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沿　　革

昭和48. 9　　　神戸市立図書館･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15E]開催)

55. 3　　　東京銀行より同行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o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D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規則施行｡開館記念式典､一般公開o南蛮美術館､考古館閉館

11-12　開館記念特別展｢海のシルクロード｣開催

58. 1-2　受贈記念特別展｢南淡松太郎収集　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

2　　　副館長に極上重光就任

4-5　第3回特別展｢神戸の文化財｣開催

8-9　第4回特別展｢ぴいとろ･ぎゃまん｣開催

10-11第5回特別展｢古地図にみる世界とE]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匝】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｢ヨーロッパのジュェリー展｣開催

60. 6-8　第10回特別展｢中国五千年の秘宝展｣開催

8-9　第11回特別展｢秘蔵の至宝を一堂に展｣開催

11-12　第12回特別展｢高句麗文化展｣開催

61. 1-2　第13回特別展｢桃山時代の祭礼と遊楽｣開催

4-5　第14回特別展｢ワーダベ写真展｣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｢延る幕末写真展｣開催

4-5　第18回特別展｢日本絵画名作展｣開催

6-7　第19回特別展｢神戸はじめ物語展｣開催

8-9　第20回特別展｢ジョルジュ･ビゴー展｣開催

10-11第21回特別展｢明治のガラス展｣開催

63. 4-5　第22回特別展｢ジャワ更紗展｣ ｢江戸城障壁画の下絵｣開催

6-7　第23回特別展｢中世を旅する聖たち展｣開催

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E]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｢桂林宙景屡｣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　受贈記念特別展｢秋岡古地図コレクション名品展｣開催
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平成　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ぴいとろ展一江戸時代のガラス･枠と美一｣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･ワーグマン展｣開催

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

4-5　第35回特別展｢ルイス･C･ティファニー展｣開催

7-9　第36回特別展｢ポスター芸術100年展｣開催

9 -10　第37回特別展｢神戸市立博物館名品100選｣開催

10-11第38回特別展｢ジャン二･ベ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　　　壇上重光副館長･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Egの金･銀･ガラス展｣開催

10-12　第42回特別展｢森美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7'93｢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｢アーキテクチェア･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 ｢印象一神戸絵画展｣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｢鋭EEi･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)

4　　　林伸次郎副館長兼事務局長退任､三輪忠副館長兼事務局長就任

8.1.17　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-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　永遠なる敦煙｣開催

4　　　三輪忠副館長兼事務局長退任､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･チーフリ展｣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｢発据された日本列島■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81回特別展｢大英科学博物館展｣開催

5-6　第62回特別展｢MOA美術虎名品展｣開催

7-8　第63回特別展｢夏休み子ども博物虎　コメはじめ物語｣開催

9　　　博物館建物(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

11. 1-3　第65回特別展｢唐の女帝･別天武后とその時代展｣開催
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事業概要

平成10年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第15号を発行する運びとなりました｡神戸市立

博物館は､ ｢国際文化交流一乗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､昭和57年(1982) 11月に､人文系の博物館として開館しました｡

以来､常設展をはじめ､年4-5回の特別展､企画展を開催し､講演会など各種の催しを企画して

釆ましたo平成7年(1995)年1月17日の阪神･淡路大震災により建物などに被害を受け､休館を余

儀なくされましたが､翌年1月17日に一年ぶりに再開し､平成8年度以降は従前通りの活動を行って

釆ました｡

平成10年度は､特別展として｢大英科学博物館展｣ ｢MOA美術館名品展｣ ｢夏休み子ども博物館-

コメはじめ物語-｣ ｢有馬の名宝一蘇生と遊興の文化-｣ ｢宮廷の栄華　唐の女帝･則天武后とその時

代展｣の5回､企画展として｢神戸･淡路･鳴門　近世の画家たち｣､南蛮紅毛美術企画展として

｢南蛮美術名品展｣ ｢エキゾチックEDOアートー絵画と工芸の名品一｣､古地図企画展として｢古地

図と絵解き展｣ ｢日本地図名品展｣を開催しました｡またギャラリーでは｢神戸ゆかりの芸術家たち

展｣などを開催しています｡館外ですが､デュオこうベアートインフォメーションでは｢地図皿の世

界｣なとのテーマで館蔵資料を展示しました｡

学習室では､考えるコ-チ-が､コンピューター方式に一新され､これまでのヘッドフォンからス

ピーカーシステムに代わり使いやすく､より多くの人数で楽しめるようになりました｡

普及事業として､夏休み土器づくり教室､ミュージアム講座､歴史たんけん隊を昨年に引き続いて

開催したはか､今年度からは博物館たんけん隊を開催し好評をえました｡また学校団体の来館は163

校園にのぼりました｡博物館の刊行物としては､展覧会図録･館蔵品目録･研究紀要･年報･博物館

だよりを発行しています｡これらの独白事業以外に､共催事業として音楽会などの各種の催しを開催

して釆ましたo

当博物館は建築家桜井小太郎が設計し､ 1935 (昭和10)年に建築された旧横浜正金銀行神戸支店を

増改築したもので､建物が平成10年度に登録文化財になりました｡平成10年度の新収蔵資料として､

西田真人氏の本画及び下絵計8点などの寄贈をうけ､ ｢司馬江漢筆　播州舞子浜図｣ ｢黄地形附草花文

様羅紗陣羽織｣などの資料を収集しています｡また資料の特別利用では､館外貸出が45件1,136点､

それ以外の特別利用が950件2,637点にのぼります｡

平成10年度の入館者数は,特別展206,298人､常設展13,052人､普及事業4,570人､計223,920人で､

開館日数は290日となります｡

この年報によって､平成10年度の博物館事業について､すこしでも現状をご理解いただければ幸い

です｡
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1　特別展示

川　第61回特別展

｢英国祭98｣記念イベント　明石海峡大橋開通記念

大英科学博物館展
･内　　容/

｢日英修好通商条約｣締結140周年にちなみ､英国の芸術･社会･文化･産業などを紹介する

『英国祭98』の記念イベントとして､また本年完成の世界最大の架け橋｢明石海峡大橋｣の開通を

記念しての開催｡

英国は世界に先駆けて産業革命を成し遂げた.本展はその産業革命の博物館として有名な大英科

学博物館の膨大なコレクションの中から､代表的な約60点を選りすぐり､近代の産業･科学に一時

代を画した偉大な成果を紹介｡また､ギャラ') -では明石海峡大橋が完成するまでの工事過程を写

真パネルで展示0人類の偉業の足跡をたどるだけでく､ 21世紀を展望するよい機会となったo

この期間中の毎週日曜日､第2 ･ 4土曜日などの午後1時と3時から約30分程度､ ｢サイエンス

ショー｣を開催o毎回立見の人が出るほどの大変な人気であったo

･会　期/98年3月21日(土･祝) ～5月17日(目)

･会　場/特別展示室1､南蛮美術館室､特別展示室2､ギャラリー､ホール

･主　催/神戸市､神戸市教育委員会､神戸市立博物館､神戸市立青少年科学館､読売新聞大阪本

社､ NHK神戸放送局､英国大使館､ブリティッシュ･カウンシル

･共　催/大英科学博物館､国立科学博物館

･後　援/外務省､文部省､通産省､科学技術庁､日本機械学会､近畿2府4県､徳島県､大阪市､

京都市と各教育委員会､ (財)夢の架け橋記念事業協会
･特別協賛/BT､ NEC､大成建設､東芝､富士通､トヨタ自動車､松下電器産業､川崎重工業､

ソニー､本多技研工業､日本精工

･協　賛/JR西日本､三和銀行､関西電力､教育総研､和宗総本山四天王寺

･協　力/日本航空､日本通運､住友海上火災保険

･入館料/ (当日､一般) 1,200円

･開館日数/51日

･入館者数/76, 252人(1, 495人/日)

･出品点数/53件

･記念講演会

①日時: 4月4日(土)午後2時～3時30分

会場:当館地階講堂

演題: ｢イギリス産業革命｣

講師:角山柴氏(堺市立博物館長)

②日時: 4月18日(土)午後2時～3時30分

会場:当館地階講堂

演題: ｢明石海峡大橋ができるまで｣

講師:北川信氏(本州四国連絡橋公団　第-建設局　垂水工事事務所　所長)
･サイエンスショー

日時:会期中の第2､第4土曜と全ての日曜､及びゴールデンウィーク中の祝祭日(4/29と5/2

-5/5)会期末の5/16 (土)

:各日とも午後1時～と午後3時-の2回

会場:当館地階講堂

内容:超低温の世界(マイナス196度の液体窒素を使った様々な実験)

びっくり静電気(大型静電気発生装置を使った放電実験など)
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rEjlL lfー1規儲削yI:i

新幹線､商連主司括､コンビュ-クーや寮磨確化製品　｡

現代の私たちの社会は.人類が苦闘しながら磯み盟ね

てきた発見と発明の思惑の上に成り立ってい課すoそ

の発明と技術の進歩の急激な南京りが1 760年代､イ

ギリスに始まった産業革命です｡それ以来､イギリスは

あらゆる産菜で世辞をリ-ドし続けてきましたU

本腰は<英国窮98>を機に､ ｢農薬革命の博物館j

として世界的に有名なロンドンの大英科学博物館が所

蔵する膨大なコレクションの中から､特に灘態な科学技

術史の主怒料約60点を選んで展示､人猿の僚拳の足跡

をたどります｡世界厳贋の吊り橋･明石瀬峡大磯につな

がる康重な鉄橋の模型も含まれています0

回博物館の改修にあわせて発現したもので､これら

のコレクションが-持して英国外で公開されるのは.こ

れが最初で愚後となります,

｢アイア/プリソジ横型｣

フラハム.ダービー3世が建造

した世界最初の鉄鳩の横型L

至　　芸

r最初のオ-ラリ｣

太陽靭j即漂　Rの触藤を示す初期の勝星儀　ジョン･

nJJ-がオーラリ伯チャールス　ポイルのために駄作

したもので,それ以降このJ:うな落度儲払rオーラリjと

.守.･-.三一･

掛った地域かltt発LY.命告食えた勃級汝の中心嶺であるてこの地域-稀は

J襟紫苑翁の斌勇一/)妹されL.rいる　y7ノハムタ-ヒ-l慨か17O9年L Rtl

即で初めこ石後を鮒はTる製鉄をここmn掛　コ-クス滴か*掛軸させた

鉄は健勝常食孝一曾tl押し漉めたか

LトJtフルー.Llテールの読点?

-　隻　　　　　　碗鉄廉の繁栄ぐ夜も明るいコールプ

ルJクデ-ル脊カ､描かれどいる　多くの

のあるうま色に釦作意軟をかさたてられたゥ

r交通案内

●新幹線｢新恥;｣から鵬へ

頚己で約10分

●JR｢こノ鮮｣､他卜乱脈駄触神

に宵｣から面河へ肘歩約10'Jl

●JR.阪神｢元町｣からl海氷へ

従妙約10分

や神戸群立博物館
〒650や034秒P lJ沖火怯涼町2▲l称地

管 078-391 DOSS

芯Jぷgg
預〟をノ

rI･+≡+.

rベルのオズポーン電話｣

アレキサ/ダー･グラハム･ヘルが18?8年にアメリかフィラテルブイアで某′新二

成功し.電指機発磯Q)弟1歩を服した斗この奄鈷喋は,2年後にヒクトリ77女王

へのデモンストレ-ションに備われたものである,

I､･u,･　･ -､

祭事芸　蒜.:..-_諾.翠
●神村柿すこやか観能事郷(老人揺批Ⅷ)

の受付をやけて隻､るガは帽となりますじ

･ J～.),～.二･.Y.L､■~I I

●榊Y.川上より滅相されます

■お問い合わせ
神戸市立紳物Nf ℡o悶(淵1)0035

改発新聞火災相即紗誠)1糾7

+前売り券取扱所
●坪内日本付知機riきej至な抑)みど短の避けTI盲膿ift･/ ･

●朴P lrr lL/岬物政界IJbrfr

4速射l本ソJJスト

●ツ-リスFサ-ビス

+近親テレメ1トセンタ--

●.rr Ii

+日本紙'fJ

+名舛観光サ-ビス

●サケ/トぴあ

+チタソトセゾン

●Wli;ミプレイガイlJ

●プアミリ-7-ド

●T3-ルサケ′トLL叫tW州

●ilm /plll近鉄

●CN-fレイガイド　など

■掬体輩東の海闘い合わせは

℡ 06-223･9398
近壮E3本ツーIJストまで



出展品一覧表Listofobjects

[1.科学:自然の仕組を採る]

1最初のオーラリ(惑星健)
Or■&'nal orrery I 71 2

0nglnal om≡ry. I,lV I 952J3 850 (dJOmeter) X 500 (h) mm

2　ハーシェルの7フィート反射望遠鏡
Herschers seyen-foot teles⊂ope l 781

Ne､爪onLan reflectlng telescope by HerS⊂hel Jnv 1876- IOOO.

lb50(I) X 500(W) ･x l750(h) rnm

3　ニュートンの望遠鏡
Newton'S tdesCope 1668

RepI■ca of Ne､小on's nrSt refleCt=1g teles⊂ope･ lnv I 9241209

290(I) x ldD(～) X 260 (h) mm

4　フックの顕微鏡
Hoく)kels mlCrOSCOpe l665

RepI-(a of Hookers or.g,nal compound m.⊂roscope, Inv I 927-437 a I 9占5-460

300 (I) X 400 (W)X 550(h)

5　ジュールの熟仕事当主測定装置

Jou!e■s paddk wheel apparatus l 845

RepHCa ofJoule■s paddle wheel apparatusJnv I 931125占p

220 (d'ome【er) ･X 640 (h) mm

6　クルノクスのラジオメーター
Crく)Okes'rad旧meter l 877

A Crookes■ r7dtometer on a stand. my I 9 I 9-382 85 (dJOmeter) X 2IO (h) mm

7　G.P,トムソンの電子回折カメラ
G P Th｡mson's electron difrra⊂tl0n亡amera l 926

0rlg.naE ele⊂tron d.fFract.on Camera, lnv I 948-24

670(I) x l05 (～)X 460(h) mm Presented bythefamllyofG PThomson

8　ウィムズハ-ストの静Q気発生横
wlmShurst's elc⊂trostatk rnaChlne l882

vv■mshurst■S ■niluerlCe maChlne, Irw I 926-JO29, 535 (I) A 280 (W) x 635 rh) rTm

9　グレイとミルンの地声音十
Gray--H･lne sekmograph l885

Gr-ay-rvl･lne se･smograph by james VVh.te, lnv I885-日5

580 (I) X 490(W) X 760 (h) mm

lOリスタ-の顕微鏡
LESter■s n'uCrOS⊂OPe l 826

Th弓TLrSt aChromat■⊂ m■⊂ros⊂ope by jameS Smrth, Jnv A54204,

290(I) X 290(W) X 500 (h) mm

ll　ワトソンとクリックのDNA模型
Crl亡k and VVatson-i DNA model L953

RepIE⊂a Of ⊂n⊂k and Watson's DNA model

/300 (I) x I300(W) x lP50(h) mm

one pa.r of plates from ong.nal DNA model, (,IY l977-300 pis I 良 2

【2.英国の技術と産業革命】
12　アークライトの紡織横

Arkwrlghtls ong･nal sp･nnlng ma亡hlne I769

0ngmal sp･nmng maChlne by Arkwrlght. (,.v I 8604
780(I) X 385 (W) I 850 (h) mm

13トラウトンの目盛り機械
Troughton-S ⊂lr⊂ular dh･ld･ng enがne d778

⊂lrCular dlV･dLng engme by)ohロ TrouBhton. Jnv I 923-302,

(300(I) x J400 (W) x I 15() (h) mm

14　モーズリ-のねじ切り旋盤
Maudslay s screw-⊂utrlnE lathe亡】800

Model ofS亡re､小CUttlng lathe by Maudslay. lnv I 9001J 9,

257 (I)X 225 (W) ,K 2bJ (h) mm 5⊂OJeopprox I 8

15　デイピーの安全灯
Davy■s safety hrTIP 18E5

Safety lamp by Davy /nv IB57-208. 65 (d･C)meter) X 220 (h) mm

16　コールブルックテールの夜景　フイリ-プ･ジャック･ド･ルーテルブ-ル画
CooJbrookdde by NIght, by Ph.l･ppe Ja⊂ques de Loutherbourg l801

⊂oalbrookdale by NIght,pa･nt･ng by PhH･ppe Jacques de Loutherbour富.

lnv J952-452. 1240 (W)X 900(h) mm

17　ヘッセマ-宅炉

Bessemer Converter l865

0ng･nal pHot Bessemer Converter lnv I 959- 186
2640 (mL)X W)x l5(0 (rpm w) X 2400 (h)

Sarnple ofBe5SemerSteel, lnvJ8b9-4/ 500 (I) x r50 (～) x J35 (h) mm

18　サイミントンの船舶用蒸気横関
Sym･n旦tOn's rTlanne eng.ne l788

0ng･nal manne steam eng.ne by Syrmngton仙/ lB57-52,

700(I) X 2500 (W) X 2000 (h) mm

19　ワット式匝1転蒸気摂関
Rotatlye steam enBIne OfWattls type C E800

Moder of rotatNe StearTl englne OfWatt's type lnv 1869-64
893 (I) X 408 (W)X 940(h) mm s⊂ole opprox I lZ

[3.世界に先駆けた技術]
20　スティーブンソンのロケット号

Stephenson■s RoEkeH 829

Rod(et lo(omotlVe by Robert Stephenson lnv J862-5,

4300 (I) X 2340(～)X 41 IO (h) mm

-8-

21北へ､キングズクEjス駅　ジョージ･ア-ル画

GoJrlg Nor叫Kmg's cross, by George Earl C 1890

Go■ng North Klrg■S Cross pa･nt･ng t,y George Earl lnv 1995-7843,

1765 (W)入978 (h) rTlr71

22アイアン･ブリッジ模型

hon Bndge model l779

Model oTfrSt 〔ast ■rDn br■dge at Coalbrookdale. Jnv IB82-29.

2000 (I) xS70 (W) X 930(h) mm 5⊂OJe I Z4

23　フォース鉄道構横型
Forth Rallway Brldge model 1882

SHver-phted rnodel of Forth Ra･lway Bndge. Inv I 934-497,

3560 (I) X 380 (～) X 330 (h) mrn s⊂oleopprDX I 480

24　船体模型｢スワン｣と｢レイプン｣
'Swan'and -Rayen■ models l867

swanand Raven modeLs. Jnv I94ト4 e(コCh 1830(I)x 830(W) X 300(h) mm

25　戦艦｢富士｣の進水式　ジェラルトモーリス./く-ン画
Loun⊂h of the Fuj=火BldCkwoll, by Gerald Maurlce Burn 1896

Launch orthe FuJ. at矧a⊂kWalL palntlng by Gerald MAU〔.Ce EiUm,

lrlVJ913-372. 3180 (～) I l9JO(h) mm

26　世界最初のホバークラフト
The world's fLrSt hover⊂rafl modeH 955

RePl■(a ofworldls first hover⊂rafl nl0del. Jnv I 969-357

JO40 (I) X560 (W) X 320 (h) mm

27　ホームズのアーク灯
Hohes■ arc lamp l867

Arc lamp by Holmes from South Forehand l.ghthouse, (,IY I 923169,

10JO(I) X 3占0(～) ,～ leo (h) mm

L■ghthouse reflector. lnv I 958-JOl, 970 (domerer) x I40 (depth) mm

28　ローバー安全自転車
Royer safety blCy⊂le 1885

Roversafetyb･CyCle. lr.v I90(-6, lB80 (I) x 660 (W)x I JO()rh) rTm

29　オースチン･セブン自動車
Austln Seven motor ⊂ar 1922

Austm Seven motorcar, lnY 1953-75, 3500 (I) x J600 (W) x l500 (h) mm

30 rコールス･ロイス航空横エンジン｢マーリン｣
Rolk-RoyCe Merl･n engEne 1940

RDlkIRoyCe Merlm englr,e lnv I 954-占59. 2000 (I) X 760 (W) x I Ilo (h) mr71

31コンコルドの風洞実験用横体模型
CDn亡Orde wlnd tunrLel model c l 964

H■gh speed wEnd tunnel model ofearly ⊂on⊂orde shape lnv / 993-2 I52

I750(I) X 730(W) X 325 (h) mm

32英国法定原器
The Standards of the Realm 1497-1601

Bronze bushel measure, lnv I93日0( /, 600 (d'ometer) X 255 rh) mm

Seven ben-shaped ､〟elghts, Jnv I 93ト946 52 (d10meter) X 70 (りmm,

59 (a-ome【er) X 90 (h) rTm, 77 (dJOrT.eler) ･X I I 2 (h) mm,

90 (d′dmeler) x I 30(h) mm, / 24 (dlDmeter) x I60 (h) mm

148 (d10meter) X 202 (h) rnnl, 182 (dclmeter) x 265 (h) mm,

Th.rteen (up-Shaped vJe1ghts, lnv I93J1948 70 (dJOmeter) X 46 (h) mm

9 ports, 85 (d10meこer) x 64 (h) mm, 10d rd∫omerer) X 81 (h) mrn

130(dJdJ71eter) x l03(I,) mm 154 (dlDmerer) x l26 (h) mm

BrDnZe gallon, lnv I 93 HO16 225 (dFOmeter) X 255 rF,) mm

33　ペインの電気時計
Baln electnC E:[0⊂k亡IB50

Ele｡tn⊂waH dockby Baln lnv J962-Ill 550 (() X 300 (W)x I500(h) mm

34バペソジの計井ホイール
Babbagels eaku‡atlng Wheels F879

Babbage'S ⊂alCu】at･ng wheels, (,IV I 967-70. 370 (I) X 330 (W) X 300 (h) mm

Babba皇e DE2 tnal pleCe. 440 (I) X 300 (W) X 340 (h) mm

35　　コンビュ-ター用言己憶装置各種

Ce'mputer memotγ storage dev･ces 1950s

W■Fl-ams tube lnv I 990-689. 80 (血meとer) X 380 (I) mnl

TvJO u,.re delay l･neS. Jnv I 9831 I 440, 300 (I) pH 50 (W) X 40 (Il) rTlm
Mer⊂urydelayllne. 845 (I) X 70(W) x I IO (h) mm

Booth magnet■c dr.Jm 300(I) X 500(W) x J40 (I.) mm

36バ-ソンズの最初の蒸気タービン発句糖
ParsohSI orlglnal steam turbine and dynamo l884

0r■gnal steam turbme and dynamo by Parsons, Inv J890-59,

I 730 (I) X 400 (～) X 800 (I.) rnm Presented by S,emens PLC

37クックとホイートストンの宅信頼
Cooke and Wheatstone'S telegraph I 837

⊂ooke and Wheatstone'5 earlleSt needle telegraph, lllV I876-I 27ヱ

700(I) X 420(W) X 780(h) mm

38トムソンの反照検流計
Thomson■s rTllTrOr galvan｡meter L 858

rllr-TT'r gal>anometer, Jnv IB7d-68, 200 (I) X 200 (～) X /00 (h) mm

39　ベルのオズポーン電話
Be"ls osborne telephone 1878

Ben telephくつne and terTnlnal panel lnv l967-43J, 240 (I) X 240 (W) x a0 (h) mm



40　マルコーニのコヒーラとコt=-ラ横能回復楽t■
MarCOn･ ⊂Oherer and tipper l900

Hart:0∩･ COhe｢e｢ and AdmraFly pattern tipper, lrlV I 923-396

160(I)x Ilo(W)x l35(h)mm

Demonstrat'on ､〟･reless reCe･ver by Rl⊂hard KerT. lnv I 944-3

365 (I) x J45 (～) x leo (h) mm

41プレミンクの執陰極★空曹
FkmlrLgS Orlglnal thermomc valye J904

An onglnal Flemng therllllOnl⊂ Valve, lnv I 925-8J 4

loo (() x JOG (～)X 230(h) mm

42　ベアードのテレピジョン染iE

Ba,rdps teJey.S.on apparatus 1926

Trans-EtrnB POrt】On Df onglnaE expenmental Balrd teFevlSlDn aPPar7itUS

InvJ926-1040 I300(I)･x d20 (W) X 720(h) mm

43　ランド-ルとフートの空洞マクネトロン

Ranぬけand boot■s Caylty magnetron l940

RandalE and bo`⊃tls ongnal ⊂av･ty magnetrくつn Jnv I 94占-107

280(I)X 240(W) x I I5 rh) mTT1

44　卓初の合成染料｢モーブ｣
Orlglnar rTlauYe dye柑56

Mauve,ne dye ･n stoppered glass ♭ottle. Inv / 9511 I 75

25 (d10meEer) x BO (h) mm

Mauve dyed shawH,W I 947-333, I d50 (() X 3200 (W) mm (unfolded)

45　最初のポリエチレン合成装苛
The d.S⊂overy of polyethylene J933

Equ-pment used for d･sCovery oFpolyethy】ene Jnv I 983-408

gas bottle 3 10 (d･ometer)メ1220 (A) mm tr,pod BOO (drometer) x I220 (h) mm,

element 500 (dlDmeてer) x b40 (h) mm, temp gouge 670 (dJOmeter) x 800 (h) mm

46　最初の芝刈り横
FlrSt lawn moyver l832

Lawn mower bulrt by Ransome5. lnv I 926-808,

ろoo (I) x ‖OO (W)X 950(FT) mm Presented byRansome5 PLC

MAKJNG.〇F THE MODER

47　アイベル･トラクター

Iyel trletOr 1902

】vel agnCulturaE tractor Jnv 2占00 (I) x l530 (～) x l400 (F') mm

【4,現代英国の科学技術]

48　オゾンJ7観測装iE

O三OneSOnde E99 1

0zonesonde, Inl′ ∫ 992-690

130(I)x loo(W)x loo(h) mm

49　手ti]し発電ラジオ

Baygen ■F=reeplay wlnd-up rad■o J995

Baygen do⊂kwori< rad･0. 400 (I) x I 70 (W) X 260 (h) mn1

50　撫帯用蝶発物検知装tl
ExploslYeS detect:O｢ 1986

Exflnder l 50 portable explosl>eS detector lllV I 997-IB33.

