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召和48. 9　　　　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員を委嘱(各区1名､計9名)

8　　　　　神戸市立博物館創設準備会議を設置(以降7回開催)

54　6　　　　　博物館展示計画検討会を設置(以降15回開催)

55　3　　　　　東京銀行より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錯規則施行0　2日開館記念式典､ 3日一般公開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)D神戸市立博物館協議会を設置

3　　　　　渡辺昭三参与転任

2　　　　　副館長に壇上重光就任

4　　　　　事務局長に安田博司就任
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第4回特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん｣開催

第5回特別展｢古地図にみる世界と日本｣開催

第6回特別展｢眼鏡絵と東海道五拾三次展｣開催

第7回特別展｢中国蘇州年画展｣開催

第8回特別展｢更紗の世界展｣開催

第9回特別展｢ヨーロッパのジュエリー展｣開催

第10回特別展｢中国五千年の秘宝展｣開催

第11回特別展

第12回特別展

第13回特別展

第14回特別展

第15回特別展

第16回特別展

第17回特別展

第18回特別展

第19回特別展

第20回特別展

第21回特別展

｢秘蔵の至宝を一堂に展｣開催

｢高句麗文化展｣開催

｢桃山時代の祭礼と遊楽｣開催

｢ワ-ダベ写真展｣開催

｢西洋の風景展｣開催

｢狩人の夢｣開催

｢延る幕末写真展｣開催

｢日本絵画名作展｣開催

｢神戸はじめ物語展｣開催

｢ジョルジュ･ビゴー展｣開催

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

6-7　　　第23回特別展｢中世を旅する聖たち展｣開催

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

開催

平成1　2-3　　　第25回特別展｢神戸ゆかりの巨匠たち展｣開催

3　　　　　安田博司事務局長退任

4　　　　　事務局長に般田史郎就任

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ぴぃどろ康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｢隠元禅師生誕400年記念隠元禅師と黄巣宗の絵画展｣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　　　　　副館長に崎山昌贋就任

6-7　　　第41回特別展｢正倉院の故郷一中国の金･銀･ガラス展｣開催

10-12　　　第42回特別展｢森英恵とパリ.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
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7. 1. 17　　阪神･淡路大震災により休館(再開までの臥館外企画展を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53回特別展｢マリー･ローランサン展｣開催

9-10　　第54回特別展｢柳原義達展｣開催

11-12　　第55回特別展｢司馬江漢百科事展｣開催

9. 2-4　　　第56回特別展｢砂漠の美術館永遠なる数値｣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･チフ-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｢Eヨ蘭交流のかけ橋｣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　　　　　宮崎辰雄名誉飴長逝去(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｢絵質と風景｣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

3-4　　　第72回特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん･ガラス｣開催

8　　　　　名誉館長に笹山草俊市長就任

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『神戸百景』｣開催

9-10　　　第78回特別展｢異国絵の冒険｣開催

ll-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
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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　　　　　崎山昌廉副館長退任

3　　　　　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

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

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

3　　　　　杉田文夫錯長退任

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

18　3　　　　　小林和夫副館長兼事務局長退職

3　　　　　黒谷剛副館長兼事務局長就任

4　　　　　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｢オルセー美術館展｣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｢大英博物館ミイラと古代エジプト展｣開催

4　　　　　西川和様館長退任

7-9　　　第96回特別展｢西洋の青｣展開催

10-12　　　第97匝Ⅰ特別展｢インカ･マヤ･アステカ｣展開催

10-20 1　アメリカ､シアトル美術館にて｢神戸市立博物館名品展　日本が夢見る西洋｣展開催

20 1-2　　　第98回特別展｢Ⅴ&A所蔵浮世絵名品展｣開催

4　　　　　横山郁助副館長退任

5　　　　　森本章夫副館長就任

4- 7　　　第99回特別展｢ルーヴル美術館展｣開催

7-8　　　第100回特別展｢コレクションの精華｣展開催

9-12　　　第101回特別展｢コロー｣展開催

21 3　　　　　黒谷剛副館長兼事務局長退任

4　　　　　井戸充茂副館長兼事務局長就任

6-8　　　第102回特別展｢一瞬のきらめき　まぼろしの薩摩切子展｣

9-12　　第103回特別展｢美しきアジアの玉手箱　シアトル美術館所蔵　日本･東洋美術名品展｣

22. 1　　　　館長に梶本日出夫元副市長就任

1 -2　　　第104回特別展｢東アジアから神戸へ　海の回廊　古代･中世の交流と美｣

3-6　　　第105回特別展｢トリノ･エジプト展　イタリアが愛した美の遺産｣
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事業概要

平成21年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第26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･桜井小太郎が設計し､ 1935 (昭和10)年に旧外国人居留地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･平成19年度近代化産業遺産に認定)｡

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

きました｡ 1995 (平成7) 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年度以降は従前どおりの活動を行ってきました｡

平成21年度は､特別展としては｢一瞬のきらめき　まぼろしの薩摩切子｣ ｢美しきアジアの玉手箱

シアトル美術館所蔵　日本･東洋美術名品展｣ ｢東アジアから神戸へ　海の回廊一古代･中世の交流

と英一｣ ｢トリノ･エジプト展-イタリアが愛した美の遺産-｣を開催しました｡

当館の館蔵品を中心とする企画展として､ ｢ズームアップ=]本の銅版画｣ ｢夏休み親子はくぶつか

ん"どうぶつ"すきな子よっといで｣､南蛮紅毛美術企画展示｢近世初期風俗画と南蛮工芸｣､古地図

企画展示｢江戸時代の世界図遊覧｣を開催いたしましたo

普及事業では､一般向け事業としてミュージアム講座､講座｢博物館を楽しむ｣を､学校との連携

事業としてジュニアミュージアム講座､夏休み土器づくり教室､博物館たんけん隊､こうべ歴史た

んけん隊を､昨年度と同様に開催しました｡そして､親子鑑賞会､こどものためのワークショップ､

ギャラリートークなども積極的に行いました｡

また､ ｢シアトル美術館展｣では休館日の10月13日(月)に障害者のための鑑賞会を実施しました｡

｢国際博物館の日｣(5月17日)と｢KOBE観光ウイーク｣(10月3日)イ関西文化の日｣(11月14･ 15日)

に因んで記念品のプレゼント(各日先着50名)も行いました｡その他､各種共催事業も開催していますo

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21年度の開館日数は283E]で､うち特別展は190日でしたD入館者総数は158,942人｡入館者の

内訳は､常設展14, 326人､特別展143.420人､普及事業参加者1, 196人です｡

また､学校団体の来館は153校でしたoトライやるウイークも14校29人が研費に励みました｡学校

授業への職員派遣は76校､教員のための博物館活用研修会も7回開催し､延べ44人が参加しました｡

博物館実習は20校､計34人を3班に分けて各5 E]間行いました0 -万､館外貸出しは33件256点､特

別利用は749件2, 241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｡

この年報により､平成21年度の当館の事業の概要をご理解いただければ､幸いに存じます｡
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1.特別展示

(1)第102回特別展

一瞬のきらめき　まぼろしの薩摩切子展

･内　　容/

弘化3年(1846)､第10代薩摩藩主･島津斉輿が始めた薩摩のガラス製造は､息子の斉彬の代になって飛

躍的な成長を遂げ､薩摩切子と呼ばれるカットガラスが制作されたo幼い頃からヨーロッパの書物に親しみ､
一流の蘭学者と交流のあった斉彬は､外国文化を積極的に採り入れた｡イギリスの力強い直線やボヘミアの

優美な曲線など､その造形にはヨーロッパの影響が多々見られる｡また､海外輸出も視野に入れた藩の特産

品として開発されたこともあって完成度も高く､現存する器は､将軍家や大名家などに伝来するものも少な

くないo Lかし文久3年(1863)､薩英戦争によってガラス工場が破壊されると､その製造は衰退の一途を

たどった｡

幕末の十数年の間に一気に興隆し､明治時代初期には制作されなくなり､はかない運命をたどった薩摩切

子｡本展では､その成り立ちから終寛までの作品166件を一挙公開した｡さらにこれまで存在が明らかにさ

れて来なかった｢無色の薩摩切子｣にも注目し､近年の調査の結果も踏まえつつ､その一端の紹介を試みた｡

西洋への憧れと日本的な美意識が融合した､独自の美の世界を紹介した｡

･会　　期/平成21年6月13日(土) ～8月30日(日)

･会　　場/特別展示室1 I 2､南蛮美術館室

･主　　催/神戸市立博物館､日本経済新聞社､神戸新聞社

･後　　援/兵庫県､兵庫県教育員会､鹿児島県､ NHK神戸放送局､テレビ大阪､サンテレビジョン､

ラジオ関西

･協　　賛/ダイキン工業､阪急電鉄

･協　　力/日本航空

･入館料/1,200円

･開催日数/68El

･入館者数/62, 852人

･出品点数/166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

6月13日(土) ｢薩摩切子の魅力｣　サントリー美術館企画委員　土屋良雄氏

7月12日(土) ｢薩摩切子一和製ぎゃまんは輸入ぎゃまんを超えたか?｣

岡　泰正(当館主幹･学芸員)

(2)第21回ジュニア･ミュージアム講座　｢ガラスを楽しむ｣

6月20日(土)　江戸時代の切子に挑戦しようⅠ

7月4日(土)　ガラスエッチングに挑戦しよう1

7月11日(土)　ダイヤモンドペンでガラスにアート†
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こどものための
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(2)第103回特別展

美しきアジアの玉手箱　シアトル美術館所蔵　日本･東洋美術名品展

内　　容/

水と緑に囲まれたその美しさから｢エメラルド･シティ｣の愛称を持つアメリカ合衆国北西部のワシント

ン州最大の都市､シアトルo神戸市とは1957年に姉妹都市捷携が結ばれ､以来､両市は様々な交流事業を通

じて友好を深めてきた｡

1933年に設立されたシアトル美術館は､世界中の美術品を網羅する米国屈指の美術館である｡コレクショ

ンの中核をなすのは､約7,000件の日本および東洋美術コレクションで､今回この中から精選された優品98

件で特別展を横臥同館のコレクションがまとまったかたちでアメリカ国外で公開されるのは初めてのこと

であった｡

日本美術では､鎌倉時代の仏教絵画の名品｢地獄草紙断簡｣や､浦島が玉手箱を開けようとする姿を措く

漆工の名品｢浦島蒔絵手箱｣､ <琳派>の巨匠･本阿弥光悦と俵屋宗達の合作｢鹿下絵和歌巻｣､シアトル美

術館を代表する名品｢烏図｣犀風など｡中国美術では､全米屈指のコレクションとして知られる陶磁器をは

じめ､青銅器､宝器､銀器､漆器など､工芸の優品が勢ぞろいしたほか､韓国､東南アジア､インドの逸品

の数々も展示した｡

会　期/平成21年(2008) 9月19日(土) ～12月6日(日)

会　　場/特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館室

主　　催/神戸市立博物館､読売新聞大阪本社､シアトル美術館､ NHK神戸放送局

後　援/外務省､文化庁､アメリカ大使館

協　　賛/岩谷産業､きんでん､清水建設､大和ハウス工業､ダイワボウ情報システム､

非破壊検査､光村印刷

協　　力/全日空､日本貨物航空

入館料/ (当EI ･一般) 1,300円

開館日数/68日間

入館者数/43, 608人

出品件数/98件

関連事業/

(1)記念講演会/会場地階講堂

9月19日(土)　午後2時～3時30分

日原由起子氏(シアトル美術館ゲストキュレーター/根津美術館学芸課長)

｢シアトル美術館に集うアジアの至宝-コレクションの歩みとハイライトー｣

10月31日(土)　午後2時～3時30分

川野憲一(当館学芸貞)

｢美と信仰の競演-シアトル美術館所蔵珠玉の仏教美術｣

11月21日(土)　午後2時～3時30分

塚原　晃(当館学芸員)

｢シアトル美術館の近世日本美術-その謎と魅力｣

(2)ジャズの夕べ(会場:当館地階講堂)

10月9日(金)　午後5時～6時30分(午後4時30分開場)

-14-



おたなみよしか

北浪良佳(Vocal)

(3)障害者のための鑑賞会

障害者対象の自由観覧を休館日に行います｡

日　時.10月13日(火)

午後1時～4時(入館は午後3時まで)

(4)コ-ベアーと写真をとろうT

シアトル生まれのパパと神戸生まれのママから生まれた今話題のキャラクター｢コ-ベアー｣が博物館

にやってきて､子どもたちと写真撮影会を行なった｡

日　時.9月21日(月･祝)　午前10時～午後5時

(5)ジュニアミュージアム講座

①10月24日(土) ｢お気に入りの動物でオリジナル金犀風をつくろう†｣

②11月14日(土) ｢自分だけのオリジナルお面をつくろう!｣

③11月28日(土) ｢姉妹都市神戸とシアトルの歴史をまなほう1 ｣

対　象:小学校4年生～中学生

(6)シアトル美術館展親子鑑賞会

日　時:11月15日(日)　①午前10時30分～12時

②午後2時～3時30分

対　象:中学生以下の子どもとその保護者

走　貞:各100名o申込多数の場合は抽選｡

会　場:当館地階講堂

B2ポスター
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シアトル弟術館所戯日本-発祥美術名品展

鼻しきアジアの義チ箱
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シアトル弟絹餅に髄うアジ7'の蛍幾
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シアトル発術館所蔵日本磯揮発術名品展

巣しきアジアの9月19日◎~12月6日0

至岩岳-T ′ V:一子1';I!.: :LL･,'1.ri.:;--…liT:.Ltbu"l]T'
※統括の脚立はemo

※《戯下船親機巻》関内所職分(個人蔵･ MOA弟柵熊戟･サントリー凝縮粕戚)について臥鹿承静えを行いますo

展示期間については下記白鍵461-9を参照してくだ削､o

亀数　　作者･時代　材質　放免など　　__.____________　_　_､

欄　　　継父時代(晩期)がnoo0-40時テラコッタ稀23,5蛸15.9

拳骨　　作品名

1　　土偶

2　　車輪石

3　　鰍形石

5　　行逢葡　首藤

6　　行濃蘭　八部衆　能面

7　　金銅三昧耶五鈷飾

8　　金銅三鈷杵

9　　線刻馬頭観音像噂

10　　浦島蒔絵手箱

11　　朱漆輪花盆

12　　椿彫木彩漆笈

13　　灰粕豊付短溺轟

14　　恵野草花文鉢

15　　志野草文花入

16　　織部片輪単量文四方鉢

欄　　　打妙時代41ゼ瀧緑色凝次紫戊12.2軌1.5

1個　　　N墳時伽性紀 捉195幅119

l搬　　　準脚糾℃ lO倣紀後半本数彩色尚123.2

順　　　一r,機略代休允3年(1158)木造彩色舶21.6臓別.0

摘　　　鎌か時代13世紀が畔木造彩色郎9.5鵬20.6

川　　　　平安時代後期-鎌愈時代前期12-13El蛸己銅紡恥鍍金鵜23. 5

川　　　､E,-･安時代後期鎌舟時代紺好期12-13郎己銅蹄製鍍金提23, 5鈍り1葺7. 6

欄　　　sl械時代末期欄絶食時代】2鵬己後>tL l州と紀楽焼き湘土縦22 5軌() 7

1食　　　鎌食時代州脱水卸漆晩縦22.4機29 l削汚 3

1 7　　織部亀甲縞文水注　　　　　柑

18-20　染付零割樹鳥文皿　　　　　3称

21　染付波兎文皿　　　　　　1枚

22　　色絵楼閣LLl水園丸文鉢　　1 I:l

23　　色絵梅樹文乗付鉢　　　　1食

24　　色絵草花文八角角鉢　　　　=コ

25　　地獄草紙断簡　呼声地獄　1番

溢抑制℃ 15tt事:艇　木製嬢挽後51 i

卿lj時化-桃山時代18%･紀彫水彩繊細4.2幅52.0奥約5.6

･畔卿馴t:内打糊9他紀猟授親潮赦船級■瑞29. 3

桃山時代16耽紀後半-171批紀WM･･炎横坑桧滋野施軸陶淋後16･3

桃【川時代16倣紀後半-17t鵬己鮒単発浪枕絵窓好機粕陶界総12.6滴17.6

触り時代-㌢1戸岬代17快紀恥IL来聴焼鳴縦織部腐軸陶暑岸縦20 5械20 5

桃山時代-江戸時代17世紀机や弟浪焼膏放縦地軸陶牌

江)判制や17世紀中期有田焼馳4､1磁舶径20.8

むし芦r時代17世紀後半有朋焼鞄付磁淋従犯4

羊に戸時代1640150年代有卵塊五彩拳古九谷様式色絵磁線種8I. 5

江戸時代1660-70年代有印焼色絵磁解線描15.6

江戸時代1670-90年代有田焼柿右衛門横紙色絵綴船端7.3

平安時代来期-鎌か時代初期1200年頃紙本番色縦26. 2機65. 4

26　　ニ珂白護国　　　　　　　1幡　　　嫌舟時代13階紀綱本番色縦82.2機39.8

i鵬　　　削ヒ朝時代延文昨(1360)噂納本着色縦152.4横81,0
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点数　　　作者･時代　材質　駄豊など__ _____　__　___________________　　　　　∴

