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召和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飴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　　　博物飴資料収集協力員を委嘱(各区1名､計9名)

8　　　神戸市立博物館創設準備会議を設置(以降7回開催)

54. 6　　　博物館展示計画検討会を設置(以降15回開催)

55. 3　　　東京銀行より同行神戸支店建物を受贈及び土地を買収

4　　　博物鶴創設準備室と改称｡博物館創設担当参与に渡辺昭三就任

12　　　改造及び新築工事､着工

57. 3　　　竣工

4　　　神戸市立博物館条例公布｡博物館組織発足o館長に井尻昌一前助役就任

7　　　神戸市立博物館規則公布

11　　神戸市立博物館条例及び規則施行o開館記念式典､ -般公開｡南蛮美術館､考古館

閉館

11-12　開館記念特別展｢海のシルクロード｣開催

58. 1-2　受贈記念特別展｢両液松太郎収集　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　　　副館長に檀上重光就任

4-5　第3回特別展｢神戸の文化財｣開催

8-9　第4回特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん｣開催

10-11第5回特別展｢古地図にみる世界と日本｣開催

59. 4-5　第6回特別展｢眼鏡絵と東海道五拾三次展｣開催

8-9　第7回特別展｢中国蘇州年画展｣開催

10-11第8回特別展｢更紗の世界展｣開催

12　　　第9回特別展｢ヨーロッパのジュエリー展｣開催

60. 6-8　第10回特別展｢中国五千年の秘宝展｣開催

8-9　第11回特別展｢秘蔵の至宝を一堂に展｣開催

11-12　第12回特別展｢高句麗文化展｣開催

61. 1-2　第13回特別展｢桃山時代の祭礼と遊楽｣開催

4-5　第14回特別展｢ワ-ダベ写真展｣開催

6-7　第15回特別展｢西洋の風景展｣開催

7-8　第16回特別展｢狩人の夢｣開催

62. 1-2　第17回特別展｢廷る幕末写真展｣開催

4-5　第18回特別展｢日本絵画名作展｣開催

6-7　第19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
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6-7　第23回特別展｢中世を旅する聖たち展｣開催

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

第25回特別展｢神戸ゆかりの巨匠たち展｣開催

第26回特別展｢桂林百景展｣開催

第27回特別展｢大三彩展｣開催

第28回特別展｢松方コレクション展｣開催

井尻昌一館長退任

受贈記念特別展｢秋岡古地図コレクション名品展｣開催

受贈記念特別展｢小磯良平展｣開催

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

第31回特別展｢THEぴぃどろ展一江戸時代のガラス･粋と美-｣開催

第32回特別展

第33回特別展

第34回特別展

第35回特別展

第36回特別展

第37回特別展

｢手塚治虫展｣開催

｢没後100年記念　チャールズ･ワーグマン展｣開催

｢隠元禅師生誕400年記念　隠元禅師と黄葉宗の絵画展｣開催

｢ルイス･C･ティファニー展｣開催

｢ポスター芸術100年展｣開催

｢神戸市立博物館名品100選｣開催

第38回特別展｢ジャン二･ベルサーチ衣裳文化展｣開催

第39回特別展｢南蛮見聞録｣開催

檀上重光副館長･船田史郎副館長兼事務局長退任

副館長兼事務局長に林伸次郎就任

第40回特別展｢中国明清名画展｣開催

副館長に崎山昌寮就任

第41回特別展｢正倉院の故郷-中国の金･銀･ガラス展｣開催

第42回特別展｢森英悪とパリオートクチュール｣開催

第43回特別展｢銅鐸の世界｣開催

開館10周年記念講演会(講師　陳舜臣民)開催

第44回特別展｢ルーヴル美術館200年展｣開催

第45回特別展｢花と鳥たちのパラダイス展｣開催

アーバンリゾートフェア'93 ｢トーマス･マックナイト展｣開催

7-9　第46回特別展｢栄光のオランダ絵画とE]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　神戸絵画展｣開催

11-12　第47回特別展｢太山寺の名宝展｣開催

6. 2-4　第48回特別展｢アイルランド国立美術館展｣開催

6-7　第49回特別展｢装飾古墳の世界｣開催

7-9　第50回特別展｢鎖国･長崎貿易の華｣開催

10-11第51回特別展｢横山大観･菱田春草展｣開催

7. 1. 17　阪神･淡路大震災により休館(再開までの間､館外企画展を6回開催)

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
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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･ローランサン展｣開催

9-10　第54回特別展｢柳原義達展｣開催

1ト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　永遠なる敦憧｣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･チフーリ展｣開催

8-9　第58回特別展｢日中歴史海道2000年｣開催

11　第59回特別展｢発掘された日本列島'97｣開催

10. 1-3　第60回特別展｢日蘭交流のかけ橋｣開催

3-5　第61回特別展｢大英科学博物館展｣開催

5-6　第62回特別展｢MOA美術館名品展｣開催

7-8　第63回特別展｢夏休み子ども博物館　コメはじめ物語｣開催

9　　博物館建物(旧横浜正金銀行神戸支店)が登録文化財になる

9-11第64回特別展｢有馬の名宝｣開催

ll. 1-3　第65回特別展｢唐の女帝･則天武后とその時代展｣開催

6-8　第66回特別展｢オルセー美術館展1999｣開催

9-10　第67回特別展　居留地返還100周年記念｢神戸･横浜"開化物語"｣展開催

10-12　第68回特別展｢大英博物館　古代エジプト展｣開催　開館以来の来館者数が400万

人突破

12. 1-2　第69回特別展｢源平物語絵セレクション｣展開催

2　　　宮崎辰雄名誉館長逝去(2月22日)

3-4　第70匝Ⅰ特別展｢絵図と風景｣展開催

11年度　年間来館者数過去最高の925,945人を記録する

4　　藤村邦夫副飴長兼事務局長退任､神内良彦副館長兼事務局長就任

4-5　第71回特別展　文化財保護法50年記念｢海の考古学｣開催

7-9　第72回特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん･ガラス｣開催

8　　　笹山幸便神戸市長が名誉館長に就任

10-11第73回特別展｢平戸･松浦家名宝展｣開催

13. 2-3　第74回特別展｢大古墳展｣開催
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事業概要