500(I)X 330(W) x loo (h) mm

51最新勇払技用自転車｢ロータス･スポ-ツ｣
LotusSport bky⊂le l 992

LotusSporlb■⊂yde. lJIVI993-76 Jd30 (I)X 420(W) x I loo(h) mm

52　口-ルス･E3イス社恥｢トレント｣エンジン

RoHs･Ro)･⊂e Trent englne l 995

Rolts-Roy⊂e Trent eng･ne Tan blade a箔embry repI'ca,

(780(I)X 2477 (W) X 3639 (h) mm

53　学校教育用DNAゲル電気泳動キット
DNA苔el eleく:1:rophoreslS kJl: J993

DNA gel eleCtrophoresFS klt for s⊂hools. lnv I 997-I 027

340(I) X 400 (W) X 90 (h) mm



(2)第62回特別展
みやぴ

MOA美術館名品展･近世日本の美　黄金と雅
･内　　容/

本展は､神戸新聞社創刊100周年･第51回世界新聞大会神戸開催･明石海峡大橋開通を記念

し､特別展｢MOA美術館名品展　近世日本の美一黄金と雅一｣と越して開催されたo

MOA美術館は､紺青の海を一望する熱海の山の頂上に建てられ､さながら美の桃源郷とい

ぅ趣をもつ美術館｡昭和32年に熱海美術館として誕生し､ 57年に創立者の名を冠してMOA美

術館とあらため現在に至っている｡コレクションは門外不出とされている尾形光琳等｢紅白

梅園犀風(国宝)｣､野々村仁清作｢色絵藤花文茶壷(国宝)｣､ ｢湯女図(重文)｣など国宝3

点､重要文化財62点､重要美術品47点を含む約三千数百点｡その内容は絵画､書跡､彫刻､

工芸など､日本､中国をはじめとする東洋美術､ヨーロッパ絵画にまで及んでいる｡

このたびの展覧会では､同館の全面協力を得て､重要文化財3件を初めとする89件の厳選

された美術品と秀吉がつくらせた｢黄金の茶室｣の復元を展示した｡出品作品は｢南蛮美術

と輸出磁器｣､ ｢茶の湯｣､ ｢琳派｣ ｢初期風俗画と浮世絵｣の四つのテーマに分けて展観され､

桃山から江戸時代にかけて約300年におよぶ多彩な日本の美の系譜を名品で概観した｡
･会　期/平成10年5月30日(土) ～6月28日(日)

･会　場/特別展示室1､南蛮美術館室

･主　催/神戸市立博物館･神戸新聞社

･後　援/兵庫県･兵庫県教育委員会･神戸市･神戸市教育委員会･サンテレビジョン`AM

神戸
･協　力/MOA美術館･(財)エム･オー･エー美術･文化財団兵庫支部

･入館料/ (当日･一般) 1,000円

･開催日数/26日

･入館者数/38, 807人(1, 493人/日)

･出品点数/89点(うち浮世絵版画の展示替を含む)

･記念講演会/会場　当館地階講堂

6月4日(日)午後2時～

藤浦　正行氏(MOA美術館学芸課長) ｢黄金と雅｣

-10-



一男する熱油の山内磯をこ建てられ､さながら弟の

Å美術館とあらため､規在に繁って

門外不出とされる尾形光琳｢最的機械好机uil宝) ｣町々

氷.乙川点ほu r淑女LIXT (.Il文)｣をど珂'抜3.r.[.L.､砥要文化Alj

斑を含む約=二千数百r.LJ.oその内容は絵Id巧､番跡､将き刻､ l.芸なと､11本,中尉をは

じめ火(Y- ㌍鮒の洛/JIWに及んでいます｡

こg沈r〃)J絶後公では､同館の1､州威力を号留で､ ｢J玩W洞本のyr-戯食と邪-｣

というテ一一マでLri t班文化財3件をはじめとする74作U)厳攫きれた准解.汀lと､秀.i.▲

がつくらせたLIL1..(.W)茶利の批己を展示いたします(仁な,LIJHFl.I,作は｢藷人類灘

臥附札i葦北機申し眼Ill化J/lL,ス文略細筆fH ､M･々柑イ　LIIJ ｢色絵令銀盤-7日!t碗j

仙トrr卦をはじめfMJl ib E癖漣楓緑l li),純｣t.戚州側IiHなと澱llllL､ r一芸

品01L(H'‖r.の粒々｡番線よF第0)L削l胤肘叫H浮粋絞jといりた､日本史化を語

るH欠くことのできない炎の駄界がfltrはされた近i蛇いう時代を､たLt F'/)とする

挑みです〉 Jr..】‖tlの牡々をぜひご箆ぎi l･さい

＼ll I ～ )こ術IWl.- y4-1ll'[1Ji
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出品目録

番号　指定　　　作品名　　　　　　　　　　作者.無･様式　　時代　　　　　村質　　　　点敷　落款･印章　　　　　　　その他

1　重要　　洋人奏楽図犀風　　　　　　　　　　桃山時代　　紙本署色　六曲

文化財　　　　　　　　　　　　　　　　　　16世紀　　　　　　　　一双

恥Ij tl

横301 0

2　　　　　南蛮人渡来図解風　　　　　　　　　江戸時代　　統本金地　六曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縦150 3

17世紀　　着色　　一双　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横315 4

3　　　　　楓橘椿蒔絵嬢細洋楯 桃山時代　　　　　　　一合

17世紀

4　　　　　花鳥蒔絵蝶細箪笥 桃山～江戸
時代者り斯
17世紀

5　　　　　草花蒔絵螺細角徳利　　　　　　　桃山時代　　　　　　一口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴径12 0

17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高31 2

6　重要　花唐草七曜FE花クル　　　　　　　桃山時代　　　　　　一合　　　　　　　　　　　　　　　　　　縦410

文化財　ス文螺鍵箱　　　　　　　　　　　17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梼31 2

高118

7　　　　　ウンスンカルタ蒔絵香　　　　　　　江戸時代　　　　　　一合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口径22 1

炉　　　　　　　　　　　　　　　　17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　底径25 7

高100

8　　　　一　色絵花鳥文責物　　伊万里　　　江戸時代　　　　　　一合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴径302

柿右衛門様式17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓋径31 6

総高367

9　　　　　色絵梅樹文水注　　伊万里　　　　江戸時代　　　　　　一口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴径9 3

柿右衛門様式17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総高9 0

長145

10　　　　　色絵栗東文八角鉢　伊万里　　　　江戸時代　　　　　　一口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口径242

柿右衛門様式17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台径127

高76

11　　　　色絵五般船文大平鉢　伊万里　　　　江戸時代

17世紀末～

18世紀初

一日 口径36 5

高台径
205

高90

12　　　　無学祖元墨跡法語　　　　　　　　鎌倉時代　紙本墨書　一幅｢無学｣朱文方印　　　　　　　　　　　縦31.4

13世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横84 7

13　　　　　和歌色紙　　　　　　近衛信ヂ　　江戸時代　彩等墨書　一幅

1 6世紀後期
～ 1 7世紀初

期

20.2×16 8

表装132
6×411

軸長45 4

14　　　　書状　　　　　　　千少庵　　　桃山時代　紙本墨書　一幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　縦172

16-17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横30 6

15　　　　　備前耳付花生 桃山時代
16世紀

一口

16　　　　　独楽香合　　　　　　　　　　　　　東南アジア　　　　　　一合

17世紀

17　　　　　交馳鹿香合 中国明時
代16-17世

紀

18　　　　　黄瀬戸香合　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　　一合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口径6 2

16世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高3 2
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番1,L指定　　作品名　　　　　　　作者･無･様式　時代　　　　材質　　　員数　落款･印章　　　　　その他　　　　　　法泉(cm)

19　　　　古瀬戸肩衝茶人　　　　　　　　室町時代　　　　　一口　　　　　　　　小堀棒十郎箱書　口径3･3

銘入佐山　　　　　　　　　　15世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高6･3

20　　　　黒楽葡押茶碗　　　長次郎　　　桃山時代　　　　　一口　　　　　　　　宗旦･ 7人箱書　　口径1111

16世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高

21重要　色絵金銀菱垂茶碗　野々村仁清　江戸時代17
文化財　　　　　　　　　　　　　　　　　世紀

二ロ｢仁清｣在印 伝来東福門院､土　金口径
井相模守､山澄力　91高8.1
蔵､平瀬亀之助､益　銀口径
田家　　　　　　101高9.

22　　悪霊票彩輪島文肩野々村仁清　琵諾代　　~口　　　　　　　　冨%30

23　　　　色絵牡丹文茶碗　　野々村仁清　江戸時代　　　　　一口　r仁清｣在印　　　　　　　　　　　口径123

17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高7.8

24　　御所丸紺　　　　　芳雷霊代　　　一口　　　　霊牒釆慧吉227

25　　霊歪差使茶碗　　　　謂霊代　　~口　　　　関戸家伝釆　慧吉2i1

26　　　　奥高麗茶碗銘蓬憂　唐津　　　　桃山時代
16世紀後期
～1 7世紀初

期

一口 小堀大勝箱書　　　口径13.9

高90

27　　　　萩筆洗形茶碗銘離　　　　　　　江戸時代　　　　　一口　　　　　　　　　　　　　　　　口径14 7

高92

28　　　　絵唐津芦文水指 桃山時代　　　　　一口　　　　　　　　　　　　　　　　口径9 5

16世紀後期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴径19.7

高175

29　　　　色絵黄葉文水指　　デルフト窯　　オランダ17　　　　-ロ　　　　　　　　　　　　　　　　口径11 0

世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴径13 2

高22.2

30　　　　呉頚赤絵玉取獅子文景徳鎮窯　　中国明時　　　　一口　　　　　　　　　　　　　　　　口径206

鉢　　　　　　　　　　　　　代末期17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高94

世紀

31　祥瑞捨鉢　　景御窯　完菓窟芳　　~口　　　　　　　　完莞129･5

世紀

32　　　　鼠志野草文角鉢　　美濃　　　　桃山時代
16世紀後期
～17世紀初

期

一口 口径16 0

高58

33　　鯛鯛　　　　　莞空177品　　~合　　　　　　　　習雷231 0

34　　竹茶杓共簡　千利休　琵謎琵袋期　｡本　　　　　　　　芸芸2116

35　　竹抑共簡　千道安　琵認諾期　　一本　　　　窒心斎'様々斎箱%007

36　　　　朝顔図扇面　　　伝俵屋宗達　江戸時代　絹本著色一編　　　　　　　　　　　　　　　　縦17･1

17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梼56 6

37　　　　草紙洗小町図　　　尾形光琳　　江戸時代　網本署色　一幅｢道崇｣朱文方印　　　　　　　　　縦290

17世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横31 8
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凄月　指定　　　作品名

38　　　　　軌IJ谷愛蘭図

作者･窯･様式　時代　　　　　材質　　　　月数　落款.印牽　　　　　　その他　　　　　　　法涙(cm)

尾形光琳伊　江戸時代　紙本墨画　一幅｢法橋光琳｣　　　　　　　　　　　縦305

藤東涯賛　18世紀　　　　　　　　｢寂明｣朱文方印　　　　　　　　　横43.8

39　　　　藤蓮楓図　　　　　酒井抱一･　江戸時代　納本着色　三幅｢抱一筆｣(左右)｢倣

19世紀 対　空中斎之図抱一時
真筆｣(中)
｢抱一｣末文方印

(中･左･右)

40　　　　杜鵜画賛　　　　　酒井抱-　　江戸時代　紙本墨画　一幅｢抱一画堰｣

19世紀　　　淡彩

41　　　絵替盆　　　　　　伝尾形光琳　江戸時代　　　　　　五枚

18世紀

｢文詮｣朱文瓢形印

各径22.9

商22

42　　　　色絵菊文向付　　　尾形乾山　　江戸時代　　　　　五客｢乾山｣在銘　　　　　　　　　　　長径16 1

18世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短径7 9

高35

43霊震品色絵桜楓文鉢　仁阿弥道八　話語代　　~口　　　　　　　　完53,221

44　　　　清水寺図犀風　　　　　　　　　桃山時代　紙本署色六曲　　　　　　　　　　　　　　　　縦1520

17世紀初期　　　　　一隻　　　　　　　　　　　　　　　　　横363 0

45　　　　誰ケ袖図犀風　　　　　　　　　江戸時代　紙本金銀六曲　　　　　　　　　　　　　　　　縦1462

17世紀　　地著色　一隻　　　　　　　　　　　　　　　　　　横3630

46　　　　立美人図　　　　懐月堂　　　江戸時代　紙本署色一幅　　　　　　　　　　　　　　　　縦ユ200

1 8世紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横48. 0

47　　　　立美人図　　　　松野親侶　　江戸時代　紙本署色一幅｢拍笑軒蓋春野親倍　　　　　　　　縦860

18世紀　　　　　　　　　圏之｣　　　　　　　　　　　　　横36 4

｢印文未詳｣

48　　　　見立小倉山図(凍亭　宮川長春　　江戸時代　絹本著色　一幅｢日本絵宮川長春

美人図)　　　　　　　　　　18世紀　　　　　　　　　図｣

｢長春之印｣白文方

印

縦956

横385

49　　　　廓の遊楽図　　　　宮lrr長亀　　江戸時代　紙本署色一幅｢日本緒富川長亀　　　　　　　縦537

18世紀　　　　　　　　　書｣　　　　　　　　　　　　　　梼80 8

｢印文末詳｣

50　　　　井手の玉川図　　　鈴木春信　　江戸時代　絹本著色一幅｢鈴木春信画｣　　　　　　　　　縦372

18世紀　　　　　　　　｢春信｣白文方印　　　　　　　　　横57 3

51　　　　見立寒山拾得図　　石川豊信 江戸時代　網本署色　一幅｢石川秀絶豊信圃｣　　　　　　　　縦843

18世紀　　　　　　　　｢石川氏｣朱文方印　　　　　　　　横52 7

｢里僑｣白文方印

52　　　　二美人と供図　　　磯田湖龍斎　江戸時代　絹本著色　一幅｢湖龍斎画｣

18世紀　　　　　　　　　｢正勝之印｣白文方

印

53　　　　男女納涼図　　　　歌川豊広　　江戸時代　絹本著色一幅｢豊磨画｣

18世紀　　　　　　　　　｢一柳粛｣朱文方印

縦95.2

横34 9

縦102.5

横38 5

54　　　　　勝浦図

55　　　　　鵜飼図

司馬江漢　　江戸時代　紙本署色　一幅｢江漢司馬峻罵｣　堀田家伝莱
18世紀

富飾北斎　　江戸時代　網本署色　一幅｢葛飾戴斗筆｣
19世紀初　　　　　　　　｢よしのやま｣朱文方印

552×

86.i

縦968

横36 1

56　　　渡船図　　　　　蹄斎北馬　　江戸時代　紙本署色一幅｢蹄斎｣　　　　　　　　　　　縦530

19世紀　　　　　　　　｢蹄粛｣朱文藻力印　　　　　　　　　横81.6

57　　　浮絵･市村座場内　奥村政信　　江戸時代　大判漆絵一枚｢芝居狂言浮絵根元奥村庭源六版　　縦287

寛保四年　　　　　　　　通塩町印奥村屋　　　　　　　　横422

(1744)頃　　　　　　　　　源六版元｣
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番特　損碇　　　作品名　　　　　　　　　作者･窯･様式　　時代　　　　　材質　　　　月数　落款･印章　　　　　　　その他　　　　　　　　法泉(cm)

58　　　　　と夕貴　　　　　　　奥村政信　　　江戸時代　大々判乃･一枚｢奥村政信図｣

亨保年間　絵　　　　　　｢政信｣｢湯島天神女

(1716-　　　　　　　　　　板之下小松や｣黒文

1736)頃　　　　　　　　　　方印

縦55 3

横29.8

59　　　　新版風流四季の花　鈴木春信　　江戸時代　中判錦絵　四枚｢春信画｣

春　　　　　　　　　　　　　　　明和六年　　　　　　の内

(1769)頃

60　　　　新版風流四季の花　鈴木春信　　江戸時代　中判錦絵　四枚

夏　　　　　　　　　　　　　　　　明和六年　　　　　　の内

(1769)頃

61　　　　坐舗八景手拭掛け帰　鈴木春信　　江戸時代　中判錦絵　四枚

帆(新版風流四季の　　　　　　　明和四～玉　　　　　の内

花秋)　　　　　　　　　　　　　年(1767-

1768)頃

讃岐屋藤兵衛版　　縦28 7

検21 4

讃妖魔藤兵衛版　縦281
横204

縦281

横20 6

62　　　　　坐舗八景塗桶の暮雪　鈴木春信　　江戸時代　　中判錦絵　四枚

(新版風流四季の花　　　　　　　明和四～五　　　　　の内

冬)　　　　　　　　　　　　　　　年(1767-

1768)頃

縦28.1

横206

621　　　新版風流四季の花　鈴木春信　　江戸時代　中判錦絵　一袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　縦333

袋　　　　　　　　　　　　　　　明和六年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横46 5

(1769)頃

63　　　　三世大谷広次の大星　勝川春章　　江戸時代　細判錦絵　一枚｢春草画｣　　　　　　　　　　　　縦32.6

由良之助　　　　　　　　　　　　安永三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横15 0

(1774)

64　　　　初世瀬川雄次郎のお　勝川春草　　江戸時代　細判錦絵　一枚｢春章画｣　　　　　　　　　　　　縦335

軽　　　　　　　　　　　　　　安永三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横14 7

(1774)

65　　　　四世松本幸四郎の山　東洲斎写楽　江戸時代　大判錦絵　一枚｢東洲爾葛楽画｣　蔦屋重三郎版　　縦360

谷の肴慶五郎兵衛　　　　　　　　寛政六年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横24 1

(1794)

66　　　　名所腰掛八景　　　喜多川歌麿　江戸時代　大判錦絵　一枚｢苛麿筆｣　　　　江崎屋版　　　　縦376

寛政八年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横24 2

(1796)頃

67　　　　婦人相学拾鉢臼を　喜多川歌麿　江戸時代　大判錦絵　一枚　観相歌麿此の相い　山城屋藤右衛門版　縦38.4

ひく女　　　　　　　　　　　　　　宇和元年

(1801)頃

たっておとなしきうまれ

つきにて人さうよく万事

かいがいしき事娘にま

れなり

横259

68　　　　七世市川困十部の三　歌川豊国　　江戸時代　大判錦絵　一枚｢皇国画｣　　　　　　　　　　　　縦370

浦荒男之助　　　　　　　　　　　文化九年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横25 8

(1812)

69　　　　諸国名梼奇覧飛越　葛飾北斎　　江戸時代

の堺つりはし　　　　　　　　　　　天保四～五

年(1833-

34)

大判錦絵　一枚｢前北斎為一筆｣　西村屋与八版　　縦259
横384

70　　　　岐阻街道奈良井宿名　渓育英泉　　江戸時代　大判錦絵一枚｢英鼻面｣　　　　保永堂竹内孫八版　縦217

産店之図三十五　　　　　　　　　天保中期頃

71

TZ

東海道五十三次之内　歌川広重　　江戸時代　大判餅絵　一枚｢廉童画｣
(保永萱版)箱根湖　　　　　　　天保三～四　　　　　　　｢保永｣｢堂｣印

水圏　　　　　　　　　　　　　　年(1832-

33)

東海道五十三次之内　歌川広重　　江戸時代　大判錦絵　一枚｢広東画｣
(保永堂版)蒲原夜　　　　　　　天保三～四　　　　　　　｢竹内｣朱文円印

之雪　　　　　　　　　　　　　　年(1832-

33)

保永堂竹内孫八版　縦227
横35.3

保永覚竹内孫八版　縦225
横35.2
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番ぢ　指定　　作品名　　　　　　　　作者･窯･様式　時代　　　　材質　　　段数　落款･印章

73　　　　東海道五十三次之内　歌川広重　　江戸時代　大判錦絵　一枚｢贋童画｣

(保永堂版)四日市　　　　　　　天保三～四　　　　　　　｢保永堂｣印

三豊川　　　　　　　　　　　　　　年(1832-

33)

74　　　　東海道五十三次之内　歌川広重　　江戸時代　大判錦絵　一枚　r広蚤画｣

(保永堂版)庄野
白雨

天保三～四　　　　　　　｢保永堂樟｣

午(1832-

33)

75　　　　　東海道五十三次之内　歌川広豊

(行嘗版)沼津

江戸時代　大判錦絵　一枚｢広重画｣

保永堂竹内孫八放　縦226
横34.9

保永堂竹内孫八版　縦224
横34 6

江崎崖辰蔵.江崎　縦201

天保後期　　　　　　　　｢-立斎｣白文方印　屋吉兵衛版　　　横31 9

(1830-

1844)

76　　　　東海道五十三次之内　歌川広重　　江戸時代　大判錦絵　一枚｢広重画｣
(行香賑)御油　　　　　　　　　　　天保後期

(1830--

1844)

江崎犀辰蔵･江崎　縦198
足首兵衛版　　　　横31 6

77　　　　東海道五十三次之内　歌川広重　　江戸時代　大判錦絵　一枚｢広一童画｣

(行者版)石薬師　　　　　　　　　　天保後期

(1830-

1844)

江崎屋辰蔵･江崎　縦197
屋吉兵衛版　　　　横31.8

78　　驚妄言次之内歌川広重　笑F-詔謡　大判錦絵~枚｢広重画｣　諾票諾●江崎琵圭冒喜

(1830-

1844)

79　　讐慧禁書版'五十歌川広重　芸宴琵篇　大判錦絵~枚｢広重画｣　丸尾清次郎版　笠…王喜

(1848-54)

80　　芸濃学課書歌川広重　妄語芸　大判錦絵~枚｢広重画｣　丸屋清次郎版　芸…去5,

(1848-54)

81　芸濃苧姦儒者歌川広重　墓夏芸謡　大判錦絵~枚｢広重画｣　丸屋清次郎版　琵三三三

(1848-54)

82　　悪賢さ貸賃"喜歌川広重　墓F認諾　大判錦絵~枚｢広重画｣　丸屋清次郎版　笠…三雲

京　　　　　　　　　　　　　　　(1848-54)

83　　至七議雲型5喜歌川広重　誓言年　大判錦絵一枚｢広重筆｣　蔦屋青蔵版　霊芝喜

84　　葦三毛要語悪習霊歌川広重　苦慧云年　大判錦絵一枚｢広重筆｣　蔦屋吉蔵版　芸…芸.芋

行の図

85　　　　五十三次名所図会　歌川広重　　安政二年　大判錦絵　一枚｢広重筆｣

十二三嶋三嶋大明
神-の鳥居

86　　　　　五十三次名所図会　歌川広重

十四原附し鷹山不
二眺望

87

(1855)

鳥屋吉蔵版　　　　縦34 4

横22.7

安政二年　大判錦絵　一枚｢広重筆｣
(1855)

名所江戸百景亀戸　歌川広重
梅屋舗

88　　　　　名所江戸前景利根　歌川広重

川パラパラ松

89

江戸時代　大判錦絵　一枚　鹿壁査
安政三～五　百十八枚
辛(1856-　揃の内

58)

高屋吉蔵版

魚屋栄吉版

縦350

横22.6

縦30 6

横205

江戸時代　大判錦絵　一枚｢広重画｣
安政三～五　百十八枚
年(1856-　揃の内

58)

魚屋栄吉版 縦30 4

横204

六十余州名所図会　歌川広東　　　江戸時代　大判錦絵　一枚｢広重筆｣　　　　　越村屋平助版　　縦341

播磨舞子浜　　　　　　　　　　　安政三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横22 8

(1856)三月
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(3)第63回特別展

夏休み子ども博物館

コメはじめ物語

･内　　容/

日本においてコメつくりの始まる前後(縄文時代から弥生時代)において､生活や社会の仕組み
がどのように変化して､現在の生活に引き継がれているのかを紹介するとともに､最新の自然科学

的な調査からえられたデーターなども紹介した｡また､はぎ取り資料や､出土品をもとに復元した

木製品や石器などを利用した体験コーナーを設けることにより､臨場感のある弥生時代のくらしを
復元し､児童･生徒を対象とした親しみやすい内容の企画とした｡

テーマは3部で構成し､各コーナーにビデオや体験コーナーを設けて､歴史を身近に感じること

ができるような展示とした｡
･会　期/平成10年7月11日(土) ～平成10年8月30日(目)

ノ′＼

ニ=

主

場/南蛮美術館室
催/神戸市立博物館･朝日新聞社

･後　援/神戸市北農業協同組合･神戸市西農業協同組合
･協　　賛/(財)伊藤文化財団

･入館料/ (当日･一般) 600円

･開催日数/44日間

･入館者数/9, 503人

･出品点数/約450点

･関連イベント

①7月25日(土)

｢博物館たんけん隊｣ :小学校3 ･ 4年生を対象として､博物館の舞台裏を探検する｡

②7月29日(水) ･8月6日(木)

｢歴史たんけん隊｣ :小学校5 ･ 6年生と中学生を対象として､博物館や市内の遺跡を探検す
る｡ (伽神戸市スポーツ教育公社との共催)

③7月31日(金) ･8月1日(土) 〔成形〕､ 8月8日(土) 〔焼成〕

｢土器つくり教室｣ :小学校5 ･ 6年生と中学生を対象として､土器つくりから土器焼きまで
を体験｡

④夏休み中の土曜日
｢なぜなぜコーナー｣ :小学校5 ･ 6年生と中学生を対象にして､歴史に関する質問を受け付

ける｡

･同時開催/

古地図と絵解き展
神戸･淡路･鳴門　近世の画家たち

いずれも平成10年7月11日(土) ～平成10年8月30日(日)
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コメはじめ物語
-一書ょうはみんなで弥生人Jトー

縄文時代から弥生時代への最も大きな変化は､コメが水既で作られるように
なったことです｡ 2000年以上たった現在でも､食事a)基本がコメであるこ

とからも､その影響の大きさを知ることができます｡このようなコメ作りの
歴史を､次の3つのコーナーから構成してみていくことにします.

⑳コメを作るまえ(縄文時代)のくらし

浄コメを作りはじめてから(弥生時代)のくらし

コメを作りはじめてかわったこと

萄みぞ､書いて､やってみて､宅もわたしも弥生人
ク- -写異やイラストがいっぱいの楽しいガイドブック

用意しています｡ (無料)
-I-･みなさんの質問にお答えします｡

展尭会の展示を通して､歴史や古地図について
てみ蒙しよう.(葺休み中の全土晦日午前1 1時～12

午後2時～3時)

弥生人の気分を味わって

-イJO十f

1.博物簸たんけん弾

07月25日(土〕午前10時～午前11時30分

ぼ格好の舞台&春原静I
･小学校3､4年生(30名)を募集

･参加費200円

2.歴史たんけん鮮

OA　7月298(水〕午後1時30分～午後5時

08　8月6E]〔木〕午後1時30分～午後5時

fg物産や市内の舶凌腰併/
･小学校5､6年生･中学生(A I Bとも30名)

をEjEB

･参加費500円

企画展

3.土器つくり教皇

0成形:A　7月31日〔金〕午後1時30分～午後4時
E3　8月1 E]〔土〕午後1時30分～午後4時

土ガつくLJから土巌横着まで呑舟戯!
土桝夢のとき(..一赤米の#倉会も轟tj I

･小学校5､6年生･中学生(A , Bとも30名)を募集

･拳加声2500円

r申し込み方法-~-----一一~-I-~ --~~｢
いずれも往徴まかきで､お申し込みください｡

∃住臥氏名､耶駅,学校名､学年､イベi
l　ント名､希望日(Are)を必ず記入の上､神戸
1市立博物館内､各イベント係まで.しめ切り
:は､いずれも7月15日(求)まで｡

古地図と絵解き展

オルチリウス　世界抱囲1587年
400年前の探雛成果机1つぼい｡雨に広がる藻地は伺だろう

●入放料

当日　　　　納　　　　郎

一　般　　600円　　500円　　45岬

粛弥自席(淑書削白帆骨増野　個人鼓

串団体は30名以上です｡

*前売券臥当銀券売軌チケットぴあなとそ時弊瓜なれますb
76大生　400円　350円　300円　*蒜音義あ才三1品福祉事破帽人碍祉手帳)を蒜あらの方は.