3巻　　　馴r時代16惟舶紙本番色土壌31 0X15:W.2中巻30 8X欄5 斗ド替

3() 7;吋】:31().2

1幅　　　滴北酬糾い雌紀後半納本瀞色縦110､7磯80日

順　　　寅町時代16朋己納本沓色鰍他5械39.8

番号　　作品名

28　　長谷寺縁起絵巻

2g　　鹿島鹿神影園

32　　時代不同歌合鴇切

鵬　　　伝騰将卿縄ふ臓時代L岩低能F･糾･-彩蒸散潜批O.2孝削6.0

1帽　　　嫌釧糾い3LEj･紀雑木捌頼淡彩縦2軌3機23. 0

l臓　　　鎌創馴uL安元年(127郎紙本叔色縦30 1機52 O

l幡　　　鎌食時代14世紀初期繊本選両淡彩縦27. 2磯32.4

順　　　鎌愈時代13世紀後半献本愚慨i縦90.日横4l,9

1場　　　数新発健筆餐町時代】5世紀後半耕本選頑健彩縦58 4横紙6

1鰯　　　字に戸時代17枚艇綿半新本凝画縦汎3掛6.0

醐l磯　　盗町時代16世紀所半紙本潜色縦148,0触33 0

b蝉1耕　　宗谷等親筆桃山時代】7挺艇初期鱗木凝画愈彩各鰍50 C)磯351.8

6伽健　　狩野輿以寮桃山時代一江卵針目7世紀前半釈水魔鋼縦151.5伽49 0

6曲1双　　釦r時代16他紀耐半紙本金地萄色各棟159ナ5郎63.0

6蜘双　　江戸叩春代17健紀前半紙康金地愚l鞄各掛弧3枚353.8

6曲1双　　狩野鍛侶紫江戸時代17便船前半純水釦也瀬色各縦157.8磯35C,.2

伝狩野孝侶紫桃山時代17倣紀初期紙本命栂潜色各組と174.0機140. 0

桃山時代17放紀初期紙本金地番色各縦17(1 5横114.6

本阿弥光悦沓･俵魔鏡遥猟桃山時代-江戸略代1610年代

紙本金銀泥瀬谷縦34.ヨ　盛9こ札l

本阿弥光悦番･依櫨宗凍榔桃山時怜きび丁場代l610年代紙帯食銀縦混弊

紙本金銀泥感番縦33 7構23N4 <個人蔽展示期間. 9月柑日-10月4EI>

42　　鳥図

43　　竹に芥子図

44　　琴棋書画園

46-1　鹿下絵和歌巷　　　　　　1せ

本阿弥光悦寮.俵厳宗達画桃山時代-江戸時代1610年代雛廃金銀醗厳薄

紙本金銀泥範#縦33.7機81,2 <個人蔽展示期間･ 9月19日-10月4日>

木阿弥光悦杏･俵虚親逮脚桃Flt時代一江)り;時代161O別宅軌本金雄柁愚省

46-4　　鹿下絵和歌巻　断簡　　　　川越

46-5　　鹿下絵和歌巻　断簡　　　　l帽

細水金銀ilE敬啓縦33.7横122 5

<サントリー美術館蕨展示期間: 10月6日～10月柑日>

46-7　　鹿下輯和歌巻　断簡　　　1臓　　　本阿弥光悦針依願斜細桃山時代-子】二戸祁糾七16)0年代紙本金銀泥漁番

約本金銀泥戯番縦34.0械62. 4

<MOA美術館蔵展示期間一9月柑日-10月4日>

48-9　　鹿下終和歌巻　断簡　　　1沓　　　本阿弥光悦番･俵儀窮竣画桃山時代-江戸時代161畔代紙本金脚色塾磯

紙本金銀77琵駁鱒縦34. 2棟426. 3

<MOA美術館蔵展示期間: 9月19日-10月4日>

47　　山水園　　　　　　　　2凱餐　　尾形光琳襲江戸時代1紬:紀初期紙本金地魔術縦133.0掛.W 0

48　　酒井抱一億　　　　　　1帽　　　伝酒井鱒浦紫江戸時代文政12年(1829)納本着色縦75.2榔2.7
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負数　　　作者･時代　材質　放免など__遺骨　　作品名

49　　花見図･軌沫降　　　　　　6剛双　　ぎl戸時代18E雌や切紙本番色各縦92.5横273.2

50　　遊女立姿図　　　　　　　1幡　　　怯月･教派テ1八戸時代LJi;永確保利潤(Ⅰ704-36)蝦秋本潜色縦91 0機/18 2

51　五典人鼠　　　　　　　　ユ幅　　　馴術北斎解江戸時代R･化平間(1捌18)頃納本凝色群伽6.4横31.8

52　　煉蛤･蟻図 市河米庵,狩野噛川院ほか70牢,の肺と画xlI戸時代天保14年(1843)

納本潜色各縦99.O構3-a.6

l暇　　　　与謝瀬羽撃t〕戸時代明和年間栄一安永年間初1770年代前半柳本着色

縦1日,5横36.7

2伽双　　縦様′寧雑音l.戸l馴℃ 17RO年代紙水爆沖俄彩各縦163.0繊178 0山水淘

55　　波千鳥　　　　　　　　　(,曲l双 都路弊番解明治時代明ナ如4年(1911)切紙本鞘耐淡彩各縦122.6繊2削.6

56　　玉珠　　　　　　　　　　】 ll rF･岡新才.A脚糾℃良綿文化紀元約2日0019OOq欄仁は頃縦7 6横7 6伽

57　　双蛸能文玉堂　　　　　1個　　　中国耐馴別や縦プじ前10 8世紀好ヨま後24.5

58　　玉援鋼内父　　　　　　　l個　　　中料簡時代紀元前13-1川舵卵同トルコ石象臥　た艮27.3幡7 6

59　　饗窺文鼎　　　　　　　1個　　　Ll個商時代紀元約12壮絶野軸冶i24.1幡21 3

60　　半饗文爵　　　　　　　1胸　　　中河戸即引℃紀元附21鵬dll倣紀剛は桝23 7

61　　深軍又方鼎　　　　　　　　11t官1　　　q欄蹄時代栄-周峰代初紀元l削Ht卜縦線銅縦14 3横ユ7 5 ■瑞22 0

62　　能文接梁塵　　　　　　　l個　　　小用軒周時代紀ノ川l日日紀lBIA-ば10tlJ:紀好銅木綿.餅22. 2

63　　菩薩立像　　　　　　　　　1娠 申同席Ll別宅醐紀l抑t　砂耕　稀57 2

64　　金剛力士立像　　　　　　1真　　　申開脚車代8世紀後半-911蛸己石灰安を高42 2

65　　国華文五花形義碗　　　　　川　　(日義日脚剃℃ 8批紀後q,･-9倣紀酬ま銀製鍛激､鍛金径24.2搾榊.0

66　　黒漆輪花盆　　　　　　　1枚　　　rl咽耐卿春代】州:紀木淑藤娘後22.5

中岡元時代14恰船木妙茶漁後33.0

中国明幡代15世紀初期　木製磯漁徳4m3

中国明時代永爽年間(1403･･24)木製漆漁従13.7

70　　三彩胡人偏 中開簡略代8世紀三彩陶高37.I

71　　白磁乳鉢　　　　　　　　　川　　　中国府時代8-9世紀m･J･一塊白磁径】2.8

72　　白磁東　　　　　　　　　　川　　　叶国府時代9批紀　耶州無白磁稀22.3

73　　黄粕験胎碗　　　　　　　　1 Ij 中開北宋時代11低艇後半12世紀前半碇州窯系焦作紫綬胎陶解

後17.0 rTa)8.0

中国南米時代13故紙剖小l親船軸陶舶律13,0腐6,6

1枚　　　中国元時代14世紀糾え 廉価鎖無密花磁粒径47.8

中国明時代濫徳年間(1426--35)鹿徳供無削E磁解陶29 2

77　　紅軸瓶

78　　粉彩梅樹格文盤

中国晴時代18世紀前半煉徳観衆磁瀬高44.5

1ヰ咽油時代軌朗-潤(1723-35) BL･触鏡銀粉掛造船径50.2

79　　珊瑚紅粕金野細盤辞文菊花1枚

盤

中国消時代乾晩年間(1736-95)放徳観想磁雑後16 4
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作者･時代　材質　添魚など

中国発時代14慨紀前半納本車漸淡彩縦が.2横淵.2

番号　　作品名

80　牧牛図

81義梅園

82金魚落照図寄添

83　山畳某月図

84高士観月園

1 n'lI

85山水図　　　　　　　　　1幡

86　tt+仙所E円　　　　　　　　　　1LIIt

87蘭挙国

櫛輝礎や胸元時代14倣紀後弊紙本髄稗雛30.8横63.4

文教明敏中国明時代正徳16年(1521)紙本数遊離35,6政990,6

伝挙腐寒中飼明時代15世紀柳本着色縦156.3枕103.0

中間卿糾tH6iu:紀納本潜色縦198 0横106.0

文伯仁凍tM勾明時代寮称10年(1561)紙本数御淡彩縦127.3鱗38,2

珊弥笹中国明時代来一柳糾七初米機11年(1688)紙本巌画淡彩

各縦28.7横42.9

朗摘　　疎聴寒制覇滴時代軌E10年(1732) ､彩色は乾隆4年(1739)

紙本態細淡彩縦17K5幅62｡ i

88梅石囲　　　　　　　　　甜摘　　弘仁紫や開明時代彼期-脚噂代初期17枚紀中頃紙本金彩愚漸

縦16.8幡51.2

奉公徽簿矧濁朝鮮時代19世紀離水瀞色各鵬109,4楓27 7

90 矧ヨ司細腕時代12†l蛸己腎磁軸僚名港稀32.0

l総　　　称習鶴皮相代12粧総督磁軸依然､簸朕拭11,3

輪闘朝鮮時代16世親透明軸破船藤27.0

93粉骨掻落草花文属壷　　　　日1　　締圃朝鮮時代15倣縦粉符沙衿､かじ紬陶瀕､犠洛南24.0

94骨花草花青海波文瓶　　　　川

98インドラ坐像

-トナム懲相羽時代15T鵬己浄花A磁紫尚25.3

タイ　ドヴァ-ラヴァティー王国7-8放縦石灰射稀111.8

インドネシアジャワ･が｡ブドウ-/レ中部ジャワ期800年頃灰色安山巌

稀36.8

l胸　　　ヵシュミT'L, 8放縦銅遮銀畿俄商38.8

ネパ-ルマッラ玄樹13LtJA紀頃銅速決石傑人禰24. 2

厳班会公式サイト･ htLp-･//stはttlや…kく)be. jp/
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(3)第104匝l鱒別展

アジアから神戸へ　海の回廊　一古代･中世の交流と美一

内　　容/

神戸は｢海の回廊｣と呼ばれた瀬戸内海の重要港湾で､外国の玄関口としても重要な役割を果たしてきた｡

当館では､近世の港湾都市をテーマとした｢よみがえる兵庫津｣ (平成16年度)､港町神戸の歴史を親子で学

ぶ｢夏休み親子はくぶつかん-みなと神戸のれきしにタイムトラベルー｣ (平成19年度)などを開催し､好

評を博した｡

今回の展覧会は､古代から中世の東アジアを視野に入れた複数のテーマをもうけ､海と人々のかかわり､

海をめぐる交流の実態､それによって生み出された魅力あふれる文化の特色を明らかにすることを目的とし

た展覧会である｡

第1章｢海を支配した豪族｣では､瀬戸内を拠点として活躍した支配者の姿を古墳の副葬品や埴輪等から

窺い､第2章の｢海をめぐる武士と僧｣では､古代･中世の瀬戸内海における港湾の改修､海上交通､港町

を拠点とした仏教について､清盛､重源､律僧､安東蓮聖､時衆などをとりあげ､その活動を僧侶や武士に

関わる文書や彼らの肖像画､彫像等を紹介することにより明らかにした｡第3章の｢海を超え響きあう美｣

では､大陸より海を越えて間断なくもたらされた様々な美を我が国がどのように受容し､変容させていった

のかを神戸周辺に伝来したインド･中国の影響を受けた仏教美術を主軸に紹介したo

会　期/平成22年(2010年) 1月16日(土) ～3月7日(日)

会　　場/特別展示室1､南蛮美術館室､ 1階ホールケース

主　　催/神戸市立博物館､文化庁､神戸新聞社

後　　援/NH K神戸放送局

協　　力/海と船の博物館ネットワーク　㈲EI本海事科学振興財団

入館料/ (当日･一般) 800円

開催日数/44日

入館者数/10, 445人

出品点数/165件

関連事業/

(1)講演会

1月31日(日)　午後2時30分～3時30分　川野憲一(当館学芸貞)

｢海を越えて響き合う美の世界｣

2月14日(El)午後2時30分～3時30分　問屋真一(当館学芸員･学芸係長)

｢海をめぐる武士と僧｣

2月21日(日)　午後2時30分～3時30分　橋詰清孝(当館学芸員)

｢海を支配した豪族と渡来文化の受容｣

(2)ワークショップ

こどものためのワークショップ

1月23日(土)､ 1月30日(土)　いずれも午後2時-午後4時

こうべ歴史たんけん隊

2月6日(土)　午前10時～午後4時

その道の達人に学ぶ　仏さまの絵を措いてみよう

2月27日(土)　午後2時～午後4時
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轍療･,lM漁､を縦～j　　　　　　禰糾)地は､一1.-来､束アジアにつながる槻) f内郭卵)港比で輝え､糾春代を通じて濃紫な役側を

軸のIlll廊
製たしてきました小本掛ま､ til代から一手'他の炎アジアを鶴野にいれ､軸と人々とのかかわり､称をめぐ

る交舵のljミ懸､それによ-つて嫌み出された魅力あふれる文化の郷色を､考か憾む機術の3附tj

の鵬小によノ'で明らかにします.,

削=渦の密流と発　　　偶州榔榔もたらした削一j9作､紺文化約mを食む糾7州人の郎約桝か鮒郎為し
て､ r)f代小IM)人々が/I:きた!^%機のLI順をお焚Lみください, (*･公期巾､掛Jミ称がありますく)

L ■ ‥ i･ 】

l　恥を立配した感族-軸辺の人軌JlA叫-　恥. TJ･緒軌.Lほしで捕.EIlルた栄晩の′)三保をJ機の71瑚#ふlIや萄[主似捌蒜などを過して探りますo
､. ･･    ll   ･ I     : .

tL軸をめぐる武f:と伯: Fll代叶仰.の徽川棚歩における兆1時d)惨敗軸卜交凝,i馴rを軌放した仏教にりいて､書館膝､窮鼠押倒ヅ)鰍稗や､
･. L ､ヽ   L l ･

鴨衆､淡雅',1号の勝魁卜o)人物をとりあげ､彼らの大桐像をうかがわせる優れたドj像桝や.',己鎚などを過しで鋤jr･Lますo

JH　軸を越え懸垂あう梁　大陸より海を櫨えで拝唱剛なくもたらされた様々な一光''を､純が問かとV)ように,受容し､変容させていったのかを柵メ欄

辺にイ1､来したイント申l糾)Ifllかをやどす仏教施術を‡:潮にすえ､浮き彫りにします｡

.い　　　　　二･ここi I_A ･~■　　■　　-　L

J　　'り.E.:･L　　'.･  ･-ヽい　t■■■･■･

■;'.こ.u; ｢声け~う'T　　　　　　　　　　;. tl寸.r l､･4　　相I ･r'lI 】 . ■ ･･ヽ　　　　　　　-rl L･1･h･.■　　卜■･.‥■:･;■､i J r*~1L･　　　　　　　　7､ ■日_　1 ､し

い.rl目貫1.TJ･≡.卜』.･･'･h Llll E･日･ ･.l tHヽ札､-t･■ . ･八.･_.Lm.･ ~' ･ .㌔..A ･て. ･. ㌧･･. ･寸1. JT..lr･A一･･･.1､. 1=･じ･-Jl･.(.･.･一　･.LLl:~J

㌻淋敏也えで鞄<き食う姫の政界表　　　　　　　　にとものためのワークンヨyフJ

:=lLL'I HJll･=　LL il-;I hLtJ LTI Hq什; ､1A-㌔. I Ll;∴1日　ト!tLl日　.･lJこいl州一日､LLl

r秘をめくる長じは僻3　　　　　　　　脚9 …相場に那付ル糾伽欄∠0

20川年ul141lrE],, l生30-】5 3O L硫恥/W畑ポー　棚`矧II Fこうへ版兜たんけん練J

2I柏EILu/ 1(I O0-1rY OO

ぎ海を鴬野己した叔族と渡来文化の受解毒　　　　　小'伽fi i-JFW,j鵬　榔珊広の狩川長堀iYr

2桝jf2FJ21Ll!Jj, 1日か-15如ILi相/楓婆紡翠川附,<n L,約定軸物1割

榊和文網那BL態闘兜舶矧鵬〕　　　　　　　緒の胎の達人に学ぶ　仏さまの絵を描いてみよう>l
)臣いずTlも)既訳W I<. (ただし人m称が必野〉 r寸Pc野.憾　　　　　　　　　2月27l lN/ 1<t川ト1 6 0【)
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圃衰l軒葺,Tゼか･ら挿_戸べ

海の回廊
古代･中世の交流と美

会期中,展示番え･城南称えがあります｡

◇i前期(1月16円-2月7円) ◆･後期(2月∈咽-3月7円)求

梢妊紀骨は次の通りです｡

㊥:問蜜　◎:閣緒鮭漁箪文化財　n:県田町指定文化倒

l月16日(土)～3月7日(Er)

神　戸　市　立　博　物　館

一山品El録-

uL･･…H3 LI S･･歯

海と船の博物館ネットワーク

1-07　◎船の絵細密形女難

トO2　f3聯栴漁船団線剰擬材

1 ･03　　鞠構造船級AlI円筒噸輪

1-04　◎郷汐繊輸(聯構造舶)

1-05　　船形鳩翰(準楢漁船)

1-06　　船形欄愉(碑横磯か)

ト07　　船形旭輸(鞠棟数舶)

ト08　　脚鯵埴輪伸構漁船)

l点　　　　　　顔良　厨出漁跡　　　l～2世紀

l療　　　　　　　頒価　椅狭遭捗　　　　4挫紀

I)民　　　　　　　衆良　報槻噂舟約　　　4倣紀

大坂.

長殿稀舶り抜唱墳

ト09　　船形磯輸(準構渡船)

ト10　　船形土離

日11 ◎榔文帯現状乱神獣鏡【8秒鏡】

lJl1-2 ⑳押入鞄魔術徴税【 7号8劉

ト11･き⑳ W=.柵線画作徐州液相押印倣鋭【9野鶴】

1112　ぐタ髭も刊.冒.

