頃)　　孟n77ンス　EA9217

1 ol SL*aE7F.12pEeo'd,-'e+m7.5=ィ億　　　　　　莞3sfDFh,ln%雷Scl ;0%(_%06896ア45年頃)　　F7aFenlce7'ンス　EA30400

1 02 ㌶;諾訟Ea:51億　　　　　　　盃訳書y禦sff-(6%62.慧5g]B(評641525年)　　F7aFenlce7'ンス　EA34186
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･o Ti.7deR名　　　　　　　　　　監◆年代　　　　　　　　　*Mia%,..aT宅chn.que ･nv No

1 03 ihJ三bT.招霊:{eZ?.LAnj=.7sQ'e-ta霊yl!象　　　禦!6%BS.Jyt:tag.2y6(E慧%()i6550年頃)　F7aTenlce77ンス　EA66822

1 04記cq雪空tu禦e 0. Huy　　　　　　　監鷲.#hltEyeals8.yZ(響.a,370(潔,1.305呂1g)300年頃)雷慧｡ne EA58967

1 05芸e%iB.漕fbhe㌶孟慧Em'an 0..he r.ya, -.mb　悪習漂望誘三9.=2莞_(.iV記岩7B961)250年頃)　雷慧｡ne EA555

1 06 lF#ueeTa,y s.e.a　　　　　　　　2%23nぎ既漂2(2C慧(_yi954g67)1 5年頃)　　Eal.n.%Bw.｡d EA42078

1 07 EutEri,,7;.吉a]:.RA77kTe髪Skhons　　　　盃謂吉,禦S諾,(6a562.e5%g'B'cF7664~525年)　　Faln.禁wo｡.　EA2291 9

1 08 ≡.忘.冒EPf.o'e霊慧慧Fo7TakeEot日.　　　盃禦iy禦S諾t6#62.慧5#B(cT64~525年)　　雷慧.ne EA74892

1 09 Ea7,JAG?a己eizohFK盃;ehm9W'aleTfnTNaebe..awy T8;h電設雷1,8e:㌘;.7A'm>e?hfoe,i.?(eT3(蕊l_宇三g2 3B5C2)*頃) Fm慧漕.ewe.fp-u'l EA51 1 0 1

1 1 0悪霊警Pe禁oPst-;Fa/.lhho'TlgEnqa禦Zy謁.'ck statue F2fhR.Tnt浩子:eTgln70%ImLe'nlと2m#h禁間199.1T_1.88774畏)慧急..Tm5急.ne EA569-570

川ALln'cEまた.1beshtO'otAMe.!linet T9吉胃漂望誘三9認(Bgqy)250年頃)　　EmzwiS｡ne EA1 1 98

1 1 2 g3.fE.1he監慧譜か(sgo浩｡seny　　　悪習漂望誘三8認(BiTJ)400年頃)　　ttaEy',Lug,.lnklンクEA9900′4

1 1 3 i.7.Ei.The E慧語かlse浩bsen,　　慧胃;慧荒81Z.37.(BWcl)400年頃)　　tliE,),Lug, lnklンクEA9900,5

1 1 4監禁云1he E慧漂,Cs%ebsen,　　慧習題荒8認`Bgqy,400年頃'　　蒜yJ,Lu言InklンクEA9900′21

1 1 5藍'.9k禁Le'Dli?d'呂Ipoy,rue慧nNesJb'nre芸忘e>N7昔E'iYeEireidJ tf,55uS) gFa3,謂慧Si2n2a;若3(}cM9B.'.iEic4,0年頃'　;{aEyJ,Lu言I nklンクEAI O554′5

1 1 6 50'gkだ77hle L.Iei.0',raT,fu諾LL,慧宗e.　　Eah,ryYpi.Tm禦Splet,禦E(FY.4.OB3Fct,i '　;{aE,),Lu言I nklンクEAI 0037/3

1 1 7にmo'霊e畠.bES　　　　　　　　訟た忘alcd,lee.T(ti腔,3.05B-若年)　　　琵慧n#　　　EA682. 9

1 1 8 aimO'mS.Je'. ca.　　　　　　　　㌫慧pBeeS51dt((a%3,0345-Bと)　　　　荒慧nT.Lklンク　EA65502

1 1 9 /F諾cintfmO'uSmlm', W..h mask i.霊alct,leePoT(3去聖,3.056g?年)　　　悪賢ら,烹聖　EA27388

1 20 Zn=wTa志ie'd m u m my o. a c,｡C｡dl.e　　　　冒.lmT7afpReR,芝1.t((a%3,0,3㍍Bと)　　　　　　　　　EA6848

1 2 1 Esq:ミmlu'mm,　　　　　　　　冒0-mT7af,盟.1.i((a%3rO,1㍍Bと)　　　　　　　　　EA24647

1 22 ㍍U9mVm'ylofBO'aYe7es　　　　　　　禦2m5-.吾讐警荒%2265.I欝慧苧TcZ禦g_'6%iEo葦頃) EEnen#　　　EA1 5654

1 23 ;nRenJcS#?nF笠esbes　　　　　　　盃訳吉y%*S等農芸5g'B(cT64'525年)　　蕊∩.%ewo｡.　EA6671

1 24 i.%o'.FHl.7a:ww'eTh崇諾.i.詔.ih言霊mTey a. a w｡man監莞n3,48謂盈課雷思宅と),SMIujm諾吉課慧認諾課5(E) Fa7n監d票n EA6666

1 25 ㍍三言,xZask　　　　　　　　冒.lmTaEpReP,芝1.t((a%3,0,4.-Bと)　　　　a'.vdh話芸品濫n%Be EA5.. 46

B 2ポスター　　　　　　　　　　こどものための鑑賞ガイド
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2.企画展示

(1)企画展

a　はくぶつかんのコレクション展

会期/平成18年(2006) 6月10日(土)-7月17日(月･祝)

会場/南蛮美術館室､特別展示室2

昭和57年(1982)に開館して以来､ ｢東西文化の接触と変容｣をテーマに資料の収集･保存･研究･展示

をおこなってきたなかで､展示される機会がどうしても少ない､あまり馴染みのない､あるいはフアンの少

ない!ちょっと難しい? ｢フルくて､シブくて､カタい｣はくぶつかんならではの粒ぞろいのコレクショ

ンを一挙公開する企画展｡

出品日録

lI.拓本l

(⊃焚鐘拓本

1聖徳大王神鐘(旧奉徳寺鐘)拓本

2　常吉神社鐘拓本

3　正祐寺鐘拓本

4　聖福寺鐘拓本

5　尾上神社鐘拓本

6　志賀海神社鐘拓本

7　徳照寺鐘拓本

8　曹渓寺鐘拓本

9　鰐淵寺鐘拓本

10　安祥寺拓本

11秒厳寺鐘拓本

○石仏拓本

12　石扉神将像拓本

13　遠願寺三層石塔十二支像拓本

14　伝金庚信将軍墓十二支神将像拓本

15　掛陵(元聖王陵)十二支神将像拓本

16　那冨山墓隼人石拓本

17　頭塔石仏拓本

18　今宮神社四方仏拓本

19　地獄谷石窟仏如来坐像拓本

川.経典1

20　播磨既多寺知識経(大智度論巻第91)

21百万堵及自心印陀羅尼経

22　奥蔵寺旧蔵大般若経

23　太山寺旧蔵止観輔行伝弘決(叡山版)

24　太山寺旧蔵法華玄義釈放(叡山版)

也.講の資料l

〇着板

25　講看板｢九のゑ｣

26　講看板｢岩戸講｣

27　講看板｢えほし幕｣

28　誇看板｢玉栄誇｣

29　講看板｢鵠鵠講｣

30　講看板｢嘉永講｣

〔統一新羅時代　大暦6年(771)〕

〔統一新羅時代　太和7年(833)〕

〔高麗時代　天繭3年(1019)〕

〔高麗時代11世紀前半〕

〔高麗時代11世紀前半〕

〔高麗晴代13世紀前半〕

〔長寛2年(1164)〕

〔平安時代前期〕

〔寿永2年(1183)〕

〔嘉元4年(1306)〕

〔江戸時代〕

〔統一新羅時代〕

〔統一新羅時代　8世紀中頃〕

〔統一新羅時代　8世紀後半〕

〔統一新羅時代　8世紀末〕

〔奈良時代〕

〔神護景雲元年(767)〕

〔天治2年(1125)〕

〔平安時代後期〕

天平6年(734)

神護景雲4年(770)

久安4年(1148)

弘安2 -8年(1279-85)

弘安4-9年(1281-86)

享和4年(1804)

文政3年(1820)

文政4年(1821)

文政13年(1830)

文久2年(1862)

江戸時代末期
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2幅

1幅

2幅

1帽

1帽

1帽

1巻のうち

1幅

1幅

1巻のうち

1枚

2幅

2幅

12幅のうち5帽

3枚

1幅

3幅

4帽のうち2幅

1幅

1帖　紙本墨書

1基1巻　木製､紙本墨刷

10巻のうち　紙本墨書

10帖のうち　木版墨刷

10帖のうち　木版墨刷

製製製梨製製木木木木木木枕枚枚枚枚枚



31講看板｢浪花講｣

32　講看板｢大栄講｣

33　講看板｢酒見講｣

34　講看板｢神風講社｣

35　講看板｢永栄組｣

36　講看板｢月参講｣

37　講看板｢曙講｣

38　講看板｢曙組｣

○定宿帳など

39　伊勢太大神楽講中定宿之記

40　伊勢道中行程記

41伊勢参宮細見大全　完

42　浪花講走宿帳

43　早引浪花講定宿図会

44　東講走宿帳

45　三部講

46　道中順路細見記

47　参宮道中記

48　神宮教会神風講社定宿

49　神宮教会神風講社

lⅣ.大坂町奉行所に関する文書l

O八田家文書

50　八田家由緒書

51東組与力役人之分勤年数井役替順覚書

江戸時代末期

明治3年(1870)

明治13年(1880)

明治13年(1880)

明治15年(1882)

明治16年(1883)

明治時代

明治時代

延享元年(1744)

寛延4年(1751)

明和3年(1766)

安政3年(1856)

江戸時代後期

安政6年(1859)

江戸時代後期

江戸時代後期

明治時代

明治時代

明治時代

享和2年(1802)

安永8年(1779)

52　乗組与力･同心役順勤順､兵庫･酉宮地付同心･牢守･船見番･門番等名前書

安永8年(1779)頃

53　西御組同心勤名前書

54　東組同心勤年数井御役儀覚書

55　兵庫･西宮地附御組同心共､私共支配二被仰付候二付伺書

56　御聞合ヶ条書

(⊃川村家文書

57　大坂西町奉行所間取図

58　露西亜船渡来進達書

59　露西亜船渡来一条書類-

参考　兵庫勤番より異国船出入届

lv.筏井家旧蔵葡

寛政度改暦以降献上京師仮名暦日月蝕記方留　高橋景保

御製暦象考成表　　　　高橋至時蔵書

世界地名経緯度表　　　市野茂喬

局題類集

地理測量　　　　　　　　石黒信由著

算法円理三台解　　　　　彦坂栄作

測遠要術　　　　　　　　石黒信由著

算法助術　完　　　　　長谷川浩閲･山本賀前編

掌中時辰儀示豪　　　　　原本:高橋景保

慶鷹三丁卯年四月越前近江糧道測量見取図

1Ⅵ.和鏡l

70　枚喰鶴鏡

71瑞花鴛奪八校鏡

72　瓜煤雀鏡
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明和4年(1767)

安永9年(1780)

明和7年(1770)

明和5年(1768)

江戸時代後期

慕永7年(1854)

嘉永7年(1854)

森永7年(1854)

寛政～文政

〔康照52年(1713)〕

江戸時代後期

江戸時代後期

文政12年(1829)

江戸時代後期

享和2年(1802)

天保12年(1841)

〔文政6年(1823)〕

慶応3年(1867)

平安時代

鎌倉時代

鎌倉時代

刷刷刷刷彩刷刷刷刷刷刷墨壷塞墨刷墨墨墨重量墨

製製梨梨製製製製　　版版版版版版版版版版版木木木木木木木布　　木木木木木木木木木木木枚枚枚放校枚枚枚　　冊冊冊冊冊冊冊枚枚冊冊1 1 1 1 1 1 1 l　　　　　｢⊥　l 1 1 1 1 1 1 1 1 1

冊冊　　冊冊冊冊冊　　枚冊冊冊

刷　　彩墨　　筆

書書害毒青書書版書書手手手手手手手木手手冊冊冊冊冊冊冊冊冊枚　　　面面面1　3　5　1　3　1　5　1　1　1　　　　　　　1　1　1



円内7576777879808 18283糾8586878889909 19293粥959697989900o 1 o 洲浜菊双雀鋭

櫓垣瑞花双雀鏡

洲浜草花鏡

九曜菊文鏡

松藤双雀鏡

桐竹双雀鏡

牡丹双雀鏡

松枝散双雀鏡

松樹及雀鏡

梅花散双雀鏡

亀甲地双雀鏡

亀甲地双雀鏡

橘双鶴文鏡

桐花菱文双鶴鏡

三星一文字紋入双鶴鏡

松竹双鶴柄鏡

松竹双鶴柄鏡

桐双鶴柄鏡

桐文柄鏡

柳蹴鞠柄鏡

梅樹双鶴柄鏡

桐文柄鏡

桐文双鶴柄鏡

松樹柄鏡

菊桐双鶴柄鏡

蓬莱鏡

桐文鏡

日本国文大鏡

｢天下一｣鈷

｢天下一｣銘

｢天下一｣銘

｢天下一｣銘

｢天下一｣銘

｢天下一｣銘

｢天下一人見佐渡守藤原政親｣銘

日本回文大鏡拓本

北野神社蔵日本回文大鏡拓本　｢天下一木瀬浄阿弥作｣銘

価.古瓦と瓦経l

O大和路の瓦

103　単弁蓮華文軒丸瓦

104　素弁蓮華文軒丸瓦

105　単弁蓮華文軒丸瓦

106　複弁蓮華文軒丸瓦

107　複弁蓮華文軒丸瓦

108　複弁蓮華文軒丸瓦

109　複弁蓮華文軒丸瓦

110　忍冬文軒平瓦

111複弁蓮華文軒丸瓦

112　複弁蓮華文軒丸瓦

113　均整唐草文軒平瓦

114　複弁蓮華文軒丸瓦

115　重囲文軒丸瓦

116　均整唐草文軒平瓦

117　｢東大寺大備殿｣文軒平瓦

○朝鮮半島の瓦

118　単弁蓮華文軒丸瓦

119　楕円軒丸瓦

120　宝相華文軒丸瓦

121鳳風文軒平瓦

山田寺出土

走林寺出土

法隆寺出土力

比蘇寺出土

当麻寺出土力

橘寺出土力

大官大寺出土

法隆寺出土

秋篠寺出土力

平城宮出土

平城宮出土

法華寺出土力

唐招提寺出土力

大安寺出土

東大寺出土

出土地不詳

出土地不詳

出土地不詳

千軍洞寺祉
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鎌倉時代

鎌倉時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

室町時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

桃山時代

寛文(1661-72)

〔寛文(1661-72)