小中生　1 50円　180円　100円　　シルバー料金(半切)でごGJJF馴こなれますV (夢院が必野です｡)

女王権藤剛健(大阪府立弥生文化個物侃)
卑弥呼のファッション妊寺見てもおしゃれだよ

神戸･･;策務･鳴門
近世の画家たち

~~~. _一■l-r･･.

斎藤省串(神戸)　　渦田乗虎(明石)　　酒井拘- (娠庵)

黒田泊庵(淡路)　　三谷東革(尼時き　　　烏　琴陵(姫塵)

僧　黙庵(淡路)　　鈴木芙蓉(徳島)　　千葉鶴卜(赤穂)

白川芝Lu (淡路)　　酒井宗雅(姫騰)　　長安頼侶(赤曙)

あなたのふるさとで活躍していTt江戸時代の画家たち

を発掘します｡郷土の美術史に131判る企画展ですo

(会期中､展示轡があります｡)

中神芦市立博物館
下680 -08

神戸市中央区宗田24番



特別展　夏休み子ども博物庶　コメはじめ物語

〔出品目録】

資　料　名　　　　　　　　　　　　　　員数　　時　代　　　　所蔵機関

1　コメをつくる前(縄文時代)のくらし

滋賀県粟津湖底遺跡貝層は書取りパネル

滋賀県粟津湖底遺跡出土員矩

滋賀県粟津湖底遺跡出土獣骨類

滋賀県粟津湖底遺跡出土糞石
滋賀県粟津湖底追跡出土土器(深鉢)

滋賀県粟津湖底遺跡出土石鉾･石鍵･石匙

滋賀県粟津湖底追跡出骨製品(刺突具･ヤス)

兵庫県佃遺跡出土石器(石皿･磨石)

神戸市本庄町遺跡ドングリピットは書取り

岡山県南港手遺跡出土籾痕土器
岡山県南港手遺跡出土打製石鍬･石包丁状石器

2.コメをつくりはじめてから(弥生時代)のくらし

赤米･白米･黒米･インディカ

稲穂･籾(赤米･白米･黒米)

大阪市長原遺跡出土土器(壷･深鉢･浅鉢･鉢)

大阪市長原遺跡出土土器(樹痕土器)

大阪市長原遺跡出土土器(土偶)

木製鋤･鍬･三叉鍬(復元)

木製鋤･鍬(複製)

木製日･杵(復元)

木製臼･杵(復元)

木製杵(復元)

神戸市玉津田中遺跡出土鋤･鍬･又鍬･泥除

神戸市玉津田中遺跡出土鋤･鍬･柄
神戸市新方遺跡出土鍬
岡山県百聞川原尾島遺跡出土鉄製鋤先

神戸市郡家追跡稲株はき取り〔参考出品〕

神戸市玉津田中遺跡出土石包丁

神戸市居住･小山遺跡出土大型石包丁
神戸市玉津田中遺跡出土木包丁
神戸市玉津田中遺跡出土白
神戸市玉津田中遺跡出土杵
神戸市宅原遺跡出土臼

奈良県唐古･鍵遺跡出土炭化米

奈良県唐古.鍵遺跡出土炭化籾

奈良県唐音.鍵遺跡出土稲東

神戸市桜ケ丘4号銅鐸〔国宝〕
神戸市桜ケ丘5号銅鐸〔国宝〕
伝香川県出土銅鐸(複製)

谷文晃旧蔵銅鐸(復元)

岡山県上乗遺跡出土蛮

神戸市大開遺跡出土襲･蓋

弥生土器復元嚢

神戸市玉津田中遺跡出土木製杓子･木製匙･容器

神戸市宅原遺跡出土へラ

大阪府高宮^丁遺跡ドングリピyト(切り取り)

大阪府高宮八丁遺跡ドングリ

神戸市戎町遺跡出土トチの実

奈良県唐古･鍵遺跡出土動物遺体
奈良県唐音･鍵追跡出土植物遺体
岡山県上乗遺跡出土嚢
奈良県唐古･鍵追跡出土壷

岡山県南薄手遺跡出土蛮

岡山県南港手遺跡出土エゴマ

神戸市玉津田中遺跡出土イイダコ壷

卑弥呼の食事(復元)

3点　　縄文時代中期
一括　　縄文時代中期

一括　　縄文時代中期

3点　　縄文時代中期

3点　　縄文時代中期

19点　　縄文時代中期

7点　　縄文時代中期

2点　　縄文時代後期

1点　　縄文時代後期

1点　　縄文時代後期

5点　　縄文時代後期

一括

一括

滋賀県教育委員会
滋賀県教育委員会
滋賀県教育委員会
滋賀県教育委員会
滋賀県教育委員会

滋賀県教育委員会
滋賀県教育委員会

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

兵庫県教育委貞会埋蔵文化財調査事務所

岡山県古代吉備文化財センター

岡山県古代吉備文化財センター

神戸市立博物館

神戸市教育委員会

1点　　縄文時代晩期　　　大阪市教育委員会

2点　　縄文時代晩期　　　大阪市教育委員会

2点　　縄文時代晩期　　　大阪市教育委員会

3点　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館

2点　　　　　　　　　　　神戸市立博物館

2点　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館

5点　　　　　　　　　　神戸市教育委員会

1点　　　　　　　　　　神戸市立博物館

4点　弥生時代中期　　兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

3点　　弥生時代後期　　　神戸市教育委旦会

1点　　弥生時代中期　　　神戸市教育委員会

1点　　弥生時代後期　　　岡山県古代吉備文化財センター

1点　　古墳時代中期　　　神戸市教育委員会

5点　弥生時代中期　　兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

1点　　弥生時代中期　　　神戸市教育委鼻会

2点　弥生時代中期　　兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

1点　弥生時代中期　　兵庫県教育委呈会埋蔵文化財調査事務所

2点　弥生時代中期　　兵庫県教育委真金埋蔵文化財調査事務所

1点　　弥生時代後期　　　神戸市教育委員会
一括　弥生時代中期　　田原本町教育委員会

3点　弥生時代中期　　田原本町教育委員会
一括　　弥生時代中期　　　田原本町教育委員会

1点　　弥生時代中期　　　神戸市立博物館

1点　　弥生時代中期　　　神戸市立博物館

1点　　弥生時代中期　　　神戸市立博物館

1点　　弥生時代中期　　　銅鐸博物館

2点　　弥生時代後期　　　岡山県古代吉備文化財センター

4点　　弥生時代前期　　　神戸市教育委員会

1点　　　　　　　　　　神戸市教育委員会

5点　弥生時代中期　　兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

1点　　弥生時代後期　　　神戸市教育委員会

1点　　弥生時代前期　　　寝屋川市教育委員会
一括　　弥生時代前期　　　寝屋川市教育委員会

一括　弥生時代前期　　神戸市教育委畠会

一括　弥生時代中期　　　EEl原本町教育委員会

一括　弥生時代中期　　　田原本町教育委員会

l点　弥生時代後期　　岡山県古代吉備文化財センター

1点　弥生時代中期　　田原本町教育委員会

1点　弥生時代中期　　岡山県古代吉備文化財センター
一括　弥生時代中期　　岡山県古代吉備文化財センター

3点　弥生時代中期　　兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所
一式　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館
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3.コメ作りを始めてかわったこと

石嫉
神戸市伯母野山遺跡出土石鍍
神戸市伯母野山遺跡出土鉄鎌
神戸市新方遺跡出土銅鏡

石斧
神戸市伯母野山遺跡出土石斧
神戸市伯母野山遺跡出土板状鉄斧
神戸市伯母野山遺跡出土柱状片刃石斧
神戸市新方遺跡出土袋状鉄斧

石斧･板状鉄斧(復元)

神戸市桜ケ丘1号飼犬〔国宝〕
神戸市青谷遺跡出土石尤

神戸市玉津EE]中遺跡出土木犬

兵庫県古津路遺跡出土銅剣(複製)

伝垂水出土右剣(複製)

神戸市玉津田中追跡出土木剣
卑弥呼像･侍女像(復元)

栄永大治良作｢女王卑弥呼｣

大開遺跡復元模型

福岡県｢漠委奴国王｣金印(複製)

｢三国志｣ (現志倭人伝)

兵庫県田能遺跡出土碧玉製管玉
神戸市西戎女塚古墳出土三角縁神獣鏡( 9号鏡)
三角縁神獣鏡(復元)

〔写真資料〕
1　コメを作る前(縄文時代)のくらし

縄文ムラのくらし一秋の1日一

滋賀県粟津湖底追跡遠景

滋賀県粟津湖底遺跡貝塚

兵庫県佃遼跡ドングリピット

青森県三内丸山遺跡全景
三内丸山追跡復元集落

青森県縄文ポシェットとクルミ

青森県三内丸山遺跡クルミ出土状況

青森県三内丸山遺跡クリのDNA

岡山県南港手遺跡出土稲のプラント･オパール

岡山県南港手遺跡出土の穀物プラント･オパール

2.コメを作りはじめてから(弥生時代)のくらし

いろいろな米

佐賀県粟畑遺跡出土水田
佐賀県菜畑遺跡復元ジオラマ

青森県垂柳遺跡出土水田
神戸市戎町遺跡出土水田
神戸市玉津田中遺跡集落復元ジオラマ

春の水田風景

秋の水田風景

春の水田風景(部分)

秋の水田風景(部分)

岡山県古間川原尾島遺跡出土水田稲株
雑穀をいれた壷

岡山県南清手遺跡エゴマを入れた牽出土状況

安芸早穂子作｢銅鐸の祭場(復元)｣ (金閑恕監修)

3　コメ作りを始めてかわったこと

田能遺跡16号木棺墓管玉出土状況

神戸市大開遺跡環濠集落航空写真

福岡市坂村遺跡環濠集落復元･集落
佐賀県吉野ヶ里遺跡環濠集落･復元集落

卑弥呼の館(復元)

点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点冊点点点551122211211-ll-2111-0011

3

縄文時代　　　　　神戸市立博物館

弥生時代中期　　　神戸市立博物館

弥生時代中期　　　神戸市立博物館

弥生時代中期　　　神戸市教育委員会

縄文時代　　　　　神戸市立博物館

弥生時代中期　　　神戸市立博物館

弥生時代中期　　　神戸市立博物館

弥生時代中期　　　神戸市立博物館

弥生時代中期　　　神戸市教育委員会

弥生時代中期
弥生時代中期

弥生時代中期
弥生時代中期
弥生時代中期
弥生時代中期

大阪府立弥生文化博物館

神戸市立博物館

個人蔵

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

神戸市立博物館

神戸市立博物館

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

大阪府立弥生文化博物館

大阪府立弥生文化博物館

神戸市立兵庫大開小学校

弥生時代後期　　　名古屋市博物館

神戸市立中央図書館

弥生時代中期　　　尼崎市教育委員会

古墳時代前期　　　神戸市教育委員会

個人蔵

1点　　縄文時代中期　　　十日町市博物館捷供

1点　　縄文時代中期　　　滋賀県教育委員会提供

1点　　縄文時代中期　　　滋賀県教育委員会提供

1点　　縄文時代後期　　　兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所提供

1点　　縄文時代前期　　　青森県教育庁提供

1点　　縄文時代前期　　　青森県教育庁提供

1点　　縄文時代前期　　　青森県教育庁提供

1点　　縄文時代前期　　　青森県教育庁提供

1点　　縄文時代前期　　　佐藤洋一郎氏提供

1点　　縄文時代後期　　　岡山県古代吉備文化財センター提供

4点　　縄文時代後期　　　岡山県古代吉備文化財センター提供

1点　　　　　　　　　　　佐藤洋一郎氏提供

1点　　弥生時代前期　　　唐津市教育委員会提供

1点　　　　　　　　　　　唐津市教育委員会提供

1点　　弥生時代中期　　　青森県埋蔵文化財調査センター提供

1点　　弥生時代前期　　　神戸市教育委貞会提供

1点　　弥生時代中期　　　兵庫県立歴史博物館提供

1点　　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館提供

1点　　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館提供

4点　　　　　　　　　　　大阪府=立弥生文化博物館提供

4点　　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館提供

1点　　弥生時代後期　　　岡山県古代吉備文化財センター提供

1点　　弥生時代中期　　　EEf原本町教育重点会提供

1点　　弥生時代中期　　　岡山県古代吉備文化財センター提供

1点　　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館提供

1点　　弥生時代中期　　　尼崎市教育委貞会提供

1点　　弥生時代前期　　　神戸市教育委員会提供

2点　　弥生時代前期　　　福岡市教育委員会提供

2点　　弥生時代中期　　　佐賀県教育委員会提供

1点　　　　　　　　　　　大阪府立弥生文化博物館提供



(4)第64回特別展

有　馬　の　名　宝

一蘇生と遊興の文化一

･内　　容/

日本最古の歴史を誇る有馬温泉には､古来から多くの人々が訪れ､豊かな文化が育まれてきた｡

古代･中世では行基･仁西などの高僧が温泉の発展に尽力し､それとともに縁起･蘇生譜などが生

まれ､信仰と結びっいて温泉の効能が広がった｡

近年の発掘調査では有馬と太閤秀吉との強い結びっ善が注目されている｡秀吉は有馬温泉に何度

も足を運び､千利休とともに茶会を催し､また慶長大地震で被災した有馬温泉の復興事業にも着手

している｡江戸時代以降､文人墨客をはじめ多彩な湯治客が訪れ､有馬に関する多くの案内書など

が出版された｡

本展では有馬の歴史と文化を､秀吉と有馬とのつながりを中心に､里帰りの資料､有馬を訪れた

人々の資料なども交えて紹介したo
･会　　期/平成10年9月26日(土) ～11月8日(日)

･会　　場/南蛮美術館室･特別展示室2

･主　　催/神戸市立博物館･文化庁･神戸新聞社･サンテレビジョン･AM神戸

･後　　援/NHK神戸放送局･ ㈲神戸国際観光協会

･協　　賛/(財)みどり銀行文化振興財団･有馬温泉協観光会･有馬温泉旅館組合･神戸電鉄(秩)

(社)神戸市老人クラブ連合会･神戸市北区連合自治協議会
･入館料/ (当日･一般) 800円

･開催日数/38日

･入念官者数/10, 986人

･出品点数/162点

･講演会/会場　当館地階講堂

10月17日(土)午後2時～

渡辺　武(大阪城天守閣館長) ｢秀吉と有馬｣

･関連事業/有馬デー10月11日(日) ･10月25日(日)

有馬寵の製作実演や有馬温泉の食事ご招待券の抽選会など
･同時開催/企画展　　　南蛮美術名品展　9月26日(土)～11月8日(日)

ギャラリー　山下摩起展　　　9月26日(土)～11月19日(木)

-二二1-
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明治時代の有馬市街相木名所写束帳1 3　恥rrr) 1'l岬物舛　　山海見立相撲摂津有馬山　　代歌Ill1!.L求鮒　剛l小L,付物鮒　　　有馬茶会紀　落鈎芙術秤

u本長かlt'の腺史を誇る有栴温泉には､古来から多くの人々

が訪れ､幾かな文化が潜まれてきましたo tF]一代･ *牡では､

行兆.イ瀬などのl鴇僧が弧泉の発観に尽ノJLました′′

近年の発桝舶瀬で､有鵜と人閥務缶との幼い結びつきがは

uされていますn秀吉ほれ馴鼠泉に何度も超を選び､ l一利

休とともに茶会を催し､また療鐙大地)itjiで被災したLlA.晦脱

泉の復興Lf】菜にも弟1--していますヶ,

本地では､有馬の撫liLと文才ヒを､秀ll]と有鵜とのつながり

を中心に,甲解りの婆f札有馬を.挑'itた人々の資料なども

交えて射号介します､ノ

@
南蛮美術名品展　■■コgS削コq日■■

山　下摩　菱萱芋襲　078･332･7810

10月17日(土)午後2時～　地相講堂

大阪城天守髄館長　渡辺　武｢秀吉と有馬3

10月11日(臼) ･10月25日(日)

有馬髄の制作実演や､有馬温泉の食事ご招待券

の抽選会など

入曲筆l　　　　当日　　　　　机苑　　　　　EiE体　i

章

一　他　　800円　　700円　　600円

高大生　　550円　　450円　　400円

*前売券は､当幹妙亮所､チケットぴあなどでお求めになれますや

*神戸而のすこやガ､1高批宇l良(宅人絹壮挙格)をお持ちの方は,

シルバー料金(革Bil)でご利用に容れます. (亭鎚が必群です｡)

小中生　300円　200円150円　や神戸市立博物館

*因体は30名以上です｡
.*,a.～.▲ I.,.血瓜也1., _一. ,ゼ一..､L,_一山.._,_▲ーJ_血_　　　　〒850-0034

神戸市中央区京町24番地
TEL O78･3gl･0035
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2　天下人OJu

(1)秀吉の有溌再沸

き臣秀吉は有薦澄泉に何度も

わ.くつろいだ時親を楽しみi温

泉の改修職の改造にあたりまし

た｡近年や秀吉の御殿ではなも1か

という遠藤が注8されてい

NB7　薬師如来坐億　　　重文　碍源寺蔽



(2) T■○事B

親し1たr有馬姦多才

有力者が列席し､辞

No,158南山寿固　森琴石筆

中の坊載

3　5I治と道外(2き名所へのいざない

多数出版された有馬の本にいざをわれて58治等が噂えま

す与また､有馬でもこれらを#集♭なおしてた<さんの茶内

M9　有馬兼勝田　神戸市立湘虎載

3　■治とJIl (3)阜tとt光

弔鬼になると､洋館が出来､各旅

館の蟹缶も活発となりました｡交通

権親の発達とともに傑兼や観光で有

馬を訪れる人々が増えて兼

有馬市街(FEl奉名所等東銀り)神戸市立博物館載

3　jI瀬と遜gg (4)有烏と鉢革人たち

背鞄はl神戸･大飯の外蛮人居留地に近

かったため､外直人が避暑や頼光に折れ

るようになります｡外国人向けのホテル

や茶店が建てられました｡

4　有Jtが生んだ茎衝簾

中の坊出身の森琴石は.幼くして有馬を離

れましたが.南西南画叫の患鉄となりまし

言霊たoまた下大坊出身の山下摩道は. r異色め
日本画｣と評される創作湧動を続けました｡

横浜開港貸料館載



特別展｢有馬の名宝-蘇生と遊興の文化-｣展示替一覧表

出品 番号 偬�倬�{�����"�9月10月 26日4日 ��6日日日 ��13日18日 ��20825日 ��11月 27日一日 ��388日 

(土)(R) �(火)く日) �(火)(日) �(火)(臼) �(火)(日) �(班)(日) 

1 �y�)9����ｹ�78ﾙ�zyH饂渥���� �� �� �� �� �� 

3 冖ｹ7����hｴﾂ��I��9���� �� �� �� �� �� 

4 冖ｹ7����hｴﾂ�ﾘ)J�4�ｪ���� �� �� �� �� �� 

5 �y�)9偖ｩ�ﾙo)Eﾈ��ﾌ��ｷｹ>�*�YIN�I��� �� �� �� �� �� 

川 �y�(鮑ｪ���*��孳�(鮖��� �� �� �� �� �� 

ll �y�(鮑ｪ���*����Y�ｹ��� �� �� �� �� �� 

16 凉h��^ﾈ臺zy�ﾂ�ﾌ)�ﾉ��� �� ��～10/15 �� �� �� 

22 ��Xｼ����ﾈ､y6���)Yﾒ�}�ﾆｸ鮖��� �� �� �� �� �� 

22 ��Y����ﾈ､y6�2紵Yﾒ�}�ﾆｸ鮖��� �� �� �� �� �� 

29 �')68自��9刋������2�(h,ﾉei��� �� �� �� �� �� 

30 ��I69�ﾙ+y�ﾂ因Iwi[h嶌ﾞ�����ｸ點zyH饂渥���� �� �� �� �� �� 

32■ 囘ﾉ�(�ｶx柯ﾖR因Iwi[h嶌ﾞ���借唳Oﾈ��ｭ���� �� �� �� �� �� 

33 囘ﾉ�(�ｶy�ﾂ因Iwi[h嶌ﾞ���ﾘ)�H鮖��� �� �� �� �� �� 

34 囘ﾉ�(�ｶy�ﾂ��隶磯ｹ��� �� �� �� �� �� 

35 俘)�H����因Iwi[h嶌ﾞ���ﾘ)�H鮖��� �� �� �� �� �� 

36 傴ﾈ,ﾈｭｹ6��ﾂ��隶�9���� �� �� �� �� �� 

42 囘ﾉ�(�ｶx齷Tﾘ���2�,ｸ誼��ﾔ��Oﾈ��ｭ���� �� �� �� �� �� 

46 冲ﾉF�(8檍ｴﾂ�ﾍﾉ8yOﾈ��ｭ���� �� �� �� �� �� 

47 冲ﾉF�(8檍ｴﾂ���Y�ｹ��� �� �� �� �� �� 

52 傅ﾉg�8�)�ﾂ�Uｩd����� �� ��◆ー �� ��■ー �� 

53 傅ﾉg�8�)�ﾂ�ﾌｩ������� �� �� ��◆ー �� �� 

67 冲ﾉF�9(��?ｨｴﾂ�ｷｹ>�*�4��ﾅ9��� �� �� �� �� �� 

68 冲ﾉF�9(��?ｨｴﾂ�ｷｹ>�*�4�ﾜ闇9��� �� �� �� �� �� 

69 冲ﾉF�9(��Vｨｴﾂ�ｷｹ>�*�4��YI��� �� �� �� �� �� 

139 伜)�X���ﾌ)�ﾉ���I一° �� �� �� �� �� -10/15 

<　　iは資料の展示期間を示していますo都合により変更になる場合があります｡
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特別展

有馬の名宝　一蘇生と遊興の文化一
出品目録

No.　　　資　料　名　　　　　　　　　　作　者　　　　　時　　代　　　　　　　　　所　　　蔵

1.湯治と蘇生

(1)縁起と勧進

1　　　温泉寺縁起 室町時代　　　　　　　　　京都国立博物館蔵

2　　　　有馬温泉寺縁起絵巻　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　　　　兵庫県立歴史博物館蔵

3　　　　冥土蘇生記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室町時代　　　　　　　　　清澄寺蔵

4　　　　冥土蘇生記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　　　　　龍雲院蔵

5　　　　温泉山住僧薬能記　　　　　　　　　　　　　　　　弘安2年(1279)写　　　　宮内庁書陵部蔵

6　　　　金鋼板製経箱　　　　　　　　　　　　　　　　　文永8年(1271)錯　　　個人蔵

(参考図版) ●黒漆厨子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安時代後期　　　　　　温泉寺蔵

7　　　●薬師如来坐像　　　　　　　　　　　　　　　　　　応徳2年(1085)　　　　　福源寺蔵

8　　　0善慧上人絵伝　巻第4　　　　　　　　　　　　　享禄4年(1531)　　　　浄橋寺蔵

9　　　　夢中顕現太子量嘉羅図　　　　　　　　　　　　　室町時代　　　　　　　　西照寺蔵

10　　　　温泉寺勧進帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　享禄2年(1529)編　　　　温泉寺蔵

11　　　温泉寺勧進帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　享禄2年編　　　　　　　　善福寺蔵

天正14年(1586)写

12　　　本堂再建薬師化縁万人講募集録　　　　　　　　　元禄9年(1696)　　　　温泉寺蔵

13　　　摂州有馬常喜山温泉寺火後記　　月淳道澄　　　　元禄10年(1697)　　　　温泉寺蔵

14　　　有馬温泉寺之絵図　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　　　　温泉寺蔵

15　　　有馬温泉寺絵図　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　　　　神戸市立博物館蔵

(2)信仰と宝物

16　　　　観音菩薩立像(伝有馬清水観音堂)

17　　　●聖徳太子立像(南無仏太子像)

18　　　●波夷羅大将立像

19　　　●熊野量茶羅

20　　　0釈迦十六善神図

21　　　黄葉版大般若経

巻第28 ･巻第212 ･巻第235

個人蔵

善福寺蔵

温泉寺蔵

湯泉神社蔵

龍雲院蔵

龍雲院蔵

白鳳～天平時代

鎌倉時代後期

室町時代

鎌倉時代

鎌倉時代
ti工戸時代

22　　　親鷲聖人絵伝　　　　　　　　　　　　　　　　　貞享5午(1688)　　　　林渓寺蔵

23　　　三輪神社図　　　　　　　　　狩野永納筆　　　　tI:戸時代前期　　　　　　湯泉神社蔵

24　　　隈元隆埼像　　　　　　　　　木村徳翁筆　　　江戸時代前期　　　　　　兵庫県立歴史博物館蔵

隠元自賛

25　　　悦山道宗像　　　　　　　　　元高等　　　　　江戸時代前期　　　　　　個人蔵

悦峯道草賛

26　　JL､月元昇像　　　　　　　　　独文方柄賛　　　江戸時代前期　　　　　　兵庫県立歴史博物館蔵

27　　　慈心坊尊意像　　　　　　　　木村徳翁筆　　　江戸時代前期　　　　　　兵庫県立歴史博物館蔵

慧林性機賛

28　　　両宝童真･聖徳太子像　　　　梅嶺道雪賛　　　江戸時代前期　　　　　　善福寺蔵
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2.天下人の風流

(1)秀吉の有馬再興

29　　　池田一族等連署書状　　　　　　　　　　　　　　元亀元年(1570)カ　　　　中の妨蔵

30　　●織田信長俊　　　　　　　　　吉渓宗陳賛　　　天正11年(1583)　　　　神戸市立博物館蔵

31　　　織田信長禁制(湯山宛)　　　　　　　　　　　　天正8年(1580)　　　　大阪城天守閣蔵

32　　●豊臣秀吉像画稿　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　　　　逸翁美術館歳

33　　●豊臣秀吉像　　　　　　　　　南化玄興賛　　　慶長3年(1598)　　　　高台寺蔵

34　　　豊臣秀吉像　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　　　　誓願寺蔵

35　　　●高台院像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　　　　高台寺蔵

36　　　松の丸殿像　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　　　　誓願寺蔵

37　　　豊臣秀長像　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　　　　禅林寺蔵

38　　　羽柴秀吉書状案(湯山惣申宛)　　　　　　　　　天正11年(1583)　　　　余田家蔵

39　　　顧如上人像　　　　　　　　　　　　　　　　　　文禄4年(1595)　　　　大阪城天守閣蔵

40　　　貝塚御座所E]記　　　　　　　　　　　　　　　天正11-14年(1583-86)　東本願寺蔵

41　　　豊臣秀吉室杉原氏寄進状案　　　　　　　　　　　天正13年(1585)　　　　善福寺蔵

42　　　豊臣秀吉自筆書状(ね宛)　　　　　　　　　　　文禄3年(1594)カ　　　　MOA美術館蔵

(参考図版)豊臣秀吉自筆書状　　　　　　　　　　　　　　　文禄3年(1594)カ　　　京都大学総合博物館蔵

(西の丸五もじ宛)

43　　　豊臣秀吉地子免許帳　　　　　　　　　　　　　　文禄3年(1594)　　　　余田家蔵

44　　　豊臣秀吉下げ渡米割帳　　　　　　　　　　　　　文禄3年(1594)　　　　余田家蔵

45　　　有馬湯山算用状　　　　　　　　　　　　　　　　文禄3年(1594)　　　　余田家蔵

(2)有馬の茶会

46　　　　有馬茶会言己

47　　　　有馬茶会記

48　　　　千利休像

(参考図版)有馬則頼像

49　　　　阿弥陀堂釜

50　　　　阿弥陀堂釜

51　　　阿弥陀堂釜

52　　　　小堀遠州像

53　　　　小堀遠州像