1113p=　　Lt熊∴i

ト13･ユ　　かこ軸内Li

l･13･4　石製撰逸品

ト14　　　鉄挺

115･1　鉄唱勾

深部大挙助命博物銀

糸席叔ま考古博物蛸

天報冊数常襲負愈

4 1t胤後半　　　　　　　　文化庁(大阪腰兜博物矧桝竹)

腰非噺軒数好凄劇愈

大阪解放猟犬呼稀等翠校

爪都･エゴレ!も墳　　　　5敵組

縦腰　新ii拘4呼解　　　5fFと紀

済准大挙絶食脚物鮒

灘誠腰史民俗絡轍鮒

大阪･土師のqjl液跡　　5it皇紀

神戸t I i弼求食機轄墳

神田･閉水虫頓古墳　　　3鞭紀

神戸･消求女将TiT横　　　3枇杷

紳Fl ･ l勺求女嘩llI項

大阪･甜軌iHJl覗　　　　4慨縦様Ifc

大hA ･斯栽山汁欄　　　　4肘鮎後Irt

i3R■.1　　　　　　火鰍･関数iJ I.A椴　　　4批絶後幣

･＼丸. :ヽ_a I;1L.-ql　　　　･1 1汁Ll稚､｢

炎邸･字1番邸舟場

補鯛t

樹問磯梱過飾l句境

欄間･

嗣間軌ガ4滴跡J噂墳

日7　　鉄紺･鉄鍋･鉄姥･輩　　　　　　　　　4点く

大阪府鹿近づ洞鹿縛物仰

御大散村文化財せンタ-

神P軒数帝療飯倉

神戸帝政宵密封愈

勝淋中筋敵将感抱負

藤沖専布教潜感料金

捌半襟耶教材費国会

加劇EE畑敵背腰掛愈

禰津帝軟骨源釣合

5世紀　　　　　　　　　　硝妙Tfl徹宵腐例会

戟契･新開2号鳩　　　　5世縦

"8　紺▲鉄鋤　　　　　　　2息3点　慧Ⅰ謁表盃芸.7皇一名㌘` 6世紀

119　　鉄鈍･政教戯r_県･石和模造品

1-20　⑳鉄刺=角擬革磯節角付宵

ト21　⑳鉄制三角擬革撫僻付知甲

ト2ユ　　鉄鵜三秒鮫番線街角付鞠(枚剃巌)

1-23　　鉄製三角税額樹海甲(機魁mEl)

1-24　⑳金銅袈僧庇付樹

1･25　⑳金網港賂当形鉄判曲

116　⑳金網滋親確(液矢鼻)

ト27　⑳石艶把付短剣

滋封叔蕊取と城野魂博物飼

余良斜☆磯原野付学研兜蹄
附属博物感

補網群牡簡礎腐食

大鏡鮎22瓜

小鉄鑑100雌

犬鉄郎欄池■臥) 11虎　奈良･大和6骨堵　　　5枚範　　　　　　　　　　　傍内蹄青陵鄭

鉄熱典t姉娘
fJ軌機敏片品7,6

大献･幾小火機☆墳　　4駄配架- 5 1枚紅物納　　　　態や冊数宵磨劇愈

大阪･飽巾大軌fT'墳　　4 11と出来～ 5披胤初糊　　　　掛川f教材費料金

髄淡鼎滋安土城考を博物軸

陛紀　　　　　　　　　　滋勿叔虻貸utT,城考占博物銅

潮陶　月岡lも填

補問　月岡蕗城

欄閉　刷岡肯塀

大阪･敢中大庵古墳

5倣艇　　　　　　　　　　うきは桁数宵垂例会

5 1妖紀　　　　　　　　　　う削よ帝軟骨瀞戯金

5位縦　　　　　　　　　　うきは耐教育顔親愈

1-28　◎鋭締鵬金環珊大刀　　　　　　　　　　l畑

1129　　金網魁髄文殊頗大刀　　　　　　　　　1瓜

rl*.

常Lh沓堺筋2主体

鵜飼･

愈jt.-)1Prr●IJt ～ tlりLR

5総紐　　　　　　　　　　解格W敵背顔月食

6世紀　　　　　　　　　　欄岡村教育車民会

1-30　　円敬火n柄現　J l瓜　　　　　　余良･親機2呼墳　　　6 tLj:u

川　棚脚榊執糊初頭　　　l感　　　至芸表wAl.畑　8槻
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1-32　　金網艶帝金鼎(複製品)

ト33　　鹿瀬艶筋金鼻

ト34　⑳金銅恥滞金魚

1-35　⑳金銅熱帯金糸

1･36　◎愈銅銭野金鈍

1 ･37　　銀水掴噛

1鹿　　　　　　瀬戊･新山宙墳　　　　4拙紀

2庶　　　　　　　兵庫･行者噂古墳　　　6世紀

-武　　　芸鎧御念洲　5他職

加宙川桁教育養魚虫

堆絡む歓呼賓例会

2 A.t　　　　　　激発･新田埼Ⅰ野墳　　　6 1蛭柾　　　　　　　　　　瀧貸臓立'#ji機巧め細物館

一式　　　　　　樹榊.月岡水場　　　　5佃紀

点　　　　　　大坂･-姻叔120舟樹　8世紀

1-3El　　　允Rや.-J 汰 I.Ll

1･39　⑳銀製掴弟形肺魚鼻

1-40　　葡銅糾三執鈴

1-42　⑳魚触感飾付耳飾

1 ･4き　　金魁東飾付耳飾

1 ･44　　愈鞘盛鵬付准飾

ト45　　愈脱凄飾付耳飾

1･48　⑳魚魁耳現

1･47　⑳金瓢車齢付帯飾

1148　⑳金地頚飾付帯飾

1･49　　愈鵬盛飾付耳飾

I:1ホIJJ.

嚇溺之宙祉古墳

9虎　　　　　　和歌山X火鉢脊繊　　　5世紀

1虚　　　　　　無洩･新沢109号墳　　　5世紀

虎　　　　　　顔良･戚嘩2轡墳　　　6挺紀

赦　　　　　　角樽･甜軌JE占渦　　　6低紀

点　　　　　　描岡･伝臼経塚船場　　6世紀

点　　　　　　　火朕一　A須墳H7[bl娘　　6枚紀

1対　　　　　　　顔良･鯛磯村墳　　　　5撤紅

ト50　⑱ガラス玉･ガラス丸温･ガラス小玉　　　25瓜　　　　　　衆良･藤ノ木.1淵　　　¢偵縦襖や

1.51 ⑱鍬魁鍍金鯉玉各椎と耳額　　　　　　　82庶　　　　　奈良･藤ノ木糾頓　　　6fl脱線や

うきは冊数労費丹念

火脚鹿近づ飛魚博物館

和歌LLl l打歓や磨例会

文化粁(和歌山吋Ji7^博物館鎖骨)

衆艮鼎淡梶原考古学研兜併
附属博物館

大阪府滋はつ飛鳥怖al

腰良県立稽厭考由学研溌斯

耐用博物鵬

鵜勝村教育顔見変

姫路将教育垂損金

姫路帝政宵療劇余

地宙J日時教常套劇食

文化TP (茨艮夙洗那智糸一撃
研宛併樹憐博物館保管)

文化庁(燕艮臓詑榎原考古学
研死所附構静物銀保管)

一一52　⑳廟文制約　　　　　　,･r･tt　　　震諾ふ朋は体　51枚紀　　　　　柵欄細劇魚

1-～3　献酬猷頒　　　　　IJa　　　薪炭･新沢-頓　5鴨　　　　　雷孟還諸原鮒神海所

･･54 ㊥悪霊監守慧悪霊慧要義霊雷慧芸雛Ⅰ蛸　　大阪-丸山-　5階紀　　　　常附畑衡

1-55　㊨金銅魁能文逮彫赦金具　　　　　　　　2点　　　　　　大陸卜響田丸山台磯　　5陛叙 常田/＼挿歯

lq56　　金銅魁鏡餅付帯(複勝品)　　　　　　は　　　　　磯野･ yr離日野墳　　　5 r呪　　　　　　　　滋米収tL削減考.お博物仲

1 57　◎膏飼鶴=-滞鈴　　　　　　　　　　　　2点　　　　　　髄架　新関岬墳　　　5tLl紀　　　　　　　　　滋賓嶋だ安土城考抱博物銅

ト58　⑳骨髄艶馬静　　　　　　　　　　　　　3感　　　　　　激寓　新開l野嫉　　　5位魁　　　　　　　　　淡紫鼎滋野七城考古博物鯛

ト50　　金網触鏡板付や(竣鶴剛

1･60　怨念解離締付密漁

1-61　⑯金網敷円形飾り金品

1-62　⑱金銅鮎雅文飾り金塊

ト63-1 ㊨金銅駁汐稽付飾り金鉄

1･63-2 ㊨金網馳花弁形少榊

ト64　㊥金銅割腹瀦形脊幾

ト65　　金網軸心葉形鏡板

1 -66　　食料執心瀦形容灘

1･67　口金網恥鵜舟

1168　⑳欽戟同館

1･69　⑳鉄独燭甲小札

70　　鉄搬蛇行鉄瀞

賂　　　　　　　和歌山･大命宙覗　　　5枇紀

戚　　　　　　　和歌山･大谷古墳　　　5倣縦

J点　　　　　　寮艮･藤ノ木お墳　　　6倣紀後や

LL.1　　　　　　折,q. + A t.I..甘　　　　GlLIL托ゝl▲

2瓜　　　　　　奈良･戯′ホIlj墳　　　6世鮎練や

10J耗　　　　　　衆戊t藤ノ木宙物　　　6低紀後半

点　　　　　　癖鬼･瀬/水か頒　　　6枇絶後¥-

点　　　　　　療良･馳城山3号墳　　8億転換率

点　　　　　　顔良･殊城山3智磯　　6枚紀後半

武　　　芸岩去きつね鮎塀　6楓雛叩

点　　　　　　　浪倣LLl ･大谷宙幼

瓜　　　　　　　和歌山.大谷蘇墳

文化JrH和歌Lh rTl故博物館傑智)

文化庁t和歌山締ま博物館保管)

文化庁(薪氏県北茂樹考古学
研究所附属博物励保管)

文化rj (欲鬼鼎克棚頒考古呼

研魂所附擁博物館保管)

文化庁(頗良鼎立磯節脅宙学
研朔所附属脚物銀牌管)

文化庁(釈為鼎立頓原野禽学
研究所附親縛物瀬保管)

文化庁(奈良県立錐喋考宙学
研兜Wr附樹神秘釣保管)

文化庁(和歌山市波博物銅線桝

文化庁(和歌山筋忠博物館併せ)

･瓜　　　讐買去墳附文鮮欄6槻　　　　-鮒凄紬

1m　　府琴文労格規転成(櫨恥晶)　　　　l点　　　　　描岡.沖ノ郎7号渡跡　4世紀　　　　　　　　相聞･解像大社

1･72　　三角線神獣鏡(複製品)　　　　　　　l月　　　　　　揃用,沖/削8骨流砂 4殿相　　　　　　　　　　槻陶･窮倣大社

1-73　砂金鯛熱心勢形容弟　　　　　　　　　-武　　　　　補弼･沖ノ飽7号池跡　6ttr紀　　　　　　　　櫛卵･索敵欠礼

1-74　　金製指輪(磯親展)　　　　　　　　1点　　　　　樹岡･沖ノ島7母娘勝　6世紀　　　　　　　　静岡.索像大礼

ト75　　金銅鮎搬葉形番兵(挽救換)　　　　　2点　　　　　滅例･沖/為7琴渡跡　8枚挺　　　　　　　　矧珂･鰯僻大枚

1b76　　金網艶髄鞘(潮風) 2点　　　　　褐殉･沖ノ島5母娘跡　7-8世紀後半　　　　　　補陶･解像大概
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く〉 2 Ol rJ港倣

◆ 2-02　　行名§僚

l脚　　　　　　　線禽末l朋-剛ヒ刷時代､川1け鮎

2 03　　れ鵜胤比　　　　　　　　　　　　　　　　川【I

一帝横行　政見対琳事d簡粂

2･07　　穿浪絵本

2 0O　　　相加P糊､陀

◇ 210　　太政W符尭

◆ 2･11　　伏鬼J人名u純絹紫

() 2･12　　　叡堺上人像

◆ 2･13　　　叔堺l▲人倣

2･14　母娘身寧正彦己

川陣　　　　　　　zlJ和利で初札　L7ii胤

2番　　　　　　　報酬年代

鵬　　　　　　鎌魚水糊-l軟化卿時代, 14打拙

榔　　　　　　　鵬北朝噛代

217　[コ開銀1知秋寒(俳舟雅文杏のうら)

2 1金　　　鞘大､皆束布帳

◆219　齢群TR鵜殿俺　明櫛楚俊欝

2111　　事fLl山

触SWr汲法人r詞u公文野餌

I l木上C各館

大阪館山推史史学博物州

斥幡　斡l tlh

縦坑入学史料縦韓卿

執Lr fr此攻入L番付公文斡粕

幼次子J政法人i那ケ公文潜郁

粛良.飼犬zLIJ5

l啓のうち1聴　　くltlRT2年(13OO))約7刈2fIrE

l港のうちE娘　　成努2*(1300)だ胡7月之恥l

川　　　器品諾ぎ‡訟窪買農芸琶(‖:'6'　鮎働浄

t輔　　　　　　　鎌舟時代米肌14FIt鮎　　　　　　　　　大帆.久料l紳

(森　　　　林郎布代束糊､ト川場ヱ　　　　　　衆瓜団藷博物館

川朴　　　　　　永tE8咋(15日)　　　　　　　　　　碑林　機磯野

iF (13()6日()I日tiH　　　　　　　広範･沖

171tr紀　　　　　　　　　抱卵･大域呼(le掛け教材重用金保管)

1旭　　　　　　It和4il (1315日0)] 6 H　　　　　　　兵嘩･大鑑番(JE崎桁数宵野良会伽懲)

汰入野迎潜超消火
(火寛恕文串のうち)

◇2･26　Lj軸木一緒心像　rtl親

◆ 2127　　1熊本覚心像　El幣

i i飽　　　　　　　凝牌九年(1320)ひJJ rヨ　　　　　　　　S%J取･大館埼葛(lgt瞬紳教育冴飼象傑剛

2-之8　　紀州由良駕寮開山浪燃門卿嗣榔之線戯　】珊

0 2130　　･週き二人倣

Jt斤llllL 1.L■Llkl

水正IPj句や([引ti)

剛じ制時代, 141廿紀

i金　　　　　　　銀舟時代米胤】41t胞

nRいい†l)也Jr

賦郡･妙糖類

和歌山蝦屯縛物bR

神衆川嶋た贈史博物朗

神戸7lY滋博物鯛(原品　神楽川　紺浄光瀞)

紳13　減光や

2-n　◎滋trヒ人縁起絵　番姉

2 34　　　胸1人斡伝(斬剛

235　0当麻臭素静岡　問軸木

◆ Z._ユB

韓2-37　⑯
寵大却年潔茶晋状寒くよ代)
(縦火碑文番のうち)
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(4)第105回特別展

トリノ･エジプト展　-イタリアが愛した美の遺産一

内　　容/

2006年の冬季オリンピックの開催地としても知られ､ 90万の人口を抱えるイタリア第4の都市トリノ｡こ

こにロンドンの大英博物館やパリのルーヴル美術鯖､カイロのエジプト博物館などと肩を並べる､世界屈指

の古代エジプトコレクションを所蔵するトリノ･エジプト博物館がある｡今回､その至宝をはじめて日本で

紹介した｡本属では､同館の33,000点におよぶ膨大なコレクションの中から､イどの石製人型棺の蓋やセク

メト女神像をはじめとする2メートル級の大型彫像､ミイラ､色彩木棺､パピルス文書など119点を選りす

ぐり､ ｢トリノ･エジプト博物館｣ ｢彫像ギャラリー｣ ｢祈りの軌跡｣ ｢死者の旅立ち｣ ｢再生への扉｣の5章

構成で展示したoまた同館ではオリンピックの開催に合わせて､映画｢アピューター｣､ ｢スイニートッド｣

の美術監督としてアカデミー賞を2度も受賞したダンテ･フェレッティに依頼し､大型彫像が並ぶ彫像ギャ

ラリーを大幅に改修し､照明と鏡を駆使した印象的な空間に仕立てている0本展では､そのドラマティック

な演出も再現した｡

会　期/平成22年(2009) 3月20日(土) ～5月30日(日)

会　　場/特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館室

主　　催/神戸市立博物館､朝日新聞社､東映､関西テレビ放送､フジテレビジョン

後　　援/外務省､文化庁､イタリア大使館

協　　賛/みずほ銀行､大塚製薬､大日本印刷

特別協力/兵庫県学校厚生会

協　　力/ニッセイ同和損害保険､日本通運､日本貨物航空

出品協力/トリノ･エジプト博物館財団

入館料/ (当日･一般) 1,500円

開館日数/63日間

入館者数/190, 733人

出品点数/119点

関連事業/

(1)記念講演会/会場　地階講堂

3月20日(土)　午後2時～3時30分

｢トリノ･エジプト展のみどころ:古代エジプト美術の世界｣

講　師　近藤二郎氏(早稲田大学文学学術院教授)

(2)春休み親子鑑賞教室

4月5日(月)午前9時30分～12時

(3)こどもの日スペシャル　5月5日(水･祝)　午前10-12時/午後2-4時

(4)こどものためのワークショップ　各回とも午後2時～4時

①4月17日(土)  ｢紙粘土をつかって古代エジプトの神様をつくろう!｣

②5月15日(土)  ｢苗代エジプトのアクセサリーをつくろう1｣
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2.企画展示

(1)企画展

a　ズームアップ!日本の銅版画

･内　　容/

神戸市立博物館は世界最大･最高の日本製銅版画コレクションを持っている｡江戸後期から明治前期にか

けて描かれた約2700件の作品で構成されているが､その中から27件を精選し展示｡銅版(エッチング)とい

う技法は､中世のヨーロッパで発明され､日本で措かれるようになるのは18世紀後半から｡大半は絵葉書程

度の大きさで､展示室にただ単に並べるだけでは､その魅力はなかなか伝わらない｡そこで今回は､ A3か

らB l大に引き伸ばした､部分拡大写真を多数併設し､ミクロの世界に果敢に挑んだ､銅版画家たちの息吹

を感じさせる展示を構成した｡

･会　　期/平成21年(2009) 4月18日(土) ～5月31日(日)

･会　　場/特別展示室2

･協　　賛/みなと銀行文化振興財団

ズームアップ!日本の銅版画　出品日韓

1 [原版盆】新鶴盈敷革見栄滞逮五十三駅-常肉　岡田春燈斎錦

江戸時代来期､ 19世紀中期　柑3×19.6 (外寸)

2　革花鞠原版　単機寒山鏑(参考出品)

昭和時代前期､ 20世紀前半　9,1×12 9 (外寸)

3　江漢蘭董隣　司馬江漢鱗

寛政8年(1794) 12,6×9E7

4　三関祭　司馬江漢錦

天明3年(1783) 250×38,7

5　TNPERJENOSIMA　七鬼浜　司馬江漢銚

天明7年(1787) 26 2X37,8

6　TWEELANDBRUK　両線構　司馬江漢錦

天明7年(1787) 25.6×38 2

7　陸奥国石川郡大隈沌嘗蕪翁帝之図(『膏凍集3挿図)亜欧澄田青銅

文化日年(1814) 22.8×16.0 (常庵紫外寸)

