
出品
番号

名称 文化財指定員数 作者・産地など 時代

1 桜ヶ丘銅鐸・銅戈群 国宝銅鐸14口、
銅戈７口

神戸市灘区桜ヶ丘町
出土

弥生時代中期、紀元前
2世紀～1世紀

2 中細形銅戈 1口 出土地不詳 弥生時代中期、紀元前
1～1世紀

3 広形銅戈 1口 伝福岡県浮羽郡出土 弥生時代後期、2世紀

4 頭椎大刀 1点 出土地不詳 古墳時代後期、6世紀

5 馬形埴輪 1点 伝茨城県出土 古墳時代後期、6世紀
後半

6 山村廃寺出土　軒瓦 2点 奈良県・山村廃寺出
土

白鳳時代、7世紀後半

7 伝福岡県内経塚出土遺物 重要美術品10点 伝福岡県出土 永久5年（1117）

8 石峯寺境内出土遺物 4点 神戸市北区淡河町出
土

平安時代末期～鎌倉時
代、12～13世紀

9 既多寺知識経（大智度論巻第九十
一）

1帖 天平6年（734）

10 百万塔及び自心印陀羅尼 2基、2巻 神護景雲4年（770）

11 奥蔵寺旧蔵　大般若經 10巻 久安5年(1149)

12 太山寺旧蔵 止観輔行伝弘決、法華玄
義釈籤

各10帖 叡山版 弘安2～9年（1279～
86）

13 一遍上人絵伝（断簡） 1幅 永徳元年（1381）

14 小敦盛絵巻 1巻 安土桃山時代、16世紀

15 源平合戦図屏風　一の谷・屋島合戦
図

6曲1双 狩野吉信 江戸時代前期、17世紀

16 神沢重綱言上状案 1幅 嘉元元年（1303）

17 二条為遠書状 1幅 南北朝時代、14世紀

18 摂津国八部郡丹生山田庄原野村栗花
落家文書

140件のう
ち3点

安貞元年～明治24年
（1227～1891）

19 摂津国八部郡花隈村民系録 40巻 安政3年（1856）

20 川村家文書 169点のう
ち3点

明和8年（1771）～明
治初期

21 大坂町奉行所与力八田家文書 109点のう
ち4点

江戸時代、18世紀前
半～19世紀後半

22 天王寺長吏文書 1200点の
うち4点

元禄9年（1696）～明
治初期

23 江戸より長崎道中図 2巻 江戸時代、17世紀

24 高田屋嘉兵衛書状 1巻 高田屋嘉兵衛 文化9年（1812）8月
16日
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25 兵庫津絵図 １枚 安政6年～文久2年
(1859～62)頃

26 福原雨乞記 １冊 嘉永5年（1852）

27 神戸覧古 3帖 若林秀岳 明治43年（1910）頃

28 商家繁栄歳中日用記 １枚 文久2年（1862）

29 門口町水帳、門口町水帳絵図（木箱
共）

2点 明和8年（1771）

30 五人組帳（三川口町・舩大工町） 2帖 天明2年（1782）

31 兵庫尋常小学校旧蔵ガラス乾板 55枚 大正～昭和初期、20世
紀初期

32 岡山藩家老日置忠尚自筆御用勤書上 1巻 日置忠尚 明治16年（1883）5月

33 和田岬・湊川砲台関係資料 21件 文久3年～慶応3年
（1863～1867）

34 神戸海軍操練所絵図写 1枚 景観：文久3年～元治2
年(1863～65)頃

神戸海軍操練所鬼瓦 1点 文久3年～元治2年
(1863～1865)頃

35 イラストレイテッド・ロンドン・
ニューズ

1冊 イギリス、1868年

36 神戸外国人居留地計画図 1巻 J.W.ハート 明治5年（1872)

37 摂州神戸海岸繁栄之図 3枚続 長谷川小信（二代貞
信）

明治4年(1871)