五島美術館蔵

善福寺蔵

大阪城天守閣蔵

京都大学総合博物館蔵

個人蔵

善福寺蔵

善福寺蔵

孤蓬庵蔵

孤蓬庵蔵

天正18年(1590)

天正18年(1590)

江戸時代中期

慶長7年(1602)

桃山時代

文化5年(1808)緒

江戸時代

慶長14年(1609)

江戸時代前期

土佐光芳筆

畔翁宗佐賛

春屋宗園賛

辻与次郎作

釜師庄兵衛作

春屋宗園賛

松花堂照乗筆

江雲賛

54　　　　竹茶杓　銘有馬山　　　　　　　小堀遠州作　　　　江戸時代前期　　　　　　　孤蓬庵蔵

55　　　　竹花筒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文禄3年(1594)銘　　　　個人蔵

56　　　　日本LLr海名物図会　　　　　　　平瀬徹粟　　　　　寛政9年(1797)版　　　　尼崎市歴史博物館準備重蔵

3.湯治と遊興

(1)育まれた文化

57　　　　藤原定家像　　　　　　　　　　土佐光芳筆　　　　江戸時代中期　　　　　　　個人蔵

58　　　●明月記　巻第27　　　　　　　　藤原定家筆　　　　承元2年(1208)　　　　　冷泉家時雨亭文庫蔵

59　　　湯山三吟百韻　　　　　　　　宗祇･肖伯･宗長　　室町時代　　　　　　　　柿衛文庫蔵

60　　　　湯山三吟懐紙　　　　　　　　　宗祇･肖伯･宗長　　江戸時代　　　　　　　　　兵衛向陽閣蔵
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61　　　湯山千句　　　　　　　　　　　景除周麟　　　　　明応9年(1500)政　　　　神戸市立博物館蔵

寿春妙永

2　　　　宗祇像

3　　　　牡丹花肖相像

4　　　　温湯記

祖自賛　　　　　　江戸時代　　　　　　　　　柿衝文庫蔵

土佐光茂筆　　　　天文20年(1551)　　　　　大廉寺蔵

杯羅山　　　　　　江戸時代　　　　　　　　　善福寺蔵

5　　　　摂州有馬温泉記　　　　　　　　堀正意　　　　　　江戸時代　　　　　　　　　善福寺蔵

6　　　　摂州有馬温湯記

7　　　　有馬湯治日記

8　　　　有馬湯治日記

9　　　　有馬湯治日記

0　　　　温泉道草

1　　　有馬之日記

2　　　　有馬紀行たたひ越

3　　　　有馬の日記

4　　　　温泉紀遊

5　　　　有馬温泉紀行

林羅山　堀正意

八条宮智忠親王筆

八条宮智忠親王筆

八条宮智忠親王筆

深草元政

井上布門

三宅晴山

本居大平

若葉

西沢-鳳軒

寛文11年(1671)版

正保3年(1646)

慶安2年(1649)

慶安3年(1650)

寛文8年(1668)版

元文3年(1738)版

安永8年(1779)版

天明元年(1781)

文政6年(1823)版

嘉永3年(1850)

神戸市立中央図書館蔵

宮内庁書陵部蔵

宮内庁青陵部蔵

宮内庁書庫郡蔵

神戸市立中央図書館蔵

柿衛文庫蔵

神戸市立中央図書館蔵

東京大学国文学研究重蔵

神戸市立中央図書館蔵

西尾市岩瀬文庫蔵

(2)名所へのいざない

76　　　　有馬地誌

77　　　　有馬私雨

78　　　　迎湯有馬名所鑑

79　　　　有馬小鑑

80　　　　稲野笹有馬小鑑

81　　　有馬湯の山記

黒川道祐　　　　　寛文4年(1664)版

平子政長　　　　　寛文12年(1672)版

生白堂行風　　　　江戸時代(影写本)

延宝3年(1675)版

貞享2年(1685)敬

貝原益軒　　　　　享保元年(1716)版

河合章尭

神戸市立中央図書館蔵

神戸市立中央図書館蔵

神戸市立中央図書館蔵

神戸市立中央図書館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立中央図書館蔵

82　　　　増補有馬手引草

的　　　　有馬山温泉古由来

84　　　　摂津名所図会

85　　　　滑稽有馬紀行

享保2年(1717)版

享保13年(1728)版

秋里離島者　　　　寛政10年(1798)版

大根土成筆　　　　文政10年(1827)版

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

兵庫県立歴史博物館蔵

福智自瑛画

86　　　　摂州有馬湯女　　　　　　　　　春芝画　　　　　　江戸時代後期

87　　　　百人女郎品足　　　　　　　　　西川祐信画　　　　享保8年(1723)敬

88　　　　有馬山絵図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝永7年(1710)版　　　　神戸市立中央図書館蔵

(参考図版)摂州有馬細見図独案内　　　　　江阿弥筆　　　　　元文2年(1737)版　　　　神戸市立博物館蔵

89　　　　有馬景勝図　　　　　　　　　　橘守国筆　　　　　寛延2年(1749)版　　　　神戸市立博物館蔵

90　　　　有馬六景手鑑　　　　　　　　　祐常筆　　　　　　明和7年(1770)　　　　　湯泉神社蔵

91　　　有馬六景　　　　　　　　　　　狩野永良画　　　　明和7年(1770)版　　　　神戸市立博物館蔵

92　　　　有馬阿弥陀坊潮中灰形山眺望図　白雲筆　　　　　　江戸時代後期　　　　　　　神戸市立博物館蔵

93　　　山海見立相撲　摂津有馬山　　二代歌川広重画　　安政5年(1858)　　　　神戸市立博物館蔵

94　　　◎京･姫路間宿駅絵図　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期　　　　　　　浄橋寺蔵

95　　　　六甲山越間道絵図　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期　　　　　　　浄楕寺蔵

(参考図版)摂津国絵図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期　　　　　　　個人蔵

96　　　　有馬絵図扇子　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　　　　　神戸市立博物館蔵

97　　　　奉約-万句集　　　　　　　　　陽布門　　　　　　享保10年(1725)版　　　　神戸市立博物館蔵

98　　　　津Eg遊覧狂歌実　　　　　　　　朝廼屋梅好　　　　江戸時代　　　　　　　　　神戸市立博物館蔵
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壷中庵梅干丸　　　文政10年(1827)版　　　個人蔵

寛政7年(1795)版　　　神戸市立中央図書館蔵

9　　　　有馬筆すさみ

新板増補ありまふし

新板ありまぶし

温泉湯治養生記

温泉略考

湯治身持かがみ

和漢三才図会

温泉論

有馬温泉功能略記

諸国温泉効能鑑

諸国温泉効能鑑

明治大兄立改正新版

大日本温泉一覧

神戸市立中央図書館蔵

温泉寺蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立中央図書館蔵

個人蔵

文政9年(1826)版

江戸時代

正徳3年(1713)

延宝3年(1675)版

寺島良安　　　　正徳3年(1713)版

柘植竜州　　　　　文化6年(1809)版

宇津木益夫　　　　天保9年(1838)版

江戸時代後期　　　　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代後期　　　　　　神戸市立博物館蔵

明治時代　　　　　　　　神戸市立博物館蔵

111　　　内務省大坂司薬場分析表写　　　　　　　　　　明治9年(1876)　　　　温泉寺蔵

112　　　有馬温泉温冷両泉分析表　全　　　　　　　　　明治時代　　　　　　　神戸市立博物館蔵

(3)保養と観光

113　　　　有馬湯山駅札

114　　　　有馬温泉炭酸水改良建築並市街

写真絵図

有馬漆山駅　　　明治元年(1868)　　　　神戸市立博物館蔵

明治16年(1883)　　　　　神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

兵庫県立歴史博物館蔵

神戸市立博物館蔵

関西大学総合図書館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

115　　　兵庫県下有馬武庫蒐原　豪商名　垣貫輿祐　　　　明治17年(1884)

所猪案内の魁　　　　　　　　熊谷久栄堂

116　　　入場御宿･二階坊七三郎引札　　　　　　　　　　明治中期

117　　　有馬市街･鼓ヶ滝(『日本名所写　　　　　　　　　明治中期

真帳1』)

明治29年(1896)

明治33年(1900)

明治後期-大正期

明治後期～大正期

明治後期～大正

大正期～昭和初期

干析源蔵

光村写真部

有馬鉱泉株式会社

兵衛旅館

杉本栄松堂

大阪市小学校共同

研究会

有馬名所及旅舎一覧表

旅の家土産　有馬の巻

有馬炭酸水の瓶

有馬名所案内

有馬名所及愛宕山遊園地設備図

有馬町付近地図

124　　　有馬風景絵葉書　　　　　　　摂津有馬温泉場　大正～昭和初期　　　　　神戸市立博物館蔵

鼓ヶ滝茶店

125　　　説明入　有馬名勝絵葉書　　　　　　　　　　　大正～昭和初期　　　　　神戸市立博物館蔵

大正～昭和初期　　　　　　神戸市立博物館蔵126　　　　有馬名所絵葉書

127　　　神戸有馬電鉄沿線名所図　　　吉田初三郎著　　昭和3年(1828)　　　　神戸市立博物館蔵

128　　　有馬温泉入湯遊覧電車往復券･神戸有馬電気鉄道　昭和初期　　　　　　　神戸市立博物館蔵

日帰り券　　　　　　　　　　　株式会社

(4)有馬と外国人たち

明治14-15年(1881-1882)横浜開港資料館蔵129　　　　レイ夫人の世界周遊日記

130　　　THE TOURIST's GUIDE TO KOBE　ジョージJ.　　明治24年(1891)　　　　神戸市立博物館蔵

AND ITS SURROUNDINGS, ALSO　　ペニー編

A TRIP TO As° SAM, IN KIUSHIU
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131　　　有馬にて(『聖公会フオス主教　　　　　　　　　明治末期-大正初期　　　横浜開港資料館蔵

個人アルバム』)

132　　　湯泉神社にて(聖公会宣教師C.　　　　　　　　明治中期～後期　　　　　桃山学院年史資料重蔵

Tワレンら)

133　　　杉本ホテルにて(聖公会の宣教　　　　　　　　明治中期～後期　　　　　桃山学院年史資料重蔵

134　　　有馬へ運ばれるC. Tワレン家の　　　　　　　　明治中期～後期　　　　　桃山学院年史資料重蔵

明治末期～大正初期　　　　神戸市立博物館蔵

大正期力　　　　　　　　　個人蔵

大正期力　　　　　　　　　個人蔵

大正期力　　　　　　　　　個人蔵

135　　　　鼓ヶ滝とモラエス

136　　　　杉本ホテル

137　　　　杉本ホテルの庭

138　　　　杉本ホテルの室内

4.有馬が生んだ芸術家

139　　　山水図(西尾武陵収集書画帖の　梶木錦城筆　　　江戸時代後期　　　　　　個人蔵

うち)

江戸末期～明治初期　　　　個人蔵森琴石肖像ガラス写真

森琴石家族･画室写真

諸国名所　　　　　　　　　　　森琴石画

大阪名所　　　　　　　　　　　森琴石画

掌中　大日本地図　全　　　　森琴石画

改正　大阪区分細見図　全　　　森琴石編

改正銅錦　大日本国図　全　　　森琴石編

新錦　大日本海陸全図　附朝鮮　森琴右編

琉球全図　全

個人蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

大正2年(1913)頃

明治前期

明治前期

明治9年(1876)刊

明治10年(1877)刊

明治10年(1877)刊

明治10年(1877)刊

148　　　　大日本四国一寛之図　附淡路之　森琴石編

巨.こ】圭

明治10年(1877)刊　　　神戸市立博物館蔵

明治12年(1879)刊　　　　神戸市立博物館蔵

明治13年(1880)刊　　　　個人蔵

明治13年(1880)刊　　　　個人蔵

明治13年(1880)刊　　　　神戸市立博物館蔵

明治21年(1888)版　　　神戸市立博物館蔵

149　　　奈良名所独案内　全　　　　　森琴石編

150　　　　南画独学　揮墓自在　　　　　　森琴右編

151　　　墨香画譜　　　　　　　　　　　森琴石編

152　　　(1)九十七時二十分間　　　　森琴石画

月世界旅行

(2)九十七時二十分間　　　　森琴石画

月世界旅行

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

中の妨蔵

中の坊蔵

個人蔵

中の坊蔵

個人蔵

個人蔵

明治16年(1883)刊

明治20年(1887)刊

明治29年(1896)

明治32年(1899)

明治36年(1903)

明治42年(1909)

明治42年(1909)

大正4年(1915)

大正7年(1918)

昭和前期

53　　　康照御製　耕織図　　　　　　森琴石画

54　　　新撰梅渓　月瀬勝景新図　全　　森琴石編

55　　　寒林行旅図　　　　　　　　　森琴石筆

56　　　　山水図　　　　　　　　　　　　森琴石筆

57　　　雲龍図　　　　　　　　　　　森琴石筆

58　　　南山寿図　　　　　　　　　　森琴石筆

59　　　　山水花蕪雑画帖　　　　　　　森琴石筆

60　　　陸羽烹茶園　　　　　　　　　森琴石筆

61　　　萩　　　　　　　　　　　　　山下摩起筆

62　　　苛薬　　　　　　　　　　　　山下摩起筆

註:資料名の前に付した記号は●重要文化財､ ○県指定文化財､ ◎市指定文化財の指定を受けていることをあらわす0
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(5)第65回特別展

宮廷の栄華

唐の女帝･則天武后とその時代展
･内　　容/

中国の歴史の中で､唯一の女帝であった則天武后は､唐の国号を周に改めるなど､専横で暴虐的
な印象が持たれてきた｡しかし､彼女の治世の問は､政治的には安定した時代で､政治･経済･文

化･宗教の各方面で優れた業績を残すことにもなった｡その唐の都の長安のあった隣西省と洛陽の
あった河南省､そして則天武后ゆかりの山西省の3省から､当時の華麗な宮廷文化を物語る資料を

紹介する展覧会である｡当時の日本があこがれた､唐の文化の粋を､祈り･宮廷生活･則天武后の
3郡で構成し､好評をえた｡

･会　　期/平成11年1月23日(土)～平成11年3月22日(月)

･会　　場/特別展示室1､南蛮美術館室､特別展示室2

･主　　催/神戸市立博物館･ NHK神戸放送局､ NHKきんきメディアプラン､中国隣西省文物事

業管理局､河南省文物管理局､山西省文物局
･後　　援/外務省､文化庁､中国大使館､中華人民共和国文化部､中国国家文物局､兵庫県教育委

員会､神戸市教育委員会
･協　　賛/中国西北航空公司

･入館料/ (当日･一般) 1,100円

･開催日数/51日間

･入館者数/81, 905人

･出品点数/154点

･関連事業/

上海･長江交易促進プロジェクト協賛

講演会｢唐の歴史と文化｣
主催:日中　上海･長江-神戸･阪神交易促進日本委員会､神戸市立博物館､ NHK神戸放

送局
日時:①3月12日〔金〕 :於　神戸市立博物館地階　講堂

-海　知義(神戸大学名誉教授) ｢唐詩の世界｣一黄河と長江一

井波　律子(国際日本文化研究センター教授) ｢唐の女性たち｣
-則天武后と楊貴妃-

②3月13日〔土〕 :於　神戸市立博物館地階　講堂

菅谷　文則(滋賀県立大学教授) ｢唐と日本の金銀器｣
-唐墓壁画･正倉院･出土金銀器一

井上　隆史(NHK教養番組部チーフ･プロデューサー) ｢中国･その文明と風土｣
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唐の時代は､tfl阿a

などの周辺諸国の模範

とになりましたo李白･牡甫

また､経済的にも長紅流域

今回､展覧会｢宮廷の男

館で開催されるにあたり､中

王朝の保護を受

発がい?そう進

その国家制度は､日本

⊆l国内に広まっていくこ

あります｡

℃展｣が神戸市立博物

化の原登をつくった唐代を芸焦点をあて､日本の文化

の形成にも大きな影響を与えた中国の歴史と文化を考える講演会を開催いたします｡



享~十三十∃



臨｡



そこに華開く仏教彫刻､金銀器､陶磁器の粋｡

驚軍営延生活

騎訂iH際女了,H:,島iJB,千

えん翁j5議醸そうげもんそつ　じ　じ　かかたぽん　　　　　州芯敬

鴛鷺萱相撃落双耳四花形登義門寺品)

カ､ふうもんはん

花葉文盤く法門寺博物館)

lま帝をJfLFl.,.とするlH如)`ELL]f延では､館をFきくし

令.鍬1.:. (ぎょくトヂIfイEといった均潜な射寸を

1J虹の城､刷非.1はから鮮やかな色彩にあふれ

F川司ならではの造形を′11-す品々にJjHえ､西方

化を紹介しますl



巨



成熟する政治･経済･文化｡
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l交通のご案内

新幹線｢新神戸｣駅から南へ草で約1 0分
JR ｢三ノ宮｣駅､地下鉄､阪急,阪神r三宮｣駅から南西へ練歩約10分

JR,阪神｢元町j駅から南東へ徒歩約10分

l付近の有料駐車場

デビスバ-キング(.TEL 331112571 tJL■

神戸市立三宮窮2駐車叫LTfL 391-55131暮Jl■

元町窯監事喝fTEL 33813388ほ溝単

京町オリエンタルモータープールtTEL 393-3584) fAlト大尉■

求-トクワ一雨ltス駐ヰq tTEL 391→67511 :tllY



出品目録
番号　　作品名称

出土地･採集地

省名　　　所載

-祈　　り
1-川　奏楽天人龍虎蓮華唐草文経度

･低　能虎蓮華唐草文柱座

山西省大同市城東石家薬司馬金能基(大和八年八四八四))出土

北貌･五肘紀後半

山鞘常　　人同和博物館

2　　四面仏像轟

釈殉省長安雌在家宰出土

北碗･呆明二年(九〇1)銘

3　　弥勤如来交脚坐億及び両脇侍立傭4　　釈迦如来坐像及び両脇侍立像

断鞘省西安市収奨

駅内省　　粥安碑林博物館隣村省　　内安碑林博物麟

狭州省城肘蔽叩出土

北貌･考損三年(ゎ　Tu)銘

陳内省　　険所願赦博物館

5　　仏像碑

駅杓省的安市西郊酒家杓出土

丙貌･大統二年(ゎ一ヒ)銘

6･仙　如来三尊及びこ天王立像轟
If9;　如来坐像及び両脇侍立億満･偲　如来坐像及びこ弟子立像轟

駅西省踊安市北郊卑灘(寺院祉)出土

北周･六牡紀後半

陳内省　　内密市文物保護考八所秋汚省　　卵殻市文物保護考古所

7　　如来立像

駅西省内安郎二府庄東出土

北開･六世紀後半

駅所省　　内安巾文物保推考-;所

8　　観音菩薩立像

鉄両省鞘安沌北郊漠城郷所憲村山士

9　　観音菩薩立像

駅西省西安巾北郷津城郷所査村出士

北周･六世紀後半

駅西省　　幽安和文物保健考-;欣快_西省　　顔安和文物沈滞考･1;節

1 0　　書簡立像

排拘省樺閑県竜虎3=出土

隣内省　　的安納林博物館

1 1　　釈迦如来坐健12　　如来坐像

山西省丙城県風陳渡乗車出土

唐･長安三年(七r)≡)銘

山幽省　　荷城県博物館

山西省丙城県風陵渡来尊出土

山内省　　丙械料博物館

山幽省内城県風陵渡来津出土

庸･八世紀前半

山地省　　荷城脈博物館

14　　阿弥陀如来坐像及び観音･勢至菩薩立像轟

河南省堰師県机堵廠出土

河南省　　洛陽博物鮎川

15　　阿弥陀如来坐僚

山幽省運城夏県収集

唐･開元一四年(七二六)銘

山内省　　山西省博物館

16　　弥靭如来倍健

山西省遜城穫山県収集

厨･大宝EIq年(七四日)銘

17　　如来億偉

河南省鄭州桁北開収集

府･八～九牡紀

山西省　　山西省博物館河内省　　邸州↓仰博物館

18　　如来立像

眺幽省沙呼陀村出土

駅西省　　内安碑林博物館

1 9　　観音菩薩坐億

駅幽省西安市東関食龍池廟字伝来

駅的省　　内安碑林博物館

20　　馬顕観音事態坐健

駅西省西安稚喝厳格安国寺地出土

磨･八世紀中頃

隣村省　　西安碑林博物館

2 1　　陣三世明王坐偉

駅西省西安市電庶路安国寺放出土

府･八世紀中頃

掬安碑林博物館



尊号　　作品名称

出土地･採集地

22　　不動明王坐僚

駅西省柑安印篭厳路安国寺祉出土

23　　明王坐像

駅西省内安和電厳格安国寺祉出I

西安碑林博物館

24　　二天王立像

駅西省西安市頼郊絹安公職学院内出土

西安市文物採落考古所

25　　天王立像

酢酸省繋鞄稚収架宝鶏市博物館旧蔵

駅西歴史博物鯨

26　　釈迦牟尼降伏外道立像

隣内省西安市収集

西安碑林博物館

27　　弥執事儀立像

河南啓発槻県大海寺祉出土

28　　弁済尊意立億

河南省柴陽県大海音吐川士

29　　金を蓄蔵立像

河南省焚陽県大海寺地出土

30　　菩薩立像

河南省焚陽県人瀬音祉出土

3 1　　菩薩立像

河南省発願県人海寺祉出土

32　　菩薩像現部

河南省紫陽県大海等触出土

3･3偽こ天王五億
-矧㈱　二力士立像

34　　舎利容器

河南省鮮州群開元寺塔基出士閉所省乾田県寮拐村法池寺祉出土

盾･七～八世紀

41

35　　慶山寺舎利塔配碑

駅西省臨洩県新教鋲慶山寺祉(開元二九年(七四1))出土

構･開元二九年(七四こ銘

36　　こ天王国門扉37　　舎利宝帳

妖鞘省臨洩県新盟鈴鹿山寺祉(開元二九年八七四一))出土

贋･八世紀前半

駅西省臨洩県新堂銀座山寺祉(閑元二九年八七四〇)出土

唐･八世紀前半

38-川　花文相
･俗菩薩比丘俊樹及び須弥座

駅西省臨埴県新豊鎖慶山寺祉(開元二九年(七四山))出土

39　　舎利瓶及び舎利40　　香炉

駅西簡硫噌県新豊鏡慶山寺虻八開元二九年へ七四〇)出lo

膚･八世紀綿半

駅西省鯨油県新豊鋲慶山寺枇(閑元二九年八七四一))出土

膚･八世紀前半

駅西省臨漉県新豊鋲腰山寺吐(開元二九年(七殉一))出土

庸･八世紀前半

42　　人面飾鯛瓶

駅西省鯨嬢県新愚鋲慶山寺祉(開元二九年(七四こ)出土

磨(ビザンチン)･ヒ～八世紀-

駅西省培凍県所望鍵盤山等地(開元二九年八七四〇)出土

唐･八世紀前半

駅西省輸液県新豊銀座山寺祉(開元二九年八七四一))出土

膚･八世紀前半

隣西省　　随感県博物館

駅西省西安市モ家墳村九〇号唐基出+i

唐･八位紀前半

降雨省　緋dgEi歴史博物館

河南省洛陽市報門西山神会和尚義(永泰九年八七六五))出土

庸･八世紀中頃

河南省　洛槻博物館



4･山　観

ろ;　_息
丁価　鴻-㈱　樹木

挑西省西安心巾東郊軒家滞出土

駅的省　西安市文物保育考古所

嶋　　舞皆胡人

山西省菊陽県貰凍庄北斉基(河浦元年八五六二))出土

山顔省　山内省考古研究所

朋　　双環嘗女子

駅西省長武県東園郷邪出土

駅西省　　駅西歴史博物館

50･a　文官
･6J　武官

駅西省礼泉県瀬上貴基(顕慶二年(六五七))出土

駅西省　　駅西歴史博物館

欧内省礼泉県邸仁寮基(麟徳元年(六六四))出土

駅西省　　駅西歴史博物鹿

52　　胡人(酒尊)

駅西省出費市東邦韓森寮段伯陽藁(乾封二年(六六七))出土

駅西省　　駅西歴史博物館

53　　酪配及び畢乾男子

河南省洛陽市牌林1二〇号暮出土

河南省　　洛陽博物飽

54　　騎馬串楽人物

駅西省西安市東郊船u唐薫出土

駅西省　　西安市文物保革考in所

55　　騎馬狩猟人物

駅西省西安市来郊軟町臼唐叢出土

駅西省　　西安市文物保護考iiL所

駅西省西安市西郊製薬廠出土

駅西省　　西安市文物保護考ii=所

駅西省西安市来郊王家墳村九〇号唐基出土

駅西省　　駅西歴史博物館

駅西省西安相中塵村膚基出土

駅内省　　駅西歴史博物館

59　　花文高脚鉢

駅西省西安市来郊韓森葬段伯陽嘉(聴封二年八六六七))出土

駅西省　　駅西歴史博物館

60　　皮袋形泰八滴尊)

釈顔省西安市来郊沙披樽廠出土

駅西省　　西安市文物保獲考in所

6 1　　象形座付壷

鉄路省西安市南郊製燕廠出土

駅西省　　駅西歴史博物館

62　　人物飾り盤及び杯

河南省洛陽市孟浄朝腸郷周寒村出土

河南省　　洛陽博物館

6..,　風音杯

駅西省幽安市碑森饗出土

駅西省　　駅西歴史博物細川

64　　天王文灯

河締省洛陽和書利区出土

河南省　　洛陽市文物考古-作鮮

駅西省開安市中壁村盾基出土

駅西省　　駅西歴史博物館

河滴省洛陽市北印山前李村膚茎出土隣幽省西安市来郊王家墳村九〇号唐基出土

駅由省　　駅南歴史博物鯨

駅的省西安市西郊三橋蘭家相出土

駅西省　　西安市文物保護考古所

隣河省長安児収集

駅内省　　西安碑林博物館



寺号　　作品名称

出土地･採兼地

701川　碗
Ii9　鉢

駅西省一粥川市坪州窯虻出土駅西省綱川市槍叩州無地出土

72　　開散文八曲杯

山西省大同市城南迎賓衆出土

北貌(ビザンチン)･五世紀頃

73　　獅子唐単文鎖

駅西省西安市何家相出土

駅西歴史博物館

74　　仕女狩猟文八曲把杯

駅西省西安市城建局交出土

西安市文物保護考古所

75･肘　禽獣草花文三屋壷
･俗筆兼草花文三足壷

駅西省甜安市東邦西北国棉五廠六五号唐墓八開元六年八七1八))出土

7 6　　鞄鳳葡萄唐草文碗

駅西省西安市何家相出土

駅西歴史博物館

77　　折柄銭斗

駅西省西安iE何家相出土

供簡歴史博物飴

駅西省鞠安和何家村出土

79-川　算棄唐草文金
･f9　花鳥唐草文匙

険西省西安市東郊内北国棉五庵住宅小区二九号庸基(開元二〇年八七三二))出土

挟酉省考古研究所

80　　双魚文盤

駅西省所安和甜北工業大竹丁出土

西安市文物保護考古所

8 1　　人物弾琴鶴文四積盤

駅西省西安市城嬢局交出土

82　　岡花文唾壷

駅西省西安市浦橋区新筑郷出土

83　　飛鴻宝相華文碗

駅西省濯県柳林背陸相出土

8　　<卦文亀形金

山西省繁峠県金山繍郷出土

85　　花葉文五花形杯

河南省洛陽軒堰師佃庄郷太郎廟出土

86　　双魚文四花形杯及び双鴻双魚文荷葉形托

河南省洛陽市伊川杜僻村庸斉国太夫人墓出土

87　　魚花文帝金具

河南省洛陽市宜陽高村郷王河村出土河南省洛陽市堰師県城閑郷老域哲蔵出土

89　　花文帯飾

駅西省長安県南豊玉相葉庸基出土

90　　獣首角杯

駅西省西安軒何家相出土駅西省西安市何家相出土駅西省西安巾何家相出土駅西宵乾県債宗婿陵(文徳元年へ八八八))出土山西省爽城県収集



双鳳宝相拳文鏡鳳嵐宝相華文八花泉双瓜双馬文親則天武后除罪簡節券太子哀冊三尊像及び七連仏像叫窯兼宝相華文双耳四花形盆

駅西省西安市郊区東郊出土駅西省戸県出土河南省洛陽市関林出土駅西省西安市出土河南省登封市浦山陵極蜂北側出土駅西省禽平県節懸太子叢(紫雲元年八七10))出土駅西省乾鼎鯨徳太子基(神髄二年八七〇六))出土

駅西歴史博物館

駅西省乾県永奉公主義(神髄二年(七〇六))出土

駅西歴史博物館

駅西省乾県永奉公主査(神髄二年八七〇六))出土

駅西歴史博物館

駅西省西安市来門外鶏市拐以東(大明宮祉東城門外)出土

西安市文物保護考古所

駅西省西安市大明宮地出土

西安市文物保護考古所

隣西省西安市北郊火焼壁村出土

西安市文物保護考古所

駅西省西安市大慈恩寺出土

西安市文物保護考古所

駅西省西安市宝廃寺伝来

東京国立博物館未出展

河南省洛陽市龍門石窟西山伝来

膚･八世紀前半

洛陽古代芸術館

※108は未出展