8　号芦瓦蛾之図　聾欧豊田尊錦

江芦時代､ 18世紀末～19世紀初期　8.7)く14.1

9　El本絹魚廊図　亜欧堂田尊鈍

さ工声時代､ 18世紀末～19世紀初期　8,8×14.0

10　愛菅山眺丑之国　亜欧澄田草餅

江戸時代､ 18世紀末-19世紀初期　9 0×14.5
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11日駿河台水道鵡眺蓮　亜欧豊田尊鍋

江戸時代､ 18世紀末～19世紀初期　8,9×14.8

12　自大GB農後楼肱不忍池現　車欧堂田巻鏑

江戸時代､ 18世紀末～柑世紀初期　8.9×14 3

13　菜摩為湊之図　亜欧豊田尊錦

江戸時代､ 18世紀末～19世紀初期　8 7×14.1

1か1洋人魚鳥図･地球儀周　登欧糞田巻錦

江戸時代､ 18世紀宋-19世紀初期1枚に2図印刷　37 8×34.8 (外寸)

14-2　ニ旧ンブス鶴見圃　麓軟禁甜沓鍋

江戸時代､ 18世紀末-19世紀初期　40 1×34.8

15　ゼルマニヤ廓*之国　亜欧蟹田蕃納

文化8年(1809) 25.9×52 8

16　観魚革舟中老　安田柏餅鍋

文化12年(1815) 12.0×20 5

17　東都千位穂声町ヨリ大鵬之方二重ル兼　愛田圃洲鋼(推定)

江戸時代､ 19世紀前期　6.6×117

18　下つけからす川の煮　安田常洲錦

江戸時代､ 19世紀前約　9｡8×15 9

19　山上からの桃生国　安田雷洲鍋

註戸時代, 19世紀前期　9.7×18,0

20　下秘いたこの済　安田蘭洲鍋

江戸時代､ 19世紀前期　9 3×16,1

21西洋三億図　枚家僕居銚

江戸時代､ 19世紀前期　23 lx18.4

22　帯締戦機笹　船永保居錦
20　下総いたこの費

江戸時代､ 19世紀前期18 7×256

23　極細鯛飯難く26枚組)磯田緑山･熊山鋪

江戸時代､ 19世紀中期　各約4ゝ0×1.3 (羽子版型)

24　胡鞠石鳥居　岡田専横薄綿

江戸時代､ 19世紀申開12t2×18 6

25　腔輸長崎ノ丸山(異版2枚組)岡田春焼斎錦

江戸時代､ 19世紀新約　各8 8×14 3

26　俊寛喚舶図　石田有年魂

明治11年(1878) 14 1×18.4

27　神芦津川　小林清親錦

明治時代､ 19世紀後半　9.7×14.8

28　神戸布引滝之野　森琴石鱗

明治14年(1881) 12.2×9.1

(上紀瑞浪のせ諮tcm)はー紙面余白･雅紀　散だ部分を軌､た印刷画面浅急ですヶ)
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b　夏休み親子はくぶつかん"どうぶつ"すきな子よっといで日

内　　容/

平成18年度､ 19年度に行った夏休み親子向け企画展の第3弾｡本展では､ ｢日本のどうぶつと外国のどう

ぶつ｣､ ｢人々のくらしとどうぶつ｣､ ｢神戸とどうぶつ｣という3つのテーマを設け､考古･美術･歴史･古

地図の所蔵品の展示を行った｡会期中は展示室内に設けたワークスペースで､親子向けのワークショップを

毎日開催したほか､神戸市立王子動物園と連携したワークショップを実施したo　こどものための鑑賞ガイド

でも､出品作品･資料に表された動物と王子動物園にいる本物の動物との比較など､連携を試みた｡

会　　期/平成21年(2009) 7月18日(土) ～8月30日(日)

会　　場/特別展示室1

主　　催/神戸市立博物館

協　　賛/財団法人伊藤文化財団

協　　力/神戸市立王子動物園

関連事業/

(1)こどものためのワークショップ

(丑7月23日(木)　弥生人の絵画教室とキーホルダーづくり!

②7月30日(木)　南蛮弊風を動物でいっぱいにしようl

③8月13日(木)　ミッション†居留地の歴史を調査せよ1

④8月20日(木)　どうぶつスタンプをつくろうl

⑤8月27日(木)　動物図鑑の技術-エッチングに挑戦!

いずれも午前10時00分～12時00分

(2)まなほう[あそほう!親子で楽しむ体験講座

(文化庁美術館･博物館活動基盤整備支援事業)

平日　午後2時00分～3時00分

土･日･祝　午前11時00分～12時00分､午後2時00分～3時00分

①7月19日(日) ～8月2日(日)

｢してみてさわって古代のくらし｣ (15回)

②8月4日(火) -8月16日(日)

｢ぬり絵でザヴイエルの掛け軸をつくろう｣ (13回)

(彰8月18日(火) ～8月30日(日)

｢うきでろ1うきでろ!古代の模様｣ (16回)

(3)ワークショップ"どうぶつ"すきな子よっといで7　7

(文化庁美術館･博物館活動基盤整備支援事業)

8月6日(木)午前10時00分～午後4時00分

午前.博物館　午後:王子動物園
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NO,名称　　　　__¶

輪壌

1　撃フランシスコ･ザウィエル億

(憲粟文化財)

健脚魂磯鱒常葉汚浄嫁鱒

くE]本のどうぶつ>

2　馬形埴輪

3　木造　狛犬

4　桜ケ丘1号銅鐸(因嚢)

5　桜ケ丘4唇銅鐸(薗宝)

6　椀に鹿駄

7　葬甲伝膿図

8　懸木彫

9　金魚玉図

10　南蛮人交易園厨風(左隻)

<外国のどうぶつ>

日　南蛮扉風(重要文化財)

12　鉢虎図解風

13　紫陳花と猫斑

14　来禽図巻

15　象図

16　芥子に洋犬隊

17　ヨンストン動物図害者

18　略舵限

江戸時代･ 17世紀初期

伝茨城県出土　　古卿春代後期･ 6世紀後半　　ウマ

室町時代か　　　　　　　　　イヌまたはライオン

神戸市灘区　　　弥生時代中期･　　　　　　シカ､トンボ､カニ､カエル､イ甘人

桜ケ丘町出土　　紀元前2世紀～紀元前1世紀　スッポン

神戸市灘区　　　弥生時代中期･　　　　　スッポン､サカナ､サギ､

桜ケ丘町出土　　紀元酌1世紀-1世紀　　　シカ､カマキutクモ

広漉湖秀　　　　江芦時代･ 19世紀初期　　　シカ､コウモリ

容井江琳　　　　江戸時代･ 19世紀齢期　　　カニ

亀女　　　　　　江声時代･ 18世紀前期　　　カニ

円山麻薬　　　　江戸時代･　　　　　　　金魚

天保元年～9年(1830-38)墳

狩野派　　　　　江戸時代･ 17世紀後期　　クジャク､インコ､イノシシ､ウマ､

オシドリ､キジ､フクC]つなど

狩野内膳　　　　桃山時代･　　　　　　〔動物〕ソウ､イヌ､ウマ､ニウトリ､

16世紀末期-17世紀初期　　　　腰番好､インコ､サル､トラなど

〔毛皮〕トラ､ヒョウ､クジャクの羽

〔装飾〕龍､鳳鳳など

大友用湖　　　　明和3年(1766)　　　　トラ

潤楊谷　　　　　江戸時代･　　　　　　　　ネコ

18世紀後期～19世紀初期

小原慶山

渡辺鶴洲

■ TLEzC

J.ヨンストン宅､

M,フランシウス駅

窪田空席

江戸時代･ 18世紀初期　　　クジャク､ハツカン､インコなど

文化10年(1813)頃　　　ゾウ

江戸時代･　　　　　　　　　イヌ

18世紀後期-1 9世紀初期

1660年　　　　　　　　　　サイ,ライオンなど

文政6年(1823)　　　　ラクダ
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顧麟鮮襲撃韓顔
く十二支>

*拓本

19　那蕃山音隼人石　子像

20　枚本神社隼人石　子像

21. 22.23

伝金解償将軍藁十=支神将像のうち

21巳僚　拓本

22　申像　拓本

23　亥僚　拓本

奈良帝　　　　　　奈良時代　　　　　　　　　ネズミ

羽曳野市　　　　　　不明　　　　　　　　　　　ネス宅

大韓民国　　　　　　約-新羅時代1 8世紀後半.　ヘビ

慶州市忠孝洞　　　　大正12年(1923) 5月　　サル

古家案三桁

*十=糞のそろい

24　履物商･畠田商店引札　　　　　古島竹次郎印刷.発行　明治39年(1906)

25　伊万里焼日本図皿

(鶴に方位盤)

*長嶋派

26　大根に鼠奴

27　皇干騎虎阻

28　柵嬉野馬図

29　≡構関車固

有田蕪　　　　　　　本朝天保年製

軸夢　　　　　　　　江戸時代･1 8世紀中期-後期

河村若芝　　　　　　延宝5年(1677)

黒川亀玉　　　　　　江戸時代r 18世紀中期

渡辺鵠洲　　　　　　文政5年(1822)

*工芸

30　色絵髄鳳鳳文深皿(柿右衛門様式)有田窯　　　　　　江戸時代･ 18世紀初期

31換付能文皿

<食事>

32　長崎冊鋸歯を

33　紅毛人食卓鼠

34　紀奄人食卓破

くペット>

35　楽人納涼図

無徳錬衆　　　　　　中国･発耶春代

伝渡辺秀石　　　　　江戸時代･ 18世紀初期

城蘇桝　　　　　　　江戸時代1 19世紀中期

城瀬隣　　　　　　　嘉永2年(1849)か

司馬江漢　　　　　　　江戸時代･ 18世簿記後期

<広告>

36　牛乳搾取直販売掛遵松牧畜蟻の引札　　　　　　　　　　明治後期～大正期

37　マッチレッテル蒐策帳(動物の那)　　　　　　　　　　明治～大正期
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+ニ支が自転車で競争

+=薫の汚ta盤が描かれる

ミ　　　　　ジス　ラ　マ　ツネ　ト　ウ　ヒ

龍､鳳風

髄

ウシ､ヤギ､ヒクイドl人　シカ､

カモ.ニワトリ､クジャク,イヌなど

フタの顕､ブタのハム､小鳥の

揚げ物などが食卓に置かれている

ブタの頭､ブタのハム､鴨料理

などが食卓に聴かれている

イヌ

ウシ

リウ



く地隆･天球図>

38　ライオンマップ

39　大8本虚地禁之園

40　天球駿

41坤親愛常

勝郷
く近代神戸とウマ>

42　摂州神戸西洋人馬駆之図

43　摂州神戸海岸繁栄之固

く神戸の動物薗>

44　級鞍山動物頗(r神芦百景Jのうち)

45　神戸珊妨LU動物園絵葉書

(琴弗繊葉者等張込帳

オールドKOBEのうち)

46　神戸博会場案内図

47　猛虎親鶏図

48　王子動物園

pカエリウス　　　　1617年　　　　　　　　　ライオン

版元･さうレや九兵衛　江芦時代･17世紀前期　　　龍

司馬江添　　　　　　寛政8年(1796)　　　　星座にクジラ､イルカなどの

動物が描かれている

爾懐に　　　　　　中頭･滞時代･　　　　　ライオン､ウニ､サイなど

(F.?ェルピースト)　康熊13年(1674)

泉谷JllJJl憾(=代貞悟)　明治初期　　　　　　　　　ウマ

長谷川小億(=代貞儒)　明治4年(1871)　　　　ウマ､イヌ

3日西莱　　　　　　　昭和8年(1933)　　　師妨山動物園の雅兼

昭和8年(1933)　　　　艶駈山動物園の光景､ゾウ

E3本商工美術工藤社発行　昭和25年(1950)　　　神戸博(兵庫県･神戸市主催)

跡地に王子動物園か建投される

山本汚翠　　　　　　　明治28年(1893)頃　　トラ

川西美原蘭　　　　　原画制作は　　　　　　　王手動物園の光景､ゾウ

(画集『神戸首崇Bのうら)

49　開園10周年　神戸王手動物園　　川西茶蘇暫

者まつりポスター

B2ポスター

昭和36年(1961))頃

昭和36年(1961)か　　　ゾウ､キリン､ペンギン､カバ､

ライオン､ゴリラ.トラなど

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

近世初期風俗画と南蛮工芸

内　　容/

桃山時代には､中世以来の月次絵や四季絵､名所絵などを母胎として､刻々と変化する時世碇を措きこん

だ新しい主題が生れたo洛中洛外図をはじめ､名所遊楽図､祭礼風俗画､南蛮人渡来園など多彩なジャンル

の近世初期風俗画は､当世の風俗を魅力的にとらえているo

｢都の南蛮寺図｣､ ｢花下群舞図｣､ ｢観能図｣､ ｢洛中洛外図｣､ ｢南蛮人交易図｣などの出品作晶には､当館

のコレクションらしく､南蛮風俗が描き込まれている｡展覧会では､ ｢南蛮人洋犬蒔絵硯箱｣や｢南蛮人蒔

絵鞍｣など､南蛮工芸の名品もあわせて展示したo

会　　期/平成21年(2009) 4月18日(土) ～5月31日(日)

会　　場/南蛮美術館主

出　品　目　線

磯幾触凍鍍
1執m僧濃像(蒐賓文化財)大正11年(1583)

古決済陳賛　　　絹本着色　　　　桃Il岬糾e

Portrait of Oda Nobunaga (Designated Important Cultural Property)

2　都の南蛮寺園　　　　　狩野宗秀筆　　　紙本金地潜色　　桃山時代

NambanっI Temple (Christian Church) in Kyoto Ran() S6sht1

3　度臣秀普像　　　　　　　　　　　　　　絹本著色　　　　桃山時代

Portrait of ToyotomiHideyoshi

4　観能図

A Nob Play Performance

5　花下群舞図

Dancirlg under Cherry Blossoms

6　洛中洛外図

Si宮hts in and around Kyoto

紙本番色　　　　77.戸時代初期

紙本署色　　　　桃山時代

紙本金地著色　　江戸時代初期　　　　6曲1敷

7　尉i父二恵子図･西挿二武人図　位借方懇　親本着色　　　　江戸時代初期　　　　2両

Fatherand Two Children, European C()urtlCrS Attributed to Nobukata

8　番簡王侯騎馬図(廃寮文化財)　　　　　紙本金地著色　　江戸時代初期　　　　4曲1幾

Foreign Emperor and Kings on Horseback (Designated Important Cultural Property)
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∴細孔

9　南蛮界風

Namban Screen

lO　南敦静風(残欠)

Narnban Screen (incompleteness)

11南蛮人交易図

Tradingwith Foreign Merchants

12　滴幾人図

Forel那erS● parade

紙本金地着色　　江戸時代初期　　　　6曲1汲

紙本薯色

統木津色

紙本署色

13　他紙F市政人文桜

Saddle with European Figure Design ln Makト6

江戸時代初期　　　　4曲1健

江戸時代前期　　　　1幅

江P時代前期　　　　l帽

慶展9年(1604)　　l背

】4　蒔絵桜花南蛮人文畷　　　　戟:末文7年(1538)　蒔絵:桃山-ま工戸時代初期　1背

Saddle with European Figure and Cherry Blossoms Design in Ma払色

15　象倣南蛮人永楽通宝鏡鐙　　　　　　　　　　　　　　　　桃山-江戸時代初期　1対

A Pair of hllaid Stirrups with Coin and European FigLlre Design

16　蒔絵鉄砲文大鼓胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山-江戸時代初期　l個

Hand-drum Body with Matchlock I)esign in Makト6

17　蒔絵南蛮人樺太文硯箱　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山-江戸時代初期　1合

Ink Stone Case with Foreigner and Dog Design in Maki-畠

18　蒔絵南蛮人文箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山-江戸時代初期　1台

Boxwith Foreigner Design in Makト8

19　天正カルタ版木麓箱　　　　　　　　　版木`桃山時代　　重箱動作:江戸時代　l合

Three･Stacks of Containers Made by Woodcut Blocks for Tcnsho Cards

20　南楽人喫煙図柄鏡

Mirror with a Handle. With Smoking lEuropean Figure Design

21射楽人散寮図柄鈍

Mirror with a Handle. With Strolling European Figure Design

22　蘭楽人散発図八陵鍍

Foliated Mirrorwith Str｡llirlg European Figure Design

諺+, ･5g渓望

23　蒔絵堵鯛鮫皮粘催告社図枚袋形拝聴

江戸時代初期　　　　1両

江Jj時代初期　　　　1而

江戸時代　　　　　　1両

江戸時代初期　　　　l食

Boxwith the Sumiyoshi-Shrine Design in Mother-of-pear日nlay in Ma払色

24　蒔絵蝋銅果樹鳥獣沖穂　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　1食

Chestwith Flower. Tree, Owl and Deer Design in Motherl0f-pearHday in Ma虹色
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(3)古地図企画展示

第44回古地図企画展示

江戸時代の世界図遊覧　一南波･秋岡･池長が集めた世界図一

内　　容/

博物館所蔵古地図コレクションの中でも､江戸時代の世界図群はまさに壮観で他館の追随を許さない｡そ

れらは主に古地図コレクターの南波松太郎(1894-1995)と秋岡武次郎(1895-1975)が集めたもので､さ

らに南蛮美術で有名な池長孟(1891-1955)の世界図が加わるo江戸時代は｢鎖国｣という言葉が思い浮か

ぶように､日本と外国との人や文物の交流はきわめて限定されたものだった｡しかし､残された数多くの世

界図からは､その時代においても海外知識を食欲に取り入れ､大いに考察していた様子が伝わってくる｡今

回の展覧会では江戸時代に作成された世界図の全貌を紹介しつつ､現代の地図との違いや近しさを知り､江

戸時代の人々の世界像に迫る絶好の機会となった｡

会　　期/平成21年(2009) 4月18日(土) ～5月31日(日)

会　　場/特別展示室1

他染　料　名　　　　　　　　　　　作者等　年　代　　　　版確等　　　　寸　法(dn)　備考

1天竺之園

I.西洋世界を知る以前の世界固(日本人の伝統的世界載)

寛延2年(1749)手専紙本音亀　　167.0×1332　秋岡

Ⅱ. 1 7世紀の世界像(西洋製世界層との出会い)

2　四都囲世界限界風(菜要文化財)

3　万雷総駁(世界威)

(人租固)

