
神　戸　開　港1 5　0　年　記　念　特　別　展

開国への潮流
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みなと銀行文化振興財団
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指定　No　　　　　　　資討名称　　　　　　　　員数　　　　　作者等　　　　　財貨･技法　　　　　　時代　　　　　　　所蔵者

姿を見せ勉めた異国船と危機意識(天明一寛政　ラクスマン来航)
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文化･文政期の異国船来航と危機意識
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海防と近代化の技術
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