平成12年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第17号を発行いたします｡神戸市立博物館は､

｢国際文化交流一東西文化の接触と変容-｣を基本テーマとして､以前からあった神戸市立南蛮美術

館と考古館を統合し､人文系の博物館として1982(昭和57)年11月に開館しました｡博物館の建物は､

建築家･桜井小太郎が旧外国人居留地に設計し､ 1935 (昭和10)年に建てられた旧横浜正金銀行神戸

支店を増改築したものです(平成10年度登録文化財)o

開館以来､当館は常設展をはじめ､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

を企画してまいりました0 1995 (平成7)年1月17日の阪神･淡路大震災では､建物などに被害を受

けて一年間の休館を余儀なくされましたが､平成8年度以降は従前通りの活動をおこなってきましたo

平成12年度は､特別展として文化財保護法50年記念｢海の考古学｣イぴぃどろ･ぎゃまん･ガラス

ー江戸時代から明治･大正-｣. r平戸.松浦家名宝展-はるかなる1000年の歴史-｣ ･ r大古墳展-ヤ

マト王権と古墳の鏡-｣の四展覧会を開催いたしましたoまた､南蛮紅毛美術企画展として｢渡辺鶴

洲と長崎の御用絵師｣ ･ ｢南蛮紅毛美術名品展｣ ･ ｢西洋への憧憶｣を､古地図企画展として｢館蔵古地

図名品展｣ ･ r描かれた中国｣､ギャラリーでは｢昇外義素描展｣ ･ r山下摩起展｣ I r別串博資水彩画展｣

･ r神戸の書展｣を開催しましたo

普及事業としては博物館たんけん隊､こうべ歴史たんけん隊､ミュージアム講座､ジュニア･ミュー

ジアム講座､博物館講座｢古地図を読むII｣を昨年度に引き続き開催しました｡なお､文部省の『親

しむ博物館づくり事業』の委嘱を受けたため､夏休み土器づくり教室は､内容も拡大して｢縄文再発

見｣と名前を変えて開催いたしました｡そのほか､共催事業も開催いたしておりますo

刊行物としては､特別展図録･館蔵品目録.研究紀要･年報･博物館だよりを発行しております｡

平成12年度の開館日数は287El､うち常設展は124日､特別展は163日o入館者総数88,585人でしたo

入館者の内訳は､常設展14,941人,特別展70,090人､普及事業参加者3,554人です.また､学校団体

の来館は130校でした｡館外貸出は35件473点､特別利用は987件3, 157点でした｡

なお､ 8月1日付で笹山幸俊〔前〕神戸市長が名誉館長として就任いたしております｡

また､従来重要美術品に指定されていた｢聖フランシスコ･ザウイエル像｣が6月27日付で重要文

化財に指定されました｡よって､指定文化財は､国宝1件21点､重要文化財(付属指定を含む) 7件

76点､重要美術品2件12点となりました｡

この年報により､平成12年度の当館の事業の概要を知っていただけると幸いに存じますo

-5-



1.特別展示

(1)第71回特別展

海の考古学
･内　　容/

海は､古代人にとって生活の基盤の1つであっただけではなく､縄文時代以来広範な交流を行う

際の交通路としても機能していたし､文化を結びつける海の道としての役割も果たしてきたともい

えるo弥生時代開始期の稲作文化の朝鮮半島からの伝播など､その後の日本の文化に多大な影響を

残すことになった国際的な文化交流も､海を介してのものであった｡

そして､古代から人々は畏敬と畏怖の念を持って海に接してきたことが､遺跡の立地や出土した

遺物などから窺うことができる｡古墳時代になると､海の道を掌揺することは政治的･軍事的な重

要性を持つまでになり､五色塚古墳のように明石海峡の海上交通を支配した豪族の墓ではないかと

いわれるような､シンボル的な古墳も築かれるようになる｡

このような海と密接な関わりを持ってきた遺跡と､その出土資料にスポットをあて､古代人の海

-の想いを再認識する展覧会として開催された｡

また､会期初日には初めての試みとして､小中学生を対象として特別展会場において､ ｢子ども

スケッチ大会｣を開催したo作品は､子どもたちの作ったキャプションとともに会期中会場内で展

示し､好評を得ている｡
･会　　期/平成12年4月22日(土) - 5月28日(日)

･会　　場/特別展示室2 ･南蛮美術館室

･主　　催/神戸市立博物館･文化庁

･協　　賛/三菱電機株式会社兵庫支店

･入館料/ (当日･一般)600円

･開催日数/32日

･入館者数/7,928人

･出品点数/約450点

･講演会/会場　当館地階講堂　午後2時-

5月6日(土)　間壁虚子氏(神戸女子大学教授)

『塩つくりや梅のまつり』

5月20日(土)　梶本誠一氏(兵庫県立歴史博物館館長補佐)

『前力復円(方)項の発生から消滅まで一六甲山南麓を中心にして』
･同時開催/ギャラリー　神戸ゆかりの芸術家たち展Ⅰ　4月22日(土) - 7月18El (火)

B2ポスター
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特別展展示資料日銀

資料名　　　　　　　　　　　　　　　員数　　　　　出土地　　　　　　　時代　　　　　　所蔵機関(保管機関)

第1章　海とくらし

･発掘された古代の海

1足跡(はぎ取り)　　　　　　　1点　神Ii市垂水[束垂水日向追跡　縄文時代早期　神Fl市教育委員会

2.ささ披跡(はぎ取り)　　　　　1月　神F]-市垂水区垂水日向遺跡　縄文時代前期　神戸Jf教育委員会

･海辺のムラと海をのぞむムラ

3　縄文1一路(7第鉢.浅鉢　注ll土器)

4　動物週休

(クジラ･イルカ･イノシシ･シカ)

5.則蔵穴(はぎ取り)

6.貯蔵穴断面(はぎ取り)

7　桜ケrf_5号銅鐸(複製品)

8.銅鐸鋳型(複製品)

9　軽石製梓(

10点　兵権県東浦町佃遺跡　　　　縄文時代後期　兵樽県教育委員会埋蔵文化財嗣奄事務所

10点　兵科繁東浦町佃遇跡　　　　縄文時代後期,TJE棒県教育委員会埋蔵文化則調か拝稽所

1カ､兵席県東浦町佃遺跡　　　　縄文時代後期　兵庫県教育委員会ItP.蔵文化財調査率3W)千

1点　兵嘩県東浦町佃遺跡　　　　縄文時代後期　兵庫県教育委員会雌蔵文化財調査事務所

1点　神戸rfl灘区桜ケ丘遺跡　　　弥生時代中期　神戸市立博物館

1点　福岡市赤穂ノ浦遺跡　　　　弥生時代rP期　神戸市立博物館

2点　神lj市須磨区戎町道跡　　　弥生時代前期　神戸前教育委員会

10.木製浮1　　　　　　　　　　　　　1点

ll.木製浮1T▲　　　　　　　　　　　　1点

12.木製浮T- (複製品)　　　　　　　　4点

13.木製ヤス(複製品)　　　　　　　　4.串

14　1_錘　　　　　　　　　　　　　　　　4点

15.蛸壷　　　　　　　　　　　　　　10点

16. b錘　　　　　　　　　　　　　　　2点

17.蛸嶺　　　　　　　　　　　　　　　　6点

18.鉄製釣針　　　　　　　　　　　　1 -LL･

ユ9.才1錘　　　　　　　　　　　　　　　2点

20.鉄鎖　　　　　　　　　　　　　　　　3点

21鹿角製釣針(恵要文化財)　　　　　8点

22　鹿角ヤス(豪雪文化財)　　　　　1点

23.鹿角未製品(重要文化財)　　　　　8点

24.鉄製ヤス(重要文化財)　　　　　1,*

25.鉄製鈷(重要文化財)　　　　　　1点

26　鉄製釣針(奄要文化朋)　　　　　　4点

27　月経(重要文化財)　　　　　　　1,串

28.魚骨雑(蚤貿文化財)　　　　　　1点

29. 1錘　　　　　　　　　　　　　　　2点

30.石錘　　　　　　　　　　　　　　　1点

31.棒状イlA製品　　　　　　　　　　　　2点

32.蛸番　　　　　　　　　　　　　　　　4点

33　鉄製ヤス　　　　　　　　　　　　　1一g.

神rTA市東灘lj(-_本Lll遺跡

東大阪市t7ti岩田遺跡

和歌山県串本町領民,遺跡

和歌山県串本刑等鴇遺跡

神/了市東灘li北IF3木遭跡

神Fi市酉LX:玉津tfl L中退跡

神T.-市灘区イ糾‡野山遺跡

神HJ市灘区伯母野山遺跡

芦屋市会~下Lu遺跡

芦屋市会下山遺跡

兵庫県淡路町塩執唱遺跡

即辺市確聞岩陰追跡

LtH21市磯間岩陰追跡

EH辺市磯間岩陰遺跡

附辺市磯間岩陰遺跡

田辺市磯間岩陰遺跡

BJ辺両機関軍手陰遺跡

m辺けf磯間岩陰追跡

Bl辺市磯間岩陰遺跡

兵峠県北淡町宕主脈神社遺跡

兵庫県北淡町員船神社遺跡

兵確県北消印FI-船神社道跡

兵庫県北淡町衆船神社追跡

神J IJ市垂水r*満壌ill占墳群
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弥生時代中期

弥生時代後期

弥年時代後期

弥生時代後期

弥生時代後期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代後期

弥生時代後期

弥Ef一時代後期

占墳時代中期

古墳時代中期

ltj墳時代ITl期

Ji墳時代中期

l㌧墳時代中期

llT墳時代中期

[十1墳時代tll期

rll哨時代中則

lt1一項時代後期

[1】哨時代後期

hJ墳時代後期

ll凋時代後期

]1一項時代後期

神戸拝す教育委員会

(財)人阪帝文化財調査研究センター

大阪市ILI博物館

大阪市立博物館

神戸FF)教育委員会

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

jTq屋市教育委員会(芦屋市立美術博物館)