38 居留地海岸通、居留地西側の境界 2面 C.B.バーナード 明治11年（1878）

39 神戸名所写真帳、日本名所風俗写真
帳　１

2冊 日下部金兵衛 明治中期、19世紀末期

40 コンノート公来神記念祝辞 1幅 明治23年（1890）

41 バーガレー氏個人アルバム１、２ 2冊 明治中期、19世紀末期

42 グルーム氏個人アルバム１、２ 2冊 明治中～～大正前期、
19世紀末期～20世紀
初期

43 ハンセル氏個人アルバム 1冊 明治中期～大正前期、
19世紀末期～20世紀
初期

44 モラエス氏関係資料 3点 明治38年～大正2年
(1905～13)

45 湊川小学校沿革絵巻 3巻 湊川小学校 大正2年(1913)
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46 引札 3枚 明治13年～明治39年
(1880～1906)

47 牡丹に唐草文望遠鏡 1点 森仁左衛門 江戸時代、18世紀前期

48 解体新書 5冊 杉田玄白 安永3年(1774)

49 海国兵談 3冊 林 子平 寛政３年(1791)

50 筏井家旧蔵文書 195件のう
ち2件

江戸時代～明治、18世
紀後半～19世紀

51 阿蘭陀通詞・本木家文書 68件のうち
3件

寛延4年(1751)～安政3
年(1856)

52 京阿蘭陀宿・村上家文書　御用書留
日記

4冊 村上専八ほか 天明8年～安政6年
(1788～1859)

53 コンプラ仲間・川島家関係資料 蘭船
模型

1基 江戸時代、19世紀初期

〃　阿蘭陀船雛形江戸御用ニ差上候
ニ付申渡書

1通 文化6年(1809)9月

54 文政十年　亥紅毛毛織切本帳 1冊 反物目利・芦塚家ヵ 文政10年(1827)

55 亥阿蘭陀舟本方品代脇荷見帳 1冊 村安（村上家） 嘉永4年(1851)8月

56 日本地図屏風 2曲1隻 安土桃山時代、1600
年頃

57 日本地図文大鏡 1面 人見政親 寛文年間(1661～73)

58 日本輿地図藁 1舗 伊能忠敬 文化6年(1809)

59 伊能小図　西日本 1舗 伊能忠敬 文政4年(1821)

60 天竺之図 1幅 寛延2年(1749)

61 坤輿全図 8幅 南懐仁(F.フェルビー
スト）

中国・清時代、康煕13
年(1674)

62 地球分双卯酉五帯之図 11枚1組 沢田員矩 宝暦9年(1759)

63 世界四大洲図・四十八カ国人物図屏
風

6曲1双 江戸時代、18世紀後半
～19世紀前半

64 北極中心世界地図 1舗 小佐井道豪 天保8年(1837)

65 大輿地球儀 1基 沼尻墨僊 安政2年(1855)

66 シルバヌス編プトレマイオス地図帳 1冊 B.シルバヌス 現イタリア・ベニス、
1511年

67 世界の舞台 1冊 A.オルテリウス 現ベルギー・アント
ウェルペン、1570年

68 世界都市図帳 3冊 G.ブラウン＆F.ホー
ヘンベルフ

1572～1618年
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69 ファルクアジア図 1枚 G.ファルク 現オランダ・アムステ
ルダム、1695年頃

70 ファルクヨーロッパ図 1枚 G.ファルク 現オランダ・アムステ
ルダム、1695年頃

71 蒔絵日本地図印籠 1口 江戸時代、18世紀

72 源内焼南北アメリカ図皿、ユーラシ
ア・アフリカ図皿

2枚 志度窯 江戸時代、18世紀後半

73 泰西王侯騎馬図屏風 重要文化財４曲１隻 江戸時代初期、17世紀
初期

74 四都図・世界図屏風 重要文化財8曲1双 江戸時代初期、17世紀
初期

75 聖フランシスコ・ザヴィエル像 重要文化財1面 江戸時代初期、17世紀
初期

76 織田信長像 重要文化財1幅 古溪宗陳賛 天正11年(1583)賛

77 都の南蛮寺図 1面 狩野宗秀 安土桃山時代、16世紀
後半

78 南蛮屏風 重要文化財6曲1双 狩野内膳 安土桃山時代、16世紀
末期～17世紀初期

79 蒔絵南蛮人文鞍 1背 越前北庄 井関作 慶長9年(1604)