〔江戸時代初期〕

代代代代代代代代代代代代代代代時時時時時時時時時時時時時時時鳥鳥鳳鳳鳳鳳鳳風見良良良良良倉飛飛自自白白自白奈奈奈奈奈奈鎌

三国時代(百済)

統一新羅晴代

統一新羅時代

統一新羅時代

両面面両面面面面両面面面両面両面画面面面面両面画面面面面枚枚1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l　1　1　1　1　1⊥　1　1　1　1　1　1　1

頃剣

古　古　占　占　占　占　占　占　占　占　古　古　古　古　古　　点占　占　占1 1 1 1 1 1 1 l　1　2　1　1　1　2　1　　　　　1　1　1　1



122　嬰島鵡文軒平瓦 千草洞寺祉

123　百済古瓦の美

124　古家氏蔵慶州出土新羅時代古瓦図集

(⊃瓦経

125　瓦経蘇悉地経　別本二折詰品第二十三

瓦経法華経方便品第二

瓦経胎蔵儀軌

瓦経

瓦経般若心経

瓦経法華経信解品第四

瓦経法華経安楽行品第十四

極楽寺経塚出土瓦経柘影

b.西村コレクションl

O青銅器

133　青銅鼎

134　青銅壷

135　青銅爵

136　青銅壷

137　青銅炉

○陶磁器

138　白磁龍耳瓶

139　白磁獅子蓋付水注

140　色絵龍形水注

141染付仙人文意

142　染付龍文皿

三重県伊勢市浦口町小町塚出土力

三重県伊勢市浦口町小町塚出土

岡山県英田郡美作町上相字間山出土力

鳥取県倉吉市桜大日寺瓦経塚出土力

鳥取県倉吉市桜大日寺瓦経壕出土

鳥取県倉吉市桜大日寺瓦経壊出土

鳥取県倉吉市桜大日寺瓦経嫁出土

景徳鎮窯

景徳鎮窯

景徳鎮窯

景徳鎮窯

143　色絵鶴丸形瓶(古九谷様式)　　　　　　有田窯

144　色絵松竹梅文皿(古九谷様式)　　　　　有田窯

145　色絵龍鳳風文深皿(柿右衛門様式)　　有田窯

146　色絵布袋乳瓶(柿右衛門様式)　　　　　有田窯

統一新羅晴代

三国時代(百済)

統一新羅時代

平安時代後期

平安時代後期

平安時代後期

平安時代後期

平安時代後期

平安時代後期

平安時代後期

〔平安時代後期〕

商代後期

西周～春秋時代

商代後期

春秋～戦国時代

後漢

唐代

北宋代

明代

明代

清代･道光年製

江戸時代･ 17世紀中期

江戸時代･ 17世紀中期

江戸時代･ 17世紀後期

江戸時代･ 17世紀後期

※　年代表記の〔  〕は原品の年代を､統一新羅時代などゴシック体は朝鮮･中国の年代を示します｡

点冊幅l　1　2

点点点点点点点枚l　1　2　1　1　1　1　5

点点点点点　　点点点点枚点枚枚点1 1 1 1 1 1 1 1 1 l　1　2　1　1

B2ポスター　　　　　　　　　　こどものための鑑賞力イド
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b "ホンモノ"たちが教科書をとびだしたF-ザヴィ工ルや銅鐸たちにあいにいこう一

会期/平成18 (2006)年7月22[] (土)-9月3日(日)

会場/特別展示室1､ 1階ホール

協力/大手前大学

当館が所蔵する国宝｢桜ケ丘銅鐸｣､重要文化財｢聖フランシスコ･ザヴイエル像｣や｢南蛮昇風｣､伊能

忠敬のつくった地図をはじめ､歴史の教科書に登場し､神戸や日本､そして世界の歴史をたどれる貴重な｢ホ

ンモノ｣の資料を一堂に展示｡ ｢これ教科書でみたことある!｣を合言葉に､親子で楽しめる展覧会を目指

した｡また資料や作品の観察を深められるよう､ワークブックや南蛮犀風のデジタルコンテンツを準備する

とともに､親子で楽しめる体験講座を毎日実施した｡

日録

凍感触緋涛格…賀…妻W喜淀汚…≦紙業童等妻を野怒張蔓室蔓拙岩毒………妻≧ち毒⊇毒等 

● 倚x5�ｷY;ｩ�bォﾏｲ綛8ﾘ�ﾈ�ﾂ貳ﾆB�� ��

縄文土器 �+y68ｾhﾍﾉMI*ﾉ,y�X�7�� ��ﾒ�

弥生土器 �� 俯Y��｢�

代中期 

垂水区五色塚古墳出土 ��i;前期 

挺教場準樋…妻普鮒渡瀬聯楽厳義郎雑器縦沼を…………… 剪�

源平合致図犀風≡の谷.屋島合戦囲 �� ��

平Jj.物菰島津家本 �� ���｣�y�(ｴ��

歌川Bl芳 ��3年(1830-42) 

実情八耕屋島夕帽 �� 坪ﾔ�ｳID窿�イ2ﾓCr��

血rj1の太夫敦成能公次郎有美組討の図 �� ��

武勇雪月花之内生EI]森えひらの梅 佇陏ｩdiD�� 茶�ツr��
I:裾離鵬凛漂線隷*%※…怒…毒萱鎌は…;浅く…※ig≦…………誉3…三三<誌.;三三ナ～群滋j……萱…貸:三三…三三ぎさ;{117で}モミ…麦…汚+……※3 

㊨ �� �5i�3��D窿�S�2儿��

江戸時代 

豊臣秀吉像 ��桃山時代 

濁吏澱叢を街#単独狩泰勝ち携j萎狐機…柊をぎ言袋…拭萎芋蔓…琴諒…浩三…祭を 
ペハイムの地球儀(複製口) ��1492年(原品) 

攣 @_ 車 ��(､Y�ﾘﾝ)Yr� ��

南蛮犀風 ���寸 

17世紀初期 

白磁マリア観音像 ��江戸時代中期 

宗達瀧轍､,<､癒禿筆榔好八〇三扮タ滋､†.怒厳溶媒､緒鰍i…瀧無様品三……;賢才等…妻萱…きざ萱を稲ミざ…きき～<空しく…a{賀三言は怒汐…………誉琵糾;三三妻蔓3三,≡くど㌍三漱:して3ミ^-ど. 

風.'大塩くてtfくせ'束眼鏡 乖ｸ�ﾉfｸﾝb�寛政10-文化8(1798-1811) 

歌川広重 �5i]ｳ�)D窿��C�俑��5i]ｳ)D窿��3���

富森三十六策武州千住 ��
?良 

瀦納車熊や叢標を讃て※,'ぎ∨‥…淡さ孝三;萎三洋技芸vg書き捻≡…;.i,ミミぎ;※盲:…宗.-告発実写毒.三三㍍ji…三雲3さ云●…ミr!祭三三三を,た発き亨沿-i 

議書 ��安永3年(1774) 

大槻玄沢重訂 兌i�ﾓ僖窿��#b��

潔銀嶺廉め搬甑さき欄海業瀞j番勝機藩等言…ぎぎ号暑さ…汝.ち;≡;表裏お一､-ぎ三㍍…;滋沸上天守ミ≡…3^≡器…3童貞妄;ぎir…r.～…≡3V点ivqJこ 

池囲北 �僞ﾉu(ﾆ��文化6年(1809) 

文政4年(1821) 

伊能小国_､蝦夷地 剳ｶ政4年(1821) 

ぎ≡≦錦言㈱実蒸裏書鰯豪華射線琵要約縦≦jき 

長崎港囲 ��ﾈﾋHﾆ8棠Tﾒ�文政元年(1818)以降 

唐船園 儘ﾉ6靂頡yTﾒ�江戸時代 ?:琴5年(1822) 江戸時代.17世紀後期-18世紀前期 江戸時代 

蘭船園 ��

有甲.革 
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(.篭 � ��江戸時代寛延年間(1748150)頃 背尾家文書 兩9~��"ﾙk驢�ﾋ9D窿�sc"ﾓcB��
≡捌激怒秘家襟喜連毒素…鵬綴義満鰍……≡弐敬澄毒弱…妻…套…三さし<ミミ滋{三桜…邑書芸喜ぶ裏書…望琵完誌㌫芯法案≡≡試論溺排的…を≡≡をgH書喜琵…芯淡済※………完……㌫芸芯誌……妻漆≡き 

林子平 ��

万) � �� 

北 � �� 

LtE 凉��?ﾈﾌ8�� �5i]ｳRﾙk韭��)D窿��3Bﾓ�ピ鋳�

.､1 ��ハイネ ��ゴiD��

幕末 兀y�ﾘﾌXｪ｢� ��

天イ �� ��

…g鵬簿凝泌三番済梅軒転落姫如煎…琵ilj蓋………書…誓約泣起立…妻 

日､ � �� 

イラ �� ��ツ吋��

イギ �� ��

貴塁 �� ��

妻洲娘機漏謝雛繊麦…琵潔棚汝革教納筆触薫き薫だ賀童…粘糸漱ぎ実害…≦至言 
摂小 勍神戸海岸繁栄之国 �+y$ｩ�ﾈ揵�ﾒ�?��9.Y�ﾒ�� 

神戸 冖ﾈ�Ei>��hｴ8鋹�ｩ�hｻIEhﾆ��長谷川小信(二代貞侶) 冖韭�r��ピB僖靺��
…喜…翔等榊蔓…≧…ぎ碧雲誰…妻…至 

神戸 刳C岸通風景 �� 

神戸 �� ��

神戸 �� ��

居JA ��&��ﾉ�H,ﾈｺｸ､R夷��ﾈｽｒ� 冖韭���D窿�ピｒ�

三宮 �� 冖韭���D窿�ピｒ�

頒W…梅漬等頼義漸…※寮榔廉廉鷲潅ぎ漬練減家業米持蔓……萱汚………喜鮮怒怒実…言菱…≧…琵※≡鍔淵を夏を発で発ちj…毒…ぎ㌻in'㍍ミ≡'ン 

束子- � ��大正時代 

鐘i ���f���ｷXﾌ儘��ｨ�ｵ�*�� ��

Jl山 假Y�)�H��[ｩ*���)�Hﾞﾈｼh,ﾉvﾈ���� ��

神戸 俟�*ﾙeﾒ�Y.kojima ��

激賛根茎芯………桟等滋きき……琵妻毒宗誉…}主は浅;､く……鼓て3…:-;=諾ミミ∧V●滋等V≦≡…Lきざだ約g…ぎ……鼓投滋……祭云琴韻語……iてミr誉……5-m;発riS三〇 

入i � �� 

小学 �� ��

小上 乂y��譴� ��

小谷 �� 冖韭�#iD窿�ン2��

小'9 ��文部省 ��

初等 傚x怦ﾙ�讓7��文部省 ��

小谷 倡���橦iD��2� ��

小学 坪��橦iD��2� ��

社L- � �� 

●は国宝､ ◎は重要文化財

B2ポスター　　　　　　　　　　　　大人用鑑賞力イド　　　　　　　　　こどものための鑑賞ガイド
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(2)南蛮紅毛美術企画展示

クロニクル異国趣味展　一美術作品でたどる東西交流史年表-

会期/平成18年(2006) 7月22日(土) -9月3日(日)

会場/南蛮美術館室

近世の東西交流を語る上でかかせない資料を数多く所蔵する当館の特色を生かし､日本と外国の交流を

chronlCle (年代記､編年史)でたどりながら､その｢できごと｣にまつわる美術作品を見ていただく試み｡

名品を鑑賞しながら､近世の海外交流についての理解を深めることができる展覧会｡

この出品目録は､ ｢できごと｣をまず年表形式で示し､関係する資料をそのあとに記しています｡年表に

おいて､和暦に( )を付した項目は外国のできごとを､ (ホンモノ展)は､同時開催の企画展｢"ホンモノ''

たちが教科書をとびだした!｣に展示されていることを示していますo

出品日録

天文12年　し15431　Si抱伝来

1　蒔絵鉄砲文大鼓胴

南蛮船渡来　-南蛮犀風(ホンモノ展)

蒔絵南蛮人文鼓

象軟南蛮人に永楽通宝銭鐙

蒔絵南蛮人洋犬文硯箱

蒔絵南蛮人文箱

桃山-江戸時代初期　　　　　　1個

慶長9年(1604)　　　　　　　1背

桃山-江戸時代初期　　　　　　1対

桃山-江戸時代初期　　　　　　1合

桃山～江戸時代初期　　　　　　1合

-聖フランシスコ･ザヴイエル像(ホンモノ展)

6　都の南蛮寺園　　　　狩野宗秀筆

7　マストリーリ師伝

8　グラヴユ-ルV.0.Cマーク入り吊り行灯

9　色絵芙蓉手vo.Cマーク入り大皿

(井長11年)は06　ブラウが世界地図を刊行

◎10　泰西王侯騎馬図

ll THE HISTORY OF JAPAN　　　ケンペル著

12　紅毛人と群衆図　　　呉春画　立村句

%永16年t1639)　ポ)L･トガル船の来航を禁止

13　南蛮人交易図

賀来18年く16411　オランダ碕相を長嶋の出島に移す

14　蘭館図巻　　　　　　伝渡辺秀石筆

15　出島阿蘭陀屋舗景　　豊嶋屋版

16　青貝細工出島家屋図煙草入

17　染付長崎港園碗　　　亀山窯

承応3年(1654)　阻元が済来し､､ *兼喪を伝える

18　隠元倍騎獅像　　　　喜多長兵衛筆　自賛

紙本金地若色　　　桃山時代　　　　　　　　　　　1面

リスボン刊　　　1639年　　　　　　　　　　　　1冊

江戸時代　　　　　　　　　　　1点

有田棄　　　　　　江戸時代　　　　　　　　　　　1枚

紙本金地若色　　　江戸時代初期　　　　　　　　　　4曲1隻

ロンドン刊　　　1727年　　　　　　　　　　　　2冊

木版色摺　　　　　江戸時代　　　　　　　　　　　1幅

紙本著色　　　　　江戸時代前期　　　　　　　　　6曲1双

紙本著色　　　　　江戸時代　　　　　　　　　　　1巻

木版墨摺　　　　　安永9年(1780)　　　　　　1枚

江戸時代　　　　　　　　　　　1点

江戸時代　　　　　　　　　　　1口

絹本若色　　　　　江戸時代　　　　　　　　　　　1幅
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19　羅漢渡水囲　　　　逸然性融筆　隠元序･木奄蚊　絹本若色

(751治4年〉 166t　#成功が台滞､を占薄こう*が31満額をたす

20　伝鄭成功像　　　　　　　　　　　　　　　　　　鋼造

21国性爺合戦　　　　　三代歌川豊国画　　　　　　木版色摺

22　回性爺合戦　　　　　歌川国芳画　　　　　　　　木版色摺

寛文7年(1667)序蹟　　　　1巻

1躯

弘化4-嘉永5年(1847-1852)　　3枚競

弘化4-嘉永5年(1847-1852)　　3枚続

元穣元年0688) ~唐人屋Zl刺激

23　唐舘図巻　　　　　伝渡辺秀石筆　　　　　　紙本若色　　　　江戸時代

24　唐人屋舗景　　　　　富島屋版　　　　　　　　木版墨摺　　　　安永9年(1780)