芦屋市教育委員会(芦屋市iP美術I即勿館)

兵唾県教育委員会埋蔵文化財網杏事務所

文化庁(tll辺市教育委員会)

文化庁(田辺市教育委員会)

文化庁(Ll]辺市教育委員会)

文化庁(Etl辺市教育委員会)

文化庁(田辺rf教育委員会)

文化庁(田辺市教育委員会)

文化庁(田辺rlJ-教育委員会)

文化庁(田辺rf]A教育委員会)

!モ樺県数奇委員会埋蔵文化財調杏事務所

兵庫県教育委員会粍蔵文化財朋査事務Ilrr

兵雑県政育委員会期蔵文化財調査事務所

良雄県敦fl'委員会兜蔵文化財調餐r#務所

神]=.市教育委員会



･貝塚のあるムラ

34　マカキ

35.セタシジミ

36　釣針･ヤス

37.石錘

38.装飾品

39　碇石

40.縄文土器(深鉢.浅鉢)

41.ハイカイ

･塩つくりのムラ

42.製塩_士器

43.製塩土器

第2章　文化の交流と船の発達

･瀬戸内の文化交流

①土器

44.紀伊型襲

45　紀伊型棄

46.紀伊型要

47　河内産壷

48.河内産壷

49.吉備系要

50　吉備系要

51吉備系棄

52.吉備系慧

53　舌傍系棄

②土製品

54　分銅形土製品(複製品)

55.分銅形土製品

56.分銅形土製品

57.分銅形1ー製品

58　分銅形土製品

59.分銅形上製品

60　分銅形土製品

61分銅形士製品

62　分銅形土製品

63.分銅形土製品

③青銅器

64.和形鋼曳(楊製品)

65.中細形鋼曳

一括　大阪市中央区森の宮遺跡

一指　大阪市中央区森の吉遺跡

8′巾､大阪市中央区森の宮遺跡

2点　大阪市中央区森の言遺跡

5点　大阪汗沖央区森の韻遺跡

1点　大阪市中央区森の宮遺跡

2点　大阪市中央区森の宮遺跡

一括　岡山｣県邑久町門田遺跡

縄文時代後期

縄文時代晩期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代晩期

縄文時代晩期

弥生時代前期

大阪市教育委員会((財)大阪f!]A文化別協会)

大阪F市教育委員会((財)大阪了守｣文化財協会)

大阪市教育委員会((財)大阪市文化財協会)

大阪市教育委員会((財)大阪市文化財協会)

大阪市教育委員会((財)大阪rt]文化財協会)

大阪市教育委員会((財)大阪市文化則協会)

大阪市教育委員会((財)大阪市文化財協会)

邑久町教育委員会

3点　岡Il｢市百聞川原尾島遺跡　　弥生時代後期　岡LLJ県古代吉備文化財センタ-

5.占　兵庫県北淡町曳船神社遺跡　古墳時代後期　兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

1点　和歌山市太田黒は1遺跡

1点　神戸市西区新方遺跡

1点　神戸市兵庫区楠･荒田町遺跡

1点　大阪市平野区長凍遺跡

1点　洲本市下内膳遺跡

3点　岡山市津寺遺跡

1点　姫路市長越遺跡

1点　豊中市島m遺跡

1点　東大阪市西宕悶遺跡

1点　八尾市亀井北遺跡

1点　山口県EEl布施町明地遺跡

1点　倉敷市上乗遺跡

1点　倉敷市足守川矢部南向遺跡

1点　岡山市政所遺跡

1点　兵庫県太子町小丸山遺跡

1点　神戸frJ西区玉津田中遺跡

1点　神戸市西区新方遺跡

1点　豊中市新免遺跡

1点　八尾市亀井遺跡

1点　八尾市亀井遺跡

弥生時代｢fコ期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代中期

古墳時代前期

古墳時代前期

古墳時代前期

古墳時代前期

古墳時代前期

弥生時代中期

弥生時代後期

弥生時代後期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代後期

弥生時代中期

弥生時代後期

同志社大学歴史資料鋸

神戸市教育委貞会

神戸市教育委員会

大阪市教育委員会((財)大阪祐文化財協会)

兵車県教育委員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

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

豊中市教育委員会

(財)大阪府文化財調査研究センター

(財)大阪府文化財調査研究センター

大阪府立弥生文化博物館

岡山県古代吉備文化財センター

岡山県古代吉備文化別センター

岡山県古代舌備文化財センター

個人蔵

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

神戸市教育委員会

豊中前教育委員会

(財)大阪府文化財調査研究センター

(財)大阪府文化財調査研究センター

1点　福岡市早良区吉武高木遺跡　弥生時代中期　神戸市立博物館

1点　出土地不明　　　　　　　弥生時代中期　神戸市立博物館
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66　FI､形鋼曳

67　人阪湾型細長(複製[77】)

68.大阪湾型鋼且(責質実術LT,7.)

69　人阪湾型銅尤

70.大阪湾型銅曳(複製品)

7ユ　大阪(巧巧LL鋼曳鋳型(重要丈化財)

･割り船から準構造船へ

72　丸木射　程(複製占['])

73.船級刻†器

74　船線刻[器(複製tl,(.)

75　船形埴輪(萌賀文化別)

76　船形埴輪(中質文化財)

77　咋梢造船(複製L'.占)

78. 7で構造舶(複Jt.占fl)

･大陸文化へのあこがれ

79　松朴uJSLJ細丈i-詩旨

8O l号銭(虚果丈化tH)

81歳台付鉢(窮安文化朋)

82　小当り鉢(*柴文化財)

83 (焚JL　崇敗

84　全盛飾付卑称(*輩文化別)

85　令銅紗Tl?余日(革質文化財)

86　鎚象巨が人)J納(重安文化財)

鋭象散人JJJJ身(複矧111)

87　鉄鋲(串裳文化財)

88. LdJJ丈,;lE',神獣捉(確実文化財)

89. ≠fUよお(.不安文化Tu)

90　帖LIL] (幸と製.【llTl)

91台鋼船文通的き,'､珠(中葉文化朋)

92　食糾鈴作東(複製;'■'】)

93　食銅鈴鋭板付轡(槻製■Wl)

第3章　海をのぞむ古墳

･大阪湾をのぞむ古墳

山1  . ru.lL,心

95.卜帥器鼓形旨諜fJ. /ト判壷

96　E r;lEはli･Lth

97　1耶紳Il秋釦王(複製tF"ll)

9吊. ll･輪LL (枚挙itll"■l)

1.与　信福l判県1-f;]珊r'

4一亡】神J】rfJi難区桜ケfI遺跡

i.[∴　神川fJ東灘lx保久良神社遺跡

1点　東大阪rll瓜生,[?遺跡

3点　兵庫県　煉町有IJ借地遺跡

1一串　茨木市来奈良追跡

2点　丁柴県八｢hiJ場巾米倉遺跡

1山　令倣巾城遺跡

1,.　同日lrl】加IJ父遺跡

1′小､ jJ奴小長Jl話品辿り1与ジ墳

1.11'､大阪山艮Tl;'J:IJ辿り2 ;3墳

1山　八鳩llJ久宝,tj一迫跡

1∴

1.LL! Ti崎rf】射止礎遺跡

l点　大阪巾､7'-Fllズ瓜破JA跡

2ノ〔JJ､大阪rfH′野lズ瓜破遺跡

l一[上.-　人阪口]J､1′野L<瓜破追跡

1 -rlr /"り去れ会~F‥hZi跡

4 Jlr.姫路rfJILr;f川IjT哨

6Jil　姫路了F捕.'ltJrLl墳

1一亡】､姫路ilHLl'3山[tIJ汽

1,L.'姫抑rf侶nli一項

1,.■(神路r13円LJllll的

1!.法　相路巾rEE: lll[lTJ類

8心　細u/iHrEEpIJ. LlhtT墳

i-㌔･和歌山El｣大谷ltr墳

1点　和歌LIlrrf大行IFl墳

1 ｢　和歌ILlr打大字i【llfil

l利　和軟11川】大手テ[1T一機

弥生時代後期

弥Jt-時代申剃

弥/川手代｢1｣期

弥生時代中期

弥生日即日コ期

柿/ヒ時代中期

縄文時代晩期

弥生時代中剃

弥生時代後期

Tll墳時代Lfl期

古墳時代中期

]11fi時代前期

弥肘時代前期

弥仕時代11欄]