河南省洛陽市龍門石窟乗山高平群王洞伝来

唐･八～九世紀

駅西省扶風県法門寺塔基地宮(威通1五年八八七四))出土駅西省扶風県法門寺塔基地宮(成通一五年(八七四))出土駅西省扶風県法門寺塔基地宮(威通1五年八八七四))出土駅西省扶風県法門寺塔基地宮(成通1五年八八七四))出土駅西省扶風県法門寺塔基地宮(威涌1五年八八七四))出土駅西省扶風県法門寺塔基地宮(威通1五年(八七四))出土駅西省扶風県法門寺塔基地宮(威通1五年八八七四))出土駅西省扶風県法門等塔基地宮(成通一五年八八七四))出土

ビザンチン･三～五世紀フ･

駅西省扶風県法門寺塔基地宮(威通l五年八八七四))出土

唐(イスラム)･九世紀頃

駅西省扶風県法門専塔基地宮(威通1五年八八七四))出土



参考資料
-　　李寿碁石榔線刻画拓本

原品=鱒･宙観四年(六三〇)

-　　則天武后辞碑拓本

原品=唐･永樺山　年(六八三)

3　　太寮李世民｢晋飼銘｣碑拓本

原品=唐･貞観二〇年(六四六)

4　　鼓徳太子碁石樹線刻画拓本

駅西省乾県妊徳太子基(神龍二年八七〇六))出土

原品=府･神龍二年(七〇六)

-　　永奉公主養琵拓本

駅西省乾県永奉公主基(神髄二年八七〇六))出土

原品=唐･神髄二年(七〇六)

6　　永奉公主碁石滞線刻画拓本

駅丙省乾県永奉公主基(神弛二年(七〇六))出土

原品=膚･神龍二年(ヒ〇六)

7　　大腰塔門欄線刻画拓本

原品-府･八世紀

8　　法門寺衣物帳碑拓本

駅西省扶風県法門寺格基地宮(成通一五年(八七四))出土

原品=唐･成通.五年(八七四)

9　　法門寺井身誌文碑拓本

駅西省扶風県法門寺塔基地宮(成通l五年八八ヒ四))出土

原品=唐･威道上五年(八七四)

10　　則天武后園遵国模本礁萱草

鯨徳太子基断面図･平面図

1 2　　永奉公主基断面図･平面図13　　法門等地宮断面Eg



2　企画展示

(1)企画展
一定のテーマを設定し､本館の収蔵資料を中心に調査研究を行い､その成果を企画展として展

示する｡

蒜煎益蒜三;;;≡;;…三三㍍義…蒜だ貫き… ��ｳｸﾇﾈ蓼蓼蓼v(ﾇﾉkh蓼蓼蓼ﾘh蓼�8ﾆH蓼蓼�8蓼ﾋ禊ｳｨﾇﾉLｸｭ(躡eﾙ�(�9�井����

神戸.淡路.鳴門 度ﾈ���?｢�7著��以�3�?｢�?｢��明石海峡大橋の開通を記念し､神戸の 斎藤雀事､淡路の黒田泊庵､徳島の鈴 木芙蓉をはじめ､明石.姫路.赤穂も 

近世の画家たち 刳ﾜめた各地で江戸時代に活躍した画家 たちの作品を紹介し､お互いの地域文 化の一端を知りあう機会としたo 

神戸･淡蕗･鳴門
近世の商家たち

図　　錬

一　画　套　略　伝　　一一

⊂神戸コ　斎藤雀亭　Saito Jakutei 1737?～1812

雀阜こと斎藤韓隆は､名を文体､字を藻草と称すo落款に欄蕗｣と犯すので長崎出身
iんたくムざ/1

と思われる｡兵庫津の魚槻町に住み､医者を常とした｡丈化9年2月3日汲｡兵庫の外患

に円筒形の盈棟が建てられたが､それも今も妄鵜笈泉園の東経基地に埋もれている｡ひ…,ん

雀草のあの師匠は明らかでない｡宝席ころまで長崎に渡来していた中国人鹿家･蓉凍嫁
おうLLく小く(=

(生汲キ不明)と近い.水墨略画は､貴貧家のあ僧･鶴車(1722-85)とも吐い｡出身も
小みJPr=

同じ長崎で､やはり上オ-移属しており､二人の鹿骨がイ次ているのも気にかかるo

⊂淡路⊃黒田泊庵　Kuroda Hakuan 1742-1812　　　　　　　　　　　　…うそう

名を吸､字を仲経という. tzl牡と署名するものも多い9　津名都下物部村の人o　家は鋳遺
ゆ.) LLくZし/'し'>)i_ I

骨を営んだ｡ 23嵐p)とき長崎へ遂学して､熊史(神代締江､ 1712-72)の門下に入ったo

泊庫･の着色歯をみると､熊史の影響が強いが､その最大の魅力である奇妙な逢形感覚は､

等簸紛歯の範草(1722-85)にも近い｡

滞在7牛にして淡路-帰ったが､赦キ後にはふたたび上牙や名せ屋に遂び､ 16年伺､汲

路では韓も屠場蹄を知らなかったという｡のち名せ屋にいるのがばれてi如L足された｡
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⊂淡路コ　黙庵　Mokuan　7-1833

僧名を骨空といい､洲本の矢野氏の出身o　三原郵人格対の懲冬山竣周寺の住職となり､

黒田泊庵から絵･を学んだ｡経山､鳥山､然々と号したo　画風は師匠にイ以て､しかし泊庵よ

りも温雅であるo壌周寺の墓碑に｢骨空法中　大備四番･e.十月十ノ＼日｣とあるというから､
{T-'>

僧としては高位まで上がった人だ｡汲キ不明｡ ｢乙孟拠ヒ十翁｣の落一級をもつ蘇鎖国がある

から､それ以上生きたのは確かである｡

亡淡路コ　白川芝Lu Shirakawa Shizan 1759-1850

あの渡辺峯Lを破門したことで｢患者｣としてひろく知れ渡っている｡しかし､淡路で

は人気が高く,捜常科滞納で退学になったのは皐山の側が閉鬼だ､と考える｡

釜友の穿袈家に生まれた｡本名は寄集芽介｡家は代々酒遺骨を営み､縦縞であった｡音
/こん○)つ

もうまく､また俳句にも堪能で五蕉庵とそし､俳画も残しているから､たい-ん乳用な才
しりかI)の)rや

人｡ 24蔵で京都へ上がり､白川官主催の席画合で官僚を受け､白川姓を辞されたというo

晩年､いったん淡路に反り5年はどすごした後､一軒び京都へ出た｡鼻永3年汲｡

⊂明石⊃　岡EZl兼虎　Okada Touko 1755-1822

歯本町の殊腐･#帝展の子として生まれる｡楓称をはじめ借を術門､のち与二者街門と
/ーい【

いう｡名はオ強o蕗主から映窓の号をもらい､以後｢台埠映窓｣などと署名した｡絵は､
ウ､ )ぺ

はL:め歯音の脚か泉肴に学び､福原五泉にもつき､のち大阪の狩野派.音村周山にも尊

んだという｡今旬の出品作で見る限F)､狩野派の画風が強いようである｡俳句もたしなん
i            ′}/Jと

だ0円Jl応拳がr明石に岡田丸稀あり､狩野派を能くす､侮る-からす｣といったという
J}せ}

ェピソードはともかく､長沢鹿骨が丸底と親Lかったのは事案らしいo

⊂明石⊃林　半水　Hayashi Hansui　?　～　?　　　　　　　　　　⊥

今切の出品作品に青竹があって｢羊水､林儀働､播州明石の落せなり､鹿を能くす､及
･1l･.･        L     ll                  _     .    _       L_ . .   1l,  ヽ_ .

年寄かならず｣とある｡まったく伝不明｡文化14キ(1817)の序をもつ『知己韓東』とい

う青物には｢羊水　明石債藤　林儀助｣が､鹿家としてのせられている｡さらに渡改革山
のイ云i乙を鏡むと､羊水なる人物が文化12-13年の日雀乙に頼繁に魯埠し､絵ヰ本の骨L借り

などしているから､同世代の画家とわかる0.,ELさらんさん

のち明石藤主･松平斉一宜らが阜山の高弟･船山に給を学んだのも､この鋒-か｡

⊂徳島コ鈴木芙蓉　Suzuki Fuyou 1752-1816

ィ言州伊*郡北オ村(長野県飯田や)の出身｡名を舞といい､姓名をあわせて｢木爽｣と
サインするものが多いo儒学者としても頭角をあらわす｡先攻8年(1796)､ 45歳にして

見直は文人の日韓とするべき仕官の道を得た｡それが阿汝の範摘家であり､徳島との関
わりはここから始まる｡

ただし､後の株用は絵師としてであり､政治に参画する僑官としてではなかった｡彼は

匂分の果たせなかった夢を､息子の小鼻(港)に親.したが､小鼻は25歳で早赦した｡その
･  ､■_ .

4年後､具象は近藤清二印を息子とし､家骨を嶺.る｡清二郎(?～1840)は阿汲臥取払村
の出身｡鈴木鳴門(めいもん)と称し､あとをついで阿波藩お抱え紛師となった｡

⊂尼崎?コ三谷棄亭　Mitanj Toutei ?　～　?　..じんでん

尼崎の人と思っていたが､寛政7年(1795)序の『沓せ痴人伝』を漉i;と､大阪の尼崎

町(今の中央区今1希あたり)のまちがいらしい｡

南風は中国新汲東の汰篇霧の影響が色温く､上方ではけっこう早い偉播例となるので奇

骨｡字を田融といったらしい(中国式の去生名ではないようだ).

⊂姫路コ酒井宗雅　Sakai Souga 1755-1790

姫路1 5万`石の藩.主であり､今や世界文化逢産となった国宝雄蕗城▲は､かつてこの人の

椅ち物だった｡東の名を酒井貰蒜という｡本嵐は松江楓主･松平詣婦(号莱嵐)を師とあそつし

おぎ､俳号は銀尊という｡給の才は､長崎汲東の寄寓的花鳥画を習おうとし､江j>で果常

岩(1715-86､実は江Pの人･鵜綿護)についた.婆節はやりのニューウエーブに興味

をもったのである｡また､洋風副こも興味があったらしい｡常雅公は､こうした尊者をき

ゎめて産品旨に､尋常ならぬ熱食でこなして､わずか36年の生涯を艦け去った｡それが大

名たる者の務めだ､とでも考えていたのかもしれない｡
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⊂姫路コ酒井抱-　Sakai Houitsu 1761-1828
たf_JJ+ち

抱-こと酒井忠因は､宗雅の弟として､ ilJ>で生まれた｡気寮な次男材であったことか
しせヽ､

ら市民文化にとけこみ､市井と大名文化の中開で､すぐれた才能を輿一拝したo　絵は兄と同
そ7 Ll†さつた々1hとJはる

じく､はじめ狩野高信や朱常右から学ぶ｡また浮世絵師･歌川豊泉にも習ったという｡さ
おb(/=こ】りん

らに尾形九線(1658-1716)の作品と出合･つたことで､抱-のすすむ道は決まった｡琳晩
.ゝ15

期彰にのJ)たすとともに､みずからも称派.の鹿家として､九線の雅びに､粋と軽･みを加え

た､彼独i)の毅飾画風を作り上げた｡これを世に江j'破線とすんでいるo

⊂姫路コ島　等陛　Sima Kinry石1782-1862

名は喝｡写実的な花鳥画を得意とする長崎派の画人｡姫路では｢拳陵さん｣と親.しまれ

ているo　もと島部森士で､江j>で人を親しでしまい､長崎-逃げて､そこで給を単んだと
.J T+ .一

任える｡姫路森家老で丈雅を好んだ高頒隼人(宮山)の招きで姫路-果たという｡

姫路城の歯にある暴師山を､別名｢琴丘(拳･岡)｣という｡彼の号はこれをとったもので､

船場本鹿奇の渡客として､このあたりに伍んだと想像される｡作品に｢生与イム同ET琴一級｣

の印を捺すものがあり､髄,生田は4月8日であったらしい｡

⊂赤穂】千葉青色ト　Chiba Ry石boku　?～1800/08

楓卜の本音は生け花･源氏鼠の家兄であるo肴耳のノ萌芽与に生まれ､僧名は了雅｡丈化

5年(1808)に及したと『赤考恵市史』に書かれているo音大晩で生け花のイ卵子をし､定席

7年(1757)鍬開音で為政のj亙像に供花したという0　5キ後には江J>に下り､柵力的な花
J  ･

各項卜行と出版活動を展開して､またたくまに田沼時代の寵児.となった｡のちには盆石にも

手をひろげたらしいo　長Jヰ派ふうの給も巧みであったo
o =`

寛政.の改革で､その活動にも帝))がさL､イ云糸では明渡奇に帰ったという<｡ 『源氏結花図

式』は楓トが怒政12年(1800)に取去したとiこし､明確奇の忌日i乙録とはくいちがう｡

⊂赤穂コ長安義侶　Nagayasu Yoshinobu 1788-1868　　　　,:′

この人の名は､赤才恵では楓トとは比較にならぬほど有名だ｡号の　r周碍･さん｣で親しま

れているo　遺品も轟4番地才から岡山にかけて､豊富に穐きttているC,

大阪で土佐楓の嵐人･佐野絶食(土佐丸負の弟子)について､給を学んだo　文政1()早
LL  ヽJ I

(1827)法椅となf)､赤穂に良って､花岳奇の門前に住んだ｡藷派折衷体とも呼ぶべきその

妓術は､かなr)高度なものがあるC.また､たい-ん妃代的な終息感覚を凍っていた人だo

明治九年､ 81歳:で汲した｡鼠は赤穂中表占壷屋の巌塔寺にあるo

∵

bJ.i:!;"I riJi...1.. -I.. ･･.1;.,I.,inl.UTr.I- I-11や4.f

患申油有半　血奇骨塊固 岡tzl東虎羊　入相浸暴国　宝常青嵐

-48-



(2)南蛮紅毛美術企画展示

旧南蛮美術館､および本館収集の資料を中心に､テーマを設定した企画展示を行う｡

霊i…霊ふ?ををiま長を蔓ミ禦器…磯こ.三言慧…言……三 ･-ト--轟傘ふふふでき< ��

南蛮美術名品展 祷ﾈ�#i?｢�7著����ﾈ繪?｢�?｢��教科書などでよく知られたザゲイエル 像.南蛮犀風をはじめ､近年公開の機 会が少なかつた､都の南蛮寺図.花下 群舞図などの南蛮風俗画を含め､南蛮 美術の名品を展示したo 

エキゾチックEDOアート ���ﾈ�#�?｢�7著���所蔵品の中から江戸時代の洋風画を南 蛮美術館室に､江戸時代の異国趣味の 
1月15日(金.祝) �:俾Xｮﾒ�4ｸ8�5旭ﾘ/�<�¥ｩ5x麌�(,�5r�麌�ｸﾕﾘﾌｸ鳬�8,ﾉ�ﾉvﾘ¬j�/�･Hｬ�+X+ﾘ�ｲ�

ポスター

南蛮美術名品展　出品目録

初期洋風画

1　　2　　3　　4　　5　　6　　7 聖フランミノスコ･ザウイエル像
丁こいt2い

泰西王侯腐馬図(重要文化財)

匹儲図･世界図(重要文化財)

水車のある西洋風俗図※

師父二童子図･西洋二武人図　伝篭芳筆

老人読書園※　　　　　　　　　伝借方筆

5工戸時代初期　　1　　両

江戸時代初期　　4曲1隻

江戸時代初期　　8曲1双

5工戸時代初期　　6曲1隻

江戸時代初期　　2　　面

5二戸時代初期　　1　　面

蓮農園　　　　　　　　元禄15年(1702)雪村道香賛　　江戸時代初期　1　幅

8,簡あ南蛮等図　　　　　　触
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桃山時代　　1　　面



(参考出品)洛中洛外図粛蘭画帖※

9.南蛮厨風(重要文化財)

10.南蛮扉風

11.南蛮人交易図

12.花下群舞図

13.観能図

狩野宗禿筆

狩野箭髄等

14.誌森南蛮人文鍾

15.妄韻南蛮人に策菜遠聖袈嵩み

16.蒔絵南蛮人洋犬支韻'iC

17.蒔絵南蛮人文箱

18.蒔絵鉄砲臓

19.票払義菖彩茶碗

20.天正力＼るT=版木重箱
ひきふね九:ぱこ

21.蒔絵異国船曳船匿l煙草盆

22.南蛮人喫煙図繍

23.南蛮人散策図柄鏡

24.南蛮人散策歯ヲ(緩窺う

[詞-諾■

しよだれノす

25.貝貼り書肇笥

26.蒔絵螺朝憲窟貼り住吉社戯

12　花下群舞図(部分)

桃山時代

桃山時代

5工戸時代初期

ミ工戸時代前期

桃山時代

5工戸時代初期

慶長9年(1604)

桃山～江戸時代初期

桃山～5工戸時代初期

桃山～江戸時代初期

桃LiJ ～ラ工戸時代初期

桃山時代

桃山～さ工戸時代初期

さ二戸時代中期

江戸時代初期

江戸時代初期

三二戸時代

江戸時代初期

江戸時代初期

1帖6図

6曲1双

6曲1双

1　　幅

6曲1双

8曲1隻

背　対　合　合　個　□　合　点　画　面　薗1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　11　　　1

点　合
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一開催にあたって-　神戸市立博物館エキゾチック･アート･コレクション

LE†f,が､1じめ

神戸市立博物館の美術コレクションの中心は池長　孟氏の収集になる南蛮･紅毛美術ですoそのユニーク

で優れたコレクションを核として､神戸市立博物館は､収蔵品を補強するべく博物館のテーマに沿って､少し

ずつ作品収集に努めてまいりました｡そのいずれもが､ 1ト19世紀の東西文化交流の貴重な資料となっていま

す｡

このたびの展覧会では､そうした収蔵品の中から桃山-江戸時代初期の南蛮美術を除き､江戸時代､ 18世紀

から19世紀にかけての鎖国期に生まれた西洋の影響を受けた絵画､陶磁器､漆器､ガラス器を齢塗して紹介し

ます｡日本美術におけるオランダ趣味を､絵画､工芸品の中に言売みとっていただこうとする試みです｡江戸時

代の｢洋風画｣の流れを概観することで､日本絵画史の複雑な美意識を読みとることができるでしょう〇

これらにあわせて､ヨーロッパの東洋趣味に応じて作られ､長崎から輸出された日本製の磁器､漆芹の里帰

り作品を紹介､その一方で､江戸時代に逆にヨーロッパから日本にもたらされたガラス器､陶器､染織品を展

示します｡交流しあう珍奇な商品としての工芸の数々をご覧いただき､当時の人々が感じたエキゾティシズム

に触れていただければと思います｡

Ⅰ.長崎の異国趣味
1長崎図･プロンホフ家族図　　　日原慶賀筆　　　1基2図　1818年(文政元)

2　蘭船図　　　　　　　　　　石崎融思筆　　　1幅　　　1822年(文政5)

3　瀕海都城図　　　　　　　　　伝荒木如元筆　　1面　　　　江戸時代･ 19世紀初期

4　花寵と蝶図　　　　　　　　　若杉五十八筆　　1面　　　　江戸時代･ 19世紀初期

5　花鳥の阿蘭陀風景図　　　　　若杉五十八筆　　1面　　　　江戸時代･ 19世紀初期

6　紅毛ボンポコボン図　　　　　　西苦楽筆

(覗きからくり図)

7　阿蘭陀人之図

8　阿蘭陀女人

めがねえうきえ

Ⅱ.眼鏡絵と浮絵
9　京洛･中国風景図巻

10　三十三間堂通し央図

11円山座敷図

12　鋲江樹林

13　青州潮

長崎製

長崎製

筆　画　画　筆　画挙　挙　挙　挙　挙応　応　応　応　応山　山　山　山　山円　円　円　円　円伝　伝　伝　伝　伝
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1幅　　　　江戸時代･ 18世紀後期

- 19世紀初期

面　枚
l⊥　　l

図4巻　枚　枚　面　枚1 1 1 1 1

江戸時代･宝暦頃

江戸時代･ 18世紀後期

1759年(宝暦9)頃

宝暦頃-1795年(寛政7 )

宝暦頃-1795年(寛政7)

宝暦頃～1795年(寛政7 )

宝暦頃～1795年(寛政7)



14　反射式のぞき眼鏡

･イギリス製銅版眼鏡絵付き

15　豊春･政美浮絵付き

のぞきからくり

16　芝居狂言舞台顔見世大浮絵

17　品川妓楼図

18　仮名手本忠臣蔵七段目諜酔の段

19　浮絵阿蘭陀雪見之図

20　浮絵紅毛フランカイノ

湊万里鐘響図

21浮絵アルマニヤ珍薬物集之図

22　アンポイナ奇晶室

23　新板阿蘭陀浮画

拒日多国尖形高台

24　新板阿蘭陀洋画

亜細亜洲第索禄王重量

25　新板阿蘭陀洋画

楽徳海鴨鋼人巨像

26　羅得島湊紅毛船人津之図

Ⅱ.江戸洋風画
27　西洋婦人図

28　蓮図

29　燕子花にハサミ図

30　異国風景人物図

31三園景

32　広尾親爺茶屋図

33　両国橋　TWEELANDBRUK

34　異国工場図

35　播州舞子浜図

36　今戸瓦焼図

37　ゼルマニヤ廓中之図

38　大日本金龍山之図

39　フアン･ロイエン筆花鳥図模写

40　ヒポクラテス像

41紅毛婦人図

42　へイステル像

43　ナポレオン像

44　紅毛人風俗図

45　虫合戦図

ヨ-ロツパ製　　　　1点

歌川豊春　　　　　　1式

･北尾政美画

奥村政信画

鳥居清忠画

歌川豊春画

歌川豊春画

幅　幅　幅　枚　枚1 1 l⊥　　　l 1

歌川豊春画　　　　　1枚

G.E.ルンフイウス　1冊

歌川国長画　　　　　1枚

歌川国長画　　　　　1枚

歌川国長画　　　　　1枚

歌川国虎画　　　　　1枚

平賀源内筆

′ト田野直武筆

佐竹曙山筆

司馬江漢筆

司馬江漢画

司馬江漢画

筆　画　画

画　筆　筆　善　書　着　　筆　筆　筆　筆　筆　筆漠　漠　漢　田　田　田　筆　浪　浪　巌　洲　山　浜江　江　江　堂　堂　堂　昆　大　大　寒　雷　秀　南馬　馬　馬　欧　欧　欧　文　川　川　山　田　尾　木司　司　司　亜　亜　亜　谷　石　石　北　安　松　春
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面　帽　幅　幅　面　面　面　幅　幅　幅　面　面　幅　幅　幅　帽　幅　双　幅1 l　　1　　2　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1

18世紀中期　江戸時代に舶載

江戸時代　安永-天明ごろ

江戸時代･延事頃

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

1705年

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･天保頃

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

1783年(天明3)

1784年(天明4)

1787年(天明7)

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･ 19世紀初期

1809年(文化6 )

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･ 19世紀初期

江戸時代･ 1800年前後

江戸時代･ 19世紀中期

江戸時代･ 19世紀中期

江戸時代･ 19世紀中期



Ⅳ.オランダ趣味の工芸
陶磁器

46　色絵帆船に阿蘭陀人文蓋付碗

47　色絵象にインド風俗図壷

有田窯

有田窯

48　染付洋文字に阿蘭陀人文火入れ　有田窯

49　色絵阿蘭陀人文八角皿

50　染付馬に阿蘭陀人文八角鉢

51色絵絡舵に阿蘭陀人文鉢

52　染付騎配に阿蘭陀人文鉢

53　色絵阿蘭陀人立像大皿

54　染付蒸気船に日本地図大皿

55　三彩ユーラシア

･アフリカ大陸図皿

56　三彩南北アメリカ大陸図皿

57　染付洋文字に獅子図水指

58　染付長崎港図碗

59　鉄絵阿蘭陀風俗図皿

60　染付花井文角形向付

61染付西洋風景図大皿

62　染付西洋風貴国刀掛

ぴぃとろと和製ギヤマン

63　グラヴエールV.0.C.

マーク入り吊り行灯

64　型吹き唐草文ガラス蓋物

65　型吹き黄色唐草文ガラス向付

66　紫色彩絵花弁文瓢形ガラス徳利

67　つる朝顔形ガラス盃

68　型吹き八重菊文蓋付きガラス碗

69　ぴぃどろ瓶細工

70　ガラス張り八角三重食寵

71切子格子文丸形ガラス三段重

72　切子藍被せ栓付ガラス瓶

73　切子鋼紅被せガラス鉢

有田窯

有田窯

有田窯

有田窯

有田棄

有田窯

志度窯(源内焼)

志度窯(源内焼)

万古焼

亀山焼

イギリス製
･尾形固平絵付

｢乾山｣刻印銘

京焼系

意焼系

薩摩系

薩摩系

V.日本に輸入されたヨーロッパの工芸品
陶磁器

74　染付楼閣山水文大皿 オランダ

マーストリヒト窯
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5合　　　　江戸時代･ 18世紀後期

1合　　　　江戸時代･ 18世紀後期

1点　　　　江戸時代･ 19世紀初期

1枚　　　　江戸時代･ 19世紀初期

1口　　　　江戸時代･ 19世紀初期

1口　　　　江戸時代･ 19世紀初期

3ロ　　　　江戸時代･ 19世紀初期

1枚　　　　江戸時代･ 19世紀初期

1枚　　　　江戸時代･ 19世紀中期

1枚　　　　江戸時代･ 18世紀後期

1枚　　　　江戸時代･ 18世紀後期

1合　　　　江戸時代･ 18世紀後期

1口　　　　江戸時代･ 19世紀初期

8枚　　　　江戸時代･ 19世紀初期

6口　　　　江戸時代･ 17-18世紀

1枚　　　　江戸時代･ 19世紀中期

1点　　　　江戸時代･ 19世紀中期

合　口　点1　　5　　1

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期

江戸時代･ 18世紀後期
-19世紀初期

1点　　　　江戸時代･ 18世紀後期

3合　　　　江戸時代･ 18世紀後期

2本　　　　1821年(文政4)

1点　　　　江戸末期-明治前期

1点　　　　江戸末期一明治前期

2点　　　　江戸末期-明治前期

1口　　　　　江戸末期～明治前期

1枚　　　　19世紀中期



75　色絵挿花文深皿

76　染付東洋風景Bl手付容器

ガラス(ぎゃまん)

77　グラヴエール西洋紋章

文蓋付ガラス大杯

78　カットガラス台付鉢

79　金彩花弁文栓付ガラス瓶
･脚付ガラス杯揃い

80　金彩紫色花井文栓付ガラス瓶

81カットガラス丸文長円形深皿

82　カットガラス金彩蓋付鉢

染織品

83　花井文様更紗･誠織縫合半裸祥

84　亀甲に六稜星文縫合更紗下着

85　白地小花文様更紗下着

オランダ
マーストリヒト窯

オランダ

マーストリヒト窯

オランダ製　　　　　1点

イギリス製　　　　　1点

オランダ製か　　　　1式

オランダ製か　　　　2点

アイルランド製か　1枚

イギリス製　　　　　1合

ヨーロッパ更紗(19世紀) 1領

･織織(江戸時代)

ヨーロッパ更紗　　　1領

(19世紀)

ヨーロッパ更紗　　　1領

(19世紀)

Ⅵ.日本からヨーロッパへ輸出された工芸品
磁　器

86　染付芙蓉手牡丹文大皿

87　色絵芙蓉手Ⅴ.0.C.

マーク入り大皿

88　染付婦女避遥文皿

89　色絵布袋乳瓶

有田窯　　　　　　　1枚

有田窯　　　　　　　1枚

有田窯

有田窯

漆　器

90　蒔絵楼閣山水文箪笥　　　　　　　京都製

91蒔絵ドガ-スバンク海戦園飾り板　長崎製

92　蒔絵カデイス海戦図飾り枚　　　　長崎製

93　蒔絵フリーメイソン文箱　　　　　長崎製

94　青貝細工フリーメイソン文箱　　　長崎製

95　青貝細工花鳥図箪笥　　　　　　　長崎製

枚　点　　　　点　枚　枚　点　点　点1 1 1 1 1 1 1 1
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19世紀中期

19世紀後期

18世紀

19世紀初期

19世紀初期

19世紀中期

19世紀初期

19世紀初期

仕立:明治時代

仕立:明治時代

仕立:明治時代

江戸時代･ 17世紀末
-18世紀初期

江戸時代･ 17世紀末
～18世紀初期

江戸時代･ 18世紀初期

江戸時代･ 17世紀末
-18世紀初期

江戸時代･ 17世紀後期

1792年(寛政4 )

1792年(寛政4 )

江戸時代･ 19世紀後期

江戸時代･ 19世紀後期

江戸時代･ 19世紀後期



(3)古地図企画展示

本館の古地図資料の中心をなす南波コレクション･秋岡コレクションに加え､本館収集の古地

図をもとに､テーマを設定した企画展示を行う｡

霊器:発注澄渡;㌫象憲実霊 倅�ｹ�jり4sｸ*H-ﾈ/�蓼ﾋ翕ｸ+8���9Dｹ>X7�7��8蕀�粳=ﾂ�憲三業芸霊度三霊憲…Tiq憲法…鷹怒…言霊≡霊 

古地図と絵解き屡 度ﾈ���?｢�7著��以�3�?｢�?｢��夏休み子供向け企画の古地図展として 開催○古地図の上に描かれた人物や動 植物.船などに込められた意味を解読 したり､女ばかり住むという伝説の島 ｢羅剃国｣などを解説o 

日本地図名品展 ���ﾈ�#�?｢�7著����ﾈ��Y?｢粟�頽｢��南波松太郎.秋岡武次郎両コレクショ ンの中から､日本地図の名品を展示o いわゆる｢行基図｣から伊能忠敬の日 本地図までの歩みを､選りすぐりの逸 品でたどった○ 

古地図企画展｢古地図と絵解き展｣出品目録

<未知の土地､伝説の島>

(iJ幻のジパング由

1. M.ベハイム地球儀(複製)

2.シルバヌス輔プトレマイオス地LX日航

3.南北アメリカ大陸問

(2う蘇刺の拘