事保5年t'1720卜　簿川音宗.漢訳洋書虫人の架や拝和

25　ヨンストン動物図譜　蘭語版　ヨンストン著　　　アムステルダム刊1660年

26　染付洋文字に獅子図水指　沼波弄山作

¥保11年t1726)　フアン･ロイエン筆油彩画輸入

27　フアン･ロイエン筆花鳥図模写　谷文晃筆　　　　紙本若色

28　紅毛婦女図　　　　　石川大浪筆　　　　　　　　絹本淡彩

芋卸6年ぐ1731)　沈粛頚凍菓

29　獅子戯児図　　　　　沈南東筆　　　　　　　　　絹本若色

30　風牡丹　　　　　　　鄭培筆　　　　　　　　　　絹本著色

31清泉白鶴図　　　　　熊斐筆　　　　　　　　　　絹本著色

愛育12年､ (1762) ,W.画展鳥.十強味∴黄Jlを特も兼15

32　海舶来禽図桑　　北尾政美画　渡辺秀詮原画　　　木版色摺

瀧敷維㈱芳村増強蘭鮭禰輔柵…uhB琵　-解体新書(ホンモノ展)
33　蓮図　　　　　　　　小田野直武筆　　　　　　　絹本著色

34　椿に文鳥図　　　　　佐竹曙山筆　　　　　　　　絹本若色

安永丁年(1778)七デイネ:リ.轟鰍こ射せされる

35　雛鳥.ヒクイドリ図　清窮筆　大槻玄沢解題　　　絹本著色

江戸時代

江戸時代

江戸時代

乾隆21年(1756)

江戸時代

宝暦6年(1756)

1巻

1枚

1冊

1合

1幅

1幅

1幅

1幅

1幅

寛政2年(1790)　　　　　　1帖

江戸時代　　　　　　　　　　　1幅

江戸時代　　　　　　　　　　　1幅

寛政3年(1791)題　　　　　　双幅

雪永9年(1780)　商館長ティチングがf5木島粥にr薪世界地団QEl､を細る

36　洋人曳馬図と地球儀図･コロンブス謁見図　亜欧堂EE]善錦　紙本銅版　江戸時代

37　今戸瓦焼図　　　　　東欧堂E日華筆　　　　　　　絹本油彩　　　　　江戸時代

天明3年(1783) _≡司馬江漢∴餌庸画加科

38　三園景　　　　　　　司馬江漢画　　　　　　　　銅版筆彩

39　異国風景人物図　　　司馬江漢筆　　　　　　　　絹本油彩

(軍政12年1 1800　幸一エンリンデンの扱い

40　蒔絵青貝細工ヴイクトル･モロー将軍肖像図プラーク

文化元年こ1804)　レザノフ来航

41ヲロシア人　　　　　文錦堂版

42　魯西亜船之図　　　　文錦堂版

t文化元年) 1804　ナポレオンが皇帝となる

43　ナポレオン像　　　　安田雷洲筆

文1ヒ5年11808)　フェートン号事件

44　トウ-フ像

天明3年(1783)　　　　　　　1面

江戸時代　　　　　　　　　　　双幅

江戸時代　　　　　　　　　　　1両

木版に合羽摺　　　文化2年(1805)

木版に合羽摺　　　文化2年(1805)

絹本若色

紙本署色

-37-

江戸時代　　　　　　　　　　　1帽

章和3年(1803)銘　　　　　　1面



文化10年モ1813)､魚が漬菜

45　象園　　　　　　　渡辺鶴洲筆

46　阿蘭陀船持渡牝象　　版元不詳

文化14年0817)　プロン奉フ夫事渡来

47　ブロンホ7家族図　　石崎融腎筆

文政4年(1821)　ベルシア鹿の掻鵜･h来

48　酪蛇囲　　　　　　窪EEl雪鷹筆

49　色絵降乾に阿蘭陀人文鉢　有田重

50　KAMEEL　　　　　　文錦重版

文政8年(18251　異国船打払令

51異国船図　　　　　谷文晃画　松平定信題記

絹本若色

木版に合羽摺

経本著色

紙本淡彩

木版に合羽摺

木版拓摺

文iBlll阜こ1828)　シ丁ボルト事件

52　DENMAL SIEBOLD WURZBURG　キヨノ-不画　石版

t天保11年) 1840　アヘン戦争

53　虫合戦　　　　　　春木南漠葦　　　　　　　絹本著色

贋凍寒準冊誠孝蹄麿班銘菓熊　-ヘルT)倭(ホ･/モノ展)

吉永6年(18537　プチ1.-チン長崎来航

54　露西亜写真整儀鑑　　川原慶賀画

55　武州横浜開港見分之図　真虎筆

奉書出品

56　史的年代記　蘭語版　ゴットフリー卜者

57　史的年代記　独語版　コyトフリート著

58　出島年代記　　　　藤好昌信詰

59　万国渡海年代記　五守堂蔵版

木版色摺

-天保山魯船園(ホンモノ展)

絹本著色

ライデン刊

木版一部色摺

江戸時代

文化10年(1813)

文化14年(1817)

文政6年(1823)

江戸時代

江戸時代

文政12年(1829)

明治8年(1875)

江戸時代

嘉永6年(1853)

安政6年(1859)

1698- 1700年

1743年頃

弘化4年(1847)

江戸時代

1幅

1枚

1帽

1幅

1点

1枚

1幅

1枚

1幅

1巻

1幅

3冊

1冊

1通

1冊



(3)古地図企画展示

第41回古地図企画展示　『空から眺める- ｢鳥撤回｣の世界-』

会期/平成18年(2006) 7月22日(土)-9月3日(目)

会場/特別展示室2

江戸時代に刊行された地図の中には､浮世絵師が制作に関与したものが少なくない｡彼らは平面的な地図

だけでなく､ ｢鳥陣図｣と呼ばれる独特の地図も描き出したo例えば､着飾北斎や橋本玉蘭斎(五雲亭貞秀)

などは､想像力を遥しくして､カラフルな色彩で情報量の豊富な鳥瞭国を描いたo近代に入ると､吉田初三

郎の鳥掛図が脚光を浴びている｡今回の古地図展では､これら色鮮やかな鳥瞭園を展示した｡

出品日録

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

Ⅰ　日本列島を眺めれば-･

日本鳥取図解風　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期　　手書手彩　6曲1隻　　64 7×211･1　　両波

天保新鏑　大日本海陸勝景一覧　岡田春燈斎　　　天保11年(1840)　木版刷彩1舗　　　　38･5×5310　　　　南波

大日本名所一覧(内題)　　　書斎立祥　　　江戸時代末期　　木版刷彩1舗　　　36･5×122･9　　　南披

1　街道や名所を眺めれば--

4　東海道路行之図(内題)　　　　　　　　　　　賓文頃(166卜73)木版　　1面　　　131･3×57 9

5　東海道細見図酉.椎細見図(元亨･利貞)西田勝兵衛　刊　江戸時代前期　　木版　　4帖

6　新刻改正東海道細見大絵図　仝　鍬形相意　　　　江戸時代後期　　木版刷彩l舗

7　東海道写真五十三駅勝景　初編

8　東海道名所一覧

9　木曽路名所一覧

10　総房海陸勝景奇覧

11日本武将阻神鹿島神社眺望之図

12　唐土名所之絵

五雲亭貞秀

着飾北斎

富飾北斎

葛飾北斎

五雲亭貞秀

吉飾北斎

万延元年(1860)

文政元年(1818)

文政2年(1819)

江戸時代後期

元治元年(1864)

天保11年く1840)

木版刷彩　析帖1冊

木版刷彩　1舗

木版刷彩　1舗

木版刷彩　1舗

木版刷彩　大判横6枚

木版刷彩　1舗

各34.5×15.3(表紙)両液

69.8×141.5　　　　　両液

23.4×15 0(表紙)　池艮

43.6×58.4　　　　　両液

42 5×57.0　　　　　両液

38.6×52 4　　　　　両級

36.7× 150. 0

41.0×53 2　　　　　両液

Ⅲ　江戸･京･大坂の三部を眺めれば･--

13　江戸一一日園　　　　　　　　鍬形意斎　　　享和3年(1803)　木版手彩l舗　　　3112×546　　　南波

14　江戸名所一覧双六　　　　　　二代歌川広重　　安政6年(1859)　木版刷彩1舗　　　72･5×72･1　　　池長

15　花洛一覧国　　　　　　　　費華山　　　　江戸時代後期　　木版刷彩1舗　　　47･0×66･5　　　南淡

16　京掛一覧図画　　　　　　　五雲亭貞秀　　　元治元年(1864)　木版刷彩　大判横6枚　360×1463　　　池長

17　大坂名所一覧　　　　　　　五雲亭貞秀　　　慶応元年(1865)　木版刷彩　大判横9枚　358×217･l　　　池長

Ⅳ　海や港町を眺めれば--

18　御開港横浜大絵図　完　　　　玉蘭斎橋本謙　　万延元年(1860)　木版刷彩1舗　　　69･3×189･8　　　両波

19　大日本海陸図絵　初　　　　　玉蘭篇貞秀　　　元治元年(1864)　木版刷彩1舗　　　　36･6×14613　　　秋岡

20　西国内海名所一覧　　　　　　五要事貞秀　　　慶応元年(1865)　木版刷彩　大判横6枚　352×141･6

-39-



No.　　資　料　名　　　　　　作者等　　　　　　晴　代　　　　　　版　種　　　　　　　寸法(cm)　　　　備考

21日本全国パノラマ地図第4巻　　清水吾康　　　　大正11年(1922)　印刷　　1帖

山陽道パノラマ地図

22　兵庫県大鳥取囲　　　　　　　　福田眉仙　　　　　昭和3年(1928)　紙本若色1面

23　神戸有馬電鉄沿線名所園　　　　吉田初三郎　　　昭和3年(1928)　印刷　　1舗

24　大神戸市を中心とせる名所鳥隙図絵　　吉田初三郎　　　　昭和5年(1930)　印刷　　1舗

25　最新兵庫県遊覧鳥轍図　　　　　　山本魁　　　　　　昭和10年(1935)　印刷　　1舗

26　阪神上水道市町村組合鳥轍国　　書EEl初三郎　　　昭和27年(1952)　絹本若色1面

22 8×9.4(表紙)

121 9×164　7

18.9×100. 1

18.9×97. 6

39.0×53.2

56. 2 × 195. 0　　阪神水道企業Eg蔵

*出品資料は､ NQ26 ｢阪神上水道市町村組合鳥取囲｣以外はすべて神戸市立博物館の所蔵品ですoなお､備考欄の南波は南披松太郎コ

レクション､秋岡は秋岡武次郎コレクション､池長は池長孟コレクションの略ですo

*固有名詞以外は､旧漢字は新漢字に改めています｡

*展示においては,資料の形態や資料間の相互関係により､必ずしも出品番号順になっていませんD
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(4)ギャラリー

a　日本画コレクション展　一村上葦岳･山下摩起･昇外義を中心に一

会期/平成18年(2006) 5月31日(水) ～7月20日(木)

協賛/財団法人みなと銀行文化振興財団

当館が所蔵･管理する近代日本画のうち､昇外義作品を中心に展示した｡

≪淡路遠望≫ 《月あかり(飛来)≫は､垂水区役所から保管転換されて初めての公開となった｡

画家名　　作品名　　　　　　　　制作年　　　　　　技法･材質　　　　　　寸法(縦×横､ cm)　員数･備考

1菖蒲大悦　　初夏の池畔-修法ケ原　　制作年不詳　　　　経本著色　　　　　　　70.3×79.8　　　　額1面　神戸市蔵

2菖鰍悦　武庫の夕陽(表六甲)制作年不詳　　経本著色　　　　91･2×145･2　　票差冨総誓蛋市蔵

3山本大慈　農(牡丹)　　　昭和59年頃(cl984)紙本若色　　　113･5×71･3　　%19雷春季院展

4池田遥郁　雪の神戸港　　　昭和22年(1947)　絹本若色　　　176･0×107･0　　繋相｡展

5土肥武雄　月明　　　　　昭和52年(1977)　紙本著色　　　145･5×112･5　　雫去雪.トトンヌ

6　昇外義　　朝頗

7　昇外義　　淡路遠望

8　昇外義　　月あかり(飛来)

9　昇外義　　宮島

10　昇外義　　天の橋立

11山下摩起　　鷺

12　山下摩起　　菩薩坐像

13　村上華岳　　観音之図

14　昇外義　　野の秋

15　昇外義　　丸山木立(画稿)

平成5年(1993)

昭和63年頃(C 1988)

昭和63年(1988)

平成2年(1990)

平成2年(1990)

昭和36年(1961)

昭和36年(1961)

昭和7年頃(a 1932)

制作年不詳

昭和51年く1976)

紙本著色

紙本著色

紙本書色

糸氏本著色

鉛筆,墨･紙

紙本墨画

経本墨画

紙本塁画

紙本署色

-:..1や･帆

74.5×46 5　　　　　額1面

(画面)52.5×65　　　額1面

110.0×80.0　　　　額1面

78.5×52.5　　　　　許1面

78.5×52.5　　　　　額1面

600×800　　　　　額1面

119.8×86.2　　　　額1面

22.9×26.2　　　　　1帽

27.0×24.0　　　　　額1両

52.0×72 1　　　　額1面

16　昇外義　　早春雨情(画稿)　　　　昭和60年代頃　　　　鉛筆､色鉛筆､水彩･紙　55.8×44.7　　　　　額1両

17　昇外義　　夏山額雨(画稿)　　　　昭和54年(1979)　　鉛筆　紙　　　　　　　　51.5×79.5　　　　　額1両

18　昇外義　　天の橋立(画稿)　　　　平成2年(1990)　　鉛筆､水彩･紙　　　　　51.8×43.9　　　　　額1両

19　昇外義　　月あかり(画稿)　　　昭和63年頃(C1988)鉛筆､色鉛筆･紙　　　69.0×76.8　　　　額1面

20　昇外義　　貼(画稿)　　　　　　　昭和61年(1986)　　鉛筆､色鉛筆･紙　　　(画面)36×43.5　　　額1面

21昇外義　　荊(画稿)　　　　　　　昭和56年(1981)　　鉛筆､色鉛筆､水彩･紙　833×552　　　　　顔1面
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b　洋画コレクション展

会期/平成18年(2006) 7月22日(土) ～9月18日(月･祝)

当館が所蔵･管理する近代洋画のうち､近年の受贈作品と神戸ゆかりの画家の作品を展示したo

中川-政《鉄線花≫､梅原龍三郎《椿》､坂本繁二郎『阿蘇五景』､片岡真太郎《北野風景》､小松益喜《ス

タデニック氏邸にて》は初公開｡

寸法(縦×横､ cm)　員数･備考

額l面　神戸市蔵
91 0×72..5　　　　　(オリエンタルホテル

･コレクション)

72.8×60 5　　　　　額1面

45.3×38.0　　　　　額1面　個人蔵(寄託)

71･8×60･9　　賛主雷芙鮎琵磨態

60.6×50.0額1面

･161 5×80 3　　誓118雷二鮎蔵(寄託)

97.2×145 7　　　　額1両　個人蔵(寄託)