4　万四総界歯

5　坤熊万国金鼠展風

6　世界万園地球図

7　うちわ型仏教系世界図

8　熊地図

9　地球儀

江戸時代初期　　字音紙本金地曹色　各158.7×4777　池真

正保2年(1645)手草紙本音色　　136.4×589　　池長

木版等形　　　　1 36.8× 58B

石川流麗　貞寧5年(1688)木版平野　　　126,9×577　　地膚

江戸時代　　　　字書紙本管色　　1 67.5 × 379 1　南濃

臥 1 8世紀の世界歯(蘭学の興陣と世界笹の発展)

績億光朗　宝永5年(1708)木版筆彩　　　127.4×42.8　　油漫

宝永年閣　　　　苧巻紙本者亀　1508〉(155.5　両波

(1704-1 1)噴

原自貞清　宇塚5年(1720)

江戸時代中期

10地球分双卯菌五帯之園(11枚一組)　　沢田A矩　宝屠9年(1759)

1 1源内煉世界園皿(ユ-ラシア.アフリカ貌皿)　　　　18世紀後半

(南北アメリカ囲皿)
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12万恩敬

婿r新増万国地名考J l冊とセット

13地球一光図　会

14　世界三園配

15　フイツセル改訂フラウ世界図模写図

16地球万国山海輿地金駁鋭

17　地球図

18　鳩噺新駅地玖金隊

中山武威　安永8年(1779)手書紙本着色　　991×199.2　　南濃

手書

三確約客　天明3年(1783)木版簿彩

長崎港済堂18世紀後半　　　木版筆彩

江戸時代後期　　事蓉紙本管色

濃久保赤水18世紀末期　　　木版簿彩

司馬江漢　寛政4年(1792)銅版撃彩

橋本宗畜　寛政8年(1796)木版簿彩

Ⅳ. 1 9世紀前半の世界図(対外関係の黙諾)

19坤熊金戯

#r坤純金密約　完｣ 1冊とセット

20　円球池野万国金歯

21万EB一策貌　全

米r万国一巣窟説｣ 2冊とセット

22新訂万国金歯

23北棟中心世界敬

24　新穀興地全図

苓｢坤興国織､坤興国識　補J 7冊とセット

25新訂坤興給金図

26　万国釈地全遡

稲垣予駁　撃和2年(1802)木版刷彩

石壊嵩高　夢等02年(1802)木版*彩

畜産野意零　文化6年(1809)木版輩彩

木版

馬絹景保　文化7年(1810)嗣版事彩

小佐井道軒　天保8年(1837)筆者紙本管色

発作省貴　弘化元年(1844)木版峯形

弘化2年(1845)　木版

新発田収蔵　幕永5年(1852)　木版簿彩

安倍奉行　叢永6年(1853)　木版刷彩

V.弗素の世界固く黒船来港と世界像の流行)

27大熊地球儀
※r大熊地球儀附銀l　川島とセット

28　地球儀

29　万恩地球分隊

30　輿地航海図

31官許　新刊興地全図　完

32世界万国全図説

33世界穴大洲

34世界万濁日本ヨリ海上隻数王城人物防

沼尻義博

堀内瀧忠

橋本玉初音

武田簡軍

佐藤徴蔑

小林公峯

受取2年(1855)　木版筆彩

木版

安政2年(1855)　挙書巻色

安政3年(1856)　木版刷彩

安放5年(1858)　木版革彩

文久元年(1861)木版励彩

江戸時代末期　　　木版凧彩

江戸時代末期　　　木版刷彩

江戸時代末期　　木版捌彩

27.9X204

81 8×1543

29.3 × 39B

16L10X2950

104.0×153｡0

55 4X86.4

55.5 × 92,9

渡　波　長　岡　渡　波蘭　南　池　秋　雨　南

55Z8×1 16.7　　秋岡

25.5×17.9

1 18.6×219.2　　秋岡

105,2X138 8　　枚岡

25.6×1 7B

1 14.8×197.7

155.3×1570

35,5× 1 19.5

262×182

48BxlO5.8

36,8×65.2

径23 0

15.8×7.6

怪3l.7

18.9×12.8

905×160.0

138.5× 136,5

39.9 × 78.6

37.5 × 52.3

34.9 ×483

※出品資料はすべて神戸市立博物館所蔵品です｡

鞘出品資料はすべて南波松太郎､秋岡武次郎､池最悪が収集したもので､備考欄にその名字を詑していますb

唯一の例外は馳1 1のユーラシア･アフリカ図皿です｡

※寸法は縦×横で､地図の紙緑の大審さを示しています｡ただし､本は表紙の大きさ｡

舛展示は必ずしも出品番号順になっていない場合があOます8
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(4)ギャラリー

a　絵画コレクション

内　　容/

所蔵近代絵画より初夏の気分が感じられる油彩･素描21点を展示した｡

会　　期/平成21年4月18日(土) ～6月7日(日)

画家名　　　作品名　　　　　　　　制作年　　　　技法･材質　　　　寸法　　　　出品展覧会

1　川端謹次　　潮風　　　　　　　　1955　　　　油彩･キャンパス　1455×1123神戸市蔵　第11B]El展(特選)

2　　西村功　　トーアロードにて　　　1958　　　　　油彩･キャンバス　　53 3×64 9

3　　林重義　　　か一二ュ城址　　　　　193

4　　田村孝之介　窓辺の風景　　　　　　195

5　　田村孝之介　　カーニェの丘　　　　　196

油彩･カルトン　　　598×720　第1匝憾王立美術協会展

油彩･キャンバス　　606×500

油彩･キャンバス　　91 0×1164

6　　大森啓助　　夏山　　　　　　　　1967　　　　油彩.キャンバス　910×1168　第41回国展

7　　小松益書　　生田中学校夏景色　　1993　　　　油彩･キャンバス　80 5×100 1神戸市蔵　第57回新制作協会展

8　　江田誠郎　　薩摩鶏図(和鶏囲)　1976　　　　油彩･キャンバス　91 0×725　新世紀美術協会展

9　　江田誠郎　　和鶏　　　　　　　　1970年代頃　　油彩･キャンパス　728×908　新世紀美術協会展

10　元川嘉津美　向日葵　　　　　　　　1996　　　　　油彩･キャンパス　　727×606

11　元川寡津美　伽仰山海印寺　　　　1986　　　　油彩　キヤンハス　129×162　　第48回-水会展

12　金山平三　　奥入瀬　　　　　　　1945-56頃　油彩･キヤンハス　501×651

13伊川寛神戸港風景抽彩･キヤンハス411×320

14　今竹七郎　実のある樫　　1964　　油彩･キャンパス　458×530　箭讐タルホテルコレクション)

15　別事博資　　神戸港(和田岬)　　　1950

16　　別事博資　　　鮎の流れ　　　　　　　　1959

17　別事博資　　九十九里浜　　　　　　1966

18　　別事博資　　但馬(美方郡)諸寄港　1971頃

19　　別車博資　　海の見える風景(須磨) 1975

20　小松益書　　スタデニック氏邸にて　1970頃

21　片岡真太郎　北野風景　　　　　　　　1965

水彩･紙

水彩･紙

水彩･紙

水彩･紙

水彩･紙

インク､水彩･紙

水彩､コンテ､鉛筆､
グワッシュ･紙
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146×263

55 2×75 1　第21回-水会展

693×100 1　第28回-水会展

256×368

68 2×102 3　第63回日本水彩画会展

320×41 0

540×720



b　絵画コレクション(小特集オペラKAWANISHl)

内　　容/

川西英の《燦々夫人》《カルメン》《ファウスト≫といったオペラを蓮材にした木版画と資料28件を紹介した0

1933年の《カルメン》 (第一～四幕)は､丁寧に措かれた華やかさとェキゾティシズムが漂う国画会出品作､

翌年の《カルメン≫連作は､東京･銀座の版画荘が出版した版画本のために制作された｡ 1933年出版のサー

カス絵本が大当たりしたため､乗り気になって出された版画本の『カルメン』｡彫った版木を直接機械にか

けて刷られたことが知られている｡樺械印刷を想定した抑制された色数のため､ニュアンスが前年の《カル

メン》とやや異なる｡両者を比較･検証する機会となった｡

会　　期/平成21年12月12日(土) ～平成22年1月13日(水)

画家名　　　　作品名

西田異人　　　光のア-ケ-ド

田村孝之介　黄衣婦人像

田村孝之介　青い敷物の裸婦

大森啓助　　　ギタリスト

元川寡津美　トレド風景

川西英　　　カルメン

川西英　　　　ファウスト

制作年　　　　技法･材質　　　　　寸法　　　　出品展覧会

1995　　　　　紙本署色　　　　　191 0×192 0

1936　　　　　油彩･キャンパス　　90 7×726　第10回全開西洋画展

1979　　　　　油彩･キャンバス　116 7×90 9　第33回二親展

1957　　　　　油彩･キャンバス　　913×約8　第31回国展

1976　　　　　油彩･キャンパス　　91 3×116 6　第38回-水会展

1928　　　　　木版色摺.紙　　　12 0×18 5

1932　　　　　木版　雛　　　　　136×182　F版肇術｣第3号所収(昭和7年6月)

川西英　　　蝶々さん　　　　　　　　1933　　　　　木版色摺　耗　　　140×172

9　　川西英　　　お嬢夫人第一幕　　　　1933　　　　　木版色摺･紙　　　　24 9×35 0

10　　川西英　　　お媒夫人第二幕　　　　1933　　　　　木版色摺･紙　　　　24 9×35 0

r版蛮術』第13号所収
特集｢桜｣の号(昭和8年4月)

巴里日本現代版画展準備展
(第3回日本版画協会展)

巴里日本現代版画展準備展
(第3回日本版画協会展)

11　川西英　　　*)レメン第一幕　　　　1933　　　　　木版色摺･紙　　　　255×354　第8回国展

12　川西英　　　カルメン　第二幕　　　　1933　　　　　木版色摺.紙　　　　255×355　第8[司国展

13　川西英　　　カルメン　第三幕　　　　1933　　　　　木版色摺　紙　　　　255×355　第8回国展

14　川西英　　　カルメン　第四幕　　　　1933　　　　　木版色摺･紙　　　　255×355　第8回国展

15　　川西英　　　カルメン玩具絵　　　　1933　　　　　木版色摺･耗　　　　35 5×25 0
巴里日本現代版画展準備展
(第3回日本版画協会展)

･6　川西英　ファウスト(五幕) 1934　　木版紙　　　王24i4#X)132　暇-』第25号川西英版画集

7　川西英　ヲ票本『カルメン』表耗1934　　木版色摺.紙

英　英　英　英　美西　酉　西　西　西8　　9　　　0　　　1　　　21　　1　　　2　　　∩∠　　　2 版画本rカルメン』口絵1934　　　　　木版色摺･紙

版画本『カルメン』
単一一一号

版画本rカ)i,メン』

第二幕

版画本『カルメン』
第三幕

版画本『カルメン』
第四幕

1934

1934

1934

1934

木版色摺･紙
(2枚貼り合せ)

木版色摺　紙
(2枚貼り合せ)

木版色摺･紙
(2枚貼り合せ)

木版色摺･紙
(2枚貼り合せ)

23　川西英　男豊嘉rカルメン』奥付1934　　木版色摺･#

24　川西英　　　版画本rカルメン』　　1934　　　　　版画荘発行

25　　川西英　　　カルメン　　　　　　　　戦後作

26　　川西英　　　お嬢夫人　　　　　　　　戦後作

27　　川西英　　　シンフォニー　　　　　　1959頃

28　川西英参考資料(版画本rカルメン』､シンフォニー)

水彩･紙

水彩　耗

水彩･紙
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(表紙)
284×21 7

(戻)

244×175

243×175

243×382

243×384

242×38 1

245×385

(奥付)
215×187

(裏紙)
216×187

303×22　4×

05

335×242

334×237

332×242



C　古写真と絵画に見る神戸

内　　容/

兵庫尋常小学校(現在の神戸市立兵庫大開小学校)に伝えられた｢ガラス乾板｣からおこした写真､市販

の絵葉書､神戸ゆかりの作家たちの絵画を展示｡大正～昭和初期にかけての神戸の街並みや港の風景を紹介

した｡

･会　　期/平成22年1月16日(土) ～3月14日(日)

ガラス乾板

番号　資料名 年代
1　　そごう南側の商店街7

2　　京町筋.商Z会議所

3　　生田神社参道

4　　東川崎町･川崎造船所

5　　元町通･三越百貨店前

6　　湊川神社門前

7　　多聞通･湊川神社前

8　　新川運河･入江橋

9　　有馬道変電所付近

10　市電兵庫腺終点

11　省線高架と福海寺

12　東尻池2丁目交差点

13　　長田交差点

14　須磨寺商店街

15　　須磨･千森橋付近

絵葉書

番号　資料名

1　(神戸)海より展望したる市街の偉観

2　(神戸)海陸の交通忙しきメリケン波止場の繁況

3　(神戸)高層商館の建並ぶ海岸通の美観

4　(神戸)華やかなる商店軒を並ぶる元町通り

5　(神戸)商業と金融の中心街､栄町通

6　(神戸)山手街の一画に親然たる兵庫県庁と教会堂

7　(神戸)楠公の英霊を紀る湊川神社

8　(神戸)巨船建造に著名なる川崎造船所ガンツ1) -クレーン

9　(神戸)街上に緑蔭美しき三角公園と其付近

10　(神戸)春風秋月に興趣つきざる須磨遊園の便乗

11　臨港道路(神戸)

12　元居留地京橋付近(神戸)

13　　神戸海岸通

14　湊川公園(神戸)

15　　神戸の歓楽境新開地の雑踏

絵画

番号　作家名･作品名

昭和初期(1925 - 35年頃)

昭和10年(1935)以前

昭和初期(1925 -35年頃)

昭和初期(1925 - 35年頃)

昭和7年(1932)以降

昭和初期(1925-35年頃)

昭和初期(1925-35年頃)

昭和6年(1931)以降

昭和初期(1925-35年頃)

昭和6年(1931)以前

昭和6年(1931)頃

昭和初期(1925-35年頃)

昭和7年(1932)以降

昭和初期(1925 -35年頃)

昭和初期(1925-35年頃)

年代

大正後期～昭和初期

大正後期-昭和初期

大正後期～昭和初期

大正後期-昭和初期

大正後期～昭和初期

大正後期～昭和初期

大正後期～昭和初期

大正後期～昭和初期

大正後期～昭和初期

大正後期～昭和初期

昭和初期

昭和初期

昭和初期

昭和初期

昭和初期

技法･材質

製作者

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

神戸元町栄屋印行

1　　別事博資

2　　別車博資

3　　別事博資

4　　別草博資

5　　別車博資

6　　小松益喜

7　　小枚益菩

8　　小松益喜

≪省線線路》

《旧栄町風景》

《海岸通》

《三宮風景》

電メリケン波止場》

《元居留地外人倶楽部》

《元居留地東遊隣地通(貿易会舘商館)港

《元居留地ウイトコ7スキー》

9　　赤松麟作　F阪神名勝図絵』より　《住吉〉

10　永井瓢粛　r阪神名勝図絵j　より　《御影》

11　野田九浦『阪神名勝図絵J　より　《三の宮》

12　赤松戯作『阪神名勝図絵J　より　《神戸波止場》
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昭和6年(1931)

昭和7年(1932)

昭和8年(1933)

昭和10年(1935)

昭和15年(1940)

昭和9年(1934)

昭和13年(1938)頃

昭和14年(1939)頃

大正6年(1917)

大正6年(1917)

大正6年(1917)

大正6年(1917)

水彩　親

水彩･紙

水彩･紙

水彩･紙

水彩　紙

コンテ､水彩　紙

コンテ　紙

コンテ･紙

木版色摺･耗

木版色摺･紙

木版色摺･紙

木版色摺･紙



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o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C

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､南蛮犀風パズル･源平合戦固辞風パ

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｡

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�

･源平合戦図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 



)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それまではレーザーディスク検索方式であった

が､全ての映像データーを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o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｡

見るコーナー

■考えるコーナー

コンピュータ端末を5磯設置し､うち3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｡

館蔵日給遺品案内プログラムでは､当鯖所蔵の名品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o

(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

a　一般向け事業

(1)ミュージアム講座

10. 15　日本とアメリカ､神戸とシアトルーその交流のあゆみ一　　塚原学芸貞

11 19　大坂町奉行の支配を支えた｢非人｣の組織

一博物館が所蔵する天王寺長吏文書から-

12 17　地図のような引札､引札のような地図

1. 21 ｢南蛮人交易園犀風｣について

2. 18　船を措いた古代の資料

3. 11貞秀と初三郎一絵のような地図-

(2)講座｢博物館を楽しむ｣

6. 19　｢絵画銅鐸を楽しむ｣

6　26　｢古瓦を楽しむ｣

7. 3　｢郷土の日本画を楽しむ｣

貞

貞　芸　貞　貞　貞芸　学　芸　芸　芸学　田　学　学　学久　木　沢　詰　好高　囲　石橋　三

橋詰学芸貞

菅本学芸員

岡学芸員

(3)展覧会関連事業

(丑特別展｢一瞬のきらめき　まぼろしの薩摩切子展｣記念講演会

6. 13　薩摩切子の魅力　　　　　　　サントリー美術館企画委員　土屋良雄氏

7 12　薩摩切子一和製ぎゃまんは輸入ぎゃまんを超えたか岡学芸員

②特別展｢シアトル美術館所蔵　日本･東洋美術名品展　美しきアジアの玉手箱｣記念講演会

9　19　シアトル美術館に集うアジアの至宝-コレクションの歩みとハイライトー

シアトル美術館ゲストキュレーター　根津美術館学芸課長　白原由起子氏

10　31美と信仰の競演-シアトル美術館所蔵珠玉の仏教美術　　　川野学芸員

11 21シアトル美術館の近世日本美術-その謎と魅力　　　　　　塚原学芸貞

(罫特別展｢東アジアから神戸へ　海の回廊一古代･中世の文化と美｣記念講演会

1 31海を越えて響き合う美の世界　　　　　　　　　　　　　　川野学芸貞

2. 14　海をめぐる武士と僧　　　　　　　　　　　　　　　　　　問屋学芸員

2. 21海を支配した豪族と渡来文化の受容　　　　　　　　　　　橋詰学芸員

④特別展｢トリノ･エジプト展-イタリアが愛した美の遺産-｣記念講演会

3. 20　トリノ･エジプト展のみどころ:古代エジプト美術の世界

早稲田大学文学学術院教授･早稲田大学エジプト学研究所長　近藤二郎氏

⑤障害者のための鑑賞会

10 13　特別展｢シアトル美術館所蔵　日本･東洋美術名品展　美しきアジアの玉手箱｣

⑥企画展ギャラリートーク

4　25　近世初期風俗画と南蛮工芸　　　　　　　　　　　　　　　勝盛学芸員

5. 2　江戸時代の世界図遊覧　　　　　　　　　　　　　　　　　三好学芸員

5　16　ズームアップⅠ日本の銅版画　　　　　　　　　　　　　　塚原学芸員

(丑特別展におけるミニコンサート

特別展｢シアトル美術館所蔵日本･東洋美術名品展美しきアジアの玉手箱｣

10. 9　ジャズの夕べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北浪良住民

-50-

人　人　人　人　人　人　人　人　人
00　7　7　nXU　4　3　1　1　1

1　0　0　0　0　3　1　1　11　1　1　1　1　計

計294人

153人

141人

計219人

人　人　人　人　人　人　人5　7　7　2　3　5　47　5　8　4　3　5　5

計
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b　学校との連携事業

(1)ジュニアミュージアム講座

6　20　第21回(前期)

7. 4　　　　　',

7. 11　　　　',

10　24　第22回(後期)

11. 14　　　　',

11　28　　　　',

(2)夏休み土器づくり教室

7. 25　成形A

江戸時代の切子に挑戦しよう1

ガラスエッチングに挑戦しようⅠ

ダイヤモンドペンでガラスにアートl

お気に入りの動物でオリジナル金犀風をつくろう!