弥/l時代中期

弥jl時代中期

弥′卜時代後期

rlr脚時代中期

し11墳時代中期

[い奈時代中期

TtiI貞時代前期

lrf墳時代中期

[fTJ卵を代中期

Ltl l即寺代IT'期

lif墳L馴七中期

占1即寺代中期

上土f墳時代中期

｢王子墳時代中期

神Fr i7日7_博物館

神戸市立博物館

保久良神社(京都tEhIJ悼物WL,)

(財)大阪冊文化財調査研究センター

二原町教育委員会

文化11 (茨木Irf､zl文化財資料純)

l■吋日収才博物館

(蝶品:早稲m入学考r†T学研究IjrI)

llqLl雌占代2】備文化財センタ-

岡山妖],占代了Z吉備文化財センター

文化庁(大阪r打､一/博物館)

文化庁(大阪FfllH専物館)

(刺)大阪肘文化財調査研究センター

(刺)大阪肘文化則調査研究センタ一

兵嘩児教育委員会埋蔵文化財調香事務所

大阪11[立博物館

大阪IIl t71博物館

大阪市立博物館

;'堀市教育委員会(J'7J萎市立美術博物館)

姫路市教育委員会(兵庫県tll贈史障物館)

姫路市教育委員会(兵庫県立撫史I即勿柁)

姫路Irl教育委員会(兵庫県立歴史博物館)

兵庫県立歴史博物館

姫路ifT数百委員会(兵稀県､∵歴史博物館)

姫路IfJ教育委員会(兵庫県､ン二磨史博物館)

姫路桁数宙委員会(兵庫県立松史博物館)

和歌山県立紀伊風l記の丘

文化庁(和歌山rh tl/博物飽)

和歌山市立博物痢吉

和歌ILl市立博物館

1点　神JfFfj束灘rメ処女塚!]墳　lll頃時代前期　神戸巾教育委よき会

7′[.■入　神J J一巾灘r{即位女様占項　111墳時代前,q　神戸FfJ教育委員会

3.1】｣,帥r巾灘lX丙求女壕+]墳　【iTJ墳時代前期　神戸Ih致育委lミ会

1.[.'神)柿東灘[i虎求女塚古墳　tf墳時代前掛j　神F･lrJ､2_障物館

i r.'･神).llJ射沸上ズ氷水女塚古墳lir墳時代前期　神戸rTJilL博物鮎
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99　石釧(複製品)　　　　　　　　　1点　神戸市東灘区へポソ塚古墳　占項時代前期

100.銅倣　　　　　　　　　　　　　　1点　神戸市兵庫区夢野丸山古墳　占項時代前期

101.素文鏡　　　　　　　　　　　　　　1点　神戸祐垂水区大歳LLJ占墳　　古墳時代前期

102　硬玉製勾玉　　　　　　　　　　　　1点　神戸軒垂水区大歳山古墳　　古墳時代前期

103.ガラス小モ　　　　　　　　　　　　42点　神戸市垂水区大歳山古墳　　古墳時代前期

104.石釧　　　　　　　　　　　　　　　1点　神戸巾垂水区大歳ELJ古墳

105　三角縁神獣鏡　　　　　　　　　1点　尼崎而水盤古墳

106.鉄7J　　　　　　　　　　　　　　　2点　尼崎市水糞古墳

107.鉄則　　　　　　　　　　　　　　　3一台､尼崎市水堂占項

108.鉄斧　　　　　　　　　　　　　　　2点　尼崎市水生古墳

110　鉄製ヤ1)ガンナ　　　　　　　　　1点　尼崎市水糞Llf項

111胡録　　　　　　　　　　　　　　1点　尼崎市水堂占唄

112.朱　　　　　　　　　　　　　　　　一指　尼崎市水生古墳

113　鞍金具(複製品)　　　　　　　　1組　尼崎市園田大塚山古墳

114.管(複製品)　　　　　　　　　　1租　尼崎市関田大塚山占墳

115　杏葉(複軌Pu)　　　　　　　　　　5点　尼崎市園E]大塚山古墳

116.鈎金具(複製品)　　　　　　　　　4点　尼崎市園田大塚山古墳

117.雲珠(複製品)　　　　　　　　　l点　尼崎巾園ltl火塚山古墳

118.辻金貝(複製品)　　　　　　　　1点　尼崎市園Er]大塚山古墳

119.鍍具(複製品)　　　　　　　　　2点　尼崎沌固EEl大塚山古墳

120　鐙(複製品)　　　　　　　　　　1組　尼崎市園fil人塚山古墳

121鐙(復元品)　　　　　　　　　　1点　尼崎市園田大塚Il]占墳

122.鉄製鋸片(複製品)　　　　　　　　3点　尼崎市園門人塚山占墳

123　鉄製鋸(循元品)　　　　　　　　1点　尼崎市園田大塩IL]古墳

124.鉄鋤(複製品)　　　　　　　　　1点　FE崎市園田大塚山占墳

125.鉄斧(複製品)　　　　　　　　　1点　尼崎市圃FFl大塚lLl占墳

126,鉄鎌(複製品)　　　　　　　　　1点　尼崎市園田大塚山古墳

127.鉄鉱(複製品)　　　　　　　　　4点　尼崎市園田大塚山古墳

128,鉄鉱束(複製品)　　　　　　　　　2点　尼崎市園田大塚山lt墳

129.鉄鉾(複製品)　　　　　　　　　1点　尼崎市園田大塚Lt｣古墳

130.須恵器(複製品)　　　　　　　　10点　尼崎市園田大塚山占項

131管玉･トンボ玉(複製品)　　　　　2点　尼崎市園田大塚山古墳

･海の支配者

132　鰭付円筒埴輪(複製品)　　　　　l点　神戸市垂水区LhI色壕占墳

133.鰭付朝顔形埴輪(複製品)　　　　1点　神fl市垂水区五色塚古墳

134.鰭付円筒埴輪　　　　　　　　　　　7点　神戸市長田区念仏山岳墳

135　土師器壷　　　　　　　　　　　　1点　神戸市長田区念仏山古墳

136.蛸付円筒埴輪　　　　　　　　　　　2点　神戸市垂水区五色塚古墳

137.子持勾玉(複製品)　　　　　　　　2点　神戸市垂水区五色塚古墳

138.金銅装花形鏡板佃野馬具　　　　　1組　神戸市狩Ll缶きつね塚古墳
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古墳時代前期

古墳時代前期

11J墳時代前期

Elj-項時代前期

IllT一墳時代前期

th^墳時代前期

古墳時代前期

古墳時代前期

古墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

古二墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

-liT墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

[1墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

占墳時代後期

古墳時代後期

古卿寺代前期末

吉卿幸代前期末

古墳時代前期末

古墳時代前期末

IT項時代前期末

古卿寺代前期末

古墳時代後期

神戸市立博物館

兵庫県立歴史博物館

神戸市立博物館

神戸而立博物館

神戸市立博物館

神戸市立博物館

尼崎市教育委員会

尼崎IrTJ教育委員会

尼崎市教育委員会

尼崎市教育委員会

尼崎市教育委員会

尼崎市教育委員会

尼崎市教育委員会

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎巾教育委員会歴史博物館嘩備室

l=E崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物鋸準備蕪

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物銘嘩備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎軒教育委員会歴史博物飴準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