4.行基澱薩鋭大u本凶図

5.大u本国地衣之図

6.本朝凶鑑綱目

7.伊万里焼円形u本地Lxl大JITL

8.伊万里焼四角u本地図肌

9.扶桑国之図

10.11本地図印ろう

ll.世界万国H本ヨリ海L里数王城人物L到

⑨未知の南方大陸

12.オルデ)ウス政界図

13.オルデ)ウス太平洋図

14プランシウス世界図

15.万国稔界図

16.源内焼世界図皿

17｣地球万国山海輿地全図鋭

(釘ナゾの北海道

18.Yンソン日本･エゾ図

19.7イツセル改訂プラウアジア図

20.フアン･ケ-レンアジア図

21.モル大アジア図

22.蝦夷国全図

i]川流'f盲

石川流宣

長久保赤水

林子平
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臥ITlr1 1492年

1511年

1550年頃

江戸時代初期(17LH_'紀甜半)

江戸時代初期(17虻紀前半)

貞事4年(1687)

江戸時代後期(19世紀前半)

江戸時代後期(19世紀前半)

寛文5年(1665)

江戸時代後期(18世紀後半)

江戸時代末期(19枚紀中頃)

1587年

1 589年

1594年

貞事5年(1688)

江戸時代中期(18世紀中頃)

18世紀末期

1 658年

17世紀中頃

1680年頃

1710年頃

天明5年(1785)



<不思議発見>

23オルデノウス東インド諸島図

24.オルデノウスタルタリア図

25.メルカトルホンデイウス日本図

26.Pカユリウス｢ライオンマップ｣ (裏の表紙に写真)

27.飛行船入り仏教系牡界図

28.無筆東宝国尽案内

<私は誰?何? >

29.オルデ)ウスmtl:界の舞台』タイトル貞

3().ホンデイウスアトラスタイトルfFiL

31.メルカトル版プトレマイオス世!別封

32.ホンデイウスtEt界図

33.レランド日本館剛判

34ヅイックー日本図

<登場人物は春･夏･秋･冬､大気･水･土･火>

35プラウ牡壬別封

36プラウ世界図

37.デ･ウイッ=虹ち別封

38.デ･ウイットLtと界図

39フアルクtlflr界図

40.ゾイッタ-アジアL実J

日本地図名品展　出品目録

NQ　　資　料　名　　　　作者等　　　時　代 版　　種

1570年

157()年

1606年

1617年

江JJ時代後期(19tRL紀前半)

fr.f棚引℃末期(19世紀中頃)

1570年

1620咋

1605年

1630年･

1715年

1730年

1635年

I 662年

1668年

1680年

1700年

1710年頃

寸法(cm)　　備　　考

Ⅰ.行基園にみるB本の姿

1嘉元3年(1305)Ej本園　　　　　　　　　江戸時代写　　　手書手彩

京都イ=和寺に所蔵される現存最古の日本国(西日本部分欠)を江戸時代に模写したものo

38.5×134,4　両波コレクション

2　拾芥抄　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　木　版　　27･4×20･9　秋岡コレクション

わが国で初めて印刷されたE]本国を挿入する百科全書oティセラ巳本園と類似｡

3　ティセラ日本図　　　　　Lティセラ　1595年　　　　銅版手彩　　47.0×5■5･0

ポルトガルの地園作家ティセラが作成したもの.西洋で初の単独Ej本臥｢行基園｣を基にしていると考えられるが､九州の形状は改良され

ている｡

4　行基菩薩説大日本国図　　　　　　　　　江戸時代初期　　木　版

東を上にしたB本園で､ Ej本周辺の伝説の島も描く｡

5　鏡背日本園(北野神社蔵)　木瀬浄阿弥　1600年頃　　　　拓　本

hO藤清正が､京都の北野神社に奉納したと伝えられる鏡の背面に鋳出されたEj本国の拓本｡

6　伊万里焼日本図皿　　　　　　　　　　　文政年製(1818-30)有田窯

7　伊万里焼円形E]本国皿(鶴に方位盤)　　　天保年製(1830-44)有田窯

｢行基園｣をあしらった皿｡文政年製の日本図皿は希少｡興隆は天保年製のもの.

8　日本地図扉風(二曲一隻)　　　　　　　　安土桃山時代　　芋書手彩

｢行基図｣から一歩進んだB本臥安土桃山時代の貴重な日本国の一例｡

9　新改Ej本大絵図(扶桑国之図)　　　　　　寛文2年(1662)　木　版

日本の形は｢行基園｣から一歩脱した形態をとる民間の刊行臥

10　日本地図印篭　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期

日本国を装飾として用いた印乱印南の表と裏で巳本図を描く｡
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80.4×42.3　両波コレクション

119.5×97.8　両波コレウシ]ン

27.3×30.3　　池長コレクション

径48.3

59.9×123.8　　両波コレクション

59.1×88.3　両波コレクション

8.4×8.6×2.0



NQ　　資　料　名　　　　作者等　　　時　代　　　版　種　　寸法(cm)　備　考

Ⅱ.江戸幕府作成の日本風

1 1扶桑国都水陸地理図(六曲一隻)　　　　　江戸時代初期　　手書手彩　131.4×182A

江戸幕府が最初に作成した｢慶長日本園｣を模写したものと思われる｡北海道は描かれていない0

12　承応3年御蔵入日本国　　　　　　　　　承応3年頃(1654)手書手彩　　89.gX270.9　両波コレクション

Ej本の図形は(No.ll)と同様に｢慶長B本園｣の系統｡周臥二は幕府に収納される国ことの石高を記す.

13　寛文日本図　　　　　　　　　　　　　　寛支頃(1661-73)　手書手彩　　87.8×239.9　南波コレクション

三代将軍家光の｢枕扉風日本園｣を写したものといわれ.諸国の石高を記す｡

14　日本輿地細見園(幕府撰正保日本園写)　　宝永頃(1704-ll)　手書手彩　　213.1×277.3　南波コレウシヨン

｢正保日本図｣の写し｡大和川がすでに付けかえられているので､書写年代は宝永頃と推定される｡

Ⅱ.伊能忠敬ガ作成した日本図

15　沿海地図　　　　　　　　　伊能忠敬　　文化元年(1804)　手書手彩　　215.1×254.4　両波コレクション

北海道南岸の根室から名古屋までを描いた東日本臥

16　Ej本輿地図藁　　　　　　　伊能忠敬　　文化6年(1809)　手書手彩　120.5×204.0　南波コレクション

忠敬が測量の半ばに､幕府の求めに応じ作成した日本臥未測量の九州は不正確｡

17　日本辺界略図　　　　　　　高橋景保　　文化6年(180g)　銅版手彩　　23.3×106.0　両波コレクション

日本列島をアジアの中に位置つけたもの｡北海道の姿は忠敬と間宮林蔵の探検成果を採り入れている｡

18　伊能小園(西日本園)　　　伊能忠敬　　文政4年(1821)　手書手彩　　203.5×162.1　両波コレクション

19　伊能小園(蝦夷国)　　　　伊能忠敬　　文政4年(1821)　手書手彩　161.6×181.1　両波コレクション

伊能小園は､ 1/432,000の縮尺でEj本を3枚1組で描くが､その内の2枚｡東日本部分は欠0

20　日本国地理測量之図　　　　伊能忠敬　　江戸時代後期　　手書手彩　　390.0×425.0

伊能図を編集し､ B本全体園としたもの｡園中には忠敬の測量成果を数多く表示している｡

21大日本沿海実測録(14冊)　　伊能忠敬　　明治3年(1870)　木　版　　各28.5×18.0

Ⅳ,民間の手になる日本国

22　新撰大日本図鑑　　　　　　　　　　　　延宝6年(1678)　木版手彩　　　69.1×92.5　南波コレクション

ヨーDツパに伝わり､ケンペル日本国のもとになったと考えられる日本臥

23　ケンペル日本図　　　　E.ケンペル&J.G.シ]イヒツアー1727年　　　　　銅版手彩　　　46.6×53.3

出島商館長付医師ケンペルが､作成したもの｡ヨーロッパで数多くの類園を生む｡

24　本朝図鑑綱目　　　　　　　石川流宣　　貞享4年(1687)　木版手彩　　59.9×130.8　南波コレクション

浮世絵師流宜が作成した日本園の初版｡交通に関する情報が皇宮｡

25　Ej本海山潮隆国　　　　　　石川流宣　　元禄4年(1691)　木版手彩　　97.0×168.1　両波コレクション

貞享4年園を大型詳細にしたもの｡ヨーロッパにも伝来し､ L/ランド日本帝国図を生む｡

江戸時代のベストtzう一地園のひとつ0

26　レランド日本帝国園　　　　A.レランド　1715年　　　　　銅版手彩　　　53.5×63.5

オランタの東洋学者レランドが作成した日本臥国名を漢字で併記する｡
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NQ　　資　料　名　　　　作者等　　時　代　　　版　種
寸法(cm)　　備 考

27　改正日本輿地路程全図　　長久保赤水　安永8年(1779)木版手彩　　83･2×134･3　秋岡コレクション

赤水は水戸薄の儒学乱日本図だけでなく世界園や中国図など多くの地図を作成した人物0

本図は刊行日本画として初めて椎繊度が入ったもので､ ｢流豊乱に変わって江戸時代後半に人気を博したo

28　源内焼日本図皿　　　　　　　　　　　江戸時代中期

平賀源内わく讃岐の志度で作らtfたといわれるmJ確度を用いて巳本列島を描く0

29　日本絵図　　　　　　　　鍬形悪斎　　江戸時代後期

蝦夷から朝鮮半島までを鳥肺国の手法を用いて描いたもの0

30　日本島轍園犀風(六曲一隻)　　　　　　江戸時代後期

日本列島をある一定の高さから傭略して胤､たもの｡地名表記も非常に豊凱

31大日本名所-覧　　　　　　喜斉立祥　　5工戸時代末期

二代広重が描<日本列島の鳥臓園｡

32　羽子板型E3本図(顕微鏡付)　松田緑山　　江戸時代末期

極小銅版日本臥顕微鏡を通してそれをみる仕組み｡

志度窯　　　31.5×31.5

木版刷彩

手書手彩

木版刷彩

銅　　版

39.8×57.4　両波コレクション

67.0×213.4　南淡コレクション

35.2×122.3　両波コレクション

3.8×1.3　両波コレクション

*備考欄の空白は博物薦収集資料である｡

No27改正日本興地路程全図
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(4)ギャラリー

号襲撃鶏きき凌ぎ妻妾蛍を汝と嘩鰍を消音与与を痕東嶺さきを務ま繋㌢舟*亨孝を冬等号釜を弊- 霊鱒幣畢汝襲率各藩号:<学亨黒怒委 ��9~ﾉ(i�ηG(ｧｸ+ｸ+ｹ�ｹzi�9k8ｧx�8���チ;認諾琵警三言…言責弐綜三言言≡慧;慧言…認諾…済…言琵≡言;三三;憲三三 

神戸ゆかりの芸術家たち展 店ﾈ�#i?｢�笘��佇�#I?｢盈ｒ�金山乎三､林重義､田村孝之介の油彩 画に加え､林重義のリトグラフ､柳原 義達の彫刻など､神戸ゆかりの芸術家 の所蔵作品を展示した○ 

山下摩起展 祷ﾈ�#i?｢�7著����ﾈ���?｢盈ｒ�日本画の新しい表現と精神世界を求め 続けた画家.山下摩起〇本展では当館 の所蔵品を中心に26点をあつめ､この 神戸.有馬ゆかりの画家の足跡を概観 した○ 

神戸ゆかりの芸術家たち展 ���ﾈ�#�?｢�7著���ﾈ�#�?｢盈ｒ�金山平三､林重義､田村孝之介､中西 勝､西村功の油彩画､柳原義達の彫刻 作品を展示したo 

神戸'の書展 ��ﾈ�#9?｢�7著��8ﾈ�#)?｢以竰�上田桑鳩､宇野雪村､深山龍洞､安東 聖空ら､神戸と深くかかわりながら近 代の書道界をリードした人々の作品を 展示した○ 

神戸ゆかりの芸術家たち展 �8ﾈ�#I?｢��R���hﾈ緤?｢�?｢��田村孝之介の作品を中心に柳原義達の 所蔵の彫刻をまじえ､神戸ゆかりの芸 術家の作品を展示したo 

山下摩起展　出品目録

1.音葡

2.紅梅

3.夜の梅

4.白梅

5.雪竹

6.早春

7.蓮池

8.葡萄

9.桃

紙､グウ､ソシュ　　個人蔵

紙本書色　　　　　　当館蔵

紙本塁画　　　　　　当館蔵

祇本淡彩　　　　　　当館蔵

昭和32年(1957)　　紙本墨画　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本書色　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本淡彩　　　　　　当館蔵
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10.瀧

ll.渓流

12.鯉

13.水鳥

14.瑞鳥

15.窯

昭和36年(1961)

昭和41年(1966)

昭和36年(1961)

16.会剛力士Ⅰ

(四天王寺五重塔彫刻絵)　昭和36年(1961)

17.金剛力士Ⅰ

(田天王寺五重塔彫刻絵)　昭和36年(1961)

18.金剛力士Ⅱ

(凶天王寺五重塔彫刻絵)　昭和36年(1961)

19.多聞天

20.不動明王

21.文殊菩薩

22.菩薩

23.菩薩座像

24.如来座像

25.苛薬

26.秩

昭和41年(1966)

昭和36年(1961)

昭和41年(1966)

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本淡彩　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

紙本書色　　　　　　当館蔵

紙本書色　　　　　　当館蔵

紙本書色　　　　　　当館蔵

紙本書色　　　　　　当館蔵

紙本墨画　　　　　　当館蔵

祇本淡彩､裏箔　　当館蔵

大正7年　　　　　　　絹本著色　　　　　　個人蔵

紙本書色　　　　　　個人蔵

洪山下摩起の新出作品｢苛薬｣ ｢萩｣は特別展示室2で展示しておe)ます｡

※この展覧会に作品をご出品いただきました所蔵者の方に厚く御礼申し上げますJ｡
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ギャラリー

寒声:;:.fII----;:i:-I:-:i書毒

平成11年(1999)1月23日(土)～3月22日(月)

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

出　品　目　録

1.　上田桑鳩　　明月照積雪　　　昭和16年(1941)

2.　宇野雪村　　命(MY(ラ)　　昭和57年(1982)

3.　深山龍洞　　昔がたり　　　　昭和35年(1960)

4.　　,/　　　つきの夜　　　　昭和37年(1962)

5.　　,'　　　与謝野晶子うた　昭和42年(1967)

6.　　,'　　　若山牧水のうた　昭和50年(1975)

7.　　,/　　　孤独　　　　　　昭和50年(1975)

8.　,y　　　芭蕉俳句二旬　　昭和52年(1977)

9.　　,,　　　%#

10.　安東聖空　　波音

ll.　　,y　　　　ひとむらの

12.　　,7　　　深山木の

13.　　,'　　　さん彩の

14.　　,!　　　墨の香や

15.　　/'　　　やうやくに

16.　　,7　　　　白梅や

昭和55年(1980)

昭和44年(1969)

昭和49年(1974)

昭和50年( 1975)

昭和51年(1976)

昭和54年(1979)

昭和55年(1980)

昭和55年(1980)
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毎日書道展

-楽書芸院展

一束書道会展

和様書作家協会
臨書と展開展

日本の書展

日　　　展

一束書道会展

日　　　展

日　　　展

日　　　展

日　　　展

現代書道二十人展

日本の書展

現代書道二十人展

隻

装　装　装　装　装　装　装　装　-　装　装　装　装　装　装　装額　額　額　額　額　額　額　額　曲　額　額　額　額　額　額　額

2



(4)デュオこうペ　　ーアートインフォメーション-

長途葱曇葱掛で;鐙二言号芸ぎ 凭ﾈ�/���ﾜ�ﾈ�87鞋鞴�ﾉVcｸ蔘ｩKIDｸ蓼蓼蓼蓼險ﾋ��8�9u��

中国の青銅器-2 滴ﾈ�#)?｢��R���Xﾈ���?｢�竰�平成6年度に寄贈された､故西村敦男 氏の中国の青銅器コレクション(商後 期～後漢)の中から､爵.畠.鼎など 代表的な資料11点を前年度から継続し て展示した○ 

地図皿の世界一1 店ﾈ�#�?｢��R���hﾈ��i?｢�竰�18世紀後半の源内焼から明治時代にい たる地図皿の歴史をたどり､様々な形 

地図皿の世界一2 塗ﾈ��y?｢��R���xﾈ��I?｢�竰�態や大きさ､世界図や日本図など多様 な地図皿を展示したo 

ガラスと染付-1 度ﾈ��Y?｢��R���以���?｢�竰�所蔵品の中から明治初期のガラスと中 国.日本の染付磁器を選んで展示○涼 味と洗練を工芸で概観したo 

ガラスと染付-2 嶋ﾈ���?｢��R���佇��Y?｢�竰�

和鏡-1 祷ﾈ��i?｢��R�����ﾈ�#�?｢�竰�平安時代以後に独自の文様の発達をと げる和鏡､桃山時代には円形鏡に柄を 付けた柄鏡が出現する○このような化 

和鏡-2 ���ﾈ�#�?｢��R�����ﾈ��y?｢�竰�粧道具の1つである鏡の文様の変遷を 中心に､鎌倉時代から江戸時代の和鏡 15点(復元鏡を含む)を紹介したo 

神戸はじめ物語-1 ���ﾈ���?｢��R����(ﾈ��Y?｢�竰�開港以後､神戸に根付いた外来文化の うち､西洋料理を伝えたホテルや清涼 

神戸はじめ物語-2 ��(ﾈ��i?｢��R����ﾈ���?｢�竰�飲料水など､``食''の`はじめ'に関 する資料を写真パネルで紹介した○ 

吉祥のうつわー1 ��ﾈ�#�?｢��R���(ﾈ��i?｢�竰�所蔵品の中から中国磁器､青銅器､日 本陶磁を選び､その吉祥文様を解説を 加えながら展示したo 

吉祥のうつわー2 �(ﾈ��y?｢��R���8ﾈ��i?｢�竰�

大和路の瓦-1 �8ﾈ��y?｢��R����ｳHﾈ��I?｢��R編�平成7年に故柳田義一氏が蒐集した資 料が､当館に寄贈されました○その中 には､中国や朝鮮半島のものを含め､ 約70点の古瓦の資料が含まれています○ 今回は､このうち大和地方から出土し たとされる､飛鳥時代から鎌倉時代の 瓦を15点展示した○ 
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3　学習室･図書室

(1)学習室

学習室は､ ｢見る･触る･考える｣という来館者の主体的な行為を導くように構成している｡

常設展示で十分に展示･表現できない分野を補足するための資料を準備し､白由に手で触り､動

かし､その事物の感触を味わい､楽しみながら､学習するなど工夫してあり､これにより､本館

の基本テーマや神戸の歴史に親しみやすくしてある｡次の3つのコーナーが設けられている｡

見るコ-ナ-

博物館で資料展示がEg難な､動きのある祭りや生産物の工程を示すもの､また建築物や､空か

らの都市景観､神戸の歴史などをビデオディスクを使って映像で紹介している｡

これらは､リクエスト型のテレビで解説も日本語･英語いずれでも聞けるようにしてあり､各

自が自由に見たいものを数秒で検索できるようにしている｡

また､立体写真は､航空写真を少しずらして写してあり､両目で見ると立体的に見ることがで

き､神戸全域の地形を把握することできる｡写真パネルでは､昭和初期と平成2年の神戸市内15

ヶ所の定点比較ができるo

触るコーナー

常設展示の原始･古代部門に展示されている縄文時代､弥生時代､古墳時代の土器の模型を配

置し､自由に触り､土器の感触を直接体験できるようにしている｡

また､国宝桜ヶ丘出土の6号銅鐸のレプリカ(複製)にも触れ､銅鐸の音色を楽しむことがで

きる｡壁面に描かれた縄文･弥生時代の生活想像画のパノラマは､古代人の暮らしを身近に感じ

てもらおうというものである｡

考えるコーナー

ここ数年老朽化などの為に何かと不都合の多かった｢考えるコーナー｣の機器であったが､本

年度12月より内装とともにコンピューター方式に一新したo地階｢作業室1｣に編集機を設置､

1階学習室｢考えるコーナー｣には端末機6台を設置し､ LANで接続､各端末機は独立して操

作できるようになった｡端末機ごとに椅子2脚を準備､操作はタッチパネルで行い､音声はスピー

カーで聞ける｡部屋は壁紙やカーペットを白っぽい色のものに張り替え､照明はライト数を増や

すなどして､明るく清潔な感じを演出した｡

コンピューターソフトは､開館以来｢考えるコーナー｣の為に製作してきた『5つの扉』を活

用した｡ 『5つの扉』は､当館の資料等を使って制作したVTR番組｡ 1問が約2分程度あり､ 5

問で1コースとしたクイズ番組である｡今回はそれらの一部を再編集して､ 5番組制作した｡

(2)図書室

神戸に関した書籍､東西文化交流に関する書籍､考古に関する書籍､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達のために気

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

･博物館独自の事業

(1)夏休み土器づくり教室

(2)博物館たんけん隊

7. 31-8. 1　　成形　　　　104人

8. 8　　　　　焼成　　　　　40人

7. 25　　　　　　　　　　　　　108人

(3)ミュージアム講座

10. 15 ｢有馬の縁起と絵解き｣　　　　　　　　　　　学芸員　問屋真一　　128人

11.12 ｢幕末･明治の銅版画-知られざるミクロアート｣学芸員　塚原　晃　　106人

12. 17 ｢絵図から地図へ一江戸時代の地図のあゆみ｣　　学芸員　小野田一幸　113人

1. 18 ｢神戸発のメディアー小磯良平の表紙絵と挿絵｣

小磯記念美術館学芸員　金井紀子　　107人

2. 18 ｢唐代の政治と文化一別天武后誕生までを中心に｣学芸員　国木田明子　　99人

3. 4 ｢中世の住宅一箱木千年家の発掘調査から｣　　　学芸員　中村善則　　103人

(4)学校団体オリエンテーション

幼

小

中

園校校椎学学

高　　　校

大　　　学

専門学校

盲養護学校

(計

園校校校校校校校1　4　3　4　3　5　3　3

6　4　3　1　　　　　　　　6

1

40人

4, 882人

2, 964人

3, 263人

547人

238人

38人

ll, 972人)

･共催事業

(1)歴史たんけん隊

(2)シタール演奏会

(3)邦楽サロン

･午後のシャンソン

･映画祭

･その他

5　6　2　9　6　6　4　7　4　1　2　7　8　5　7　8　9　1

1　1　2　1　2　　　　　1　2　2　2　2　1　1　1　1　2

2　2　2　2　2　1　1　3　3　3　3　3　3　0　0　0　0　11　1　1　1　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　1　1　1
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須磨琴

地　歌

清　元

大和楽

長　唄.

常盤津

新　内

鈴木潔子

あべひろこ

森　　潔

川崎照代

荒尾一夫

のりお朋子

合計

7.29/8. 6

10. 3

人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人4　5　0　0　1　3　3　2　6　8　1　3　6　00　1　6　7　0　1　0　54　6　6　0　4　4　9　5　0　9　6　2　5　0　6　9　7　2　5　3　61　　　　1　1　　　　1　　　　　　　1　1　1　1　1　2　1　4　4　1　1　　　　0

6日H



･平成10年度事業一覧

槻展示室1～5 �<�¥ｩ5x麌���南蛮美術館 �<�¥ｩ5x麌�"�キ十ウリ- 儿�ｷ倬hｼb�

4 �?ｩgｸ,h､��ﾙ�,h,ﾉ[b�(特別展)大英科学博物館展 劔博物館たんけん隊 (7/25) 

月 5 月 6 �ｸﾏ�zﾈ,ﾂ�.h*H+x/����ｸ,傲R�5�/�*�,B�,�*ｨ.y5r�鹵�3/21(土)～5/17(日)51日間76,252人 

神戸ゆかりの 
(特別展)MOA美術館名品展 

月 �5/30(土)～6/28(日)26日間38,807人 劍ﾇﾈ��徂+ﾘ+�5r�R�#b�笘���

7 月 � 

(企画展) 忠<�¥ｩ5r��(古地図企画展) 

神戸.淡路.鳴門 �Hｷ�-ﾘ��,x.�H饂渥��古地図と絵解き展 

8 月 刹ﾟ世の画家たち 坪5(8�,ﾘ+h-�夷｢ﾒ�湯�#B盈ｒ�歴史たんけん隊 
7/ll(土)～ 唐�3��?｢鼎B�日間9,503人 �(7/29,8/6) 夏休み 土器づくり教室 (7/31.8/1 ･8) ミユ-ジアム講座 (10/15,ll/12, 

9 月 10 � 

煉蒸 

(南蛮企画展) J<｡ 忠<�¥ｩ5r冲ﾉF�,ﾉkﾉ_2�Yr�伜(岔h�ｴ�5r�

月 ll 月 剴�ﾘ美術名口ロ展 壷���h,iuh6ﾚH,ﾉ[h峇ﾒ�湯�#b�7著���ﾆﾂ��忠mｒ�12/17,1/28, 

9/26(土)～11/8(日)38日間10,986人 l 劔2/18,3/4) 

(古地図企画展) 忠>ﾉM旭�i5r�����ｸ.H*�.�,ﾂ�4｢r�

12 月 1 月 2 月 3 月 剴坙{地図名品展 �4x4ﾈ5ﾘ6�6(4腟D�4��ｸ6r�佗ﾈ��徂+ﾘ+�5r�-絵画と工芸の名品- 冤l/21(土)～ 1/21(木) 

ll/21(土)～1/15(金) r 

神戸の書展 
く特別展)宮廷の栄華 

唐の女帝.則天武后とその時代展 剴��#2�7著���2�#"�?｢��

1/23(土)～3/22(月.祝)51日間81,905人 

特別展開催目数　201日､開館日数　290日
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･刊　行　物

平成10年度の刊行物

特別展図録

特別展図録

企画展図録

図　　　録

館蔵品目録

館蔵品目録

研究紀要
年　　　報

博物館だより

刊行物一覧

研　究　紀　要

有馬の名宝一蘇生と遊興の文化一

夏休み子ども博物館ガイドブック

神戸･淡路･鳴門　近世の画家たち

南蛮美術セレクション

美術の部No.15　別車博資浮世絵コレクションⅠ

歴史の部No.15　写真･絵葉書IV

No.15

No.14　平成9年度

No57 (平成9年4月) ～No.60 (平成10年1月)

No. 價ﾘﾗ9D�7��内容 

1 鉄ｈ���2��ポルトガル地図学史上における日本地図の変遷ウイ 
ロウ./ヾターンの起源と変遷について-18世紀輸出陶磁史の一視点- 

500円 俎�ч�ﾘﾝ)Yxﾖﾂ�員貼り書箪笥 

2 鉄�*繝B��狩野内膳考 江戸のE]図 

600円 ��69xｸ�)Tﾚ)�I^Hｶ�贓_�Yﾉ�ﾚ8,h��ｫ�,ﾉ;ｩLX柯ﾞﾉV�/�-�*�,�,B�

3 田����コ��V����東播系中世須恵器生産の成立と展開-神出古窯祉群を中心に- 播磨大歳山遺跡1-縄文土器- 
新収南蛮犀風について 

4 田�*繝b�����冷�ヴイテ.レ-ウ号棚の芙蓉手磁器について-17世紀初頭におけるV.0.C.交易- 南波コレクション中の刊行諸国図について 

十六～十七世紀初期の摂津国兵庫津史料について一木垂井家文書の紹介- 

5 田(*繝r��一人のイギリス人の残した7ルパムから-明治2時代前半の神戸外国人居留地の一側面- 