自分だけのオリジナルお面をつくろう!

姉妹都市　神戸とシアトルの歴史をまなほうT

7. 26　成形B

8. 8　土器焼き(神戸市立自然の家)

8. 13-　展示(8月24日まで)

(3)博物館たんけん隊

7　18

(4)こうべ歴史たんけん隊(文化庁美術館･博物館活動基盤整備支援事業)

2　6　｢海の回廊｣のゆかりの地を訪ねて

人　人　人　人　人　人　人5　1　3　9　5　4　35　　1　　1　　　　　1計

20人

20人

(保護者を含む) 43人

35人

27人

(5)こどもの日スペシャル

企画展｢江戸時代の世界図遊覧･近世初期風俗画と南蛮工芸･ズームアップ=]本の銅版画｣

5. 5　(午前･午後)こどもの日スペシャル　　　　　　　　　　　(保護者を含む) 39人

(6)こどものためのワークショップ

①企画展｢夏休み親子はくぶつかん``どうぶゲすきな子よっといで山の子ども向け企画

<こどものためのワークショップ>

7. 23　弥生人の絵画教室とキーホルダーづくりⅠ

7. 30　南蛮犀風を動物でいっぱいにしようⅠ

8 13　ミッションl居留地の歴史を調査せよf

8. 20　どうぶつスタンプをつくろう1

8　27　動物図鑑の技術-エッチングに挑戦!

<ワークショップ"どうぶつ"すきな子よっといで!!>

(文化庁美術館･博物館活動基盤整備支援事業)

くまなほう1あそばう[～親子で楽しむ体験講座～>

(文化庁美術館･博物館活動基盤整備支援事業)

計169人

22人

24人

こども33人(保護者35人)

29人

26人

こども22人(保護者8人)

計637人

7. 19-8　2 (15回)　して　みて　さわって　古代のくらし

8. 4-8 16(13回)　ぬり絵でザヴイエルの掛け軸をつくろう

8. 18-8. 30(16回)　うきでろ†うきでろⅠ古代の模様

②特別展｢シアトル美術館所蔵日本･東洋美術名品展美しきアジアの玉手箱｣の子ども向け企画

<親子鑑賞会>

11. 15　AM　子ども　28名　　保護者　24名　　計52名

pM　こども　25名　　保護者　22名　　計47名

③特別展｢東アジアから神戸へ海の回廊一古代･中世の文化と美｣

<こどものためのワークショップ>

(文化庁美術館･博物館活動基盤整備支援事業)

1. 23　オリジナル絵巻をつくってみよう!
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177人

233人

227人

計99名



1. 30　古代の船をつくってみよう!

<その道の達人に学ぶ>

2. 27　仏さまの絵を措いてみよう

(7)学校団体受入

幼稚園1園　30人､小学校　52枚　3,032人､中学校　55枚　2,863人

高等学校　20校　402人､その他(大学･専修など)　25校　359人

(8)学校授業への職貞派遣

小学校　64枚192時間　4,942人　　中学校10校　28時間　989人

高　校　2校　2時間　24人

(9)教員のための博物館活用研修会の開催　8回

(10)中学校｢トライやるウイーク｣の受入(各週4日間)

14人

17人

153枚6, 752人

76校　222時間　5,955人

(のべ参加者) 44人

14校27人

6. 2-　御影中学校2人･渚中学校2人･山田中学校2人･駒ケ林中学校2人･井吹台中学校2人･

盲学校1人(6. 3-5)

7　7-　歌敷山中学校2人

11 5-　兵庫中学校2人･鶴台中学校2人･飛松中学校2人･伊川谷中学校2人

11. 17-　鈴蘭台中学校2人･須磨北中学校2人･王塚台中学校2人

(ll)博物館実習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20大学34人

①7.28-8 1 9大学11人　②8. 18-8　22　6大学12人　③8.25-8　29　5大学11人

(2)共催事業･協力事業

(1)第31回文化財の虫菌害･保存対策研修会　主催:財団法人文化財虫害研究所　後援･文化庁

6. 25-26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各日とも40人

(2)平成21年度国立淡路青少年交流の家企画事業　主催　国立淡路青少年交流の家

8. 17-19　｢わくわく古代冒険体験IN淡路島～古代人から学ぶ白熱卜｣

小中生46人･リーダー7人

(3)感性価値創造ミュージアム

主催･独立行政法人中小企業基盤整備事業･経済産業省･兵庫県･神戸市

9　5-9. 13　於.博物館1階ホールなど　　　　　　　　　　　計5,124人(講演会584人)

(4)復興支援日中台シンポジウム　主催一被災市民交流会実行委員会

1. 10　『神戸･台湾･中越･四川それぞれの復興と多文化共生』　　　　　　　　　　　80人

(5)体験型漢字講座｢神戸漢字探検隊｣　主催●コープこうべ生活文化センター

3. 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者4人･子ども4人　計8人

(3)学習支援交流員活動

市民参画を進める開かれた博物館とするため平成20年度より導入した制度｡ ｢学習支援交流員｣は､ ｢博

物館の基本方針にしたがって､参加しようとする者の興味､経験､知識､技能など活かしながら市民と交

流し､学習支援などを行う来館者サービスを通して､社会に貢献しようとする者｣と規定している｡また､

活動については､業務請負型ではなく､事業創出型を原則とし､参加者同士の交流や生涯学習の促進をは

かることも目的としている｡

(1)学習支援交流員規約

(目的)

1.神戸市立博物館(以下｢博物館｣という)は､市民参画を推し進める開かれた博物館をめざし､博

物館における活動を通し､生涯学習の促進や人と人の交流を深めることを目的として｢博物館学習
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支援交流員｣ (以下｢交流員｣という)を置く｡

(定義)

2　博物館における交流員は､博物館の活動方針にしたがい､参加しようとする者の興味､経験､知識､

技能などを活かしながらおこなう来館者サービスを通して､社会に貢献しようとする者をいう.

(事務局)

3.博物館は､円滑に業務をおこなうために事務局を博物館内に設置するo

(内容)

4　前項の目的のために､以下に掲げる博物館における事業の補助に交流員を置く｡

(1)博物館展示資料および関連遺跡の解説に関すること｡

(2)講座･講演会･ワークショップなど教育普及事業に関すること｡

(3)学習室の案内･運営に関することo

(4)その他､博物館が必要とする事業に関すること｡

(資格)

5.博物館学習支援交流員になろうとする者は､以下の要件を満たすものとする｡

(1)満18歳以上の者｡

(2)博物館の使命および理念と目的､基本的性格を理解し､自発的に活動できる者｡

(3)博物館が定める研修をすべて修了した者｡

(登録および登録期間)

6.交流貞活動をしようとする者は､研修修了後に登録カードの提出をもってその資格が発生するもの

とする｡

(登録の停止)

7　博物館は本規約に基づいて､交流員として不適格であると認めた場合は､活動を停止させ､登録期

間途中であっても登録を抹消することができる｡

(交流貞リーダーの設置)

8.博物館と交流員の活動の連絡および調整をはかるために交流貞リーダーを置く｡交流員リーダーは､

活動参加者の互選による｡

(報酬等)

9.交流員の活動にかかる報酬は､交通費を含め原則として支払わないものとする｡

(保険加入)

10　博物館で交流員活動をしようとする者は､神戸市社会福祉協議会のボランティア保険に加入しなけ

ればならないo

(2)募集等

①登録期間1年毎に募集｡更新は2年限りとし､より多くの方々に参加頂くため再応募は不可｡

②募集人数10名程度(次年度は欠貞数に応じて募集)

③登録条件　週2回程度(月8回程度)の活動｡研修は全出席が条件｡

④応募者　平成20年度19人(うち10人登録､ 21年度更新3人)

平成21年度12人(うち9人登録)

(3)活動実績(参加人数はいずれも延べ人数)

平成20年度

夏休み親子博物館　ワークショップ

こどものためのワークショップ

博物館をたのしむ講座
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実施回数53回　参加人数43人

実施回数13回　参加人数26人

実施回数3回　参加人数14人



ミュージアム講座

定例会

平成21年度

子ども向け講座

ミュージアム講座

定例会

月毎の活動実績

4月26人､ 5月28人､

1月35人､ 2月33人､

実施回数6回　参加人数0人

実施回数10回　参加人数73人

実施回数67回　参加人数22人

実施回数6回　参加人数19人

実施回数12回参加人数145人

計352人

6月20人､ 7月44人､ 8月29人､ 9月20人､ 10月26人､ 11月39人､ 12月18人､

3月35人

※　21年度は上記の活動以外に､ワーキングチームを結成して居留地マップとミュージアムツールボッ

クス(都の南蛮寺をモチーフにした扇子づくりワークショップツール)の開発を行った｡

※　製作した居留地マップやツールボックスを用いて､トライやるウイークの中学生や､来館した学校

団体の体験補助を行った｡

※　館に対する来館者の見方を知ってもらうため､展覧会等で実施したアンケートの集計にも携わった｡

こどものためのワークショップ
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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｢��<�¥ｩ5x麌�"��4ﾘ888�8ｨ�ｲ�刄z.J■.-ル 

4 5 ���,ｩD籀ｾ�vｩ?ｨ,ﾉ¥(ｭ倬隴H/�ﾍ�3x鳧,�I+r�剪���絵画コレクション ～4月16日(木) �� 

古地図企画展 ･t､旋 剴�ﾘ美術企画展 ノ､画 刳驩謫W ～ムW.プl本 劍､x柯5(8ﾈ4�5h8x92�

江戸時代の世界図ユ鑑 覧一面波.秋岡.池長 仗��(�ｯｩYy�ﾙ�ｸ,i>ﾂ�M慰杏ﾂ��5ぺ6ﾘ62�?｢�,ﾉ;ｩLX枌� 劔 �>ﾉM�5yYx8ﾈ7h8ｨ4｢� 

が集めた世界図- 劔協賛:みなと銀行文 化振興財EE 剴Hﾈ���?｢�7著���hﾈ繦?｢�?｢�� ��披露 ��

4月18日(土)～5月31日(日)38日間6,069人 

6 鳴�hﾈ纖?｢�笘���$Vﾂ粟�凩X鳧ｷ渥��剪���� 

特別展一瞬のきらめきまぼろしの薩摩切子展 劔�� �<�¥ｩ5r�-ﾈ-ｨ.ｸ+X,ﾈ臺h�� 

7 8 舒�i5r�廩ｷ�-ﾙ�X��,ﾘ*ﾘ-H,"���
6月13日(土)～8月30日(日)68日間62,852人 

かん"どうぶつ"すき な子よっといで!l 7月18日(土)～ 8月30日(日) 38日間 協賛:伊藤文化財団 � 偃Xﾜ2絢Hﾜ2陶?ｩgｸﾆ���i[x��I��ｹ�i[x���劔剞ﾘ子展 

9 10 ll 12 祷ﾈ��?｢�笘��I?｢粟�凩X鳧ｷ渥��剪��(ｫI�ｸ廂&ﾉ���(7�8bﾘ5x4�8�紋ｴ�$Z2�

l 9月15日(火)-18El(金)臨時休館 劔�9月5日(土)～13日(日) 

特別展美しきアジアの玉手箱 劔剪�特別展 シアトル美術館 
シアトル美術館所蔵日本.東洋美術名品展 

9月19日(士)～12月6日(日)68日間43,608人 

主催(共催):読売新聞大阪本社､シアトル美術館､NHK神戸放送局 劔剪�所蔵日本.東洋 美術名品展 

神戸ルミナリ工期間中(12月3日～6日)の閉館時間を午後7時に延長 

12月8日(火)～11E](金)臨時休館 l 剪���� 

絵画コレクション 
12月15日(火)臨時休館 劔� 

12月12日(土)～ 

1 2 3 ��12月28日(月)-1月4E](月)年末年始休館 1月14日(木)～15日(金)臨時休館 剪���1月13日(日) �� 

舌写真と絵画に見 

特別展東アジアから神戸へ 劔 劔特別展 

海の回廊-舌代ヰ世の交流と美- 

1月16日(土)～3月7日(日)44日間10,445人 

主催(共催):文化庁､神戸新聞社 劔凾髏_戸 1月16日(土)～ 3月14日(日) 刳Cの回廊 

協賛:海と船の博物館ネットワーク 

3月16日(火)-19日(金 凩X鳧ｷ渥����劔 

特別展｢トリノ.エジプト展～イタリアが愛した美の遺産｣ 劔劔� 

3月20日(土)～5月30日(日)63日間主催(共催):朝日新聞社､東映､関西テレビ放送､フジテレビジョン 
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6.刊行物

(1)平成21年度の刊行物

特別展図録　東アジアから神戸-　海の回廊一古代･中世の交流と美-　　2,000円

鯖蔵品告録

美術の部　Nd26

池長孟･旧市立神戸美術館･旧神戸市立南蛮美術館収集近世絵画Ⅱ　　　200円

考古･歴史の部　Nn26　　写真･絵葉書Ⅵ

研究紀要　　　NcL26

年報　　　　NQ25 (平成20年度)

博物館だより　NQ96 (平成21年9月) ･97号(平成22年3月)

(2)展覧会図録

開催年度 �5yyx檠kﾂ�価格 

57(■82) ��2,000円 

南披松太郎氏収集古地図の世界 儼����

58(183) ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ��1.200円 品切 

古地図に見る世界と日本 儼����

59(r84) ��品切 品切 

更紗の世界展 儼����

60('85) �(hﾙ�ﾍﾉ�yD�,ﾉN兩95rﾙ(hﾙ�5i,8�9[iZ�5rﾒ�品切 
桃山時代の祭礼と遊楽 儼����

61(■86) ��1,700円 

狩人の夢-オーストラリア､アポ1)ジニーの世界一 ���3��冷�

62(■87) ��品切 

日本絵画名作展 

晶切 

品切 

63(r88) ��1,500円 

中世を旅する聖たち展-一遍聖人と時宗- 傴ｹ���

晶切 

1,500円 

品切 

元('89) ��2,000円 秋岡古地図コレクション名品展 儼����

小磯良平展 儼����

2(■90) ��1.900円 晶切 

石峯寺展 儼����

3(191) �>ﾉM位兌y�ﾙ<rﾙ8ﾘ�(､x柯,�-ﾘ.��ﾉvﾘ,h,ﾈ�檍*"ﾒ�品切 

4(192) �;ｩ�h,ﾉ�(､X自&�,ﾉ��,ﾊ(*(,ﾈ.�2ﾒ�品切 
中世の摺経展 鼎��冷�

5('93) �H,i+�+ﾘ+�,ﾈ7�8�5�485ぺﾕﾘﾌｸ鳬�9+xﾞ宇��2,000円 
大山寺の名宝展 �"ﾃ���冷�

品切 

6ぐ94) 俚ﾘﾙ��ｹ+xﾞ映h更,ﾈ�耳4ﾘ8H7ﾘ98ﾕ逸�ｾ�8)��ﾒ�晶切 受贈記念上川庄二郎コレクション一明治鉄 儼����
道錦絵展- 

7(ー95) ��品切 

8(r96) ��品切 司馬江漢百科事展-生誕250年江戸時代のマ �"ﾃ#��冷��
ルナタレント- 

開催年度 �5yyx檠kﾂ�����

9(197) �?ｩ(i��讓､9;�#���D�5r��"����冷�
日蘭交流のかけ橋展 �2,000円 

10ぐ98) ���ｸ�ｹ%yр駘)nXｽ��(,ﾈ柯徂+ﾘ+����ﾃC��冷�品切 

有馬の名宝-蘇生と遊興の文化- �2,(氾0円 

ll(ー99) 从��&饐Hｭ#����D雍ﾉD���ｲ陏�Vﾃﾘ､ｨ峪Z夷ｨ�����ﾃ���冷�
絵図と風景-絵のような地図､地図のような絵- �1.800円 

12(loo) 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾉd�S�D雍ﾉD�8,ﾈﾖﾈﾌ8ｧr�塔��冷�
ぴぃどろーぎゃまん.ガラス-江戸から明治.大正- �2,000円 