Ii崎市教育委員会歴史博物館準備室

尼崎市教育委員会歴史博物館準備室

神戸市立博物館

神戸市立博物館

兵庫県立歴史博物館

兵庫県立歴史博物館

神戸市教育委員会

神戸Irfl教育委員会

神戸市教育委員会



139.金銅装花形館柴

140.金銅泣空疎

141.芹金具･辻金具

142.素環頒鏡根付轡

143.須磨器

･海人の墳墓

144　眉形埴輪

145　蛸付目】筒埴輪

146　円筒埴輪

147.壷形埴輪

148.鹿角装鉄剣(重要文化財)

149.鉄蹄(重要文化財)

150.鉄鉄(垂紫文化財)

151鹿卿轄鏑(重要文化財)

152　施角把(重要文化財)

153.須磨器壷(蔓要文化財)

154. 1二帥器塊(音要文化財)

第4章　海へのいのり

･船形模造品

155.船形｢製llr71

156　船形ヒ製【～['l

157.船型上製占:1

158　船形上製占JiI

159.郁‡形木製品

160.船形木製品

161.船形木製品(複製品)

162.船形木製品

163.船形木製品

164.船形木製Fn

･海辺の示巳り

165　絵画L器(複製品)

166　小型鏡

167.鉄鉱

168.鉄製釣針

169.イl一紬

170.滑イJ製模造rVl

171.管I

172　ミニチュアl二器

173. L錘

2.中　神jjFrl狩【｣台きつね塚古墳

3点　神1了斤】狩LJ台きつね塚古墳

8点　神J]市狩L｣台きつね塚古墳

1観　神IT市5'j:L泊きつね塚古墳

12点　神Jf市狩LI台きつね塚古墳

1点　神戸Jfl]垂水区舞√浜遺跡

1点　神戸か垂水区舞f浜遺跡

1点　神J~1市垂水区舞f浜遺跡

1点　神JTfT]垂水区舞f浜遺跡

2点　田辺市磯間岩陰遺跡

1点　EH迎rT]磯間tF;陰追跡

3点　田辺ff]磯間岩陰遺跡

1,r5　田辺市確聞岩陰遺跡

3点　田辺市磯間岩陰遺跡

1点　rfl辺市磯間岩陰遺跡

1点　Fll辺市磯間岩陰遺跡

1点　茨木市来奈良遺跡

1点　岡lllrf1日間川原鳩鴇遺跡

1点　堺市大庭寺遺跡

2点　兵庫県北淡町貴船神社遺跡

1点　東大阪市西岩肘遺跡

1点　東大阪市新家追跡

2点　和歌山県串本町笠島遺跡

1点　八尾市久宝寺遺跡

1点　堺ITf下田追跡

1点　神F了i]両区玉津fll■71遺跡

2,や､倉敷市卜束遺跡

1′LL｣閲Il佃高畠遺跡

1点　同日価高島遺跡

2点　間tLJ市高良遺跡

2点　岡LI川】高島遺跡

18′轄　僻目川摘鳥遺跡

l点　岡LLl市塙持遺跡

3点　r花川川HFl.一泊遺跡

2点　剛l｣斤摘畠遺跡
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llJ一項時代後期

[王IJ即手代後期

rl渦時代後期

ljl一項時代後期

古墳時代後期

fir-墳時代前期末

ljT卿手代前期末

古墳時代前期末

占哨時代前期末

i;噴時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

IrtT墳時代後期

古墳時代後期

古墳時代後期

弥生時代中期

弥El二時代後期

lll-墳時代中期

古墳時代後期

弥生時代中期

弥生時代中期

弥生時代終末

lt]J墳時代前期

古墳時代中期

古墳時代中期

弥生時代後期

古墳時代中期

f‡墳時代中期

lil一項時代中期

Lll哨時代中期

lt)哨時代中期

JIJ墳時代LFl捌

[11墳時代'fl則

Ll】項時代申則

神戸市教育委長考会

神戸市教育委員会

神戸市教育委員会

神IIJIrJ一数台委員会

神戸rlf教育委員会

神戸ff]数軒委員会

神戸市教子丁委員会

神戸市教育委員会

神戸市教育委員会

文化TT- (Lll辺市教帝委員会)

文化庁(M辺rf教育委員会)

文化庁(田辺市教育委員会)

文化巧(田辺市教育委員会)

文化庁(田igFF]教育委員会)

文化庁(田辺Fh教育委員会)

文化庁(田辺市教育委員会)

(財)大阪府文化別調奄研究センター

岡山県古代ヲf備文化財センタ一一

(財)大阪府文化別調査研究センター

it庫県教育委員会や蔵文化朋調査事腐所

(財)大阪桁文化財調査研究センター

(財)大阪府文化財調査研究センター

大阪市立博物館

(財)大阪府文化財調査研究センター

(財)大阪府文化財調査研究センター

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

岡LLJ県古代吉備文化財センター

(岡山叩科大/羊人類学教も)

(岡山理科大学人類学教室)

(岡山理科大学人類学教基)

(岡lI慨科大学人類字数Sr)

(胴lll坤科入学人類字数'右)

(剛Tげ要件大ノ(''人栃学教室)

(岡rLl輝利大ノT'一人矩学教案)

(岡山理科大学人類学故実,I)



(2)第72回特別展

ぴぃどろ･ぎゃまん･ガラス　ー江戸時代から明治･大正へー

内　　容/

江戸時代には｢ビイドロ｣は､ポルトガル語のヴイードロに由来するガラス一般をさすことばで

したo ｢硝子｣という文字は､明治時代前期以降､オランダ語･英語に由来する｢ガラス｣の音を

あてていますが､江戸時代には｢ぴぃどろ｣と読まれていました｡

輸入されたヨーロッパ製カットガラスの影響を受けて､文化･文政期には､大坂･江戸でも厚み

のある素地に切子(カット)を施すことが行われ,こうした作例は､和製ぎゃまんと呼ばれまし

た｡

｢ぎゃまん｣の呼称は､ポルトガル語のダイヤモンド(デイアマント)に由来し､本来は輸入の

ヨーロッパ梨カラスをさすものでしたが､文化･文政期以降は､日本製であってもグラヴユールが

施されたものや､上質の和製ガラスも｢ぎゃまん｣と呼ばれたのです0

工部省が東京･品川に設立された興業社を買い上げ､品川硝子製造所と称するようになった明治

9年(1876)頃から､ ｢ガラス｣という新奇な言葉が一般に桐いられるようになっていきます｡そ

れとともにガラスの製法や材質は次第に近代的な方向に進み､現在のガラス工業の基盤を築きまし

た｡

本展は､江戸･明治期にガラス素材が､どのように人々の生活に浸透していったのかを､ぴいと

ろ史料庫の所蔵になる初公開作品によって紹介しようとする試みでした｡本展によって日本のガラ

スの歴史にひとつの基準線が引かれたと言えるでしょう｡

会　　期/平成12年7月20日(木) -9月10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･読売新聞大阪本社･読売テレビ

協　　力/ぴぃどろ史料庫

協　　賛/財団法人伊藤文財団･財団法人みなと銀行文化振興財団

特別協賛/(秩)ドリームアンドモア

入館料/ (当日･一般) 800円

開館日数/46日

入館者数/28, 605人

出品点数/252件

記念講演会/会場　当館地階講堂　午後2時-

8月12日(土) ｢ぴぃどろ･ぎゃまんの基礎知識｣

同　素正(当館学芸員)

公開対談/8月26日(土) ｢長崎ぴぃどろ復元をめぐって｣

御厨　正敏氏(ガラス工芸作家)

切子実演/会場　当館1階ホール　午前11時-･午後2時-

7月26日(水) ･28日(金) 8月2日(水) ･4日(金)

高橋　太久美氏(ガラス工芸作家)
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出品目録
とくに記載のないものはぴいとろ史料庫蔵

1和漢三才図会　巻第二十六･六十2冊

正徳3年(1713)　寺島良安曹

26 1×18 7cm　経本木版

2　蔦全産業袋　三之巻1冊

享保17年(1732)　二宅也来著

22.6×16.3cm　紙本木版

3　寓全産業袋　三之巻1冊(別版を展示)