116.7×90.9　　　　額1両　第33回二紀展

72.0×90.5　　　　　額1両

60･5×72･8　　警L雪書写汗信雄

50.3×61 1　　　　　額1面

97 5×130.5　　　　額1面

72 7×606　　　　　額1面

90.0×130.0　　　　額1面

制作年　　　　技法･材質

1937　　　　　油彩･キヤンハス

制作年不詳　　油彩･キャンパス

制作年不詳　　油彩　キヤンハス

1949　　　　　油彩･キャンバス

1957　　　　　油彩･キャンバス

画家名　　　　作品名

1　鹿子木孟郎　　白蓄蔵

2　伊川寛　　　裸婦

3　田村孝之介　　婦人肖像(髪飾り)

4　田村孝之介　　きもの

5　田村孝之介　　窓辺の風景

6　田村孝之介　　アングルシアの踊子(B) 1964　　　　油彩　キヤンハス

7　田村孝之介　　朝陽

8　田村孝之介　　青い敷物の裸婦

9 /J､松益喜　　　煉瓦塀と異人館

10　小松益喜　　　神戸北野町　桃色の家

11西村功　　　ペンチの夫婦(ロンドン)

12　元日某津美　　ラメイ街風景(巴里)

13　元川嘉津美　　向日葵

14　山本芳翠　　　猛虎週遥図

15　中川-政　　　鉄線花

16　石井柏亭　　　歌妓図

17　梅原龍三郎　　椿

18　坂本繁二郎　　r阿蘇五景』根千線の朝

19　坂本繁二郎　　r阿蘇五景』放牧

20　坂本繁二郎　　阿蘇五景』噴火口

21坂本繁二郎　　F阿蘇五景j南郷谷

22　坂本繁二郎　　r阿蘇五景』波野の月

23　片岡真太郎　　北野風景

1976　　　　　油彩･キャンパス

1979　　　　　油彩･キヤンハス

1983　　　　　油彩･キヤンハス

制作年不詳　　油彩　キヤンハス

1977　　　　　油彩　キヤンハス

1995　　　　　油彩･キヤンハス

1996　　　　　油彩･キヤンハス

制作年不詳　　油彩･キヤンハス

制作年不詳　　油彩　キヤンハス

1909　　　　　水彩･耗

1980　　　　　水彩･紙

1950　　　　　木版色摺･紙

1950　　　　　木版色摺.紙

1950　　　　　木版色摺･紙

1950　　　　　木版色摺･紙

1950　　　　　木版色摺･紙

41.0×23.1

(画面)41.6×30 0

32 0×22.0

(画面)25.3×36 1

(画面)25.2×36.0

(画面)25 1×36.1

(画面)25. 1×35.9

(画面)25.2×36 2

額1面　神戸市蔵

額1面(別車博資
コレクション)

額1面　神戸市蔵

額1面(山野井信雄
コレクション)

額1両(山野井信雄
コレクション)

額1面(山野井信雄
コレクション)

嶺1面(山野井信雄
コレクション)

額1面(山野井信雄
コレクション)

･965　　李警二言三千奴鉛筆､ 54･0×72 0　　額1面

24　小松益喜　　スタデこノク氏邸にて　1970頃　　　インク､水彩･紙　　　32･0×41･0　　　　額1面

25　田村孝之介　　人形 制作年不詳　　パステル･紙　　　　　55.0×37.5　　　　額1両
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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､開館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錯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｡

■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｡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､南蛮罷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｡

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o

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 唳lﾙ�)7舒ﾒ駘ﾙ�(�ｹ}h,��x.ｨ,H-ﾘ.h*B靹ﾈ*h,H-ﾘ.h*B��d���
･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 唳>ﾉM胃)Yx7�5�8ｸ/�ｪ��ﾈ+8+�.h*B�
･のぞき眼鏡をのぞいてみよう 
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■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臥神戸

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

が､全ての映像デークーを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o

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疎めていきたい人､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

9. 14　生糸輸出と神戸港

10. 12　神戸ゆかりの芸術家たち

中村学芸員

博物館の洋画コレクションを中心に-

11. 9　印象派絵画一人気の秘密を語る-

12. 14　発掘-神戸の遺跡この10年

1. 18　世界地図の受容と変容

2. 8　文化財からみた神戸

(2)講座｢博物館を楽しむ｣

6. 16　和鏡の世界

6. 23　講看板と江戸の旅

6. 30　日本画鑑賞の手引き

金井学芸員

岡学芸員

菅本学芸貞

三好学芸貞

問屋学芸員

池田学芸員

三好学芸員

岡学芸員

(3)展覧会関連事業

①　特別展｢江戸の誘惑｣記念講演会

4. 15　｢北斎の芸術的才能を探る一作品の修復から｣

ボストン美術館アジア修復部　フィリップ･メレディス氏

5. 13　｢ビゲローコレクションを調査して｣

出光美術館主任学芸員　内藤正人氏

5. 20　｢ボストン美術館の日本絵画｣

神戸市立小磯記念美術館学芸係長　成揮勝嗣氏

⑦　特別展｢オルセー美術館展｣記念講演会

9. 30　｢印象派から近代美術へ　オルセー美術館のコレクションを通して｣

オルセー美術館館長　セルジュ･ルモワンヌ氏

10. 21 ｢楽園としての日本一ジャポニスムと印象派再考｣　　　　岡学芸員

③　特別展｢神戸の文化財Ⅲ｣記念講演会

2. 3　｢神戸の仏たち-その多彩な魅カー｣

仏教大学文学部教授　安藤佳香氏

①　特別展｢大英博物館　ミイラと古代エジプト展｣記念講演会

3. 17　｢ネスペルエンネブウの生涯:古代エジプト第3中間期のテ-ベ｣

早稲田大学文学学術院教授･エジプト学研究所所長　近藤二郎氏

人　　人人人人人　　人人人　　人　　人　　人　　人人　　人人　　　人1 38　1281 251 221 051 07　1 ll 1u　聞　1 57　1 90　1 963 70　2051 65　　4

ゲストスピーカー:大英博物館古代エジプト･スーダン部副部長　ジョン･テイラー氏

188人

⑤　障害者のための鑑賞会

10. 16　特別展｢オルセー美術館展｣

⑥　特別展｢神戸の文化財Ⅲ｣関連事業

2. 17　現地見学会｢神戸の文化財めぐり｣

1. 21　ギャラリートーク

(丑　企画展ギャラリートーク

｢はくぶつかんのコレクション展｣

6. 10　｢和鏡について｣

6. 17　｢日本の輸出磁器｣

6. 24　｢大坂町奉行｣

7. 1  ｢筏井家文書｣
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6回

408人

42人

問屋学芸員　　　　　　14人

高久学芸員　　　　　　8人

計　65人

口野学芸貞　　　　　　7人

岡学芸員　　　　　　　10人

高久学芸員　　　　　　11人

勝盛学芸員　　　　　　9人



7. 8　｢講の看板｣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三好学芸負

7. 15　｢日本と朝鮮の鐘と仏｣　　　　　　　　　　　　　　問屋学芸員

｢クロニクル異国趣味展｣ ｢空から眺める｣ ｢洋画コレクション展｣　　3回

8. 19　｢美術作品でたどる東西交流史｣

8. 26　｢鳥轍図について｣

9. 2　｢洋画コレクション｣

(学校との連携事業)

(1)ジュニアミュージアム講座(日博協地域こども教室推進事業)

5. 27　第15回(前期)

6. 17　　　　　/,

6. 24　　　　　ク

1. 20　第16回(後期)

1. 27　　　　'/

2. 10　　　　　/y

提灯に絵をかこう

拓本をとろう

金属で鏡をつくろう

平安時代の鏡をつくろう!

布引ダムをたんけんしよう

茅葺きの家にいってみよう

勝盛学芸員

国木田学芸員

金井学芸員

(2)夏休み土器づくり数量

7. 29　成形A

7. 30　成形B

8. 10　土器焼き(神戸市立自然の家)

8. 12　展示(8月27日まで)

(3)博物館たんけん隊(日博協地域こども教室推進事業)

2. 4

(4)ちびっこ博士養成講座　考古編(日博協地域子ども教室推進事業)

石器･土器コース　6. 10-25　6回

銅鐸コース　　　　7. 1-17　7回

(5)こうべ歴史たんけん隊(日博協地域こども教室推進事業,神戸市体育協会共催)

6. 10　｢再発見!有馬温泉｣

(6)特別鑑賞会

特別展｢オルセー美術館畏｣ (日博協地域こども数量推進事業)

12. 25　クリスマスこども鑑賞会(午前､午後)

12. 26　ちいさなこどもたちといっしょ･親子鑑賞会

特別展｢大英博物館　ミイラとエジプト展｣

4. 2　春休み親子鑑賞会

人人人人人人1 1173015411

計

人人人人人人1 8920203713

19人

20人

35人

45人

26人

27人

13人

(保護者を含む) 1,546人

(保護者を含む)　977人

(保護者を含む)　897人

(7)子どものためのワークショップ

特別展｢江戸の誘惑｣の子ども向け関連企画
･ワークショップⅠ

4. 29､ 30 (午前･午後)　｢妖怪絵巻｣をつくろうl

･ワークショップⅡ (日博協地域こども教室推進事業)

5. 3-7 (各日3回)　　自分の"のぼり"をつくろう!

5. 13､14､20(各日3回)　ミニチュア犀風をつくろう!

5. 21､27､28(各日3回)　ぬり絵でミニ妖怪絵巻をつくろう!

企画展｢"ホンモノ"たちが教科書をとびだした!｣の子ども向け関連企画

(文化庁芸術拠点形成事業)

7. 26､ 28､ 8. 3　　　　金属をとかして鏡をつくろう

8. 2､ 7 (午前･午後)　石をみがいて勾玉をつくろう

8. 9　　　　　　　　　ぬりえで南蛮昇風をつくちう
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79人

207人

142人

140人

81人

78人

26人



8. 16　　　　　　　　　　　神戸外国人居留地をあるこう

8. 23､ 24　　　　　　　　江戸時代の地球儀をつくろう

8. 30　　　　　　　　　　居留地を水彩色鉛筆で描こう

企画展｢``ホンモノ"たちが教科書をとびだした!｣の子ども向け関連企画

(文化庁芸術拠点形成事業､日博協地域こども教室推進事業)

くまなほうlあそほう! -親子で楽しむ体験講座) (会期中毎日)

7. 22-8. 6 (17[司)　　古代人の生活を知ろう

8. 8-20 (16回)　　　　拓本をとろう

8. 22-9. 3 (16回)　　ぬりえでザヴイエルの掛軸をつくろう

特別展｢オルセー美術館展｣の子ども向け関連企画(日博協地域こども教室推進事業)

12. 9 (午前･午後)　　　油絵を描いてみよう!

12. 16 (午前･午後)　　　ゴッホの寝室をつくろう!

特別展｢大英博物館　ミイラとエジプト展｣の子ども向け関連企画

419人

431人

450人

40人

40人

4. 28 (午前･午後)　　　古代エジプトの文字ヒエログリフを書いてみよう!

(保護者を含む)　　227人

(8)学校団体受入数 181校10,722人

幼稚園　6園　336人､小学校　62校　4,022人､　中学校　66校　3,800人

高等学校　33校　2,182人､　その他(大学･専修など) 14校　382人

(9)学校授業への職員派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50校152時間4,351人

幼椎園　2園　4時間　　60人,小学校　35校116時間　2,852人,

中学校12校　31時間1,419人,　高　校1校　1時間　　20人,

㈲　教員のための博物館活用研修会の開催　　　　　　6回　　　　　　　(のべ参加者) 247人

㈹　中学校｢トライやるウイーク｣の受入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19校36人

5. 30-　本庄中学校2人･星陵台中学校2人･山田中学校2人･丸山中学校2人,

6. 6-　井吹台中学校2人･駒ケ林中学校2人･御影中学校2人･垂水東中学校2人

6. 13-　西神中学校2人･大池中学校2人

11. 7-　歌敷山中学校2人･星和台中学校2人･楠中学校1人･吉田中学校2人

舞子中学校1人

11. 14-　太田中学校2人･太山寺中学校2人･本山中学校2人･小郡中学校2人

(各週4日間)

(12)博物館実習 23大学　39名

①8. 1-8. 5　6校13名　②8. 8-8.12　8校13名　③8･29-9･ 2　9校13名

2.共催事業

(1) KOBE居留地シネマ　　会場:地階講堂､有料｡

第6回　3.31､ 4. 1　　613人　　第7回

第8[司　9. 15､ 16　　　　533人　　第9回

人人4　68　5

(X)　(バ)

4　42　23　32　26　2

共催者: NPO神戸100年映画祭事務局

(2) 2006朝日･神鉄文化セミナー『秀吉』

7. 23　｢第1回　山内-豊と羽柴秀吉｣

共催者:神戸電鉄

(3) NHK公開セミナー｢特別展　神戸の文化財Ⅱ｣

1. 28　講師　問屋学芸員･高久学芸員　　NHK神戸放送局トアステーション

共催者: NHK神戸放送局
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5.特別展･企画展等の開催一覧

月 �<�¥ｩ5x麌����>ﾉM碓ﾈ��ｭ俯｢�特別展示室2 劍4ﾘ888�8ｨ�ｲ�

4 5 ��朝}X鳧ｷ渥釘��2盈ｚCH�ﾃ�B粟��� 剪�

今寺別展 

ボストン美術館所蔵肉筆浮世絵展『江戸の誘惑』 

4月15日(土)～5月28日(日)39日間136,949人 

(共催:ボストン美術館､朝日新聞社､朝日放送) 

金.土曜日の閉館時間を午後7時に延長5月1日(月)臨時開館 

日本画コレクション展 一章岳.摩起,外義一 

6 ��朝}X鳧ｷ渥迭�3��竰�

企画展はくぶつかんのコレクション展 剪�5月31日(水) 

6月10日(土)～7月17日(月.祝)33日間 劔～7月20日(木) 45日間 

7 8 朝}X鳧ｷ渥途�#�粟���釘ﾃCcI�ﾂ�剩c2�ｺh裙ｨ-ﾘ,�,hｾ(ﾗ9[h峪�Xｻｸﾞ�&2�ﾙvﾘ柯5(8ﾈ4�5h8x995r�

企画展"ホンモノ"た �;hｮ�i5r�l ≡企画展 � 

ちが教科書をとびだし 鐙4�8ﾘ6ｨ4�8ｸ腰ﾙ�¬j�5r�;空から眺める 

た!-ザヴイエルや銅鐸 討ﾙOﾈ��ﾞﾉV�,X+ﾘ,x.��:-｢鳥取図｣の世界一 

たちにあいにいこう- �8ﾉ�ﾉ[h嶌ﾏ�zﾈ讖D餠ﾂﾒ� � 度ﾈ�#)?｢�7鋳�

-9月18日(月.祝) 

7月22日(土)～9月3日(日)38日間13,638人 劔 鼎Y?ｨｭB�

9 10 ll 12 � �� 

梼別展 

オルセー美術館展-19世紀芸術家たちの楽園- 

9月29日(金)～1月8日(月.祝)83日間351,161人 

(共催:オルセー美術館､日本経済新聞社) 