13ぐ01) ��ﾉ�ﾈ��,ﾉ�b�腰ﾙ�､x,ﾉf��■■ ��ﾃS��冷�"ﾃ���冷�

14(■02) ��ｸ*�.ｨ+ﾙk�� ��ﾃ���冷�
措かれた明治ニッポン(研究編) �800円 

15ぐ03) ����ﾃS��冷�
措かれた音楽-西洋音楽と出会った日本絵画- �1,500円 

16(104) �.h-ﾘ*ｨ*h.兌ｨﾌ�,2ﾘﾖ���78�8,ﾉkﾙjﾈ/�+ﾘ,x.辻���ﾃs��冷�

17(■05) ��塔��冷�

18(rO6) ��������冷�

19(rO7) ��ﾉvﾘ,ﾉ�"ﾘ7h8ｸ5h4�987X8ｸ�ｸ/�-�*�,�,Bﾒ��"����冷�

20ぐ08) ����繝��冷�

21ぐ09) 丶8,ﾈ���ﾘﾌ9�2�(i�(,ﾈﾏ�zﾈ,iOﾂﾒ��"����冷�

発行年 ��ﾙ�kﾂ�単価 

57(ー82) ��品切 
品切 

500円 

品切 

60(r85) 亊���kﾉV��ﾙ��品切 

63(r88) 僣饂渥��ﾘﾘx栗>��800円 

元(r89) �� 

3(■91) 亊���kﾉV��ﾙ��2,300円 

6(■94) ��2,000円 

9(■97) ��2,α)0円 

10('98) ��2,000円 

12(Too) ��2,000円 
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(4)研究紀要

Nu 價ﾘﾗ9D�7��廁ｦ��内容 

1 鉄ｃ��2��S��冷�ポルトガル地図学史上における日本地図の変遷 -18世紀輸出陶磁史の一視点- 

航路図犀風考 

月月占り書箪笥 

2 鉄窒sィ��c��冷�狩野内膳考 

安EEl雷洲筆｢赤穂義士報普図｣と若干の銅版画作品をめぐって 

3 田���コ��東挿系中世須恵器生産の成立と展開 
晶切 僥Ih��Xﾜ韃(�)�S�ﾙ>ｩ[i7舒ﾒﾒ�

4 田��#ッ�����冷� 

-17世紀初頭におけるV.0.C.交易- 

南淡コレクション中の刊行諸国園について 

十六-十七世紀初頭の摂津国兵庫津史料 

5 田"�#ビ��S��冷� 
-明治20年代前半の神戸外国人居留地の一側面- 

渡辺鶴洲家業蔵粉本の研究 

6 田2�#モ��CS�冷�市街地に消えた古墳1-念仏山古墳- 

7 侏2�#ヲ�� 
300円 �6饐9-�hﾊHｸh��{�(�"ﾗ)���8柯彿/�wh��/�(i�8,辻�

8 �(*纉���3��冷�｢石峯寺経塚｣遣物の再検討 

9 �2������3��冷�江戸時代後期における輸出漆器の資料 神戸市立博物館所蔵頭椎太刀の保存処理 

透過試験による頭椎大刀の観察 

10 釘���"�� 
300円 ��

ll 迭���2��S��冷� Jブラウの1645/46年版世界地図について 

石峯寺如法大般若経について 

12 途���迭��｢大日本国地震之図｣の資料紹介 
500円 ��

13 唐��澱�� 

神戸市立博物館所蔵経筒の材質について 

神戸市立博物館所蔵鋳製経筒の保存処理 
500円 ��

-特別展｢鎖国.長崎貿易の肇｣補遺- 

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

柳田義一氏蒐集瓦経資料について 

15 �����唐��S��冷�中国の西潮景と日本の浮絵 -地図および地図的作品への手がかりとして- 

神戸市立博物館における学校と連携事業 

16 免ﾂ���湯�� 

博物館所蔵｢聖フランシスコザビエル懐｣の調査に関する概要 

500円 ��Y��*�.xﾙ�dbﾒﾙOﾈ��,�-ﾘ.凉h���9vX,ﾈ*�+ﾘ+��

F岡山藩家老日置忠自筆御用勤書上』と神戸事件 

17 ��"������S��冷�近代美術と地-川上冬崖と岩橋散華- 

-近世後期長崎における工芸史料の紹介- 

● 價ﾘﾗ9D�7��廁ｦ��内容 

18 ��2��ｳ����近世期兵庫津北浜における浜先地開発と屋敷封の変化について 

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.絵画史料から考える近 

500円 侘9&��ﾘ,iLXﾋ2ﾘｭ���鄕,�-ﾘ.俔ﾘﾌｸ鳬�8,ﾉ&��ﾗGD儉X,�,(*(,Bﾒ�

昭和初期の神戸観光写真をめぐってⅠ 

19 ��B����"��S��冷� 

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- 

青月細工壷形ナイフ入れに関する資料紹介 

｢万国絵図犀風｣の原図について 
-1609年版P.カユリウス世界地図の復元- 

20 ��R���2��S��冷� 

岩嶺山石峯寺文化財調査報告書(-) 

21 ��bＴ�B��新出資料『長崎伝硝子製』を読み解く 
500円 偃��佻ﾈ�Jｨ,ﾈﾞﾉV�,冽�*(.x.ｨ,H*(.舒y{�,ﾉ<�*X,�,"�

いて-特に青色顔料の同定から- 

22 ��r���R�� 
｢和田岬.湊川砲台関係史料｣について二 

700円 侘8ｪ)+(ﾛ�6ﾘ�ｸ6rﾙoi685(8ﾈ4�5h8x98,ﾉ�騫ﾘ.h.ぴ�

-神戸市立博物館所蔵の中世和鏡の検討- 

23 ��ｃ��b��近世日本におけるワ-テルロー戦闘団の流布と制作について 

500円 ��

24 ���*��r�� 
600円 俔ﾘﾌｸ鳬�8,ﾈﾚ��)t�?ﾈ,�,(*(,Bﾘ4�8�985��H,ﾉIXﾝｨ鄕/�(i�8,h+X,Bﾒ�

布引徳光院出土の考古資料 

田善とテンセン 

25 �#�Ｔ�ｒ�c��冷�龍と宝珠 

-神戸.性海寺蔵如意輪観音画像について- 

横浜の写真師.日下部金兵衛と神戸風景1 

26 �#�����s��冷� 

-書林情報を中心に袋からわかる事- 
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(5)館蔵品目銀

南淡コレクション

世界図.日本図

南液コレクション

分国図･地方図･郡村図

南波コレクション

諸国図･都市囲

南淡コレクション

江戸図･京都囲･大坂図

南波コレクション

外国関係図･北海道関係図

両液コレクション

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　日本図･江戸図
都市図諸国図等

秋岡コレクション

天文暦学関係書･暦

秋岡コレクション

外国製地図･外国製図番

秋岡コレクション

地理学関係書･測量関係書･
漢書(天文地理測量等)

秋岡コレクション

道中関係図･周辺地域園)･そ
の他

新収蔵古地図

(古地図資料は13号にて完結)

200円

200円

200円

200円

200円

200円

南蛮美術

黄紫美術･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

銅版画

地図･文書Ⅰ

博覧会展覧会･横浜･浪速神
戸資料綴･開化雑絵卜御国外
国人物図等ヰ華船破損救助
感謝状綴･輸出茶商標･酪配園
等綴･図書

近代絵画

文書Ⅱ

川村家文書村上家(阿蘭陀
宿)文書･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

文春Ⅴ

本木家文書邦文資料･同欧文
資料( 『諸雑書集』 )

村上金次郎コレクション

楠正成および太平記関係資料

別事博資浮世絵コレクションⅠ

江戸東京版行の浮世絵資料

別事博資浮世絵コレクションⅡ

大坂･京版行の浮世絵資料

朝田朔次郎役者絵コレクション
I

大坂･京版行の浮世絵資料

朝EEl期次郎役者絵コレクション
Ⅱ

江戸･東京版行の浮世絵資料

古鏡

引札

小学校教科書

神戸市関係絵地図

古文書Ⅰ

藻川家文書上津上村関係文書

写真･絵葉書Ⅰ

考古資料Ⅰ

写真･絵葉書Ⅱ

引札Ⅱ

神戸市関係絵地図Ⅱ

古文書Ⅱ

八田家文書･岡田家文書木村
家文書･中村関係文書･山路家
文書･山口家文書

拓本･石造品･古鏡Ⅱ

写真･絵葉書皿

古文書Ⅲ

兼書家文書

写真･絵葉書Ⅳ

古文書Ⅳ

住善良運商社文書

古文書Ⅴ

酒造関係文書1

古文書Ⅵ

酒造関係文書2
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文書Ⅳ

筏井家旧蔵書

外国製陶磁器

日本製陶磁器

近代絵画Ⅱ　彫刻

漆工芸　ガラス工芸品

新収中近世絵画

池長孟･旧市立神戸美術館･旧神
戸市立南蛮美術館収集近世絵画

池長孟･旧市立神戸美術館･旧神
戸市立南蛮美術館収集近世絵画
Ⅱ

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Ⅱ

古文書Ⅶ

掛幸国八部郡奥平野村森本家
文番

古文書Ⅷ

摂津国有居郡下二郎村大庄屋
芝家文書摂津国有馬郡下二
郎村庄屋前中家文書

写真･絵葉書Ⅴ

古文書Ⅸ

摂津国八郎郡兵庫津関係文書

写真･絵葉書Ⅵ

NcL �>�vR�価格 

1 鉄r經吋�7��700円 

2 鉄僖�7��500円 

3 田�D�7��700円 

4 田�D�7��600円 

5 田)D�7��800円 

6 田9D�7��品切 

7 侏9D�7��900円 

8 �)D�7��500円 

9 �9D�7��500円 

10 的D�7��500円 

ll 添D�7��500円 

12 妬D�7��500円 

13 途繪D�7��800円 

NQ �>�vR�価格 

14 等D�7��500円 

15 ���D�7��500円 

16 ���D�7��500円 

17 ��)D�7��500円 

18 ��9D�7��500円 

19 ��ID�7��500円 

20 ��YD�7��400円 

21 ��iD�7��500円 

22 ��yD�7��400円 

23 ��吋�7��400円 

24 ��僖�7��400円 

25 �#�D�7��400円 

カレンダー
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収蔵資料

1.新収蔵資料

lH 剋�｡資料 

分類 剄�ﾒ名称 ��xﾞﾉD��員数 弍����"�

歴史 剳ﾄ田イ山治氏関係資料 �� 兔DTVﾉhｲ�

歴史 � ����B�2冊 傴ﾈﾞ因倡��

春画 剿争艾齦v《メリケン波止場より》 ��鉄2�1両 偃稲hｶ�Eb�

書画 � ��1帖30図 ��86ﾖﾂ�傅�?���

書画 剿ｾ治初年神戸古版画集雪月花(復刻) ��3冊15図 ��4ｦﾂ�傅�?���

書画 剋O代歌川広重日本地誌略図舞子之浜 ��1枚 ��8�ﾆﾂ�綿泚?���

書画 剋ﾊ真帖『アメ1)カ博覧会j表紙(川西英) ��1枚 ��3�uB�傅�?���

書画 刹ｴ本輿家城 ��1枚 ��86ﾘ�����庄二郎 

書画 刮ﾌ川芳藤摂州-の谷合戦の図 ��3枚続 ��6､����庄二郎 

書画 剪ｷ谷川貞信神港の公市盛大にて各国船舶の図 ��1枚 ��4ｦﾂ���庄二郎 

書画 剪ｷ谷川小僧摂州神戸海岸繁栄囲 ��:ヰ ��4ｦﾂ�綿泚?���

書画 剴�纈ｷ谷川貞信坂府新名所布曳の飛泉､神戸海岸 ��1枚 ��4ｦﾂ���庄二郎 

書画 剽詩⊥F幾摂州-ノ谷源平合戦之図 ��3枚続 ��9�ﾈ泚?���

書画 剳l本降給屋(鷹見)右近右衛門家文書 �� ��位兢ｸｾB�

画 兔ｨ駟H韜��8､8ｭﾙ,｢��俟��1952 ��{ﾂ�島EEl 宙5"��6x98ｸﾉ����

書画 剳ﾊ草博資《海岸通(B)》 ��鉄"�1両 �8y62�(コ 刄gン旧蔵) 

書画 剳ﾊ車博資《海岸通(C)》 ��鉄"�1面 �8y62�(コットン旧蔵) 

画 兔ｩ�羽韜��9��,ﾉ*帝(i<ｹ.x�B� ��l｢�島田 宙5(6(6x98ｸﾉ����

画 兔ｨ鋹H韜��8富��孳�"雨�ﾚ｢��B� ��l｢�島田 宙5(6(6x98ｸﾉ����

画 兔ｨ駟H韜��99H,h.�+Xﾚ����ｸﾖ���B� ��{ﾂ�島田 宙5(6(6x98ｸﾉ����

画 兔ｨ駟H韜��9���Thﾚｨ�倩8�B�1973 ��l｢�島田 宙5"��6x98ｸﾉ����

画 兔ｨ鋹H韜��9fｸ4�8ｸ7h5��B� ��l｢�島田 宙5"��6x98ｸﾉ����

画 兔ｨ鋹H韜��9$ｩ�ﾈｧ�/�eﾘ-竏*(*�,ﾘ4�8ｨ�ｸ99g��ｨ.h.ｘ�B�1974 ��l｢�島田 宙5"��6x98ｸﾉ����

画 兔ｨ鋹H韜��8畑ﾎ9'ﾉ}�吋ﾘ､2��B� ��{ﾂ�島田 宙5"��6x98ｸﾉ����

春画 剳ﾊ畢博資≪門崎より福良湾を望む》 ��都��1両 �8tVfﾂ�(コ 刄gン旧蔵) 

書画 剳ﾊ車博資《立杭の窯屋》 ��1面 ��

考古 刮~筒埴輪(焼山古墳) ��1点 ��闔I���I�闔I�ﾙTb�

考古 剞{恵器高杯(小野市中東条.岡本妙見社) ��1点 ��

分類 俥ﾈ�)kﾈ����xﾞﾉD��員数 �5ﾘｫxﾋ2�

書画 偸I�ｨ+ﾘ+�/��86x�ｸ4��7ｨ6X8ｸ�B����#"�1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾓs｢�を『神戸風景』より≪メリケン波止場》 ���#r�1枚 ��

書画 偸Hｫ�+ﾓs��をr神戸風景』より《楠公社正門》 ���#r�1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾖb�を陀申戸風景』より《トーアーホテル》 ���#r�1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾖb�を『神戸風景』より《K造船所遠望》 ���#r�1枚 ��

書画 偸Hｫ�+ﾓs｢�を■『神戸風景』より《メソヂスト教会》 ���#r�1枚 ��

書画 偸Hｫ�+ﾖb�を『神戸風景』より《夜の居留地》 ���#r�1枚 ��

書画 �(YWH+ﾖb�を『神戸風景』より≪相生橋》 ���#r�1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾘ+�/�i��ｹYxﾆ蜜.h.��9��ｸ5�8��ｸ�B����#r�1枚 ���ｸ�9zy(h匯�ﾘ��ｭ��

書画 偸I�ｨ+ﾘ+�/�(���.h.��8�,ﾈ扞���B����3��1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾘ+�/�(���.h.��8扎,h晴��B����3��1_秩 ��

書画 偸I�ｨ+ﾓwB�をr春』より(-草》 ���3��1枚 ���ｸ�9zy(h甸�書館 

書画 偸I�ｨ+ﾓs｢�をr春』より≪青い布》 ���3��1枚 ���ｸ�9zy(h甸�書館 

書画 偸I�ｨ+ﾓs｢�を『春』より《臥裸婦》 ���3��1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾒ�を『春』より≪挿花》 ���3��1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾒ�を『春』より≪スケーティング》 ���3Rﾓ3b�1枚 ��

書画 偸I�ｨ+ﾘ+�/��x���.h.��84�485�7ｨ6(5��ｸ�B����3Rﾓ3b�1枚 ��

分類 俥ﾈ�)kﾈ��制作年 �.Y�B�購入元 

書画 ��ﾉ�ﾈ���4ｸ8�5愛y��ｹYxﾆ�� ��l｢� 

書画 茶�s��D綛ﾈ�3�?｢�� ��hr� 
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2.指定文化財等一覧

指定区分 倡y.吋霾�?｢�剋w定番号 倬�{�ﾈ��月数 倬��2�

国宝 傴ｩ��CR絣�#R�剄l第34号 ��21口 冢ﾙ�h鳬�9(hｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��#��3 �3��絵第1257号 ��4曲1隻 俔ﾘﾌｸ鳬�2�

重要文化財 傴ｩ��3"�2 ���� ��I69�ﾙ+y�ﾂ偉8ﾆｸ��,(裘��1帽 ��

重要文化財 傴ｩ��C2�.4 �#R�絵第1625号 ��8曲1及 ��

重要文化財 (附指定) 傴ｩ��CR�胤ｩ��Sb�6 6 ��r�R��#*1771% ��68点 冖韭�C9D窿������

重要文化財 ��� �>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��刳G第1957号 ��ｨ�(ｩ����z(5�Vﾈﾙ�域僥靱ﾘｫ�ﾒ��2曲1隻 亅��ﾓ吋窿�s澱��

重要文化財 ��刳G第1974号 ��1面 ��

重要美術品 傴ｩ����.9 ��� ��2面 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要美術品 傴ｩ��#2�.4 �#r� ��10点 兌ﾘ��鳬�8迄ｷcYD窿���r��

平成10_9_2 劔�c#ふ��#hﾘb�神戸市立博物館(旧横浜正金銀行神戸支店) ��靑� 

3.資料補修

〔歴史資料〕

クリーニングおよびデジタル化処理

資料名 ��xﾞﾉD��数量 儖Xﾖﾂ�

1帽 弌��ﾊHｸﾉ^(ﾊh,ﾈ�ｸ鶫Hﾙx韈�-ⅹgｸ鑛^(�:IUﾉ�X覈zzI�隱ｪHｼｹJ��i+"�

1939 ��Yﾒ�軸端補修 

川西英木版画 ���#Rﾓc��17点 ��

半切:舞扇､ひらど､椅子にかけた婦人､rヘルテル先生追想録』見返し.2 

/富士と桜/雪/月/花.1955､みなと/六甲山/桂離宮月波樺､俵積 

小全紙:浴衣ー1937､桔梗.1947､噴水(黒白).1948､神戸博.1950､石庭 

川西英素描 ��61点 ��

半切:自画像(石島)､自画像､額.コンテ､顔.鉛筆､顔.パステル､ 

ある風景､塔のある風景､茶をつむ少女､茶つみの少女達､トーアホチ 

人物(蘇)､グラジオラス.3点､鉢植え､蘭､彼岸花､チューリップ､ 

神戸山手小品､静物一3点､神戸栄町ノ国(両替)､信太郎､紫の着物の 
女性､和装婦人/和装婦人､日傘､曲馬.2点､軽業､平戸ツツジ､湊 
川公園､裸婦.3点､版画本Fカルメン』表紙下絵.第一幕下絵,第二幕 
下絵.第三幕下絵.第四幕下絵､シンフォニー下絵､カルメン､お味夫 
人 
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4.資料の特別利用

平成21年度館外貸出　申請数33件(貸出先33件) 180件　256点

(1)館外貸出

貸出先(会場) �5yyx檠kﾂ�会期 �5��B�資料名 

1件1点 �7X8ﾘ985��ｹ[ﾙ�I�xﾛ��ﾂ��ﾉ�ｨﾏi*鋳�

21.4.6-6.7 店ﾈ�5��瀬戸内海写真帳ヘルマン邸写真オ1)エシ 

リス150周年-近代日本と 剪�

Japan写真浪花百景川口の新大橋 

2件2点 ��

夕- ��剄|文(複製) 