享保17年(1732)　三宅也来著

22.6×16 3cm　紙本木版

4　菊形銅製吹き型1点

江戸時代(1725-1868)

高7.4cm　口径12.9cm

5　信楽焼婚姻1口

明治20年(1887)境

南30.5cm　口径10.8cm

6　吹き散らした状態の藍色カラス碗(研究用) 1口

現代　薩摩ガラス工芸(株)

製高6.2cm　口　径6.4cm

7　ニッキ水瓶鉄製割型1個

大il:-昭和初期

総高13.6cm　底径13.9eln

8　型吹き淡青色草花文六角カラス四段重l式

正徳4年(1714)

総高25.5cm　堆大径12.7cm

9　型吹きぎゃまん彫り唐人孔雀雨龍文ガラス鉢1ロ

江戸中期(1725-75)

高13 0cm　日経20.9cm

10　型吹き唐葦文カラス蓋物1台

汀戸中期(1725-75)

総高14.4cm胴径14.0cm

11型吹き八重菊文カラス蓋物1合

江戸中期(1725-75)

総高13.7cm　口径16.2cm

12　型吹き黄色菊形ガラス蓋物1合

江戸中期(1725-75)

総高12.0cm　口径13.7cm

13　型吹き黄色竹文カラス簡向付5客
'il暦元年(1751)

高9,4cm LJ6 5×64cm

14　型吹き緑色桔梗形カラス鉢5口

江戸中期(1725-75)

高5.6cm [1径15.0cm

-15

15　型吹き菊形カラス蓋碗5客

安永6年(1777)

総高9.2cm U径11.9crn

16　型吹き乳緑色菊形カラス皿1枚

江戸中期(1725-75)

高3 1cm　口径163cm

17　型吹き緑色小菊文カラス向付1口

江戸中糾(1725-75)

高8.3cm l1径8 5cm

18　紫色鶴首カラス徳利1本

江戸中期(1725-75)

高29.7cm　胴径13 2cm

19　型吹き緑色蒔絵御所車文カラス角瓶1本

江戸後期(1776-1825)

高12.8cm

20　型吹き紫色寿文ガラス角徳利1対

江戸後期(1776- 1825)

高17.8, 18.2cm　胴79×7.9,7.3×78cm

21型吹き黄色算木文角型カラス徳利l本

江戸後期(1776-1825)

高18.2cm　胴7.8×7 9cm

22　カラス棒入り透し絵提重､ゲラヴュール鴬文ガラス瓶子1式

江戸後期(1776-1825)

(提壷)高33 4cm (瓶子)蔑22.8cm

23　型吹き影絵桃文カラス盃1口

江戸後期(1776-1825)

高2.1cm　口径9 4cm

24　片口ガラス徳利1本

寛政11年(1799)

高16.1cm　胴径8 2cm

26　緑色フラスコ形カラス徳利1本

江戸後期(1776-1825)

高17.3cm　底径10.0cm

27　つる朝顔形カラス盃1点

江戸後期(1776-1825)

口径6.3cm　長17.0cm

28　つる朝顔形カラス盃1点

江戸後期(1776-1825)

口径5.6cm　艮17.7cm

29　型吹き紫色十角カラス鉢1ロ

江戸後期(1776-1825)

議7.8cm　口径13 1crn



30　型吹き色替り八角カラス皿揃1式9枚

江戸後期(1776-1825)

総高2.3cm　最大律39.0cm

30　(参考)染付山水文小皿揃1式9枚

18世紀中-後期　中国･景徳鋲窯

最大径40.0cm　神戸市立博物館蔵

31藍色蓋付ガラス茶壷1台

江戸後期(1776-1825)

高15.9cm　胴径11.5cm

32　紫色蒔絵山水文ガラス徳利1本

江戸後期(1776-1825)

高21,1cm　胴径8 2cm

33　乳青色脚付ガラス杯1口

江戸後期(1776-1825)

高9.1cm　口径5.4cm

34　薄藍色焼き付け鼠に枇杷文脚付カラス盃1口

江戸後期(1776-1825)

高8.5cm [:1径5.8cm

35　ぎゃまん彫り鴛鳶文台付ガラス杯1口

7工戸後期(1776-1825)

高5.1cm　口径4.9cm

36　ぎゃまん彫り梅花文脚付ガラス杯1口

江戸後期(1776-1825)

高11 2cm口径5.1cm

37　花縁淡青色玉高台ガラス盃l口

江戸後期(1776-1825)

高5 5cm　口径4.9cm

38　花緑藍ぼかし玉高台ガラス盃1口

江戸後期(1776-1825)

高4.1cm　口径5.7cm

39　練り上げ手ガラス脚付盃1口

江戸後期(1826-50)

高7.4cm　口径6.6cm

40　練り上げ手ガラス偶瓶1本

江戸後期(1826-50)

高9.9cm　胴径8 4cm

41弁柄色ガラス徳利1本

江戸後期(1826-50)

高26.&m　胴径15.2cITl

41  (参考)へマチノン化した銅赤生地(研究用) 1点

現代　薩摩ガラスユニ芸(樵)製

高5. 0cm

42　青筋巻きねじり脚付ガラス杯l口

江戸後期(1776-1825)

宿lo.Ocrr)仁]径3.9cm

43　カラーツイスト脚付カラス杯1口

江戸後期(1826-50)

高13.4cm Lr径6 6cm

44　蒔絵鶴亀文意足硯蓋･ガラス簾1式

江戸後期(1776-1825)

(蘇)縦27 4cm,横30.9cm (台)高22 8cm,天板29.0×33.4cm

45-1乳青色蒔絵草花文ガラス徳利･手付歪･盃台3点

天保11年(1840)

(徳利鳩19 7cm.胴径8 7cm (手付盃)ll径4 4cm.高4 5cm (盃剖高5 2cm,胴撞7 5cm

45-2　乳青色蒔絵草花文カラス徳利･盃台2点

天保11年(1840)

(徳利)高18.2cm,胴径8.3cm (盃台)高5.5cm,胴径7.3cm

46　瓢形カラス大徳利1本

弘化2年(1845)

高35.1cm　胴径19.0cm

47　五色目鏡(水晶使用) 1枚

江戸中期(18世紀初期)

長32 1cm　幅15 5cm

48　型吹き葵貝形ガラス吊り花生1点

江戸中期(1725-75)

高16.9cm　長23.6cm

48 (参考)あおい貝1点

幅25. 6cm

49　つらら形ガラス花生1点

江戸後期(1776-1825)

長32 8cml

50-1指南嘉成附属のカラス板1点

江戸中期(1762-93)

(板カラス)15.8×9.5cm

50-2　指南誠l点

江戸中期(1762-93)

高4 7cm, 17.8×11.3cm　木製

51ねじりガラス椿事拭掛け1本

江戸中期(1751-1800)

管径1.9cm　長43.3cm

52　ねじりカラス手拭掛1式3点

江戸rfl期(1751- 1800)

(輪)径16.4cm (鏑)長17.3cm,13.5cm

53　御拳指人形･ねじりガラス棒付き1点

江Ffl11-後期(1725-1825)

総[,,]zAr28 , 0cm

54-1型吹き色替り菊形ガラス小皿(無色) 1枚

江戸中-後期(1750-1825)

径4. 8cm
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54-2　型吹き色替り菊形カラス小皿(黄色) 1枚

h▲戸中-後期(1750-1825)

襟4 9cm

54-3　型吹き色替り菊形ガラス小皿(緑色) 2枚

江戸中-後期(1750-1825)

径4.9, 4.8cm

54-4　型吹き色替り菊形カラス小皿(緑色) 1枚

TI戸中～後期(1750-1825)

径4. 6cm

54-5　型吹き色替り菊形ガラス小皿(紫色) 1枚

江J3-や-後期(1750-1825)