開館を午前9時30分､金.土曜日およびルミナリエ期間中の閉館時間を午後7時に延長 

11月4日(土.祝日の翌日ト24日(金.祝日の翌日)1月2.3.4日(年始)臨時開館 

1 ����剪�

*臨時休館12/26(火ト12/28( 鳴�

特別展 剪�1月20日(土)-2月25日(日)32日間7,473人 

2 壷��ｸ�8轌.��[h嶌ﾞ�/�(i�8,辻���宙ｺHﾜ3ｩ[h峪*�D舮ｹ��ｹ_ｩ�xｼr�ｺh裙ｨ嫌:�[h嶌ﾞ�&2��

3 ���� 剪� 特別展大英博物館ミイラと古代エジプト展 

3月17日(土)～6月17日(日)81日間228,023人(共催:大英博物館､朝日新聞社､朝日放送) 
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6.刊行物

平成18年度の刊行物

特別展図録　　神戸の文化財Ⅲ

館蔵品目録　　美術の部　NQ23　漆工品.ガラス工芸品

歴史･考古の部　NQ23　古文書Ⅶ

1.摂津国有馬郡下二郎村大庄屋芝家文書
2.摂津国有馬郡下二郎村庄屋前中家文書

研究紀要　　　NQ23

年報　　　　　NQ22 (平成17年度)

博物館だより　NQ90 (平成18年10月) -NQ91 (平成19年3月)

刊行物一覧

研　究　紀　要

No 價ﾘﾗ9D�7��内容 

1 鉄ｂs�2�� 

500円 ��

航路国展風考 

2 鉄窒sィ��狩野内膳考 

600円 ��

安田雷州筆｢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��東播系中世須恵器生産の成立と展開-神出古窯祉評を中心に- 

品切 僥Ih��Xﾜ韃(�)�S�ﾙ>ｩ[i7舒ﾒﾒ�

新収南蛮犀風について 

4 田�Ｔッ�� 

800円 ��

南淡コレクション中の刊行諸国図について 

5 田"Ｔビ��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 ��

6 田2Ｔモ��CS�冷�市街地に消えた古墳-念仏山古墳- 

7 侏2��ﾃヲ�� 

300円 ��

8 �"Ｔ����｢石峯寺経塚｣遺物の再検討 

300円 佻ﾉ}i88ﾆ�幌Z)dﾉ�佻�,�,(*(,Bﾙ(i�)LYm磯�{�*�.x,ﾈﾖﾈ��/��ﾈ+ZH,辻�

9 �2Ｔ����江戸時代後期における輸出漆器の資料 

300円 ��

透過試験による頭椎太刀の観察 

10 釘Ｔ�"��『伊能副に関する若干の考察 

300円 僵Y$ｩ5hｿ�ﾔY[ﾙ6�ﾘ譎F靱ﾘｫ�ﾉ]8,ﾂﾘｮ��ﾂﾒ�

ll 迭��ｳ�2�� 

500円 ��r�7h8�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El本国地震之図｣の資料紹介 

500円 ��

13 唐Ｔ澱��神戸市立考古館史稿 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��ﾇ�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 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�

柳田義一氏蒐集瓦程資料について 

15 ���Ｔ唐��中国の西湖嵩とE]本の浮絵-阿美｢閑話西漸尉洋片｣発展史略｣をめぐって- 

500円 ��

神戸市立博物館における学校との連携事業 
初代玄々堂校本保唐の銅版画 
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1000円

200円

200円

500円

400円

展　覧　会　図　線

開催年度 �5yyx檠kﾂ�単価 

57 ��2,000 

('82) 几ﾈ幽鉑�驟倩���ﾌ9&��ﾘ,ﾉ�(､R�品切 

58 ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ��1,200 

('83) ��品切 

古地図に見る世界と日本 儼����

59 ��晶切 

('84) �,ﾘ.�,�.�,h4�8�985�9&��ﾙ5r�晶切 

更紗の世界展 儼����

60 ��品切 

('85) ��品切 

61 �6ｨ8X�ｸ8��ｸ4�8�6x8ﾘ7ﾈ8ｨ5�99Oﾈ����Hｨ�V��ﾉvﾘ,ﾉYxﾆ��1,700 

('86) 偃ｹ�ﾈ,ﾉk"ﾘ4��ｸ5�6x8�8ｨ4�H4�7ﾆﾂ�5x+�,ﾉ�(､Rﾒ�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�晶切 

卑弥呼の鏡展 儼����

1,500 

品切 

元 ��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 ��1,900 

('90) ��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�品切 

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 

品切 

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

('94) 假9��ｴﾉD��9�ﾈ泚?��5(8ﾈ4�5h8x92ﾙk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�hｷ(ｫ侘ｸ鳬�8,ﾈ7ﾘ8ｸ6�8ｸ*"�2,200 

9 ��2,000 

('97) ��2,000 

10 ��1,400 

('98) ��品切 

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--美術にみる蘭書受容のかたち- 
r岡山藩家老日置息自筆御用勤番上』と神戸事件 

17 ��"����近代美術と地図-川上冬崖と岩儒教章一 

500円 ��
-太山寺蔵｢絹本着色愛染垂茶羅｣をめぐって- 

-近世後期長崎における工芸史料の紹介- 

18 ��2Ｔ����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倢&h+�*�*�.冑I��[h嶌ﾞ�+(ﾛ�,ﾈﾋｸ�2�
-一一億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預元 

に向けて- 

古地図と版元-鯖歳品にみる江戸時代の地図出版について- 

新出の毘盈遮那化変相図について-高麗末期華厳数仏画の一棟雅一 

19 ��BＴ�"��S��冷�池長孟と牧野官太郎 

博物館と学校がさらに近づいていくために 
-｢連携授業｣への取組一実践を中心として- 

青貝細工壷型ナイフ入れに関する資料紹介 

-1609年版p,カエ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 ��

宕嶺山石峯寺文化財調査報告書(-) 
博物館の評価についての考察 

21 ��bＴ�B��新出資料r長崎伝硝子梨』を読み解く 

500円 ��
-T東海道五十三駅勝景』をもとに- 

若杉五十八研究 
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- 

一斉藤英二氏寄贈資料の整理報告を中心として- 

22 ��rＴ�R��亜欧堂田善錦｢コロンブス謁見囲｣をめぐって 

700円 仗��)[ｨﾌ�,8,�*�*�.��ｩ?ｨｴﾈ自9ﾒ�
｢和田岬.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- 

和続にみえるもの 
-神戸市立博物館所蔵の中世和鏡の検討- 

23 ��ｂs�b��近世日本におけるワーテルロー戦闘回の流布と制作について 

500円 佩H幃����(ﾈ霰ﾈ耳�9U�Z夷ｨ*ﾘ.�*H*ﾘ*B�2�
企画展○ホンモノ○たちが教科書をとびだした! 
-ザヴイエルや銅鐸たちにあいにいこう-をおえて 
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展　覧　会　図　録

開催年度 �5yyx檠kﾂ��%�幵�

∴ 从��&饐Hｭ#����D雍ﾉD���ｲ陏�Vﾂ(､ｨ峪Z夷｢rr���ﾃ����

('99) ��絵のような地臥地図のような絵- ��ﾃ����

12 兌h嶌ﾞ�]ｲ� 塔���

(†oo) ���#����

13 ��ﾉ�ﾈ��,ﾂ�節,旧｢神戸百景｣ 儼����

('01) �俛�､x,ﾉf�ﾊ���"ﾈ;���

14 ����ﾃ����

('02) 儼�*�.ｨ+ﾙk韭�6ｨ6(7ﾈ92位Hｸi]"��塔���

15 ����ﾃS���

('03) ����ﾃS���

16 ('04) ����ﾃs���

17 ('04) ��塔���

18 ('06) ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ�uR���ﾃ����

発行年 ��単価 

57('82) ��品切 

57('82) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�i;ｩ?2�品切 

57('82) ��500 

57('82) �8ﾈ�(､�碁(hﾙ�,ﾉ{y5r�品切 

60('85) ��品切 

63('88) 僣饂渥��ﾘﾘx栗>��800 

3('91) ��2,300 

1('89) 冑y_ｸ5(8ﾈ4�5h8x99�ﾉvﾙOﾈ��ｸｹmｩ��- 

6('94) ��2,000 

9('97) ��2,000 

10('98) ��2,000 

12('00) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�b鞅ﾈ睦�2,000 



館　蔵　品　目　銀

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･日本国

両液コレクション
分国図･地方図･郡付図

両液コレクション
諸国図･都市図

南波コレクション
江戸国　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
世界図･ H本国･江戸図
都市図　諸国図等

秋岡コレクション
天文暦学関係囲･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

黄葉美術　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　維系

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　開化維絵･御国
･外国人物園等･中華船破損

救助感謝状綴･輸出茶商標･
騎駈図等綴　図書

近代絵画

文書Ⅱ
川村家文書･村上家(阿蘭陀
宿)文書･川島家文書

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

文昏V
本木家文書邦文資料･同欧文
資料(r諸雑書集i)

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E即事次郎役者絵コレクンヨン[
江戸･東京版行の浮世絵資料

文書Ⅵ
筏井家旧蔵書

外国製陶磁器

日本製陶磁苦言

近代絵画Ⅱ　彫刻

写真･絵葉書Ⅱ

引札Ⅲ

神戸市関係絵地図Ⅱ

古文書Ⅱ
八田家文昏･岡EEl家文吉･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
住吉良運商社文吉

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[
柳EEl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
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館　蔵　晶　日　録

地　　図　　の　　部 美　　術　　の　　部 考　古･歴　史　の　部

漆工品･ガラス工芸品 古文書Ⅷ
摂津国有馬部下二郎村大庄屋芝家文書
掛車Bl有馬都下二郎村庄屋前中家文書

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���

∴ 添D�7��500 �#"�17年度 鼎���

だより　No.90

ー52-



収蔵資料

1.新収蔵資料

(1)受贈資料

分類 俥ﾈ�)kﾈ��制作年 �Y�B�寄贈者 

歴史 冓�69��蕀���tｸ帽吠�ﾇf��紕��fﾖﾒ�� ��5��桝田輝郎 

歴史 亢i9愛ｹ/"��r�� ��ﾟｲ�田中千尋 

歴史 ���ｸｭ伜"愛ywH���� ��hr�棚橋淳二 

歴史 ���ｸｩH�?ｩ_��ccC俘b� ��YB�田中千尋 

歴史 ���ｹD隴2� ��ﾟｲ�田中千尋 

歴史 ��c���[ｨﾌ侈yzH�8ｺ8ｵｩ�偃位��X檍ｴﾉD�8�5�8ｲ� ��5��田中千尋 

歴史 偃姻�棈芥ﾙ��c�8ﾘh､ywH��� ��5��田中千尋 

書画 傅ﾈﾊ倬ｹ�ﾈ�)Tﾘ����ｸﾖ�鈷�B�1934 ��{ﾂ�宮本義明 

書画 侏9�ﾉz�,9OﾉTﾘ���(ｺﾈ,ﾈ��B�1952 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ��ﾝ9���ｩYxﾆ��B�1956 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ����,ﾉ_96��B�1966-68頃 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ��･逢��B�1970 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ�8･鞍��B�1972 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ���ｹ}h,ﾉF��B�1973 ��{ﾂ�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ�9=驂x,ﾈ��B�1973 ��{ﾂ�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ��ﾛ)]ｹ�ﾈ,i8ﾉ�X鮑�B� ��{ﾂ�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ��?�ﾈ�;�9(夊�B� ��{ﾂ�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ��$ｨ�9M8�Yxﾆ��B� ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ��6x8ﾈ6浦xﾆ��B�1976 ��l｢�元日博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9Oﾈ����6x8ﾈ6浦xﾆ��B�1976頃 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ�88ﾘ�ｸ7ﾙYxﾆ宙8ﾘ�ｸ7ﾘ,ﾈ�)�R��B�1977 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ�8ﾟ�,i�9Z��B� ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ�9mｨ謌,h,�/�,�*ﾘ�B� ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾉ^Y,9OﾉTﾘ�9^冢宙7ﾘ5x8x8ｨ4｢��B� ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ���H､yJｸ惓Zｈ8�8ﾘ92��B� ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾉ^y,9OﾉTﾘ��幃�ﾈ�(､8�8鮑�B�1986 ��l｢�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ��fｹnﾉYxﾆ��B�1959 ��hr�元川博之 

書画 侏9�ﾈ�9,9OﾉTﾘ�9Yxﾆ��B�1961 ��hr�元川博之 

書画 ��ｸﾋI+��ﾉTﾘ��齪枴�ﾂ迂"��B�1955-64頃 ��l｢�菅原で光人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ����ｹYxﾆ侈y*�Xﾘｽ��B�1958 ��l｢�菅原淡人 

書画 ��ｸﾋIhﾙ�ﾉTﾘ�8･��B�1956頃 ��l｢�菅原7光人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ��ﾖ���B��B�1955-64頃 ��l｢�菅原や光人 

書画 ��ｸﾋIhﾙ�ﾉTﾘ��_�Z羽H.��B�1970年代中頃 ��l｢�菅原7光人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ��8(987ﾘ8ｸ6x8ｸ,ﾉ��&宙7�8｢��B�1970年代後半頃 ��l｢�菅原淡人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ�8憙�*(,ﾈ彙�5h888ｸ6x8ｲ��B�1990 ��l｢�菅原洗人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ��ｴh.�,ﾈ･ｈ7�6ﾈ6�4���B�2005 ��l｢�菅原洗人 

書画 ��ｸﾋIhﾙ�ﾉTﾘ�9��ｹ�ｸﾗﾉVﾉ�H�B� ��hr�菅原や光人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ�8ﾙ�ﾝｸ7ﾘ�ｸ5�6(6x�B� ��hr�菅原i光人 

書画 ��ｸﾋI%y�ﾉTﾘ�9[ｨﾌ�陷ﾘ�B� ��hr�菅原テ光人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ����ｸﾖ��B� ��hr�菅原r光人 

書画 ��ｸﾋI%y�ﾉTﾘ�8ﾙ�ﾝｸ7ﾘ�ｸ5�6(6x�B� ��hr�菅原テ光人 

書画 ��ｸﾋIhﾙ�ﾉTﾘ�9[ｨﾌ俟��B� ��hr�菅原沈人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ����ｸﾖ��B� ��hr�菅原i光人 

書画 ��ｸﾋI+��ﾉTﾘ��ﾖ�Yxﾆ��B� ��hr�菅原沈人 

書画 ��ｸﾋIhﾙ�ﾉTﾘ�8ﾖ�Yxﾆ��B� ��hr�菅原枕人 

書画 ��ｸﾋIhﾙ�ﾉTﾘｭ9��ｸﾖ�Yxﾆ��B� ��hr�菅原洗人 

書画 ��ｸﾋI�I�ﾉTﾘ����ｸﾖ�Yxﾆ��B� ��hr�菅原や光人 
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(2)保管転換資料

分枝 俥ﾈ�)kﾈ��制作年 �Y�B�転換元 

書画 ��XｻHｮ饋�Tﾘ��冑ﾆ9Yxﾆ��B� ��{ﾂ�垂水区役所 

書画 傴愛��Tﾘ�9%yц�9eﾘ�B�1988頃 ��{ﾂ�垂水区役所 

書画 傴愛��Tﾘ��ﾈ�*�*�.ｉO)xｘ�B�1988 ��{ﾂ�垂水区役所 

(3)購入資料

川西英筆　『兵庫百景』

2.指定文化財等一覧

指定区分 倡y.吋霾�?｢�指定番号 倬�{�ﾈ��員数 倬��2�

国宝 傴ｩ��CRﾃR�#R�考第34号 倚x5�ｷY;ｩ�b�;ｩ[h��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l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�ﾄｪH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丑�Yr稲ｹnﾉ>��iTﾒ��6曲1双 �8ﾘ�(鳬�2�

重要文化財 兌ﾙ�ﾃ偵b�3��絵第1957号 ��ｨ�(ｩ����z(5�Vﾉ�ﾒ�域僥靱ﾘｫ�ﾒ��2曲1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��ﾈ��韈IX9?���xﾙ��2面 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��

3.資料補修

[歴史･美術資料]

徳光院出土銅鏡

[近代絵画] 資料名 剞ｧ作年 ��I|｢�備考 

伊川寛鑑裸婦》 �1970年代頃 ��{ﾂ�額補修(*文化交流課) 
伊川寛≪双裸婦 �1976頃 ��{ﾂ�額補修(*文化交流課) 

伊′ 亅��9](-��ﾈ�B� ��{ﾂ�額補修 

伊∫ 僣I6I��ｸﾖ�Yxﾆ��B� ��l｢�額補修 
岬+ 俎���Jｨ�･���B��iV��� ��l｢�額補修 

江田誠郎≪薩摩鶏自笹図》 � ��l｢�額補修 
江田誠郎≪和鶏》 �1970年代頃 ��l｢�額補修(*文化交流課) 

大森啓助電ギタリスト》 �1957 ��l｢�額補修 

大森戸欠助≪夏山 �1967 ��{ﾂ�額補修(*--一部､文化交流課) 

菅原枕人≪港(赤)》 �1955-64頃 ��l｢�額補修(*文化交流課) 

菅原枕人≪モンマルト)i,の石段》 �1970年代後半 ��{ﾂ�額補修(*文化交流課) 

菅原状入電神戸製鋼浜側》(素描) � ��hr�無酸ブックマウント仕立(′｣､全紙) 

菅原洗入電国際マ-ケツト3,(素描) � ��hr�無酸ブックマウント仕立(小全紙) 

菅原7光入電丘庫運河》(素描) � ��hr� 伜�7R�クマウント仕立(小全紙) 

菅原沈人≪神戸港》(素才削 � ��hr� 伜�7b�クマウント仕立(小全紙) 

菅原洗人≪国際マーケット》(素描) � ��hr� 伜�7R�クマウント仕立(小全紙) 

菅原枕入電丘庫港》(素描) � ��hr� 伜�7b�クマウント仕立(小全紙) 

菅原y光入電神戸港》(素描) � ��hr� 伜�7b�クマウント仕立(小仝 倩���

菅原音光入電港風景》(素描) � ��hr� 伜�7b�クマウント仕立(小仝 倩���

菅原枕人≪港風景》(素描) � ��hr� 伜�7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�2�倩���

菅原沈人≪神戸港風景》(素描) � ��hr� 伜�7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr��ﾄｪI�8鐫��

菅原枕人≪神戸港風景》(素描) � ��hr� 伜�7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

開拓司電ヘルマン山の廃櫨》 �1966 ��l｢�額補修(*一部､文化交流課) 

徳永卓磨≪神戸.黒い家》 �1960 ��l｢�額補修(*一部､文化交流課) 
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資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

徳永卓磨《みどりの家》 ��1面 乂ｩ^(�2お自YJI[h嶌ﾏ�zﾂ�果) 

別草博資≪箱根風景》(水彩) ��田移��1面 乂ｩ^(�2お自YJI[h嶌ﾏ�zﾂ�果) 

別車博資≪大山の秋》(水彩) ��都��1面 乂ｩ^(�2いﾙYJI[h嶌ﾏ�zﾈ擺��

前田舌彦≪勧学夜景園》 ��ャB�1面 乂ｩ^(�2�
三木朋太郎≪ヴエトイユ風景A》 �8c�#��1面 乂ｩ^(�2�

元川寡津美≪山峡の春》 ��鉄"�1両 冏ｹ�ﾉ^(�:Hｧｩ^(�2か[h嶌ﾏ�zﾈ擺��
元川嘉津美≪石の宝殿》 ��田bﾒﾓc��1面 冏ｹ�ﾉ^(�:Hｧｩ^(�2か[h嶌ﾏ�zﾈ擺��

元川案津美質北野風景》(素描) ��鉄��1両 乂ｩ^(�2�

元川嘉津美竜風景》(素描) ��田��1面 乂ｩ^(�2�

資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�
1915 ��hr�無酸プ 刄Nマウント仕立(半切) 

観音像 ����Rﾒﾓ���1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

曲蛮師2 ����Rﾒﾓ���1枚 ��､酸ブックマウント仕立(半切) 

1915-18 ��hr� ��

"ハツカノツキ"表紙ロシア子供の絵｢農夫｣模写 ������1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

椿(試摺) ���#��1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

椿/十二ケ月花札くづし/南蛮曲/カルメン ���#�ﾃ#rﾃ#��1枚 ��､酸ブ ��

銭湯Eg(試摺) ���#��1枚 ��､酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

酉(年賀葉書) ���#��1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

曲馬(m-IANGAj1-4《軽業3,) ���#2�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1923,25 ��hr� 伜�7R� 

挿花(茶と青)/挿花(青と紫) ���#2�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

曲馬(チヤリネ) ���#B�1枚 ��酸プ ��

挿花/静物 ���#B�1枚 ��酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

青い鳥/小刷物 ���#Bﾃ#R�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

南蛮曲(『HANGA』5-4) ���#R�1枚 ��酸ブ ��

静物(『HANGAJ8-8) ���#R�1枚 ��､酸ブ ��

遊歩 ���#b�1枚 ��酸プ ��

1927 ��hr� 伜�7b� 

1928 ��hr� 伜�7b� 

1928 ��hr� 伜�7b� 

1929 ��hr� 伜�7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

『曲集集』表紙/罪/口絵/綱渡り/梯子のぼり ���3��1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

『曲整集』輪ぬけ/自転車曲乗り/独楽まわし /軽業/逆立ち/足芸/綱芸/手品/袈紙 ���3��1枚 冖8��7X6(4�7ﾘ4X986x覈zrるKﾉ�ｒ�

玉ころ ���3��1枚 冖8ｬ�7R���

古道具屋 ���3��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

(花) ���3��1枚 ��酸プ ��

春潮 ���3"�1枚 ��酸ブックマウント仕立(半切) 

射的屋の娘(後摺) ���32�1枚 ��酸ブックマウント仕立(半切) 

射的屋の娘(後摺) ���32�1枚 ��酸プ ��

室内(中) ���32�1枚 ��酸ブ ��

部屋 ���3B�1枚 ��酸プ ��

温室 ���3b�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

舞踏 ���3b�1枚 ��酸プ ��

温室(カレンダー)三月 ���3r�1枚 ��酸ブ ��

新緑 ���3r�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

寒牡丹 ���3r�1枚 ��､酸プ ��

かカすみ ���3r�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

天の橋立(後摺) ���3��1枚 ��､酸プ ��

山村(太山寺村)(後摺) ��鼎��1枚 ��さ酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

『港都情景』表紙ランチ ��鼎��1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

相楽園(小品)(後摺) ��鼎��1枚 ��､西安プ ��

梶/静物/城(rナショナル』目次装画)/かノト三種 ��鼎"�1枚 ��､酸ブックマウント仕立(半切) 

入営の土人形/汁(rナシヨナ)L,』日次装画) ��鼎"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈|y?�卯ﾉ�ｒ�

海/負(『ナショナル』目次装画)/カット四種 ��鼎"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

武器/動物(『ナショナル』目次装画)/カット三種 /カット三種 ��鼎"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

南洋彫刻/支那影絵人形(rナショナル』日次装画) ��鼎"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

松竹梅(Fナショナル』目次装画)/かyト三種 ��鼎"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

進水式/鍛工/騎兵/長江(『ナショナル』扉装画) /カット種々 ��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�

水面/富士山/標欄(『ナショナルJ扉装画) ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

冬/決戦寓真ボス夕-展題集/花六題題基/小品香彼 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

冬 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ダリヤ ��鼎2�1枚 冖94x7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

防空/銃(『ナショナル』罪業画)/カット三種 /カット七種/女郎花(小品) ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

『従軍五年』(林田重五郎.著)表紙/裏表紙/蘇 ��鼎2�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

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��

雪山(小品)/時計塔(書窓花蔵書票)/静物小品 /温室(川西英蔵書票) ��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��

向日葵室内/朝日新聞写真展入選/招待 ��鼎R�1枚 ��､酸ブックマウント仕立(半切) 

牡丹室内(画家の部屋) ��鼎R�1枚 ��､酸ブックマウント仕立(小全紙) 

詩集『日本の花』挿画菩赦/百合/常葉/辛 /月見草/椿 ��鼎R�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

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

天の橋立/カット五種 ��鼎b�1枚 ��._酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

神戸の女(日本女性) ��鼎b�1枚 ��.&7> �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

蘭(後摺) ��鼎b�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

舞子/身辺寸景/二十二年賀状/静物 ��鼎b�1枚 ��､酸ブックマウント仕立(半切) 

三菱造船所/蔵書票二種 ��鼎r�1枚 ��､酸ブックマウント仕立(半切) 

スキー ��鼎��1枚 ��､酸プ ��

噴水(後摺)/牡丹(後摺) ��鼎��1枚 ��､酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�
1948 ��hr� 唏褸7R�クマウント仕立(半切) 

裸婦 ��鉄B�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

画室 ��鉄B�1枚 ��､酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

池(別府不老園) ��鉄B�1枚 ��､蕨プ �4�7ﾘ4X986x覈zr��ﾄｪI�8鐫��

夏の楕(城崎三木屋) ��鉄B�1枚 ��､酸プ ��

渓流(伊予面河渓) ��鉄B�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

神戸(レーダー塔) ��鉄B�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1954 ��hr� 唏褸7b� 

神戸港 ��鉄B�1枚 ��､酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

アイヌ ��鉄B�1枚 冖8褫zB��4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1954 ��hr�無酸ブ � 

播州志方高御倉山(稲同工場) ��鉄B�1枚 ��､酸プ ��

自孔雀 ��鉄R�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

龍安寺茶室 ��鉄R�1枚 ��､酸7t ��

湖畔朝陽(雄琴温泉) ��鉄R�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

白孔雀とかきつばた ��鉄R�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1955 ��hr� 鐙褸7b� 

緑麿(トラピスト修道院にて) ��鉄R�1枚 ��､酸プ ��

雨後庭園(桂離宮) ��鉄R�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

あやめの頃(桂離宮) ��鉄R�1枚_ ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

ユ955 ��hr� 唔�7b� 

オーケストラ/ジャズ ��鉄R�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1955 ��hr� 唏褸7b�クマウント仕立(半切) 

みなと ��鉄b�1枚 ��､酸プ ��

1956 ��hr� 唏褸7b�クマウント仕立(小全紙) 

池畔(修法ケ庶) ��鉄b�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

モデル ��鉄b�1枚 ��､酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

1956 ��hr� 唏褸7b�クマウント仕立(半切) 

1956 �8ihr� 唏褸7b�クマウント仕立(半切) 

1956 ��hr� 萄褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

ユ956 ��hr� ��

太山寺 ��鉄b�1枚 ��､酸ブックマウント仕立(半切) 

1956 ��hr� �+8褸7b�クマウント仕立レト全紙) 

アネモネ(舵) ��鉄b�1枚 ��､酸ブ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

1956 ��hr� 唏褸7b� 

郡をどり ��鉄b�1枚 ��.-酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1956 ��hr� 唏褸7b� 

水屋(桂離宮松琴亭) ��鉄b�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

水屋(桂離宮松琴亭)(異色版) ��鉄b�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986x覈zr淫ﾉ�8鐫��

カルメン(後摺)05-27 ���#��1枚 ��､蕨プ �4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1928 ��hr� 唏褸7b�クマウント仕立(半切) 

曲馬(後摺)05-29 ���3��1枚 ��､酸ブックマウント仕立(半切) 

1931 ��hr� 

ファウスト05-32 ���3"�1枚 冖8褸7X6(4�7ﾘ4X986x覈zr卯ﾉ�ｒ�

1934 ��hr�無酸ブックマウント仕立(半切) 
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4.資料の特別利用

(1)長官外貸出

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 ��18.4.1- 19.3.31 ��ﾈ���5��ブロンズ製平清盛座像(西村公朝) 

NHK事業局(静岡県 ��X憙6�8�7ﾗ(ﾏykﾈ*ｩ-(���18.4.15- ��ﾈ��豊臣秀吉像 
立美術館) ����5.28 ��5��

18.4.25- �8ﾈ��いまさらに古事記.万乗四首万葉のうた(以上安 
4.30 �95��束聖空) 

芦屋市教育委員会(芦 ��18.6.22- ��ﾈ��伯母野LLJ遺跡出土資料(弥生土器7種､打製石嫉､大 
7.8 �#�5��型蛤刃石斧､扇平片刃石斧､柱状片刃石斧,有落石錘､ 

示場) 劔 

豊岡市教育委員会(但 �;ｩ�h自Oﾈ,i>H/�ﾖﾈ*h.辻�18.7.6- 9.26 ��ﾈ��)5��気比銅鐸2号一4号(複製) 

荒神谷博物館 ��18.7.12- ���ﾈ����5��桜ケ丘1号銅鐸桜ケ丘2号銅鐸桜ケ丘3号銅鐸 
8.27 剄|鐘(複製中国.戦国時代)朝鮮式銅鐸(複製 根亭洞出土､入室里遺跡出土､別府遺跡出土)鋳型 (複製安永田遺跡出土､赤穂ノ浦出土､名古山出土､ 今宿丁田出土) 

MⅠHOMUSEUM ��18.7.15- 度ﾈ��型吹き黄色唐草文ガラス四方向付型吹き青色梅形ガ 

8.20 �#�5��ラス向付塑吹き渦巻文ガラス鉢藍色ねじり脚付ガ ラス杯彩絵紫色花井文瓢形ガラス瓶切子藍被せ蓋 

18.7.22- ��8ﾈ��桜ケ丘10号銅鐸桜ケ丘13号銅鐸桜ケ丘1号銅鐸 
ダー �9.3 鉄I5��(複製)桜ケ丘6号銅鐸(複製)桜ケ丘1号銅尤 桜ケ丘2号飼犬青谷遺跡出土石jt伯母野山遺跡 出土L字状石杵大歳山古墳出土石釧大歳山古墳出 土ガラス玉大故山古墳出土勾玉大歳山古墳出土鏡 石峯寺経塚出土瓜殊鳥刻文壷 

18.9.9- 店ﾈ��亀甲に六棲星文縫合更紗下着更紗縫合下着紅毛方 
10.15 添5��品代持渡反物切本帳辰穐新渡り反物痛切手本帳更 紗尽し掛物 

長崎歴史文化博物館 �+�5r�18.9.13- 10.15 �(ﾈ��)5��染付蘭字文江戸町皿諏訪町年中行事図巻 

仙台市博物館 ��18.9.22- 嶋ﾈ��美人納涼図(司馬江漢)騎死因(窪田雪鷹)犀囲 
ll.5 悼5��黄初平(島EE]元旦)絵本賂既具誌(馬力教派庵) 