500円 �6饐9-�h徂����[)gｸ,ﾈﾊHｸb�

6 田2��モ��CS�冷�市街地に消えた古墳Ⅰ-念仏山古墳- 

7 侏2���ヲ��播磨の古瓦-赤松啓介氏採集品より- 
300円 �6饐9-�hﾊHｸh��{�(�"�

8 �(*纉���｢石峯寺経塚｣遺物の再検討 
300円 佻ﾉ}i88ﾆ�幌Z)T����ｸ,�,(*(,Bﾙ(i�)LYm磯�{�*�.x,ﾈﾖﾈ��/�(i�8,辻�

9 �8*纉���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太刀の観察 

10 釘����"��『伊能図』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 店*纉2��S��冷�A.H.グルーム1-在日50年に及ぶ1人のイギリス人の足跡- Jプラウの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 俥9��%yч�Y�ｸﾝ�,�.h.儂ﾘ･�,iYﾈｸﾂ�

13 唐���澱��神戸市立考古館史稿 

神戸市立博物館所蔵経筒の材質について 
〝鋼鋳製経筒の保存処理 

500円 ���4ｨ8h8ｨ4X5��c�僖餃Y�(､Y&��ﾘ/�-�*�,�,B�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���途��S��冷�外国人と土地薪有権 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 ���*纉ｒ�中国の西漸貴の日本と浮絵-阿美｢閑話西潮景F津別発展史略｣をめぐって- 
貞秀二王蘭碧ノート地図および地図的作品への手かかりとして- 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥�,�*�*�.乂xﾕｨ,h,ﾉ��ﾆx馼ｼb�初代玄々堂松本保居の銅版画 
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2,000円

非売品

1,400円

2,000円

200円

200円

500円

500円

展　覧　会　図　録

開催年度 �5yyx檠kﾂ�単価 

57ぐ82) 丶8,ﾈ5h8ｸ4粨8ﾘ�ｸ6��2,000 
南波松太郎氏収集古地図の世界 儼����

58(ー83) ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ��1,200 びいろど.ぎゃまん展 儼����

古地図に見る世界と日本 儼����

59(184) 舒�ｻ隍x,i8ﾈ､9;佻ﾈ�蓼鴿5r�1,200 はるばるとオランダ古地図展 儼����

更紗の世界展 傴ｹ���

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ぐ86) �6ｨ8X�ｸ8��ｸ4粨8�6x8ﾘ7ﾅB�5�99Oﾈ��ｭ�<�¥ｨ�V��ﾉvﾘ,ﾉYxﾆ��1,700 
狩人の夢-オーストラリア.アボリジニの世界一 ��ﾃ3���

62ぐ87) �6ｨ8X�ｸ8ぺ4粨�ﾈ*�8ｨ685粨8�487h8��坪���?ｩgｸ､x枴kﾈﾞﾉ5r�ULIL.tn 神戸はじめ物語展 儼����

明治のガラス展-ぴぃどろからガラスへ- 儼����

63(■88) �5x888�逸�5r�1,500 

中世を旅する聖たち展-一遍聖人と時宗- 儼����

卑弥呼の鏡展 儼����

アイルランド一チェスター.ピーティ-.コレクション日本毒摘名作展 ��ﾃS���

神戸ゆかりの巨匠たち展 儼����

元('89) 傴ﾉ_ｸ5(8ﾈ4�5h8x995r�2,000 秋岡古地図コレクション名品展 停萋｢粢Uﾒ�

小磯良平展 儼����

2(■90) 疋Ч-(*�,x.ｹ5rﾘﾕﾘﾌｸ鳬�8,ﾈ4ｸ8�5る�,iOﾂﾒ�1,900 隠元禅師と黄葉宗の絵画展 儼����

石峯寺展 �-ﾙ���

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

4ぐ92) �;ｩ�h,ﾉ�(､X自&�,ﾉ��-h,ﾊ(*(,ﾈ.�2ﾒ�品切 
中世の摺経展 鼎���

5(193) �H,h肺+ﾘ+�,ﾈ7�8�5�485ぺﾕﾘﾌｸ鳬�9+xﾞ宇�,ﾈ扞+�bﾒ�2,000 
太山寺の名宝展 �"ﾆ&��

6ぐ94) 俚ﾘﾙ��+xﾞ映h更,ﾈ揩ﾘ4ﾘ8H7ﾘ92靱逸�耳ｾ�8)��ﾒ�品切 
受贈記念上川庄二郎コレクション-明治鉄道錦絵展 儼����

7ぐ95) 冏hﾎ33�D��ﾉ�ﾈ��5r�300 

8ぐ96) �4�8ｸ5ｨ�ｹOﾈ��ｭ�5x4ｸ486�7ﾘ6(7b�品切 
司馬江漢有料事展-生誕250年江戸時代のマルチタレント �"ﾃ#���

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

IO(■98) ���ｲ�%yр駘)nXｽ��(,ﾈ柯徂+ﾘ+��1,400 
コメはじめ物語.古地図と絵磨き展 儖�HIV��

有馬の名宝-蘇生と遊興の文化- ��'篥�����



図　　録

発行年 ��ﾙ�kﾂ�単価 

57(■82) ��ﾙ�ﾙ5x麌*�/�,�*"�品切 

57ぐ82) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�b韜Hﾊ"�600 

57ぐ82) �>ﾉM碓ﾈ��ｭ��ﾙ��500 

57ぐ82) �8ﾈ�(､�娯�(hﾙ�,ﾉ{y5r�品切 

60ぐ85) 亊���kﾉV��ﾙ��品切 

63(■88) 僣饂渥��ﾘﾘx栗>��800 

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

3ぐ91) 亊���kﾉV��ﾙ��2,300 

6ぐ94) 侘9&��ﾘ5ｨ8ﾈ4�5h8x92�2,000 

8ぐ96) 侏兌ﾙZ夷ｨ､x5ｨ8ﾈ4�5h8x92�2,000 

10ぐ98) �>ﾉM碓ﾈ��5ｨ8ﾈ4�5h8x92�2,000 

館　蔵　品　日　録

No. �>�vR�価格 疲��内容 ����

1 鉄rﾃS吋�7��700 唐�2年度 鉄���

2 鉄僖�7��500 湯�3年度 鉄���

3 田�D�7��700 ��ﾂ�4年度 鉄���

4 田�D�7��600 免ﾂ�5年度 鉄���

5 田)D�7��800 ��"�6年度 鉄���

6 田9D�7��品切 ��2�7,8年度 塔���

7 侏9D�7��900 ��B�9年度 鉄���

No. 價ﾘﾗ9D��地図の郡 ����美術の部 ����考古.歴史の部 ����

1 鉄茶�ィ��南淡コレクション 世界図.日本図 �#���南蛮美術 �����古鏡 �ｦ��

2 田�*繝R��南波コレクション 分国図.地方図.郡村図 �#���黄費美術長崎派長崎版画 鼎���引札 �3���

3 田����ッ��南波コレクション 諸国図.都市圏 �3���江戸時代諸派 �#���小学校教科書 �3���

4 田"���ビ��南淡コレクション 江戸図.京都囲.大坂図 �3���浮世絵版画Ⅰ 江戸系 鉄���神戸市関係絵地図 �3���

5 田2���モ��南披コレクション �#���浮世絵版画Ⅱ 鼎���古文書Ⅰ 鼎���

外国関係図.北海道関係図 剄]戸系補遺.上方系 大坂系.雑系 石版画 剔柏�ﾆ文書.上津上村関係 文書 

6 ��*繝鋳�南淡コレクション 道中関係図.寺社関係図. ��S��L判 銅版画 �3���写真.絵葉書Ⅰ �4��

7 8 �"��ｳ����8*纉���その他 新収外国製古地図 秋岡コレクション 世界図.月本図.江戸図. �#���#���地図文書Ⅰ博覧会展覧会.横 浜.浪花.神戸博覧会展覧会. 横浜.浪速.神戸資料綴.開化 雑絵.御固.外国人物図等.中 華船破損救助感謝状綴.輸出 茶商標.略蛇図書揮.図書 近代絵画 �#���#���考古資料Ⅰ 写真.絵葉書Ⅱ �#���#���

9 滴*纉"��都市図.諸国図等 秋岡コレクション 天文暦学関係図.磨 �#���文書Ⅱ 川村家文書.村上家(阿 蘭蛇宿)文童.川島家文量 �#���引札Ⅱ �#���

10 迭���2��秋岡コレクション 外国製地図.外国製図書 �#���L｣Lt 工芸品 �#���神戸市関係絵地図Ⅱ �#���

ll 塗*纉B��秋岡コレクション �#���文書Ⅲ �#���古文書Ⅱ �#���

地理学関係書.測量関係書 ･漢籍(天文.地理.測量等) 剔ｺ上家文書.その他貿易文書 剩ｪ田家文書.岡田家文書. 木村家文書.中村関係文書 ･山路宏文量.山口家文金 

12 唐���澱��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. �#���文書Ⅳ 林子平関係文書.絵図. 版画.古文書.図書原稿 �#���Pヨ 拓本.石造品.古鏡Ⅱ �#���

13 祷*纉r��北海道)その他 新収蔵古地図 �#���類.その他 文書Ⅴ 本木家文書邦文資料.同欧 �#���写真.絵葉書Ⅲ �#���

14 ���*纉ｒ�剳ｶ資料(『語雑書集』) 村上金次郎コレクション 楠正成および太平記関係資料 �#���古文書Ⅲ 兼吉家文書 �#���

15 ���*纉鋳�剳ﾊ車博資浮世絵コレクション 江戸.東京版行の浮世絵資料 �#���写真.絵葉書Ⅳ �#���
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収蔵資料

1　新収蔵資料

(1)平成10年度受贈資料

資料名

デラカンプ家旧蔵アルバム

デラカンプ氏関係写真

南満州鉄道株式会社株券

デラカンプ氏愛用双眼鏡

花井文様更紗･組織縫合半襟半

亀甲に六稜星文縫合更紗下着

白地小花文様更紗下着

福田眉仙筆｢蓬莱仙峡｣

西田虞人筆｢倒壊｣

西田真人筆｢白い壁｣

西田虞人筆｢明暗｣

西田虞人筆｢風の音｣

西田真人筆｢虚ろな窓｣

西田寅人筆｢瓦磯の街(小下絵)｣

西田寅人筆｢黒いアーケード(小下絵)｣

西田虞人筆｢虚ろな窓(写生)｣

島田義治氏個人アルバム

荒尾親成氏旧蔵資料

(文書類･絵地図･写真･絵葉書･芝居番付等)

古墳時代後期提瓶(舞子古墳群出土)

swire Japan Kansai資料

(International Hospital of Robe 1961-1963,

C.N. Co. Overseas 1948-1958,他)

梶田半古筆｢五十年前湊川図｣

西洋婦人図ガラス絵

-68-

量　冊枚枚点領領領幅面面面面面枚枚枚冊件点点冊数　2--1　1　1　11111　1　1　1　1　1386　5 311 7

C.1

寄贈者

松尾一郎

松尾一郎

松尾一郎

松尾郁子

平田治子･平田澄子

平田治子･平田澄子

平田治子･平田澄子

三菱商事株式会社神戸支店

西田真人

西田真人

西田真人

西田虞人

西田巌人

西田虞人

西田真人

西田展人

戸崎文子

荒尾和成

秋田豊子

阿川四郎

大仁　勇

森　　茂



(2)平成10年度購入資料

ア.絵画作品

河村若芝筆

真相直江筆

洞楊谷筆

広渡湖秀等

藤田錦江筆

藤塚式部編　宋紫石挿絵

三代黒川亀玉筆

侠山筆

室田霞亭筆

司馬江漢筆

森琴石筆

森琴石筆

円山応震筆

歌川芳員画

北為画

歌川国芳画

歌川芳虎画

重量画

歌川国芳画

歌川芳幾画

山下摩起筆

ィ.工　芸　品

景徳鎮窯

景徳鎮窯

オランダ製

オランダ製

イギリス製

イギリス製

イギリス製

イギリス製

フランス製

オランダ製

オランダ･イギリス製

イギリス製

イギリス製

ヨーロッパ製

イギリス製

拾得図

菊に猫図

虎図

騰鯉図

菊に肌々鳥図

坪碑考証

牡丹に白頭翁図

案隷唐詩巻

山水図

播州舞子浜図

山水図

山水花井雑画帖

金魚玉図

大物浦難風之図

摂州大物浦平家怨霊顕図

義経弓流之図

加賀国安宅之関にて弁慶勧進帳読図

難波の梅

佐藤忠信勇戦図

内大臣平重盛幼君補佐之図

薗蕨

染付楼閣山水文皿

色絵菊文碗皿

染付異国風景図皿

染付銅版転写小皿

手付コンポート

染付蓮花文小皿

色絵果実文鉢

茶地異国風景図皿

色絵フランス風俗図皿

異国風景図皿

皿各種

青線皿

青緑深皿

緑色ガラス角瓶

ねじり手付ガラス水注

型吹き緑色梅形ガラス向付

山水文ガラス絵入り漆蓋椀

ガラス瓶

カットガラス栓付瓶

ランプ火屋･笠

プレスガラスコップ

金彩花荊文脚付ガラス小杯

プレスガラスコップ

黄地形附草花文様羅紗陣羽織

169-

図
q I

1
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3　3　3　3　3　3　3



ウ.古地図資料

カユリウス

春樹堂

橋本玉蘭斎(貞秀)画図

S.ミュンスター

工.歴史資料

オ.書籍資料

鉄道省編　吉田初三郎挿絵

C.アラルト

G.アダムス

古家実三他

か複製資料

石崎融思筆

ライオンマップ

箱館全図

横浜明細全図

ヨーロッパ王政地図

摂津国絵図之内(西北部)

花熊村民系録

兵庫津寺社方絵図

神戸花香美新聞

有馬小湯女弐拾人発句

英国交際儀式　完

A.∫.ガワ-の住居の庭　写真

個人アルバム(イギリス人)

個人アルバム(フランス人)

従天和元酉年給地給米継目相続帳

摂津国菟原郡深江村地籍図

トア･ホテルのパンフレット

摂津国菟原郡八幡村庄屋文書

鉄道旅行案内

世界の諸都市と衣装

星学原始之書

伯雪国古瓦拓集

桜ヶ丘11号銅鐸複製

桜ヶ丘1号飼犬複製

桜ヶ丘2号銅文複製

桜ヶ丘3号飼犬複製

桜ヶ丘4号飼犬複製

唐館蘭館図絵巻
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枚枚枚舗1 1 1 1

枚巻舗枚点冊枚冊冊冊舗枚点1　40　1-1　1　1　1--1　1　26

冊冊冊点1 1 1 1

ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　巻1 1 1 l　1　2



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絣�#R�考第34号 倚x5�ｷY;ｩ�b韜Hﾊ(ﾅ��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1隻 俔ﾘﾌｸ鳬�2�

重要文化財 傴ｩ��3"�"����絵第1390号 ��I69�ﾙ+y�ﾂ偉8ﾆｸ��,(裘��1幅 �8ﾘ�(鳬�95i�3��D窿�S�2��

重要文化財 傴ｩ��C2紕�#R�絵第1625号 俶ﾉ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 从ﾈ抦鮑徂譜��ﾘﾇi�ﾙ�ﾂ�68点 冖韭�C2�������

(附指定) 傴ｩ��Sb綯絣�劍�hｸﾈ抦鮑徂譜�,ﾉXﾙ�韈y.��

重要文化財 兌ﾙ�ﾃr綯��R�絵第1938号 �>ﾉM胃)Yr稲ｹnﾉ>��i9鋳�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��

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

重要美術品 傴ｩ��ゅ���3�� ���7H8�985h5�5"�5X9H484x8ｹ�ﾂ�1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

資　料　名

昇外義筆　丸山木立

昇外義筆　山桜

昇外義筆　桜

昇外義筆　触

昇外義筆　小菊

長谷川中信錦絵(複製)

坤輿全図

斎藤雀亭筆　山水図･菊図

昇龍図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

稲に雀囲(渡辺鶴洲家弟蔵粉本)

三腸閉泰図(渡辺鶴洲家重蔵粉本)

霊桃双鶴図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

量　枚　枚　枚　枚　枚　枚数　1　1　1　1　1　1 0 備　考

裏打補修　額装

裏打補修　額装

裏打補修　額装

裏打補修　額装

裏打補修　額装

マット装

8幅の内4幅　　　　本紙･表装等補修

幅　枚　枚　枚　枚2　　1　　1　　1　　1
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本紙補修　表装替

本紙補修　軸装

本紙補修　軸装

本紙補修　軸装

本紙補修　軸装



樹下鹿図(渡辺鶴洲家重蔵粉本)

岩右図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

三仙図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

春深古桟図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

人物像(渡辺鶴洲家重蔵粉本)

4　資料の特別利用

(1)館外貸出

貸　出　先　　　　　　覧　会　名

枚　枚　枚　枚　枚1 1 1 1 1 装　装　装　装　装軸　軸　軸　軸　軸修　修　修　修　修補　補　補　補　補紙　紙　紙　紙　紙本　本　本　本　木

開催期間　　　点数　　　　　　　　　資　　　料　　　名

奈良県立美術館　　　　日本美術と鹿　　　　　　10. 4.ll_ 5.10

正筆会　　　　　　　　正筆会70周年役員記念　　10. 5.13- 5.18

展

京都文化博物館　　　　京都の江戸時代　　　　　10. 4,17- 5.17

毎日新聞社(上野の森　現代の書50年　　　　　　10. 7. 8- 7.30

美術館･京都市美術館)

高知県立歴史民族博物　からくり･夢と科学の　　10. 7.17- 9.23

館　　　　　　　　　　世界

憲政記念館　　　　　　日本議会政治の歩み　　　10. 4　4- 4.23

東京都江戸東京博物館　伊能忠敬　　　　　　　　10. 5 19- 6.21

吹田市立博物館　　　　北摂キリシタン文化

日本経済新聞社(長野　北斎一東西の架け橋

県信濃美術館･山口県

立萩美術館･日本橋高

島屋)

文化庁(ワシントン･　江戸

ナショナル･ギャラリ-)

10. 4.291 531

10. 4.18- 7.20

4　　従ヶ丘4号銅鐸　花樹鳥獣蒔絵螺細洋稽　桃鹿巌浪双

鶴図(広渡潮秀等)

1　みなそこ(安東聖空書)

2　　京洛僻轍図(伝園山応挙筆)　うきゑ京中一日細見図

2　　てる月の(安東聖空書)　命(Myo) (宇野雪村書)

21　直視式のぞき眼鏡(肉筆眼鏡絵3点付)反射式のぞき

眼鏡(眼鏡給付)　のぞきからくり拡大複製反射式の

ぞき眼鏡複製　反射式のぞき眼鏡(フレデリック･カ

ズーナーヴ銅版画つき)遠眼鏡美人(山東京伝)　風

流さや絵　西洋美人ず鞘絵　阿蘭陀寓時計引札　阿蘭

陀一流水からくり興業引札　自動噴水器　測量器　気

砲　｢気砲期｣　印龍時計　神戸人形(太鼓叩き)

神戸人形(鯛さばき)

7　　合名会社鈴木商店の法被　のれん｢辰｣　絵葉書(5

枚)

8　　沿海地図　日本輿地図藁　伊能小図(以上伊能忠敬)

行基菩薩説大日本Eg図　大日本国絵図(石川流宣)

改正日本奥地路程全図(長久保赤水)　日本辺界略

図(高橋景保)

4　　聖フランシスコ　ザヴィェル像　南蛮扉風　都の南蛮

寺図(狩野宗秀筆)

20　阿蘭陀画鏡江戸八景(9枚)　新板浮絵忠臣蔵(11枚)

(以上葛飾北斎画)

101115-ll 2.15　　2　　朝鮮通信使来朝図(羽川藤永筆)　相州鎌倉七里浜図

(司馬江漢筆)

-72-



貸　出　先　　　　覧　会　名　　　　　開催期間　　点数　　　　　　資　　料　　名

須賀川市立博物館　　江戸の和蘭人　亜欧堂　10･ 4･251 524　13　江戸名所図　コロンブス謁見図　今戸瓦焼図(以上亜

田善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欧豊田善画･筆)

一束書道会　　　　郷土の書家　深山龍洞　10.5.17-6 9　　30　万葉長歌　高千穂　酒をはむる歌　梅　あはぢがた

いろはうた　比庵のうた　しら雪　万葉長歌並びに反

歌　松蝉　李白の歌　そら　定家の歌　良寛の歌　昔

がたり　歌一首　よしの　万葉長歌　猫の子　古今和

歌集巻十七　朝忠集抄　和泉式部集第二抄　清正集抄

たのしみ帖　高光集抄草稿第二作品(以上深山龍洞

書)

神戸海洋博物館　　　常設展示　　　　　　10 4.ト331　1　平清盛像(西村公朝作)

日本具象彫刻10人展実　日本の具象彫刻10人展　10 5.16-ll 3.21  1　高瀬さんの首(柳義達原作)

行委員会(北海道立旭

川美術館･三重県立美

術館･郡山市立美術館･

愛媛県立美術館)

福山市立福山城博物館　阿蘭陀伊万里とぴぃど　　10　4. 4- 510

ろきゃまん展

-73-

288　型吹き唐草文ガラス蓋物　型吹き黄色唐草文ガラス向

付　紫色影絵花井文瓢形ガラス徳利　つる朝顔形ガラ

ス盃　型吹き八重菊文蓋付きガラス碗　型吹き渦巻文

ガラス深皿　型吹き青緑色ガラス鉢　藍色ねじり脚付

きガラス杯　グラヴユール花井文ガラス絵望遠鏡(赤)

グラヴエール花弗文ガラス絵望遠鏡(緑)　グラヴユー

ル阿蘭陀船文ガラス入り態甲櫛　ガラス張り八角三重

食寵　切子格子文ガラス薫物　切子格子文丸形ガラス

三段重　切子格子文角形ガラス三段重　切子格子文脚

付ガラス杯　切子格子文紡錘形台付ガラス杯　切子藍

被せ栓付ガラス瓶　切子銅紅被せガラス鉢　切子藍被

せガラス蓋付小壷　南シナ海引き揚げ磁器一括(M.

ハッチャ一･コレクション)　色絵呉須手魚文天下一

緒大皿　色絵呉須手鳳風文大皿　色絵呉須手帆船に魚

文大皿(以上淳州平和窯)　カットガラス台付鉢　カッ

トガラス丸文長円形深皿　カットガラス格子文蓋物

(以上アイルランド製か)　染付西洋風景図長円形大皿

染付イギリス風景図皿付蓋物　カットガラス格子文

角形皿　カットガラス金彩蓋付鉢　カットガラス台付

鉢　カットガラス手付水差し　カットガラス栓付瓶

金彩藍色ガラス碗(以上イギリス製)　鉄絵阿蘭陀風

俗図皿　鉄絵寿老人図皿(以上イギリス製･尾形周平

絵付)　染付芙蓉手樹下人物文大皿(イラン製)　染

付牡丹に宝尽し文手付水注　染付藻魚文碗　染付芙蓉

手水禽文皿　褐粕手付水注　ピューター皿(以上ヴィ

テ･レーウ号積載)　彩絵阿蘭陀人文緑色ガラス角瓶

緑色ガラス角瓶　グラヴユール西洋紋章文蓋付ガラ

ス大杯　金彩　カットガラス皿(以上オランダ製)

金彩花弗文栓付ガラス瓶･脚付ガラス杯揃い　金彩栓

付ガラス瓶　金彩紫色花荊文栓付ガラス瓶(以上オラ

ンダ製か)　染付山水文小碗(コーリィ窯)　染付芙

蓉手挿花文皿　オランダ･染付皿各種　オランダ･色

絵皿各種(以上デルフト窯)　白磁長大皿(フランス



貸　出　先　　　　　覧　会　名　　　　　　開催期間　　　点数　　　　　　　　資　　料　　名

名古屋市博物館･サン　日本の心　富士の美　　10. 7.ll-ll. 117　　7

トリー美術館･東武美

術館

-74-

製)　アムステルダム市章髭徳利(ベルギー製か)

色絵挿花文深皿　染付楼閣山水文大皿　染付西洋人物

図盃　染付西洋人物図徳利(以上マーストリヒト窯)

染付帆船囲皿(伊賀焼)　色絵阿蘭陀人文火入れ

(奥田穎川)　ガラス燭台(欧米製)　染付花井に鯉文

盃洗(｢乾斎｣銘)　染付花井文角形向付(｢乾山｣刻

印銘)　色絵阿蘭陀写し火入れ(｢乾山｣銘)　染付唐

草文茶人(｢乾亭｣銘)　染付長崎港図碗　染付洋文字

文鉢(以上亀山焼)　染付蘭字文江戸町皿(亀山焼か)

染付阿蘭陀人文風鎮　染付花鳥文四方向付　染付阿

蘭陀人文八角火入れ　染付に紫粕青海彼文水注　染付

西洋風景に騎馬人物文皿　染付西洋風景図大皿　染付

花井に洋文字文盃　染付花井文盃台　染付西洋風景図

盃洗　染付西洋風景図刀掛　色絵西洋風景図二段重

染付西洋風景図皿(以上京焼系)　染付兎文稜花形皿

染付荒磯文地形向付　染付琵琶形向付　色絵蓮鷺文

六角皿　色絵山水文乳瓶　染付芙蓉手宝尽し文乳瓶

染付芙蓉手挿花文大皿　染付芙蓉手王義之看鷲図皿

遣遥文皿　色絵婦女過遥文皿　染付オランダ風景図皿

(以上景徳鎮窯)　三彩ユーラシア･アフリカ大陸図皿

三彩南北アメリカ大陸図皿(以上源内焼)　色絵玉

葉集形菓子器(古清水)　染付芙蓉手挿花文皿(三田

莱)　髭徳利(讃窯道八)　染付洋文字に獅子図水指

(沼波弄LLr)　染付花詩文櫨炉(仁阿弥道八)　色絵う

んすんかるた香合(仁清印)　西洋婦人文急須(青木

木米)　染付異国風景図角皿(超人銘)　色絵龍鳳風

文深皿　色絵挿花文髭皿　色絵牡丹文乳瓶　染付鳳風

文乳瓶　色絵布袋乳瓶　染付芙蓉手牡丹文大皿　染付

芙蓉手花鳥文大皿　色絵芙蓉手挿花文皿　染付芙蓉手

V.0.C.マーク入り大皿　色絵芙蓉手V.0.C.マーク入

り大皿　染付婦女冶遥文皿　色絵婦女迫遥文皿　染付

オランダ風景図皿　色絵鍋島萩文向付　色絵杉文脚付

菊形皿　色絵帆船に阿蘭陀人文蓋付碗　色絵象にイン

ド風俗図壷　染付洋文字に阿蘭陀人文火入れ　染付洋

文字に阿蘭陀人文鉢　色絵阿蘭陀人文蓋付碗　色絵阿

蘭陀人文八角皿　染付阿蘭陀人文瓶　染付龍に阿蘭陀

人文十角向付　染付阿蘭陀人に唐人文八角鉢　染付阿

蘭陀人文八角向付　染付阿蘭陀人文八角鉢　染付阿蘭

陀人文八角向付　色絵阿蘭陀人文六角向付　染付松に

阿蘭陀人文書付碗　染付遠眼鏡に阿蘭陀人文皿　染付

馬に阿蘭陀人文八角鉢　染付帆船に阿蘭陀人文鉢　染

付唐人に阿蘭陀人文皿　染付象に阿蘭陀人文鉢　染付

騒舵に阿蘭陀人文鉢　色絵廃舵に阿蘭陀人文鉢　色絵

阿蘭陀人立像大皿　色絵帆船に阿蘭陀人文風鎮　染付

蒸気船に日本地図大皿　染付出島風景図角形皿(以上

有田窯)　染付遠眼鏡に阿蘭陀人文皿(有田窯系)

日本鳥轍図犀風　横浜開港見分図(真虎筆)　夏富士

図(宋紫右筆)　東海道名所一覧(葛飾北斎画)　三

国第一山の図(歌川貞秀画)　駿州相原富士図(司馬

江漢筆)　富士詣独案内(歌川貞秀画)



貸　出　先　　　　　覧　会　名　　　　　開催期間　　　点数　　　　　　　　資　　料　　名

国際交流基金(神奈川　モボ･モガ展1910-35　　10. 5171 8.30　　1　街(川西英画)

県立美術館)

MOA美術館　　　　　近世日本の美一東西交　　10. 515_ 617

流の精華-

-75-

143　泰西王侯騎馬図　四都図･世界図　西洋二武人図　師

父二童子図　達磨図　老師父像　万国人物図　南蛮人

交易図　南蛮人蒔絵鞍　南蛮人図蒔絵文箱　鉄砲蒔絵

大鼓胴　天正かるた版木重箱　黒織部沓形茶碗　象族

十字紋俵型鉢　長崎唐蘭館図(伝渡辺秀石筆)　長崎

唐蘭館図巻(高川文墨筆)　紅毛人図(松井元仲等)

阿蘭陀人の図阿蘭陀女人　HOLLANDER HOLLA

NDER HOLLAN　文化十酉年六月廿八日入津　阿蘭

陀船持渡牝象乙匹　KAMEEL ･阿蘭陀人持波路蛇　K

aswaars･駄馬　阿蘭陀婦人の図　阿蘭陀船人津ノ図

唐美人･紅毛人狩猟図(伝小田野直武筆)　円窓牡

丹図(佐竹義窮筆)　紅毛童子図(田代忠国軍)　西

洋婦人図(平賀源内筆)　異国風景人物図(司馬江渓

筆)　異国工場図(司馬江漢筆)　芥子に洋犬図(薫

九如筆)　ファン･ロイエン筆花鳥図模写(谷文晃筆)

西洋風俗囲(松尾秀山筆)　オランダ人形図(吉田