径4. 9cm

54-6　型吹き色替り菊形カラス小皿(黄色) 1枚

江戸中-後期(1750-1825)

稚5 5cm

54-7　型吹き色替り菊形カラス小皿(緑色) 1枚

江戸中-後期(1750-1825)

径5 6cm

54-8　型吹き色替り菊形カラス小皿(紫色) 2枚

江戸中-後期(1750-1825)

往5.6, 55cm

55　火取り玉1点

Tl戸中期(18世紀)

径15.3cm　レンズ径12.0cm

56　ビーズ飾り煙葺盆1点

Il.戸後期-明治前期(1826-82)

高18.0cm　縦横9.8×12.5crrL

57　ぴぃどろ簡花生屠風1隻

江戸後期(1776-1825)

(筒)口径3.6cm,長27.5cm (犀風片隻)高24. 1cm,幅42.4cm

58　ぎゃまん彫り緑色梅枝文ガラス手付水注1合

江戸後期(1776-1825)

総高5.5cm　胴径7 8cm

59　ぎゃまん彫り金魚蒲文青色カラス卦算1本

江戸後期(1776-1825)

高1.0cm　長24 9cm

60　色ガラス棒入り虫能l点

汀戸後期-明治前期(1826-82)

高19 6cm

61藍色ガラス煙管1本

江戸後期(1801-50)

長39. 6cm

62　カラス舎利器1点

口戸後期(1776-1825)

品6,6cm　底径3.1cm

63　カラス水燭1点

汀戸後期(1826-68)

(剖総高46.2cm, ｢l径4.4cm (漆剖径19 8cm (後補燭)総高44 (km,口得14.6cm

64　蒔絵井桁支緑色ガラス風鈴1点

江戸後期(1826-68)

高11.3cm　胴径6.1cm

65　カラス板入り人物図風韻1対

江戸後期(1776-1800)

(錫枠)律3 4　厚さ0.9cm

66　中空斑入り黄色カラス竿1本

江Ti後期(1776- 1850)

長33.3cm　幅1.3cm　呼さ0.4cm

67　乳黄色ガラス突通し1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長21.5crrL　惇さ5.0cm

68　象韻斑入り乳黄色カラス算1本

rl.戸後期一明治前期(1826-82)

長21.3cm

69　プレス切子形乳黄色ガラス管1本

71:)-]後期-明治前期(1826-82)

70　プレス桜文乳黄色斑入りカラス替1本

江戸後期-明桁前期(1826-82)

長16 8cm

71プレス七宝文黄色ガラス管1本

㌢【戸後期(1826-50)

長18. 1cm

72　プレス牡丹文黄色ガラス管1本

江戸後期(1826-50)

艮18. 4cm

73　プレス電文黄色ガラス管1本

江戸後期(1826-50)

珪18 5cm

74　プレス桜文黄色カラス替1本

江戸後期(1826-50)

長18. 8cm

75　プレス菊文黄色ガラス管1本

去【二戸後期(1826-50)

長19.9cm　厚さ7.0cm

76　ヒーズ飾り魚形銀製櫛1枚

江戸後期～明治前期(1826～82)

庶12 1cm

77　うぬぼれ手鏡(錫銘金) l面

江戸後期-明治前期(1826-82)

鏡面9.3×7 9cm
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78　うぬぼれ鏡(金縁錫法会) 1面

江戸後期-明rlntRiI期(1862-82)

外す35.8×26 1cm　鏡面28 6×18.8cm

79　串珠形カラス盃･寄せ書画帖共1点･ 4冊

文化2年(1805)

以降　日経55cm艮14 1cm

80　つる朝顔カラス杯1点

子LFIJ後期(1826～50)

11径4.4cm　長16 6cm

81影絵高砂文カラス徳利･彩絵栃の案文カラス盃2点

u rl後期-fljj治iJIJ期(1826-82)

(徳利)高17.2cm,胴径6 7ct¶ (蕊)鳥3.5cm,rt径5 5cm

82　切子亀甲文カラス盃1ロ

文政JL年(1818)

(,),JJ2.8cm　得4.8cm

83　カラス簾(加賀屋久兵衛販売) 1枚

n FT後期(1826-50)

カラス棒艮24 0cm

84　切子能目文カラス鉢1口

71戸後期-明治f]ll期(1826-82)

lLi,JI7.7cm lJ繕15. 6cm

85　切子龍目文例付カラス大杯1点

yl_戸後期-明治前別(1826--82)

.Ll1.1116 1cm Ll径8 1cm

86　切子零文カラス振り出しl合

江戸後則- Iu拍前期(1826-82)

総高8.1cm　胴往11 3cm

87　切子菊文カラス皿(薩摩系) 1枚

江F]A後/qIJl -rTn治前期(1850--82)

高2 7cm　=径138cm

88　切子銅赤被せ格子に小菊文カラス小段重(薩摩系)の一部1点

壬I F→後期(1850-68)

点3 9cm H径10.2cm

89　切子銅赤被せ魚子文カラス小皿(薩摩系) 1枚

rTIl]後,trJj (1850-68)

島2 8cm H繕8.9cm

90　切子藍被せ輪結び平文ガラス蓋物(薩摩系) 1合

7lJ.後期-rJjl治前期(1850-82)

総砧15.2cm　胴径11 7cm

91切子紫被せ格子文カラスちろり(薩摩系) 1対

n JlT後則-F州台前期(1850 -82)

(/'.)総高16 0cm,良16 2cm (右)総高16.4cm,長16. 0cm

92　切子紫被せ格子文脚付カラス杯(薩摩系) 1点

7L r,後期-r州f川T｣期(1850-82)

か2 5cm　=緯60cm

93　切子銅赤被せ菊文長円形カラス小皿(薩摩系) 1枚

明治前期(1868-82)

高1.9cm　最大径11.0　最小径9.9cm

94　切子熔着木の葉文蓋付カラス壷(薩摩系) 1合

明治前期(1868-82)

総高13 6cm　胴径9.6cm

95　切子藍色筋文ガラス瓶(薩摩系) 1本

江戸後期-HJ日加iJ期(1850-82)

総高12.3cm　胴繕5.2cm

96　切子格子に魚子文角形ガラス三段重1式

江戸後期-明治前期(1826-82)

総高21 0cm　縦横13 5×13 5cm

97　切子鵠目文カラス鉢1口

rLF∃後期-明治前期(1826-82)

高8.5cm ｢｣往18.4cm

98　切子露文朕】付カラス大杯lロ

汀戸後期-明治前期(1826-82)

岳17.2cm Lr径10.7cm

99　切子零文カラス鉢l枚
I/LJf後期-明治前期　日826-82)

高4.8cm LJ径19.4cm

100　切子寵目文カラス食訴l合

音l_戸後期-明治前期(1826-82)

総高11 5cm　径200cm

101-1切子格子文カラス霊魂(露文) 4合

江戸後期-明治前期(1826-82)

総高8.2cm　口祥11.3cm

101-2　切子格子文ガラス蓋碗1合

氾ゴ後期一明r7=7137J期(1826-82)

総高8.9cm u径11.5cm

102　切子ガラス散蓮幸2本

江Jコ後期-明治前期(1826-82)

艮12. 5cm, 12.2cm

103-1切子零文ガラス三ツ盃(中) 1口

江戸後期～明治RiJJ期(1826-82)

高2.8cm　口径8 3cm

103-2　切子露文カラス三ツ盃(小) 1口

江)コ後期-明治前期(1826-82)

岳2.6cm口径6.9cm

103-3　切子需文カラス三ツ盃(大) 1口

fL戸後期-明治前期(1826-82)

高3.7cm l~1径9 5cm

104　切子斜格子に魚子文ガラス墓物1合

江戸後期-明治前期(1826-82)

総高13 0cm　口径11.4cm
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105　第1 1 2匝】内国勧業博覧会出品記録写真集l冊

明tfT114年(1881)頃

40.5×40 7cm

106　型吹き菊形ガラス食能l合

江戸後期-LJM治前期(1826-82)