80 蒔絵桜花南蛮人文鞍 1背 鞍：天文7年(1538)、
蒔絵：安土桃山時代、
16世紀末期～17世紀
初期

81 蒔絵洋犬南蛮人文硯箱 1合 安土桃山時代、17世紀
初期

82 天正かるた版木重箱 3重 版木: 大牟田製ヵ 版木:安土桃山時代、
16世紀末期～17世紀
初期、重箱：江戸時
代、19世紀中期

83 隠元倚騎獅像 1幅 喜多宗雲筆、隠元隆
琦賛

江戸時代、17世紀中期

84 王心渠像 1幅 喜多元規筆、千呆性
侒賛

延宝7年(1679)賛

85 倚杖羅漢図 1幅 陳賢 中国・清時代、1676
年以前

倚杖羅漢図題記 1幅 木庵性瑫 延宝4～5年（1676～
77）

86 羅漢渡水図巻 1巻 逸然筆、隠元隆琦
序・木庵性瑫跋

寛文7年(1667)序跋

87 群仙星祭図 1幅 河村若芝 寛文9年(1669)
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88 風牡丹図 1幅 鄭培 中国・清時代、18世紀

89 来禽図巻 1巻 小原慶山 江戸時代、18世紀初期

90 王母献寿図 1幅 熊斐 江戸時代、18世紀中期

91 清泉白鶴図 1幅 熊斐 宝暦4年（1754）

92 菊に猫図 1幅 真村蘆江 江戸時代、18世紀後半

93 長崎唐館交易図巻 1巻 渡辺秀詮 江戸時代、18世紀後半
～19世紀初期

94 長崎画人伝 1冊 渡辺鶴洲 江戸時代、19世紀初期

95 象図 1幅 渡辺鶴洲 文化10年(1813)頃

96 全象活眼 1帖 石崎融思編 文化10年(1813)

97 ドゥーフ像 1面(箱入) 川原慶賀 享和3～年(1803～)銘

98 ブロンホフ家族図 1幅 石崎融思 文化14年(1817)

99 長崎港図・ブロンホフ家族図 1基2図 川原慶賀 江戸時代、19世紀前半

100 花籠と蝶図・花鳥の阿蘭陀風景図 2面 若杉五十八 江戸時代、18世紀後半
～19世紀初期

101 瀕海都城図 1面 荒木如元 江戸時代、19世紀前半

102 群虎図屏風 2曲1双 大友月湖 明和3年(1766)

103 四君子・松・蘇鉄図屏風 6曲1隻 鶴亭 宝暦11年(1761)

104 牡丹綬帯鳥図 1幅 鶴亭 明和6年(1769)

105 桃花図 1幅 木村蒹葭堂 宝暦7年（1757）

106 翠柳芙蓉白鷺小禽図 1幅 諸葛監 明和2年(1765)

107 柳蔭野馬図 1幅 黒川亀玉 江戸時代、18世紀中期

108 寒梅綬帯鳥図 1幅 宋紫石 江戸時代、18世紀後半

109 聯珠争光図 1幅 宋紫石 明和2年(1765)

110 枇杷金鳩図 1幅 董九如 天明4年(1784)