元陳筆)　新板阿蘭陀浮画　楽徳海嶋鋼人巨像(歌川

国長画)　羅得島港紅毛人津之図(歌川国虎画)　朝

比奈島遊び(橋本貞秀画)　染付牡丹に宝尽し文手付

水注(中国景徳鎮窯)　染付芙蓉手牡丹文大皿(有田

窯)　染付婦女過遥文皿(景徳鎮窯)　色絵婦女遇遥

文皿(有田窯)　染付芙蓉手V.0.C.マーク入り大皿

(有田窯)　色絵芙蓉手V.0.C.マーク入り大皿(有田

窯)　染付オランダ風景図皿(景徳鎮窯)　染付オラ

ンダ風景図皿(有田窯)　色絵布袋乳瓶(有田窯)

色絵龍鳳風文深皿(有田窯)　且貼書箪笥　住吉神社

図蒔絵螺細鮫皮貼り鞍袋形洋箱　員貼小橋(インドあ

るいはスリランカ製)蒔絵カディス海戦図師板(長崎

笹屋製)　蒔絵西洋人肖像プラーク(長崎製)　蒔絵

西洋人肖像大プラーク(長崎製)　色絵象にインド風

俗図壷　色絵帆船に阿蘭陀人文蓋付碗　色絵阿蘭陀人

文六角向付　色絵阿蘭陀人文蓋付碗　染付洋文字に阿

蘭陀人文鉢　染付洋文字に阿蘭陀人文火入　染付龍に

阿蘭陀人文十角向付　染付馬に阿蘭陀人文八角鉢　染

付阿蘭陀人文六角向付　染付阿蘭陀人文八角鉢　色絵

賂鑑に阿蘭陀人文鉢　染付阿蘭陀人文瓶　色絵阿蘭陀

人文八角皿　染付西洋紋章皿　色絵阿蘭陀人文立像大

皿(以上有田窯)　三彩アメリカ大陸図大皿(志度窯､

源内焼)　三彩ユーラシア･アフリカ大陸図皿(志度

窯､源内焼)　アムステルダム市章ひげ徳利(ベルギー

あるいはドイツ製)　ひげ徳利(讃窯道八)　染付阿

蘭陀人に西洋風景図八角火入(京焼系)　色絵阿蘭陀

人文火入れ(奥田穎川作)　染付花鳥文四方向付　染

付西洋風景に騎馬人物文皿　染付花井に西洋風景図大

皿　染付西洋風景図大皿　色絵異国風景図二段重　染

付花井に洋文字文鉢　染付褐粕花井文水滴　染付西洋

風景図盃洗(以上京燐系)　型吹き唐草文ガラス薫物

(長崎製)　藍色ねじり脚付ガラス杯　つる朝顔形ガラ

ス盃(長崎製)　蒔絵ビーズ飾り煙草盆(長崎製)



貸　出先　　　　覧会名　　　　開催期間　　点数　　　　　　資　　料　　名

白河市教育委員会(白　定信と画僧白雲　　　　10 11･ト11 30

河市歴史民俗資料館)

グラヴエール阿蘭陀船文ガラス入り電甲櫛(長崎製か)

切子藍被せ栓付ガラス瓶(薩摩系)　切子紅被せガ

ラス鉢(薩摩系)　和製望遠鏡(黒)　和製望遠鏡

(赤)彩絵緑色阿蘭陀人文角形ガラス粕　緑色ガラス

角瓶(オランダ製)　色絵皿各種(オランダ　デルフ

ト窯)　色絵挿花文深皿(オランダ　マーストリヒト

窯)　染付楼閣山水文大皿(オランダ　マーストリヒ

ト窯)更紗尽し掛物　緑地天使文様更紗(インド製)

白地草花縞文様更紗下着

7　磐城紀行図巻　東海道紀行図巻　鉄拐仙人図　富獄山

頂図(以上白雲筆)　木曽桟道図扇面版木　逸誉血脈

証書

島根県立八雲立っ風土　神庭荒神谷と加茂岩倉　10･7･18-8･30　10　桜ヶ丘1号･ 3号銅鐸同4号･ 5号･ 6号銅鐸複製

記の丘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伝福岡県浮羽郡出土広形鋼文茨木市東奈良遺跡出

土銅鐸鋳型(複製)　気比1号銅鐸(複製)　韓国入

室里出土朝鮮式銅鐸(複製)　韓国大田市出土朝鮮式

銅鐸(複製)

和歌山市立博物館　　維賀衆と織田信長　　10 1024-11･23　1織田信長像

伊丹市立博物館　　西国街道その2　伊丹　101 7･18-8130　　5　浪花組道中記早引き浪花講定宿図会　浪花講定宿帳

から須磨へ　　　　　　　　　　　　　　　浪花講看板　京より明石迄道中絵巻

仙台市博物館　　　漂流　一江戸時代の異　10･ 9･18-11･ 8　　43　万国絵図･人物図扉風長崎唐蘭館図(伝渡辺秀右筆)

国情報一　　　　　　　　　　　　　　　長崎唐館交易図巻(渡辺秀詮等)プロンホフ家族

図(石崎融思筆)ドゥ-フ像(川原慶賀筆)長崎

港図(川原慶賀筆)　唐蘭館図巻(高川文墨筆)　乾

鳥･火食鳥図(清窮筆･大槻玄沢賛)　オランダ人形

図(吉田元陳筆)　蝦夷人物図聯(高田屋嘉兵衛奉納)

幕末風俗図巻　犀図　阿蘭陀船図説(林子平画)

魯西亜船之図　ヲロシャ人　魯西亜船並人物之図　ヲ

ロシャ人の図(クルーゼンシュテルン)　魯西蚕室儀

写真鑑(川原慶賀画) Serhentine (司馬江漢筆) Z

ITenHUYS (司馬江漢筆)　明州津(伝円山応挙筆)

青州湖(伝円山応挙等)新板阿蘭陀浮画･陶E]多

国尖形高台(歌川国長画)新板阿蘭陀浮画･楽徳海

鴨鋼人巨像(歌川国鳥画)　二十四孝童子鑑･曽参

(歌川国芳画)二十四孝童子鑑･唐夫人(歌川国芳画)

三国妖狐図会･南天竺万国王班足太子怪力(歌川国

芳画)三国奴狐図会･華陽夫人采姫が眼を射て班兄

王をなぐさむ(歌川国芳画)　和漢準源氏･乙女(敬

川国芳画)　浮絵阿蘭陀国東南湊図(歌川豊春画)

浮絵阿蘭陀雪見之図(歌川豊春画)  〔外国人図〕の

うち魯西亜(歌川芳虎画)　万国人物尽･魯西亜婦人

(歌川芳虎画)万国名勝尽競之内･亜墨利加筆盛頓府

(歌川芳虎画)中国鳥轍図(葛飾北斎画)紅毛男女

額絵(蹄斎北馬画)　三都之内大坂疋田唐物(魚屋北

渓画)

たばこと塩の博物館　航路アジアへ!　　10･10110-11129　178　染付楼閣山水文皿　色絵花弟文手付碗皿　染付牡丹に
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貸　出　先　　　　　　覧　会　名　　　　　　開催期間　　　点数　　　　　　　　資　　料　　名

神戸市立小磯記念美術　没後10年　小磯良平展　　10. 9.12-ll 8

鰭

神戸市立小磯記念美術　神戸洋画　戦後の再出　　10. 7. 2- 9. 6

館　　　　　　　　　　発

北海道立函館美術館･　山下りんとその時代　　　10　815-10.18

豊橋市美術博物館

三木市教育委員会(三　邪馬台国のころの三木　　10　819- 826

木市文化会館展示室)　周辺

和歌山県立近代美術館　意味とイメージ　　　　　10 10.17-ll.23

京都文化博物館　　　　京の絵師は百花緑乱　　　10 10　2-ll.10

野洲町立歴史民俗資料　銅鐸を造る　　　　　　　10.10.10-ll.15

鰭

産経新聞大阪本社(日　司馬遼太郎の世界一19　1010.29-ll 216

本橋高島屋･なんば高　世紀の青春群像

島屋)
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宝尽し文手付水注(ヴィテ･レ-ウ号積載)　南シナ

海引き揚げ磁器一括　色絵呉須手魚文天下一緒大皿

色絵龍鳳風文深皿(柿衛門様式)　色絵挿花文髭皿

(有田窯)　色絵山水文乳瓶(景徳鎮窯)　染付芙蓉手

挿花文大皿(景徳鎮窯)　染付芙蓉手王義看鷲図皿

(景徳鎮窯)　染付芙蓉手V.0.C.マーク入り大皿(育

田窯)　会社社員の行進　紙･版画　オランダ東イン

ド会社造船所　オランダ東インド会社造船所　セイロ

ンのスパイスコレクション　東インド会社艦艦載砲

V.0.C.マーク入りクレーパイプボウル　V.0.C.マー

ク付き船員用チェスト　ヴィテ･レーウ号積載錫製皿

錫製スプーン　青銅製綿金IHD文字付き錫製スプー

ン　錫製リング付きナイフの木製柄　黒檀製ナイフの

柄　ヴィテ･レーウ号構載の褐色髭徳利　ホランディ

7号積載のワインボトル　ヴィテ･レーウ号積載染付

芙蓉手水禽文皿　ゲィテ･レーウ号積載染付魚藻小椀

へルデルマルセン号積載色絵山水女手付椀(ビール

ジョッキ) OIC文字真鎗コンパス　ラストドラヘル号

積載実録コンパス破片　新大陸国(ミュンスター)ア

ジア図(オルテリウス)束アジア囲(オルテリウス)

太平洋図(オルテリウス)東インド地域図(プラウ)

ジャワ島図(ヤンソニウス)モルッカ諸島図(プラ

ウ)東インド地域図(ドンカー)アジア図(日本～

フィリピン地域)アジア図(ボルネオ～ニューギニア)

アジア図(セイロン～スマトラ地域)アジア図(イ

ンド地域) V.0.C.マーク入りコイン類

1　池長孟氏肖像(小磯良平筆)

11　古道具屋　斑入り椿　瀬戸内海朝陽　元町初夏　船窓

船室　露台(以上川西英画)　湯殿　海の幸(以上

田村孝之介等)

6　　台湾生蕃少猫里酉長伊措及其随員等之像　馬(以上中

丸精十郎画)　親愛ノ姉稚児菖ビノ図　なよたけ　児

島高徳駐句之図(以上岡村政子画)　家庭用イコン

1　桜ヶ丘5号銅鐸複製

1　勧学夜景図(前田菖彦筆)

3　双鶴図(大友月湖等)　賂舵図(窪田雪鷹筆)　京城

画苑

4　　桜ヶ丘2号･ 3号銅鐸　鳥取県泊銅鐸(複製)　三田

市平方遺跡出土小銅鐸鋳型(複製)

1　高田屋嘉兵衛書状



貸　出　先　　　　　覧　会　名　　　　　開催期間　　　点数　　　　　　　資　　料　　名

神奈川県立近代美術館　玄々堂とその一派展　　　10　829-10.ll 207　江の島図　伐木図(無題) (井上九奉)　大仏三十三間

堂夜矢数全景(井上九奉)　新鎌里数早見東海道五十

三駅一覧図原版皿(岡田春燈斎)　東京芸子松子(亀

井至-)　大阪天保山勝景図　大坂八軒家　天神橋

大坂道頓堀芝居図　大坂浮瀬大坂新清水　大坂西順庵

庭景(以上橋本澄月)　天下七奇之図三種他(松田緑

山･龍山)　極細銅版画貼交　東京品川洋廻漕蒸気入

津之図　東京筑地保亭留館庭中之図　東京神田上水御

茶水真写図　東京佃島遠望商船入津川蒸気出帆　京名

所貼交帖　諸国名所貼交帖　摂津箕面山嶺布之図　東

山銀閣寺(以上松田緑山)　鴨川砂持図(松田緑山か)

雑貼交帖(松田緑山･松本保居)臭天地旋揮輸之図･

重術ヲ以テ諸天之高遠ヲ量ル図　地球図略説　天竺錫

蘭島霊鷺山図　花魁道中(無題)　地球図略記　京名

所貼交帖(以上松本保居)　西洋国大船の図　外国船

図　市街戦争図(無題)　西洋王侯図(無題)　地球

万国全図　京名所　洛那智正東山　若王子御社墳十二

景之内万春酔花台　天竺錫蘭島霊鷺山図　楽那智正東

山　若王子御社境十二景之内瀧真写　洛西島原出口柳

四条川原夕涼之図　以顕微鏡観雪見図前･以顕微鏡

観雪花図後　京名所貼交帖(以上松本保居か)　雑貼

交帖(伝松田緑山)　異国風景(伝松本保居)　確得

島之港蘭船人津図　浪速堂島米市図　浪華高津宮　浪

花四ツ橋図　浪花阿蘭陀池和光寺　摂州天王寺庚申堂

(以上玄心室舎山)　常盤御前(無題) (高橋由一か)

日吉丸(無題) (高橋由一か)　初代玄々堂像(高橋

由一等)　今世西洋英傑伝(三棚惇　松田緑山)　鹿

児島戦争之図(山本芳翠)　芝申御蔭之松真景(志田

松翠(大山翠　松))下嵯峨虚空蔵法輪寺　大仏三十三

間堂大矢数　都花月名所清水台下　落東華頂山之春山

門遠景之美園　三条大橋御高札場ヨリ洛東遠望之図

芝三緑山僧上寺山内風景　自芝愛宕山茶事品川海眺望

之図　白築地沖保亭留館遠望之図(以上松田龍山)

名和長重負帝登船上山図　村上義光復錦旗之図　弘安

四年垂元兵於筑海図(以上石井重賢)　重訂解体新書

銅版全図　太陽真形図(無題)　月輪真形図(無題)

普門示現施無畏之図(以上中伊三郎)　虹･日ヲ背

立シ水ヲ噴テ虹ノ象ヲ観ル顕微鏡ヲ以テ雪花ヲ見ル図

(中川信輔)　大日本帝国古今風俗　寸蔭漫稿(渡辺幽

香)　洛陽東山名勝風景　華洛西山名所風景　登世谷

山一望天橋之図　雑貼交帖(以上梅川夏北)　異国風

景(無題) (松田龍山か)　観五星図　大日本豊秋津州

略全図　京名所　水辺古城図(無題･下絵)　西洋婦

人図(無題･下絵)　滝図(無題･下絵)　洛東若王

子写生(下絵)　西洋画写　日輪太陽美形　月輪大陰

真形　日月写真図題等(以上伝松本保居)

鈴鹿市考古博物館　　鹿と古代人　　　　1010･ 1-ll 8　　3　桜ヶ丘4号銅鐸(複製)同5号銅鐸　伝香J順出土

銅鐸(複製)

さいたま川の博物館　水のデザイン　　　　10.1024-10･1129　　2　桜ヶ丘1号銅鐸　気比3号銅鐸(複製)
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貸　出　先　　　　　　覧　会　名　　　　　　開催期間　　　点数　　　　　　　　　資　　　料　　　名

泉佐野市教育委員会　絵図は語る

(歴史館いずみさの)

城陽市教育委員会(城　絵図が語るふるさとの

陽市歴史民俗資料館)　景観

名古屋城管理事務局　　天の兎･地の兎

徳島市立考古資料館　　遺物が語る弥生人の顔

神戸新聞社文化事業部　兵庫の絵画100年展

(そごう神戸店)

長崎県教育庁文化課　唐絵目利と同門

(長崎県立美術博物館)

川崎市民ミュージアム　大ザビエル展

一乗書道会　　　　　　深山龍洞展

西宮市大谷記念美術館　もうひとつの美術史と

額縁

神戸市文化財課(埋蔵　むかしのアクセサリー

文化財センター)

10 10 17-10. 1 8　　1　正保和泉国絵図

10 10,24112 13　　　3　　源内焼四角日本地図皿　伊万里焼円形日本地図大皿

伊万里焼四角日本地図皿

10.12.19-ll. 117　　3　　白鷺追兎図(戸田忠翰筆)　雪中兎図(村上華岳筆)

兎相撲図(安達吟光)

10.1121-1223　　　2　　桜ヶ丘4号･ 5号銅鐸(複製)

1011. 3-1011. 9　　6　　電車の通る街　古道具屋　旧栄町風景(以上川西英画)

太山寺晩秋(別車博資筆)　青い敷物の裸婦(田村

孝之介等)　レンガ塀と異人館(小松益書筆)

10.ll.12-12. 6　　　32　石崎元章筆鞍担人騎馬図　石崎元徳等松竹梅図･郡仙

星祭図　上杉九郎次筆釈迦三尊像･臆鯉図･鷲図　木

下文之助双鶴図　篠島元瑛筆韓担人騎馬図　渡辺秀乾

筆蓮図　渡辺秀実福済寺坂絵･象図･天台雁塘図･唐

美人図･達磨図･漁楽図･海鶴適齢図･群仙星祭図･

三聖図･双鶴図･童甲伝臆図(蟹図) ･老松図･独釣

図･総杖羅漢図　渡辺秀詮筆双鯉図(以上渡辺鶴洲家

襲蔵粉本)　鳥規写生図(諸家粉本)　天神図　諸葛

孔明図(以上小原慶山筆)　侍杖羅漢図(陳賢筆)

ll 115- 314　　　7　　四部図･世界図犀風　万国総図人物囲犀周　花下群舞

図犀風　聖フランシスコ･ザヴィエル像(複製)　都

の南蛮寺図(複製)

ll.1.3-1.11　　32　山家集･帝旅歌　小町集･高道集　枕草子　古今和歌

集巻十七　朝忠集抄　紫式部集抄　斎宮集抄　清正集

抄　万葉長歌　高千穂　酒をはむる歌　海恋し　万葉

海の歌二首　梅　はるのその　しら雪　万葉長歌並び

に反歌　松蝉　つきのさす　そら　子に贈る母の歌

たのしみ帖　牌巨月　海　比庵のうた　古今和歌集巻八

清正集草稿　鳴戸観潮　伝教大師うた　よしの　万

葉長歌　猫の子(以上深山龍洞書)

ll 2,20- 3.22　　　9　　三都名物の内大坂疋田唐物(魚屋北渓)　紅毛油画名

所尽(歌川国貞)　江戸両国ヨリ立川ヲ見ル　芙蓉不

及美人粧(以上渓斎英泉)　西遊旅評　隠退書画会引

札(以上司馬江漢)　地球儀を持つ西洋人物像(遠藤

田一筆)　花鳥図ガラス絵(荒木如元)　さかずきを

持っ女ガラス絵

ll. 3.27- 6. 6　　　2　　へソポ塚石釧(複製)　東求女塚車輪石(複製)
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(2)特別利用

1.館外貸出

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

3 鼎R�52 鉄C"�

4 鼎B�58 �3���

5 鉄B�71 �3�"�

6 鼎��55 �#s��

7 �#��36 �#���

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

8 �3b�47 鼎#��

9 鉄2�59 �3���

10 鼎R�55 ��ﾃ�3b�

57-62年度 �63年度 剏ｳ年度 �2年度 

許可件数 剴�ﾃC���b�鼎C2�鼎3��鼎C��

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

熟覧 �201 ��ﾃC3��56 鼎Cr�23 �#Cb�46 �3s��

模造 �12 �#R�4 唐�4 澱�3 迭�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�83 �33R�43 ��s��24 ��3��34 �����

写真 �#�2�1,257 田B�475 鉄"�213 鼎��257 

掲載許可 �1,169 �2ﾃ�3b�266 都s��290 田�b�289 都Cb�

原版使用 �751 �"ﾃs#��212 都�R�220 鉄ビ�240 塔S2�

紙焼付与 �110 鉄3b�40 ��3��38 ��#��31 涛"�

その他 �25 都��30 ��C��25 塔b�36 涛��

合計 �2,554 湯ﾃS#r�715 �"ﾃツ2�676 ��ﾃ涛b�719 �"ﾃSC��

3年度 �4年度 �5年度 �6年度 

許可件数 剴S唐�鉄�"�鉄sB�鼎���

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

熟覧 �21 �#c"�35 �#迭�42 �#sr�24 �#3"�

模造 �7 ����5 迭�4 迭�2 釘�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�56 ��唐�59 �#3r�51 �##��27 ��C��

写真 �3��299 鉄2�462 鼎B�198 �#R�169 

掲載許可 �427 ��ﾃ##��411 ��ﾃ�釘�367 都Cr�272 鉄c��

原版使用 �361 涛s2�334 涛#r�312 塔s��181 津C澱�

紙焼付与 �29 ��S��48 �3s2�27 塔2�21 �#cR�

その他 �39 �#c2�54 �3#��74 �#cR�47 �����

合計 �971 �2ﾃ3ィ�999 �2ﾃ��2�921 �"ﾃc�2�599 ��ﾃ都R�

7年度 �8年度 �9年度 �10年度 

許可件数 剴3cb�鼎s��鼎ッ�鉄#R�

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

熟覧 冤l ��c��33 ���"�41 �3�B�44 �#SB�

模造 �2 �"�1 ���0 ���2 �2�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�4 湯�13 �3��14 鼎R�10 都��

写真 免ﾂ�109 �3��155 �#2�110 �3��229 

掲載許可 �314 都���368 ��ﾃ�C��380 涛ビ�517 涛#��

原版使用 �195 鼎���229 塔�r�276 塔3��288 塔�B�

紙焼付与 �8 ��R�9 �����12 都R�17 ��迭�

その他 �21 塔b�56 ��Cr�52 �##b�42 ��S��

合計 �566 ��ﾃSs��739 �"ﾃCcB�798 �"ﾃSs��950 �"ﾃc3r�

※の件数は昭和60年以降の合計
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日　　　誌

平成10年4月4日

18日

29日

5月17日

26日

30日

6月14日

7月11日

17日

25日

記念講演会｢イギリスの産業革命｣ (角谷栄氏)

記念講演会｢明石海峡大橋ができるまで｣ (北川信氏)

ゴールデンウィーク期間中19時まで開館時間延長(～5/5)

特別展｢大英科学博物館展｣終了

特別イベント｢サイエンスショー｣ (毎週日曜､第2 ･ 4土祝17回実施)

ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展｣開催(～9/24)

特別展｢MOA美術館名品展｣開催(～6/28)

記念講演会｢黄金と雅｣ (藤浦正行氏)

夏休みこども博物館特別展｢コメはじめ物語｣開催(～8/30)

夏休みこども博物館企画展｢古地図と絵解き展｣開催(～8/30)

企画展｢神戸･淡路･鳴門近世の画家たち｣開催(～8/30)

神戸まつり期間中19時まで開館時間延長(～ 7/20)

夏休みこども博物館関連イベント(～8/8)

①　7/25　博物館たんけん隊(小学生3 ･ 4年生30人)

②　7/29･ 8/6　歴史たんけん隊(小学生5 ･ 6年生と中学生60人)

③　7/31･ 8/1土器づくり教室(小学生5 ･ 6年生と中学生60人)

④　8/8　土器焼き教室(上記参加者於:自然の家)

8月4日　･博物館実習生受入〔①8/4-8/8 (15人)､ ②8/18-8/22 (16人)､ 9/1-9/5

(15人)〕 24大学46人

9月26日　･特別展｢有馬の名宝｣開催(～ll/8)

･企画展｢南蛮美術名品展｣開催(～ll/8)

･ギャラリー｢山下摩起展｣開催(～ll/19)

10月8日　･神戸市立博物館協議会開催(10年度第1回)

11日　･特別展｢有馬の名宝展｣関連行事

有馬デー有馬寵･人形筆実演と有馬太鼓･入初め式出演( 2回目10/25)

15日　･ミュージアム講座｢有馬の縁起と絵解き｣

17日　･特別講演会｢秀吉と有馬｣ (渡辺武氏)

11月6日　･神戸･音楽の展覧会(ポスト･モダン､ネオ･モダン)

･ ｢トライやるウイーク｣受入11日　本多聞中学生25人､垂水中学生11人

17[]筒井台中学生2人､長峰中学生80人

12日　･ミュージアム講座｢幕末･明治の銅版画｣

15日　･神戸100年映画祭(アニエス･ヴゥルダー監督来館) (2回日11/17)

21E]　･企画展｢ェキゾチックEDOアート｣開催(～1/15)

･企画展｢日本地図名品展｣開催(～1/15)

12月5日　･邦楽サロン(～1/24まで計7回)

11日　･ ｢ルミナリエ｣開催中19時まで開館時間延長(～12/25)

17日　･ミュージアム講座｢絵図から地図へ｣

平成11年1月21日　･公開講演会｢古代史をどう学ぶか｣ (門脇禎二氏)

23日　･特別展｢唐の女帝･則天武后とその時代展｣開催(～3/22)

･ギャラリー｢神戸の書展｣開催(～3/22)

28E]　･ミュージアム講座｢小磯良平の表紙画と挿絵｣

2月18日　･ミュージアム講座｢唐代の政治と文化｣

3月4日　･ミュージアム講座｢箱木千年家の発掘調査から｣

7日　･午後のシャンソン(3/7-3/28まで計7回)

12日　･講演会｢唐の歴史と文化｣ (～3/13)

12E] ｢唐史の世界｣ (-海知義民)､ ｢唐の女性たち｣ (井波律子氏)

13日｢唐と日本の金銀器｣ (菅谷文則氏)､ ｢中国とその文明｣ (井上隆史氏)

18日　･神戸市立博物館協議会(10年度第2回)

24日　･ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展I｣開催(～6/6)
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予　　　算

(単位　千円)

年度 項目 �"�3 釘�5 澱�7 唐�9 ����

資料購入費 塔�ﾃ����80,000 塔�ﾃ����80,000 塔�ﾃ����0 ���ﾃ����10,000 ���ﾃ����

資料整理費等 涛2ﾃC�r�23,087 �#2ﾃ�ビ�24,317 �#"ﾃCSb�13,369 �#"ﾃ##��19,712 ��づ3�2�

特別展等開催費 塔RﾃSS��81,916 ����ﾃC���295,390 ���づ�コ�23,666 ��cづ�Cb�112,520 塔津3�2�

普及事業費 �#�ﾃ�#R�22,596 �#"ﾃc3R�21,486 �#�ﾃ�C��16,916 ��津#�2�19,280 �#�ﾃs#"�

光熱水費 �3bﾃ����36,000 �3bﾃ����34,920 �3"ﾃゴB�26,663 �#津c#2�28,447 �#づCCr�

施設管理費等 都bﾃCSR�79,222 塔2ﾃS釘�83,578 塔RﾃCS��77,770 塔bﾃC���87,531 塔づc�R�

事務費等 ��rﾃ�C"�17,407 ��rﾃ�3��26,979 �#2ﾃ3���22,060 ��Bﾃン��14,094 ��2ﾃ��R�

合計 鼎�津3s��340,228 �3s2ﾃcSR�566,670 �3s2ﾃ#ッ�180,444 �3S�ﾃS�"�291,584 �#s�ﾃ�迭�

博物館協議会

平成10年度

会　長

高　尾　一　彦　　神戸大学文学部名誉教授

副会長

吉　村　元　雄　　関西学院大学文学部教授

委　員

岡　本　武　利　　神戸市立小学校教育研究会社会科部長(湊小学校長)

前　北　正　康　　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(筒井台中学校長)

山　崎　由　人　　神戸市立高等学校教育研究会地歴部会長(六甲アイランド高等学校長)

前　田　　　薫　　神戸青少年団体連絡協議会顧問

土　井　芳　子　　神戸市立婦人団体協議会名誉会長

石　丸　誠　一　　神戸市PTA協議会副会長

嶋　田　輝　男　　神戸労働者福祉協議会会長

神　木　哲　男　　中京大学経済学部教授

田　辺　征　夫　　奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部長

田　端　泰　子　　京都橘女子大学教授

百　橋　明　穂　　神戸大学文学部教授

松　平　　　進　　甲南女子大学近松研究所長

森　田　恒　之　　国立民族学博物館教授
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組織･職員

平成10年度

組　織

職　長

名誉館長　宮　崎　辰　雄

副館長兼

事務局長
藤　村　邦　夫

副館長　崎　山　昌　虞

管理課

管理課長　岡　部　幸　雄

管理係長　岡部管理課長事務取扱

事務職員　山　中　　　健

"　　宮　津　時　夫

学芸課

学芸課長　洲　脇　一　郎

事業係長　角　南　金　平

職員の異動

10. 4. 1

10. 4. 1

10. 4. 1

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

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

正見雄世一子広則子子義嗣久晃幸泰和次佳真明智善玲典唯勝佳　一

田辺田屋田久村井盛好滞田原田

木　　　　　　　　　　　　　野

間鍬磯前間国高中田勝三成前塚小査事員貞長貞

駐〝讐石〝〝讐石〝〝〝〝〝〝

主指　　事学　　　学学

1 1 l　　14　4　4　40　0　0　01　　1　　1　　1出　出　出転転転
ヽ-　　　ヽl I

最長長課係係理理業管管事L L　　　_＼彦雄夫勝菊国島本江中川船
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(美　　術)

(近代美術)

(歴　　史)

(歴　　史)

(文化人類)

(歴　　史)

考歴　　地美考実地(　(　(　(　(　(　(　( 古)

史)

)

哩)

術)

古)

柿)

哩)

岡　部　幸　雄(管理課長)交通局より転入

角　南　金　平(事業係長)東灘区役所より転入

岡　　　泰　正(主　　査)昇格

高　久　智　広(学芸課)採用
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