負(大和屋版)騎紀Kamee1(大和屋版)二十 四孝童子鑑大舜(歌lTr国芳) 

18.9.23- �8ﾈ��山水図(柳沢伊信)牡丹図(浅野重患)白鷺追兎 

殿様の遊芸-楽しみなが ら措いてみむ- ����#"�3点 ��ﾒ偉ｹ69(�B��

茨城県立歴史館 �>ｩ[h,ﾈ8�8冢ﾙ�h,ﾈｫ��18.9.30- ll.19 �(ﾈ��)5��桜ケ丘5号銅鐸桜ケ丘4号銅鐸(複製) 

沖-峨 ��ゅ��縒ﾒ�ﾆﾂ絣�2件 2点 ��;��ﾒ姶�ﾘ�2傚�枴&ｹ��Eh股�

18.10.12- ll.26 ��ﾈ���5��相川鎌倉七里浜(司馬江漢) 

鰭 ��18.10.14- 19.1.14 ��ﾈ���5��段をのぼる人(西村元三朋) 

18.10.18- �(ﾈ��荒野の勇者カラスとドン.キホーテ(以上貝原六 

(神戸市庁舎1号館2 ��10.31 �)5��-) 

18.10.20- ��8ﾈ��来禽図巻(小原慶山)渡来象之図象志象のみつ 
ll.19 ��95��き大象の図(無蓮)象(無題奥村政信)Olijphant 義(無題)象阿蘭陀船持渡牝象HOLLANDER 紅毛人乗象図色絵象にインド風俗園壷染付象に紅 毛人文鉢 
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18.10.20- 滴ﾈ��楊弓場ORRERY屋耳列礼図解序文屋耳列礼園 
18.12.3 的5�� 

徳島市立徳島城博物館 儖ﾈ��,ﾉ(h,ﾈ蓼ﾙ�躋�18.10.21- ��佇��英雄見立三国志(歌川回貞)見立三国志(歌川国周) 
ll.26 ���5��通俗三国志之内劉玄徳北海解国(歌川国芳) 中華歴代帝王園(鶴洲霊驚)桃隣三傑図(洞楊谷) 関羽像草底三顧図(以上広渡湖秀)諸葛孔明陣 中図(小原慶山)諸葛孔明読書図(河村若芝)磨 人陸夢Bl(磯野文責)関羽像(木下逸雲)関羽像 (oolaTiwzoo)桃閲結義固関羽像太公望ー張 良.諸葛孔明囲(以上渡辺家粉本)関羽像(五月の ぼり安EEl田供)関羽像(花道生)清俗紀聞名 

まで- ��ゅ���#�ﾒ��"�2�1件 1点 ��

ムライたち- ��ゅ���#rﾒ��よﾆﾂ�#b�1件 1点 ��

18.10.28- 免���瀬戸内海朝陽漁村路地(室津)神戸明石町之図(以 
12.3 ���5��上川西英)-ノ谷風景神戸の街須磨彩雲神戸 風景(県庁前)秋のいなみの(以上別車博資)潮風 (神戸市蔵Jrl端謹次) 

19.1.1- 1.30 ��ﾈ���5�� 

19.1.12- �8ﾈ��風の中の鵠(1982ブロンズ)道標.孔雀鳩(1989､ 

業実行委員会(福崎町 堀光美術館) 俥9��U�чOﾈ��ｭ�9俘y:��5yyx橙�ﾘ*�+ﾘ+�*ｪ(*H+(*ﾚ8�ｲ�1.31′ 19.2.4- 3.4 �95��1991ペン)(以上柳原義遠) 

19.2.24- �(ﾈ��蒔絵楼閣山水に芥河家屋形箱異国人物図色絵丸型皿 
3.31 等5�� 

神戸市国際文化観光局 ��19.3.23- 鼎�ﾈ��勧学夜景図-熊沢蕃山中江藤樹に入門を請う図(節 
6.24 鼎�5��田舌彦)富士に梅(金山乎≡)ダリヤ宝塚温室 

鰭) 劔湖畔雪景船室露台小春日和みなと(以上川 西英)カーニユ城地雪山(以上林重義)ダンス 夏山(以上大森啓助)ヴエトイユ風景A(三木朋 太郎)道頓堀川セーヌに釣る箱根風景大山の 秩(以上別事博資)和鶏薩摩鶏国(和鶏国)(以 上江田誠郎)黄衣婦人像カーニユの丘(以上田村 孝之介)山峡の春砕石場風景石の宝殿(以上元 川某津莫)窓辺の花(伊藤継郎)双裸婦裸婦(以 上伊川寛)因幡風景(冬)(大垣奉治郎)潮風(川 端謹次)鳩裸婦立像横たわる裸婦道標ー鵠(以 上柳原義遥)港(蘇)モンマルトルの石段(以上 菅原洗人)艶景(カーこユ)(角卓)アコーディ オンを持つ老爺(鳴居玲)ヘルマン山の廃堀(開拓 司)神戸.黒い家(旧十五番錯Ⅲ)みどりの家(旧 ハツサム邸)(以上徳永卓磨) 
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(2)特別利用

1.館外貸出

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��

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

14 �3b�42 �#3B�

15 鼎R�51 �3�R�

16 �3��41 ��s��

17 �#��30 ��澱�

18 �#r�28 �#C��

昭和57-平成7年度 �8年度 �9年度 �10年度 

許可件数 劍�b�鼎s��鼎ッ�鉄#R�

餐 料 内 釈 l ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �459 �2ﾃs3r�33 ���"�41 �3�B�44 �#SB�

模造 �43 都��1 ���0 ���2 �2�

樵 影 �h柯6X8ﾈ7"�381 ��ﾃSsr�13 �3��14 鼎R�10 都��

写真 鉄#2�3,439 �3��155 �#2�110 �3��229 

掲載許可 �3,796 湯ﾃc途�368 ��ﾃ�C��380 涛ビ�517 涛#��

原版使用 �2,806 唐ﾃc#��229 塔�r�276 塔3��288 塔�B�

紙焼付与 �352 ��ﾃssB�9 �����12 都R�17 ��迭�

その他 �351 ��ﾃC#��56 ��Cr�52 �##b�42 ��S��

合計 �8,711 �3�ﾃ3S"�739 �"ﾃCcB�798 �"ﾃSs��950 �"ﾃc3r�

11年度 �12年度 �13年度 �14年度 

許可件数 剴cS��田�b�田���鉄ビ�

質 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �41 涛c2�48 鉄�"�61 田���71 田cb�

模造 �2 �"�3 唐�2 �"�2 釘�

梶 影 �h柯6X8ﾈ7"�10 鼎"�13 ��#b�22 ��#r�5 澱�

写真 �3��383 鼎��374 鼎r�423 鉄r�544 

掲載許可 �470 ��ﾃ#�R�475 ��ﾃ�#��481 ��ﾃ�cR�469 ��ﾃ��"�

原版使用 �326 涛c��338 塔�r�320 涛3"�283 都�"�

紙焼付与 �14 鼎R�17 鼎��10 都b�15 涛R�

その他 �71 ��ﾃC#��52 �#C��65 �#���38 ��cb�

合計 �973 迭ﾃ�3r�987 �2ﾃ�SB�1,008 �2ﾃCc"�940 �2ﾃ3sR�

15年度 刄�6年度 �17年度 �18年度 

許可件数 剴cC��田�b�田釘�鉄CB�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �57 田3R�50 �33R�52 鼎cb�42 鼎�B�

模造 �1 �2�0 ���2 ��"�2 �"�

梶 影 �h柯6X8ﾈ7"�ll �#"�2 �"�8 鼎r�4 唐�

写真 鉄B�740 鼎��334 鼎"�394 鼎B�394 

掲載許可 �503 ��ﾃSCb�511 ��ﾃ����556 ��ﾃ�c��450 塔���

原版使用 �331 涛湯�308 塔3r�196 都�r�240 鉄CR�

紙焼付与 �10 �3��14 塔B�13 鉄2�3 �2�

その他 �58 鼎3"�49 ��S2�60 �����48 �����

合計 �1,025 釘ﾃC�b�982 �"ﾃツ2�929 �"ﾃゴ��833 �"ﾃ3S��

洋の件数は昭和60年度以降

-59-



LD o〇 白ﾒ�*ﾕ��⊂ー 汎ﾆﾂ�ｪ2�Lrつ 册8爾����講 侏��

N ��LD �*ﾖｨ�ﾒ�LJn 定��ﾒ�.の ��

こし 劍6ｨ�｢���m U｢ 督�○く⊃ Ln LL ��m 

Ol �,ﾂ�*ﾘﾔｒ�m Ln ���ﾒ���LO L三⊃ 犯��3ﾒr�rLt LT ��ｨ�｢�
N ��く⊃ 剴�R �� ��ﾅ��ﾒ�

ド 劍*ﾕ��ﾂ��)ｨ�｢�仁一 cY? �5途�亡■.I 品 �� 

し､ の 八2�5��哩 講 �;��)ｨ,R�m ⊂⊃ �4��6ﾈ�｢�⊂⊃ く=) �6ｨ�｢�ﾆ��

ニ｣ �����,J(�ｲ�【=) �+(���くつ ����

哩 劍+W��～ 亡､- N 犯��諾 ｢】 �� 

L~ 册2苒�ﾒ�の 亡ー �5尼�fﾘ���く⊃ ヽこ卜 �5途��ﾈ�ﾒ�く二⊂) ����?�"�【ー (_D 

N ��コ亡 �*ﾕ��⊂つ 躍��I. 猛�

ド- 着�,"�+��｢�ﾂ�丁】 犯�������� �+(.��

寸 汎B�3ﾂ��くp Cr') 冉ﾒﾒ���ニ】 Jこ 抱��+��亡一 丁j 汎B�り蓼,"�の の 

⊂⊃ 督�ここ �5�2�し~ ��ﾈ�ﾒ�

Jn 班(,"�,ﾂ�+�+ZB�八B�)ｨ爾� �6ｨ�｢�

ぐつ ���,"��2�⊂)○ の 烹���l∫つ く_D �5尼��ﾈ�ｲ�N く二D 亦�の 

～ ��の �*ﾘ+r�､吋 ������

- 披�ｨ�｢�こ､ 汎��ﾊJ"�+��｢���

N �6ぴ�ｩ?��Cy? く工〉 哦�ﾂ�く=⊃ LT 俎R�LL) Cくつ 抱6���ﾈ�ﾒ�⊂> m 

N ��O7 寸 茶ﾘ�ﾒ���ﾒ�6��し~ m 綿�x爾�*ﾕｒ�6ﾈ�｢�n ����

Jj くわ 抱��+��*ﾓﾘ�ﾒ�岩 �?�"����m ⊂=) �*ﾕ��Z"�ド し.= �,ﾂ�,ﾂ�

N �� �(.`⊃ �*ﾘ�ｨ�ﾒ� ��ﾈ,"�

N 潰�)｢�,ﾂ�Cyl �*ﾓﾓ��*�,"�,ﾂ�M ����

.二 の ��ｲ�N uつ �*ﾓｨ���ﾒ�,ﾂ�⊂=) 亡､- ��ﾃﾒ��6ｨ�｢�丁】 亡■､- 窒��ｨ�ﾒ����

N 披�⊂⊃ �6ｨ�｢�LL) �7鋳�亡ー ��謄ﾒ��

⊂⊃ 劔)ｪB�(.⊂〉 ⊂=⊃ ニl ����M ニ】 ニ】 � 

ご1 �?�vB�*ﾕｒ�CYl の �,ﾂ�)ｨ�｢�CC LD 披�?�vB�O7 )こ 督�e8�ｲ�tナ く_D 

ニ-】 ��｢- JJ 猛�e8爾����lT ､ヽ､ 窒鞴��ﾒ��ﾈ�ﾒ�ﾄB�Jn 册2粐ﾒ�

こく ����N J】 倆��M 儿��め の ��ｨ�｢�,ﾂ�N 

N 哽2�｣亡 �?�"�⊂=) 冉ﾒﾒ�⊂=) 汎B�

OL) 茶ﾘ*ﾘ�ﾒ�ﾆ��寸 唳e��N 披�

【ー 督���ﾒ�⊂⊃ 白����耳,"�⊂=〉 �?�爾��ｨ�｢�苫 1｢ し~ �,ﾂ�5池����くつ 

きT- 册8�ｲ�8+��廿 茶ﾓ���ﾃﾒ��Ln 班*B�N ⊂⊃ 册8�ｲ�亡ー CO 

･-.- 茶ｨ*ﾒ�� ����の 班(,"�ド ��ﾈ�ﾒ�

冨蒜 �5池�� 班�"���｢�7尼�⊂⊃ ⊂⊃ ⊂=) N ��ﾃ���ﾈ�ﾒ�東 ～ N � 

rls 也 俶ﾒ�噂 僣��X,ﾒ�睡く 佛H,��lr�砧 倆B�* 

4H 濡C��2�車 濡��2�ど 軸 �<rH 濡��恵�

a 兮 劔密 

汀~ 剋ｲ 劔計 

# 刹熾� 劔こ: 

匿 劼く 劔 

-60-



缶 �*ﾔｨ�ﾒ�4��卜■ (.D ���ﾒ�ﾘ�"�▼丁 俎R�卜ー ▼ナ ����ｲ�妄 ���｢�Cy) 【ヌ⊃ 畠?��ﾒ�LL) 丁】 版B�ド 言 

哩 増- .1= �6ｨ�｢� 披�ﾄ��亡六⊃ 畑+�����卜- 汎B���6ｪ2�｢- ⊂) 卜一 句一 �*ﾕ��?�?��C��N ､｢ ニ】 �?�vB�ﾂ�く工) m lT �+W��ﾂ�OO L､ LLl 

コ= CY? 挽���ぐ′つ 汎B�ﾄB�勺一 ▼ナ 犯��ﾇ��CO M ��,"��ﾈ�ﾒ�CO �5尼��瀞��m 册8耳爾���N 吋一 ��ﾈ�ﾒ�l∴ 廿 

寸 �< 凵ｼ⊃ 綿���4��ｨ�｢�Ln 〇一 督�ﾂ�LL) ��ﾈ�ﾒ�ﾅ��ﾒ���ﾈ�ﾒ�6��ﾒ�

DI: N �ｒ�ごり 猛�卜■ �)ｨ�｢�⊂⊃ �6ｨ�｢�いつ ��r�亡.- �6ぴ�(.ロ 犯��CY? 