111 桃に鹿図・巌浪双鶴図 2幅 広渡湖秀 江戸時代、19世紀初期

112 牡丹図 1幅 森蘭斎筆、簗田象水
賛

寛政5年(1793)賛

113 西洋婦人図 1面 平賀源内 江戸時代、18世紀後半

114 蓮図 1幅 小田野直武筆、陸雨
亭賛

安永6～9年（1777～
80）

115 燕子花にハサミ図 1幅 佐竹曙山 江戸時代、18世紀後半

116 椿に文鳥図 1幅 佐竹曙山 江戸時代、18世紀後半

5神戸市立博物館 第100回特別展 コレクションの精華　出品目録　2008.7.19～8.31



出品
番号

名称 文化財指定員数 作者・産地など 時代

117 相州鎌倉七里浜図 重要文化財2曲1隻 司馬江漢 寛政8年(1796)

118 仮名手本忠臣蔵七段目謀酔之段(無
題)

1幅 鳥居清忠 寛延2年(1749)頃

119 朝鮮通信使来朝図 1幅 羽川藤永 延享5年(1748)頃

120 蒔絵楼閣山水文簞笥 1点 京都製、脚部：ヨー
ロッパ製

江戸時代、17世紀後半

121 蒔絵カディス海戦図プラーク 1点 笹屋・京都製ヵ 1792年(寛政4)

122 染付芙蓉手V.O.C.マーク入り大皿 1枚 有田窯 江戸時代、18世紀初期

123 色絵芙蓉手V.O.C.マーク入り大皿 1枚 有田窯 江戸時代、18世紀初期

124 色絵帆船に阿蘭陀人文蓋付碗 5合 有田窯 江戸時代、18世紀後
半～19世紀初期

125 グラヴュールV.O.C.マーク入り吊り
行灯

1点 長崎製 江戸時代、18世紀後半

126 グラヴュールにガラス絵望遠鏡 1本 長崎製 江戸時代、18世紀後半

127 ガラス仙盞瓶 1点 ネーデルラント製 17世紀後半、江戸時代
に輸入

128 グラヴュール紋章文蓋付ガラス大杯 1点 オランダ製 18世紀後半、江戸時代
に輸入

129 切子銅紅被せガラス鉢 1口 薩摩系 明治前期、19世紀後半

130 切子藍被せ栓付ガラス瓶 2点 薩摩系 江戸時代、19世紀中期

131 観音之図 1幅 村上華岳 昭和7年（1932）頃

132 雪の神戸港 1面 池田遥邨 昭和22年（1947）

133 菩薩坐像 1面 山下摩起 昭和36年（1961）

134 芙蓉 1面 昇 外義 昭和55年（1980）

135 南仏カーニュ風景 1面 林 重義 昭和4年（1929）

136 白薔薇 1面 鹿子木孟郎 昭和12年（1937）

137 神戸港眺望 1面 Y.コジマ 昭和13年（1938）

138 池長美術館長像 1面 小磯良平 昭和19年（1944）

139 山峡の春 1面 元川嘉津美 昭和27年（1952）

140 潮風 1面 川端謹次 昭和30年（1955）

141 夏山 1面 大森啓助 昭和42年（1967）

142 婦人像 （黒いドレス） 1面 田村孝之介 昭和29～30年（1954
～55）頃

143 歌妓図 1枚 石井柏亭 明治42年（1909）
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144 銀汀 1枚 神原 浩 昭和12年（1937）

145 メリケン波止場 1枚 神原 浩 1950～60年代初め頃

146 古道具屋 1枚 川西 英 昭和16年（1941）

147 元町初夏 1枚 川西 英 昭和24年（1949）

148 道頓堀川 1枚 別車博資 昭和15年（1940）頃

149 神戸港暮色 1枚 別車博資 昭和25年（1950）頃

150 播州宍粟風景 1枚 別車博資 昭和29年（1954）頃

151 万葉のうた（みなそこの） 2曲1隻 安東聖空 昭和35年（1960）

152 つきの夜 1面 深山龍洞 昭和37年（1962）

153 風の中の鴉 1点 柳原義達 昭和57年（1982）
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