柿衛文庫 �� ��ﾈ��5�� 

4件4点 ��

アート一大名産国展｣ 劍ﾜR�=�ﾌ陂�亥)gｸ��}鋳�

財EE法人馬手文化財団(局 �� 滴ﾈ�5��摂州神戸西洋人馬駆之園(二代長谷川貞信) 
の博物館) ��剞ﾛ州神戸山手取開図JubileeNumberof 

馬｣ 剩�&�ﾆB�

1件1点 ��

-｣ 劔.Y�ﾒ��

画展｣ ��1件1点 ����ﾉ�ﾈ����

∴ ��1件1点 ��

TAOⅠSMART｣ ��2件2点 �(h揄���9.�I)���Y��hﾌR�ﾙ�ｨ�����

東京国立博物館 �5x4�,ﾈｮﾚ2� ��ﾈ��5��染付芙蓉手水禽文大皿(銘山手) 

5件5点 ��

町のすがた-｣ 剪�

2件44点 ��

夕- ��齏ｪ2�� 

土記の丘-大集合日鹿と 人のアンソロジー1..神に 鹿..｣ ��1件1点 ��

京都文化協会(松本市立博 物館) �i5s#���2� ��ﾈ�)5��南蛮犀風(複製) 

名古屋市美術館.株式会社 �� �8ﾈ�95��忠臣蔵七段目謀酔之段(鳥居清忠)西洋婦人 
東急文化村.兵庫県立美術 館ヰ日新聞社(兵庫県立 美術館) 劔 

茶の器｣ ��1件1点 �(ﾋ9{(ﾞ宙ｮﾉ�ﾘ��奉��

兵庫県立考古博物館 �� �(ﾈ�)5��桜ケ丘2号銅鐸桜ケ丘4号鍋曳 

奈良県立檀原考古学研究 做斡y<�¥ｩ5z);ｩ�bﾙnﾙ�h鰾� 店ﾈ�5�� 
所附属博物館 ��剴ｺ曳赤穂市上高野出土石製銅鐸鋳型(複製) 

名古屋市秀吉清正記念館 �� �� 

世界地図｣展 劍9H4�6ｸ5云(7h6x8ﾈ7ﾘ484�5�&��ﾙ*��饉ﾙvﾙ�ﾒ��(､X,ﾉY��H4�8ｸ6X8ｨ4X5�4�5x4��ﾘ5�8ｲ�gｹ*��ﾘｭ8ﾖｩm｢�.XｹﾓID笘8ﾈ8�986�?ｩgｹ.俛�股�
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1件1点 兀�彧�ﾒ�

高槻市教育委員会(高槻市 �� �(ﾈ�)5�� 

立しろあと歴史館) ��8ﾘ(�(嚢ｽ�2�剩ﾘ寺図(複製) 

財団法人馬事文化財団(局 �� 度ﾈ�5��絵本騎髭具誌(高力猿喉庵)豹図(近藤集延) 
の博物館) 仂宇�2�刮�﨎}(窪EEl雪鷹)ヒツポドローム(油彩) 曲馬(油彩)曲馬(木版)西洋大曲馬(木版) (以上4点川西英) 

因幡万乗歴史館 ��:95r� �(ﾈ�)5�� 

1件1点 ��

5件13点 ��

立文化博物館) ��� 

土石匙大歳山遺跡出土石斧 

｢日本Cその力と輝き｣展事 �� �� 

レイタリア､ミラノ市) 劔囲金彩染付日本図角皿染付花井文角形向 

5件5点 �;ｨ�)4��ﾈﾏy�ﾈｭh秤�ﾂ���F謡ｦ�刔h���ﾂ�

TAOⅠSMART｣ 劔�ﾒ�8y68ﾋ9%R��

森ギャラリー) �5z2� �(ﾈ�)5��なでしこ(安東聖空)つきの夜(深山龍洞) 

(財)神戸市公園緑化協会 �� ��ﾈ�)5�� 

名品展｣ 劍ﾞ椅�ﾙ����

ななくせ[遠眼鏡]遠眼鏡美人長崎閲見録 ねじり脚付ガラス杯瓶細工ビーズ飾り偏 頗文吊り灯箆ビーズ飾り袖香炉八角三段 食寵ビーズ飾り虫乾切子櫛,替.井玉与 のめがね形看板 
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(2)特別利用

a.館外貸出

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

12 �3R�39 鼎s2�

13 �3"�33 �#S��

14 �3b�42 �#3B�

15 鼎R�51 �3�R�

16 �3��41 ��s��

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

17 �#��30 ��澱�

18 �#r�28 �#C��

19 �#��31 �3#2�

20 �#B�25 �#C��

21 �32�33 �#Sb�

11年度 �12年度 �13年度 

許可件数 剴bﾃss��b�田S��田�b�田���

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 

熟覧 �577 釘ﾃCsr�41 涛c2�48 鉄�"�61 田���

模造 �46 都B�2 �"�3 唐�2 �"�

樵 影 �h柯6X8ﾈ7"�418 ��ﾃs#2�10 鼎"�13 ��#b�22 ��#r�

写真 田�b�3.933 �3��383 鼎��374 鼎r�423 

5.061 ��"緜CR�470 ��ﾃ#�R�475 ��ﾃ�#��481 ����cR�

原版使用 �3.599 免ﾂﾃ����326 涛c��338 塔�r�320 涛3"�

紙焼付与 �390 �"ﾃ�CR�14 鼎R�17 鼎��10 都b�

その他 �501 ��ﾃ鉄2�71 ��紊#��52 �#C��65 �#���

14年度 �15年度 �16年度 �17年度 

587 �640 �616 �694 

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 

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 �����"�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 �����

18年度 �19年度 �20年度 �21年度 

許可件数(許可点数) 剴SCB�田�2�都C��"ﾃc3)5��都C茶"�#C�5��

資 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 

熟覧 �42 鼎�B�38 ��釘�47 都3r�50 鼎���

模造 �2 �"�4 釘�1 �"�0 ���

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�4 唐�5 免ﾂ�10 �3"�4 ����

写真 鼎B�394 �32�152 鼎��719 鼎2�491 

掲載許可 �450 塔���515 ��ﾃ��2�612 ��ﾃ����627 ��ﾃ3���

原版使用 �240 鉄CR�280 田�b�348 涛#B�325 都32�

耗焼付与 �3 �2�1 �#2�12 田��4 ��R�

その他 �48 �����48 ��3R�55 ��S��37 ��#B�

※の件数は昭和59年1月以降
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ー 匹��mB�⊂⊃ 3､ 優B���'#��⊂⊃ N tT �*ﾚ8�｢��,*B��N q の 披�ﾎｲ�LL? LL? 卜ー 

N 剴ﾂ�萱 ��CO LL? 

⊂⊃ �*ﾓﾒ��JJ) 唏+��丁q ��ﾈ�ﾒ�ユニ ��CY? 

田 冉ﾔ��CY? 卜ー OL) �7�2�eY? CT5 册8�(���xH�"���LL? 儿B�)ｪ��

N 剪�⊂⊃ ･ナ ��N tT �� 

くつー ��⊂⊃ �� ��CY') ��くJ〇 

の N 披�く工) 【■.I ⊂⊃ �+�+����ﾗ"�4��｢- 亡ヽI CY') �5B��3��6ｪ2�tT L1 �*�,R�+(.��

‡ ��､こ 寸 �� 

(X) �､�������｢- (.D ��2粐ﾒ�Fｨ�ﾒ�し､ ニー くJD 汎ﾃ2�ﾄﾃ��亡一 ･才 ⊂X⊃ ��X6��ﾄﾃ��,ﾂ�ご1 CX) 
Cq でリ 櫨B�ﾄﾃ��寸 �+�*ﾒ�ﾅB�ﾄ｣｢� �5尼�

卜- ��Cヽ �,ﾂ�(.D 優��L/. �+(,"� 

CT) N 窒脾�LO ⊂> 倩��くJD 丁J 窒蔗�CT) 冽r�

く£) N 冉ﾘ�ｲ�U尼�m �*(爾����H,B� ��

(.D 屯��ｨ�"�CT) 二に �2�Cヽ rr? 猛��ﾈ�ﾒ�()〇 ⊂)○ ��ﾈ�ﾒ��ﾈ�ﾒ�ごり LL? 

ぐ】 ��LT ��Y)｢�⊂⊃ �+�fﾒ�⊂⊃ ����

lT ����e8爾�)ｨ�｢�LLD 唸+�"�6���� ��

しっ �� �� �� �� 

卜､ fi �*ﾘ.ﾒ����"�の 亡.ヽ 二( 卜ー 茶ﾒ��ﾌ2�5尼�ぐJ' く=⊃ ぐ′) Cq �*ﾔ､B�4��5池��寸 CT> 寸 冉ﾚB�ゆB���?����｢�

､ト】 寸 ��辛 �� 

(.D �*ﾔｨ�｢�ト■ �+(���｢�亡くヽ 冉ﾘ�ｲ�LD �6��

CO �*�,"�N ⊂⊃ 偃r�I)○ 披�*��2��くp LJ: 俛��

､寸一 剩ﾄS��Ll> 男 凾ｲヽ 丁3 ��ごり 

Ln ○○ �4����ｲ�式 犯��ﾄB�ご'て 仁一 披���ﾒ�ぐつ �?�-b�

ごり ��こ､ �����"�､寸一 宙��0〇 ��

CY? 剪ﾒ�～ N 剖池��く.D JJl N � 

N ����"�CY? ��こ､ 督�し､ 宙7B��⊂⊃ 

め ごり �*ﾒ脾�寸 Cl 簸ﾂ���ﾈ�ﾒ�し- Ln ����ﾂ苒�⊂=〉 Cy? �(,"����

寸 �*ﾘ,"�fﾘ�ｲ�【つ 儿��

～ Jヽ Cq 俥r���ﾈ�ﾒ���き �6ﾂ����ⅲ��ぐつ ⊂⊃ (.D 窒脾�ﾈ,"�*ﾔ､B�卜ー (X) 簸ﾂ��,ﾂ�5尼�

ニ｣ �������亡つ ��豚�ﾒ�耳,"�*ﾘ.ﾒ�n 疋｢ﾒ�

⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ� �+(.��(X) 茶ﾘ�ﾒ�(=⊃ 披�ED 

Ol N ��ﾈ�ﾒ�6｣��Lr) ⊂⊃ �5B����｢- いつ �+����ﾈ5(���ｲ�｢- 【■ヽ ��B��ﾈ�ﾒ�

ご′､ �*ﾗ���ﾃ��)ｪ2�七一 着�,"���､����

＼∵ 汎ﾂ��く_D 茶ﾒ��(=) 猛�rn 班(,"�⊂⊃ 

巾寸 や �*ﾘ,(�ｲ��ﾃ��1L) rl ����"�Lつ 亡.- ��ﾔ��ﾒ�83 嫡｢��B粐ﾒ�こ＼】 

J# くh 4ぎ 午 ����N 窒脾�嶸耳爾�OL) rJ ｢- ～ ��ﾃ��くJ〇 l｢ N へこ � 

車 軸 倬2�雌 継 辛 倬2�～ 柿 �6��車 軸 �ﾂ�
DJB * 剏羽� ♯ �ﾂ��"�冢t' # 

* 弔�弔�劔:Br�⊂1 剪ﾛ 劔eト 

也 �2�儿��剪耨｢�

亘 �< 劔 
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-I ��ﾈ,"�⊂⊃ 宙7B��⊂⊃ �*ﾚCｸ�ﾒ� 宙4x�ﾒ�くJ⊃ ��しこ) 冉ﾘ�ｲ�(=) 窒脾�N 

llllh 過当 着ｒ�7��の 秒���｢- U⊃ 窒��ﾂ��,ﾂ�寺 �����｢�･鳴�ぐつ CY') 披�ﾄﾂ��CT> N 氷�｢����ごり < 備B��寸一 Ol 

a N 剪�辻�督�Cq N ����CT) 册8�ｲ�CY? ▼ナ 辻�(X) し､ 

1= CY? �6ｪ2�(.D �*ﾔ､B� ��CT? �*"ﾒ�亡- �����簫�､丁- �6rﾒ�⊂⊃ ���爾� 

ニ】 ��(:一⊃ 白ﾒ�OL) ��CY? ���｢�くわ ��Ln �+�+��⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�

< 勁｢ 剴� �4��5尼���- ��ｵｒ���LD 汎ﾃ�����)｣�� 唏+����5B����

DI: N ��Rﾗ"�I-r ��ﾂ��⊂⊃ ����⊂⊃ 披�m ��ﾈ�ﾒ�LI 冉ﾘ�ｲ�LD ����"�し､ 

N �+(�｢�凵ｼ⊃ 凵ｼ⊃ ��ﾃ��くエ) 亦�くつ �5尼�CY') 册2簫�

Cq 儂 ��ﾈ,"�H�R�� 價T �7途�ﾇ"�� 唏+��+S��

=- �7��寸 窒�8ﾒ�⊂⊃ 披�亡▼つ ��LD 面"�⊂) �'池��▼ナ 披�亡ー 

rj �� ��W�"�tH �7��【=) 披�Cy? ���tD �+�+���⊂⊃ �*ﾘ�8�ﾒ�
▼T' 劔LL3 披� � ��ﾈ�ﾒ�U尼�N 册:B���

CO �*ﾗ�� 犯��⊂⊃ ��(=⊃ �6ぴ� ��ﾘ爾�tj⊃ ��亡ー ��

コ= N �� 亦�:��CO �"ﾒ�tT 友ｨ�ﾒ��ﾈ�ﾒ�tD N Ln 督�くp �,ﾂ���卜- ド- U､ ��ﾈ�ﾒ�粥 Ch tニ 

mこ 綿爾r�l一､ �+(.��⊂⊃ 汎B�亡- 班"��しこ､ ��I? �5尼�CY) ��ｨ�｢�(.P 

:＼1 披�剿U池��▼丁 册8�｢�:B����こへ し､ �)ｧ��5B��CY? ⊂) 冉ﾘ爾����Fｨ�ﾒ� �5鳴��,"�*ﾒ���
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予~　算

(単位:千円)

妄盲㌔-､讐 ��2�14 ��R�16 ��r�18 ����20 �#��

資料購入費 ��Rﾃ����6,300 澱ﾃ����4,200 ���2,345 釘ﾃ3���1,500 �"ﾃ����

資料整理費 ��rﾃ�#r�17.027 ��"ﾃ3S"�･9,763 唐ﾃ##��7,550 途ﾃC唐�6,920 田ｳ#���

特別展等開催費 田Rﾃ3�B�123,194 �#"ﾃs���281,919 ���2ﾃ涛B�344,395 ��3bﾃ�3b�223,154 涛�ﾃsモ�

普及事業費 ��津c���18,189 ��Rﾃ3#��ll,387 途ﾃゴ��7,665 途ﾃ�s��7,158 湯ﾃSC"�

光熱水費 �#rﾃs3r�27,737 �#rﾃs3r�27,737 �#2ﾃSsr�23,208 �#2ﾃ#���23,208 �#3ﾂ�#���

施設管理費等 塔bﾃS���83,147 都�ﾃ#c��65,026 田�ﾃ�#��61,600 田�ﾃSsR�60,150 鉄2ﾃS#"�

事務費等 免ﾂﾃ鉄B�ll,955 湯ﾃ��R�19,842 ��津塔��17,678 ��づC�r�8,094 途ﾃ�CR�

合計 �#C2ﾃ�C"�287,549 ��c2ﾃS�"�419,874 �#3RﾃSS��464,441 �#S津�sR�330,184 ���"ﾃC�b�

博物館協議会

平成21年度

会　長

神　木　哲　男　　神戸大学名誉教授

副会長

石　橋　明　穂　　神戸大学文学部教授

(学識経験)

(学識経験)

前　川　百合子　　神戸市立小学校教育研究会社会科副部長(星和台小学校長)　　　　　　　(学校教育)

的　野　博　司　　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(星稜台中学校長)

伊　藤　善　文　　神戸市立高等学校教育研究会地歴部会長(摩耶兵庫高等学校長)

原　　　仁　美　　神戸市婦人団体協議会会長

高　井　豊　司　　神戸市PTA協議会家庭教育専門委貞長

渡　辺　智　教　　神戸労働者福祉協議会会長

内　田　俊　秀　　京都造形芸術大学芸術学部教授

奥　平　俊　六　　大阪大学大学院文学研究科教授

河　上　繁　樹　　関西学院大学文学部教授

瀬　口　郁　子　　神戸大学留学生センター教授

田　端　泰　子　　京都橘大学学長

井　上　和　人　　独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所都城発掘調査部長
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組織･職員
平成21年度

組　　織

名誉館長-館長

職　　員

名誉館長

館　　長

副館長兼

事務局長

笹　梶　井

副館長兼
事務局長

俊　夫

出

辛　目山　本

管理課　　　　管理係

事業係長　三　好 唯

主　　査　小野田　-

戸　充　茂　　　指導主事　河　野

･/　　河　村

副館長　森　本　章　夫　　　学芸貞　囲木EEl

管理課

管理課長

管理係長

事務職員
/y

学芸課

学芸課長

主　　幹

小　山　永　熊　　　　菅　岡 務　史　久　子

浩豊　郁

林　中　井　原

明　正宏春本

詰井久沢　屋　井盛　原野橋金高石開田勝塚川

長貞

･ク〃〃讐京〃〃〃

学　学

剛壮　明清紀智　　真玲典　　憲

義幸室　範　子孝子広　俊一子　子晃一

博物館に属する庶務

施設及び設備の管理

入館料その他事業収入の収納

小磯記念美術館との連絡及び調整

特別展､企画展等展覧会の開催の計画及び
実施
講演会､講習会､研究会等事業の計画及び
実施

博物館の広報　公聴

博物館資料の収集及び保存

博物館資料の調査及び研究

博物館資料の陳列等による文化知識の普及
及び啓発

職員の異動

21 3　31黒谷　　剛　(副館長兼事務局長)退職

21. 3. 31鍬田　和見　(指導主事)転出

21　3　31井上　健剛　(指導主事)転出

21　3. 31木下　広昭　(管理課)退職

21∴4 1井戸　充茂(副館長兼事務局長)特別支援教育課より転入

21 4　1　河野　剛至　(指導主事)湊中学より転入

21. 4　1　石沢　　俊　(学芸課)新規採用

21. 4　23　永井　豊久　(管理課)外国語大学より転入

22. 1 1　梶本　日出夫　(館長)就任
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