･~｣ �6ｪ2�# 刄h 儂 �����簫�ﾅ｢����� �,ﾂ�ﾂ�lこ､ √1 ��ｲ�+ZB�し､ ⊂⊃ �+(�｢����ｲ�*ﾚ8�｢�

□:二 ��ﾈ�ﾒ�)ｪ2�亡- 披��ﾂ����く.D 汎B�����く_D ��謄ﾒ��9��CO ド- ����ｲ����t- 着ｒ�5池��(+��⊂⊃ C一⊃ 亡ー 猛����m く_`⊃ Cy7 
くj⊃ Ln 猛�CY') ��m (.1⊃ ��･dー (.⊂) 

C= N 偖ﾈ�｢�N �+�B�.I ��ﾂ��⊂) 披�LJ) (.⊂〉 P一一 窒脾�������CY') の N m �,ﾂ�4��LL) ド- LL) CO ���｢�ﾄﾂ�����｢�､ニ- ⊂⊃ く.D (:く) 

こ､ 氷�ﾒ�LD �5尼�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ �*�,"�(X) 汎B�⊂⊃ ����CO �+ZB�一一二 

ごり �6ｪ2�劔��rﾒ�fﾒﾒ�5Gﾒ�■･.- ご｢ ､｢ ����ｲ�������こ】 披�*B����瀞��～ 汎ｧB�������ﾈ�ﾒ�

Ⅱこ ⊂⊃ 册2闔｢�?�2�【ー N ��ﾂ��Cr) ニ｣ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ 挽�ﾇDｧB�言 の LD Jこ ����ｲ�tT ⊂⊃ ��X+r�+*2�Cく) ���｢���の ｢- 

M �+X�ﾂ��自)｢�⊂⊃ ニ｣ ����ｲ�ﾄﾃ���� �4��ﾄﾂ��,ﾂ�

=: の �+�*ﾒ�丁｣ 窒脾�5尼�?�vB�⊂⊃ Jニ �4��*ﾖｨ�ﾒ�5尼�CY? ド �6ぴ�ﾆ��ﾈ�8�"�仁一 こく GO 班B�4��*2�l∴ N 披�LL) �5尼�ﾒ�ﾃ��⊂つ く.1〇 
こ】 督� �� 汎ﾂ�� 儉r�

皿:: C(⊃ �����闔｢�?��｢�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�,ﾂ����+��ｸ+��～ 卜ー 【ー �6ｨ�｢�fﾒﾒ�5尼�)ｨ�｢�言 ～ �4��ﾒ�8�ﾈ,"�,ﾂ�⊂⊃ ��ﾃﾘ�"�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ �,ﾂ����【ー Ln N ⊂⊃ 

ロこ 【ー �+ZB���⊂⊃ �+X�ﾂ��fﾘ爾�)｢ﾒ�5途�CY) √つ 背���4x�ﾒ�u��寸 LLJt N �6��ｨ*ﾒ�ﾂ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ 冉ﾘ爾�9��〇〇 いつ CY? Ln 

mこ く.D 宙蓼,"��H�｢�⊂〉 ��ﾈ�ﾒ��:B���(.D ⊂) ▼ナ �,ﾂ��瀞�����卜- く£) 披�5尼�⊂=〉 ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ �*ﾘ,"�⊂> ��ﾈ�ﾒ�ﾄB�,ﾂ�N 【ー ⊂⊃ ～ 

DI‥ 1_∩ �*ﾘ�"��6ｨ�｢�LJ N �)ｨ�｢�ﾄﾂ��LO 畔,B�ﾈ+��亡.- 版B�JT (.⊂) C() の 汎ﾂ��+�vB�ﾅFﾂ�～ LO CY? N �)ｨ�｢�fﾚB��ﾈ�ﾒ�X,"�N ⊂⊃ し∴ の ≡ 猛�♪】 し~ 一二 CT) ⊂⊃ 

DI: < 唔����､廿 氷,"�∽ �5B��○○ ��し~ 冉ﾒﾒ� ����ド- ���)｢�ニj 

N ��< ����ニ】 ��< ����U⊃ ��N 督�LL二 ����
一寸1 劔Lr) �+ZB��:B�*��｢� 猛�ヽ寸一 唏6���8�"�6ｦ｢�･丁 ����RΔ�)ｨ�｢�

仁ノ 畑+��α こ∴ く､D �5尼�;��く｣〇 tT 猛�42�Jニ 寸 ��ﾈ�ﾒ��r�よ��ﾒ�くJ) 講 ��r�ﾒ�N Ln ����ｲ�ゆB�ﾄﾂ��Cn Ln の 呈��ﾈ�ﾂ��,ﾂ�ニ】 (.⊂) 

･M 哘B�ﾈ�ﾂ��CY? �� ��､寸 �� ��～ �� �� 

哩 + 剩��ﾄB�の ､可1 ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ 披�H,"�L【つ 亡- 披����ｲ�こ､ 【ー �?��｢�)ｨ�｢�､ヽ ▼丁 �*ﾕ��ﾂ��5鳴�Cr3 

CY? � 冤∴ 犯�����CY? �5尼� ��UB�ﾄ｢� �+�?�r�

正二 弔�+�+��工喝 ■ * 儁��胡 +く �*｢�將ﾒ�J ▲＼ 俟��* 佻2�ｸ*ﾒ�J- 合一 箸��8���褸�B��ﾈ�"�缶 �2�伝 4□ 

a 監匿 肌���ﾈ,JB�1 �8��÷ 抱�B��ﾈ�"�÷ ���悼 ��������柿 ご' 軸 

凶呑: 劍ﾊ霽�ui82�劔鮭宗雌 

rl吠gL逃･輩叶.Z



E]　＼　意　神　仙叫　Y

拓E53 N 凾ﾌ しD �*ﾕ��ﾒ�--Jl ⊂) �,ﾂ��ﾈ�ﾒ�こ｣ N �,ﾂ�+�*ﾒ�Lr) LD �*ﾘﾔｒ�fﾒﾒ�⊂⊃ ∽ ��b�くJ⊃ l.｢ ��ﾂ��,ﾂ�⊂⊃ ⊂⊃ 犯��【一 一で �+2�LD ⊂⊃ 

こ｢ �62�OL) ��ﾈ�ﾒ�⊂つ 筈ﾅ��N �5尼�∫- �,ﾂ�Cy7 �*ﾘ4r�� 綿���の 汎B�

⊂) m N �*(,"�+����ニ: こく �5途�ﾖF��⊂⊃ N ��ｨ�｢�し- ��&Fﾂ�5尼�Ln �*ﾚDB�ニ】 �+Rﾒ���Jこ ����5Gﾒ�X自��爾�Cく) 披���6ｪ2�EY') N 卜- 

唯; 仁一 劵亡 猛�CO ��r�く､D ��ﾈ�"�Cn 汎�� ��N ����07 ����ｲ�⊂⊃ ���｢�CY') Ln LT 宙�(,"�,ﾂ�寸 N �+�B����ｲ����ｲ�0〇 〇】 二卜 �?�vB�講 ������｢���B�⊂⊃ )こ く⊃ �5途�｣ﾒ����α ⊂) 披�ｲﾒ�*ﾚ8�｢�(:一つ < 八2�5尼�5尼�N Jこ こ】 ��ﾈ�ﾒ�ｨ�b�こ】 ⊂) CO 

荒く品 LlLD 竜Zf 僂y) �6���3��CO �*糲,"� ��Y)｢��� �� �� 冉ﾘ�ｲ� 氾r�N N 

+口E= 俘ｲ�ｧ｢�(*ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ 凵ｼ⊃ ��ﾃﾒ��⊂⊃ 凵ｼ⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ 凵ｼ⊃ 

山＼ )卜cy? ヘ丁 ′′′ 凵ｼ⊃ < �?���⊂⊃ こ】 凵ｼ⊃ 【=) ��ﾈ�ﾒ�4��Ln cO 凵ｼ=) くエ) ��ﾈ�ﾒ�Fｦﾂ�し~ 寸 儉O ㍗- 

ロcf3 壷＼gB ゴハ トごl 儉n ⊂⊃ ������� �,ﾂ�EFﾂ�m ⊂く) ��辻� ��ﾈ�ﾒ����N OO 冉ﾘ耳爾�5尼� ��rﾒ�ロ〇 m 汎B�?�fﾒ�く.⊂) cY? 彦C��CY? ｢ー 

卜ー 披��+*"� 剪���披�l｢ �8耳�｢�)ｨ�｢�'く寸t 督�～ 【ー 

e宍 ln.＼ 君,～ 白�Gﾂ�(*ﾒ�⊂⊃ ⊂) (エ) ��ﾂ��ﾆ����� 凵ｼ⊃ ⊂⊃ ▼十 ��ﾈ�ﾒ��ﾈ�ﾒ�7鳴� 凵ｼ⊃ し､ 丁】 佑ﾘ�ﾒ�?ｪB� 凵ｼ⊃ ⊂⊃ ぐr? 

莞芋誌 刄ｿ CT) ��ﾈ�ﾒ���粭��CYD tー 披�LI の ��ﾘ爾�ﾆ��6ｨ�｢�卜一一 01 �5池��ﾄﾊ"�ﾄ｢��(.∈⊃ u⊃ �6｢ﾒ����ｲ����ｲ�卜→ ▼T Jー ��ﾃ���ﾈ�(�｢�?�爾�亡ー 仁一 CY? �6ｨ�｢���*��ﾈ,"�td1 CY? �+ZB��ﾈ�ﾒ����ｲ�く_D 

L= 着ｒ�(_D ��･二 �� �� �� �� �� �� 

cn 【一一 坪�ﾂ粐��:B�の 【ー 唔���,ﾂ�【ー 披�し~ ���58爾�CY) �� ����ｲ�【＼- �+�B�����♪) 友ｦﾂ���Ln CY? 

10, 三∵ 妄G' ���������*ﾙL��sﾂ�(=〉 ⊂⊃ LLD ��ﾈ�ﾒ��ﾂ����二: ｣= こ､ 凵ｼ⊃ ⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ��ﾈ�ﾒ���｢�⊂⊃ ⊂> ご∵ �(=) ⊂⊃ く_D ��ﾂ��ﾄ��5尼�⊂⊃ LL) --千 凵ｼ) Lr) 【ー 

CO 凵yー �,ﾂ�､つ 汎��ヽか 班B�の 着ｒ�EJD 白ﾒ�卜ー 冉ﾒﾒ�LD 舒ﾂ�ﾇ(,"���仁一 �)ｨ�｢�こ､ 

⊂⊃ Cy7 �+(���⊂×⊃ ｣こ ��瀞��l1 ヽdl r､ �)ｦ｢� �?���?��h爾�R粳�r�‡ 唳���)ｨ�｢� ��ﾈ�ﾒ�の < LD 凾ﾄゴ1 N ��ﾈ�ﾒ�7尼���寸 の くエ) 

憐＼宍 ニ】 怖Lr) ef 凵yー し~ ��ﾂ���� ��ﾂ��､ﾂ� ����剪� �+�"� ����.Tl 

ln､巴 �����8萪�*ﾘｺ��#ﾂ�⊂⊃ ニー ��ﾈ�ﾒ��ﾈ�ﾒ�二二 二 刹� 01 茶ﾘ�ﾒ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ⊂⊃ 凵ｼ⊃ (=) ��ﾈ�ﾒ�ﾄ鋳�⊂⊃ ⊂⊃ 凵ｼ) Ln 

Lj＼ 寸 僂Y) ��ﾈ�ﾒ� 劍���ｲ�(丈) 儉D 猛�､くrt �(.D 

碑!範 刄m ､＼ 亦�1∵ 豫｢�-く �6��肘 ���6｢�く �6��僻 �R�< 亊�ﾋ��と. 竸r�市た 軸 ､姦 【]コ 朝襲 撃 温成定 蟹 蛸朝< 凾ｬー ����堰 刧T垂Ⅰ 仄xuB�荏 冲王司 ����橿 剄ﾉ �1 ･R へキ ト､ I;､ I ri 傲井��6��

* 1 劔÷ # 中匡 劔胡 長一 劔J ーゝ ,ト 

′′′ �2�



予　　　算

(単位　千円)

年度 項目 ����ll ��"�13 ��B�15 ��b�17 ����

資料購入費 ���ﾃ����9,000 湯ﾃ����15,000 澱ﾃ3���6,000 釘ﾃ#���0 �"ﾃ3CR�

資料整理費等 ��づ3�2�18,719 ��rﾃ�#r�17,027 ��rﾃ�#r�12,352 湯ﾃsc2�8,220 途ﾃSS��

特別展等開催費 塔津3�2�165,106 塔�ﾃ##��65,314 ��#2ﾃ�釘�22,711 �#��ﾃ����113,994 �3CBﾃ3迭�

普及事業費 �#�ﾃs#"�20,889 �#"ﾃSSb�19,600 ��づ�ヲ�15,329 免ﾂﾃ3ビ�7,850 途ﾃccR�

光熱水費 �#づCCr�28,447 �#rﾃs3r�27,737 �#rﾃs3r�27,737 �#rﾃs3r�23,577 �#2ﾃ#���

施設管理費等 塔づc�R�89,585 塔津Sコ�86,510 塔2ﾃ�Cr�70,268 田Rﾃ�#b�61,929 田�ﾃc���

事務費等 ��2ﾃ��R�13,169 ��"ﾃ#3��ll,954 免ﾂﾃ鉄R�9,105 ��津イ"�19,989 ��rﾃcs��

合計 �#s�ﾃ�迭�344,915 �#S津3s��243,142 �#ビﾃSC��163,502 鼎�津ピB�235,559 鼎c"ﾃ�澱�

博物館協議会

平成1 8年度

会　長

神　木　哲　男　　神戸大学名誉教授

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(桜が丘小学校校長)

三　田　耕一郎　　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(本多聞中学校校長)

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

今　田　学　志　　神戸市pTA協議会家庭教育専門委員長

原　　　仁　美　　神戸市婦人団体協議会会長

安　田　恵　子

渡　辺　智　数

内　田　俊　秀

奥　平　俊　六

河　上　繁　樹

川　越　俊　一

瀬　口　郁　子

田　端　泰　子

特定非営利活動法人こうベユースネット理事

神戸労働者福祉協議会会長

京都造形芸術大学芸術学部教授

大阪大学大学院教授

関西学院大学文学部教授

准立行政法人文化財研究所　奈良文化財研究所都城発掘調査部長

神戸大学留学生センター教授

京都橘女子大学学長
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名誉館長一館長

職　員

管理課　　　　管理係

事業係長　菅　本　宏　明

名誉館長　笹　山　幸　俊　　　　　　主　　査　三　好　唯　義

館　　長　西　川　和　機　　　　　　指導主事　紀洲谷　浩　市

副館長兼
事務局長

黒　谷　　　剛

副館長　横　山　郁　助

管理課

管理課長　大　谷　敏　男

管理係長　山　中　浩　史

事務職員　福　E]信　安

･'　　木　下　広　昭

学芸課

学芸課長　中　村　善　則

主　　幹　岡　　　泰　正

学芸員　国木田　明　子

･'　　松　林　宏　典

･,　　金　井　紀　子

･,　/ト野田　一　幸

ク　　　高　久　智　広

学芸係長　問　屋　真　一

指導主事　井　上　健　剛

学芸員　口　野　博　史

･,　　田　井　玲　子

･'　　勝　盛　典　子

･,　　塚　原　　　晃

･/　　川　野　憲　一

〔平成19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

職員の移動

18. 3.31小林　和夫(副館長兼事務局長)退職　　18. 4. 1黒谷　　剛(副館長兼事務局長)灘区より転入

18. 4. 1成揮　勝嗣(学芸課主査)転出　　　　　18. 4, 1菅本　宏明(事業係長) ㈲体育協会より転入

18. 4. 1近藤　達意(指導主事)転出　　　　　　18. 4. 1三好　唯義(学芸課主査)小磯記念美術館より転入

18. 4.21池田　　毅(学芸課)転出　　　　　　　18. 4, 1井上　健剛(指導主事)井吹台中学校より転入

18. 4.30　石山　靖男(副館長)退任　　　　　　　18. 5. 1横山　郁助(副食宕長)就任
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