総高10.4cm　｢1径17.7cm

107　型吹きピース象巌菊形ガラス杯洗1口

江戸後期-明治前期(1826-82)

高12.0cm　｢]径11.8cm

108　カラス吸玉1点

江F]後期-明治前期(1826-82)

高4 8cm　胴径64cm

109　ガラス吸毒管1本

江戸後期J]jI治前期(1826-82)

艮34 3cm

110　スランカ(冷却管) 1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長31 0cm ｢]径3 3cm

111板カラス入り磁石(逆回り型磁石) 1点

u戸後期-明治前期(1826-82)

Ig.]];2. 8cm径6. 5cm

112　数眼鏡1点

江戸後期(1826-68)

艮27.4cm　帽8.7cm

113　切子斜格子に魚子文羊頭形カラス筆洗(薩摩系) 1点

江戸後期(1850-68)

高74cm　長径10 7cm　短径85cm

114　切子篇目文カラス筆筒1点

江戸後期-明治前期(1826-82)

高9 9cm　縦横5 4×5.4cm

115　切子カラス軸大筆1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

艮18.5cm　軸径4,5cm

116　切子亀形ガラス文鎮l点

江戸後期-明治前期(1826-82)

高2.2cm　縦横5.3×3.7cm

117　切子露文西洋館形筆架1点

明治前期(1868-82)

高4.1cm　幅12 4cm

11811切子カラス雛道具　露文六角三段重1式

江戸後期-明治前期(1826～82)

lTiL3 5cm　径3.1crrL

118-2　切子カラス離道具　零文三足花生1点

明治中期(1883-97)

ltgfJ6 7cm

118-3　切子カラス雛道具　横筋文瓶1点

明治El｣ -級,LtJ] (1883-1912)

総拓s 9cm

118-4　切子カラス雛道具　露文深鉢1点

明治中期(1883-97)

口径4. 5cm

118-5　切子カラス雛道具　露文平鉢l点

明治中期(1883-97)

U律3.6cm

118-6　切子カラス雛道具　菊･電文角皿1点

明治Ltl鞘(1883-97)

4.4×6.4cm

118-7　切子カラス雛道具　菊･露文皿5枚

明治中,q (1883-97)

径4 2cm

118-8　切子ガラス離道具　捻じり箸1対

明治中期(1883-97)

長9. 0cm

119　切子露文カラス印能1点

打二戸後期-Il朋台前期(1826-82)

高75cm　幅45cm　厚さ1.8cm

120　切子電文カラス替1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

艮14 9clll

121切子斜線文ガラス突通し1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長27 4cm

122　切子麻の薫文第1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長24. 1cm

123　プレス萎牡丹文カラス替1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

艮19 3cm

124　プレス黄菊支ガラス管1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長17.4cm

125　プレス菊文カラス替1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長20 9cm

126　プレス牡丹文ガラス管1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長18. 2cm

127　中空錫鍍金ガラス管1本

江戸後期-PJJ治前期(1826-82)

長20 3cm
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128　水に箔入りカラス算1本

明治中-後期(1883-1912)

長19. 2cm

129　油入りガラス管1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

fl15 5cm

130　秒金石カラス付き黒柿算1本

明治前期(1868-82)

長13 5cm

131中空赤色水入り髪差し1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長7. 1cm

132-1中空顔料入りガラス髪差し(瓢形･朱) 1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長4. 5cm

132-2　中空顔料入りガラス髪差し(瓢形･緑) 1本

71:戸後期-明治前期(1826-82)

長5. 0cm

132-3　中空顔料入りカラス髪差し(緑) 1

江戸後期-明治前期(1826-82)

長4. 9cm

132-4　中空顔料入りガラス髪差し(黄) 1本

江戸後期-明治前期(1826-82)

長5. 1cm

133　切子零文カラス付き蒔絵花台1点

江戸後期-明治前期(1826-82)

高17.4cm　天頼25. 9×34.3cm

134　ねじりカラス棒入り鵠籍1点

臼J-ゴ後期-明治前期(1826-82)

高33.4cm　縦横24.1×24.ユcm

135　ぴぃどろ樺細工船形吊り灯鶴l点

江戸後期-明治前期(1826-82)

全体高97 0cm　全体長47.0cm　瑠璃灯の高3.6cm口径6.1cm

136　ガラス守り玉1個

明治前期(1868-82)

径4 4cm

137　切子七宝文カラス玉付き唐獅子木彫1体

明治前期(1868-82)

総高17.5cm (ガラス玉)径4,9cm

138　帆船のある異国風景図ガラス絵1面

江戸後期(1826-68)

額33.0×69.7cm　ガラス23.8×60.0cm

139　花鳥図ガラス絵1面

江戸t後期-明治前期(1826-82)

勧36 1×77.3cm　ガラス28 4×69,6cm

140　硝子替卸看板1枚

江戸後期-明治前期(1826-82)

113 6×32.0cm　紙本着色

141唐物店河内屋溝助引札版木1枚

明治前期(1868-82)

234×33 9cm　噂さ1 8cm

142　大坂ぴぃどろ細工処大和屋幸四郎引札版木1枚

口二戸後期(1826-68)

23.5×8.1cm　厚さ2.0cm

143　加賀屋久兵衛引札(初版) 1枚

文政11年(1828)

24.1×34.2crr)紙本木版墨摺

144　加賀屋久兵衛引札(再版) l枚

江戸後期(1826-50)

24 8×34.3cm　紙本木版塁摺

145　大隅源助引札1枚

江戸後期(1826-68)

24.5×34.5cm　紙本木版塁摺

146　大隅源助引札(袋付) 1枚

江戸後期(1826-68)

34.5×49.1cm　紙本木版墨摺　両面刷り　袋共

147　伝佐久間象山書簡1巻

弘化元年(1844)

17.1×176.5cm　塚田7原告宛

148　カラス大簾1枚

江戸後期-明治前期(1826-82)

49.0×60.9cm

149　脱】付カラス盃洗1ロ

明治前期(1868-82)

高14.3cm [｣径15.7cm

150　ゲラヴュール金赤被せ蘭･菊文カラス徳利1対

明tfr]t前期(1868-82)

高160, 16.3cm　胴径6.1, 60cm

151グラヴユール金赤被せ小菊文脚付ガラス杯1対

明治前期(1868-82)

高12.9cm Ll径6.1cm

151 (参考)クランヘリ- ･ワインクラス(全赤被せ朋付カラス杯)2点

1880年代イギリス製

高12.2cm rl径5.8cm

152　切子ゲラヴュール菊御紋脚付ガラス杯1ロ

明治rrl期(1883-97)

高13,6cm　日韓6.6crn

153　切子露文菊御紋脚付ガラス杯1対

大正元年(1912)

F賜高11 8cm日経6.5cm
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154　プレス擬宝珠文カラス皿10枚

RJJ治中期(1883-97)

高2.5cm　径14 7cm

155　グラヴユール金赤内被せ瓢箪文カラス大鉢1枚

R)j治中-後期(1883-1912)

高8 5cm　径31.2cm

156　栓付ガラス瓶1本

明治中期(1883-97)

総高23.2cm　胴径6.8cm

157　グラヴユール蔦唐草文手付カラスコップ6点

明治中期(1883-97)　u本硝子会社製

高10 4cIT】 U径7.2cm

158　切子筋文三ツ組みカラス盃･盃台4点

明治中期(1883-97)

蕊(大)高4.6cm,IJ径10.2　盃台　拓9 5cm,ll径13.6cm

159　切子電文菱形ガラス向付5口

明治中-後期(1883-1912)

高4.5cm 16,2×19.0cm

160　ガラス水筒1点

明治後期(1898-1912)

高16.8cm　幅11.2cm　厚さ6.0cm

161香敢葡萄酒褐色ガラス瓶1本

明治中-後期(1883-1912)

高29.1cm　胴径7.9cm

162　香恵葡萄酒褐色ガラス瓶(ラベル無し) 1本

明治中～後期(1883-1912)

鳥29.3cm　胴径7.9cm

163　金山葡萄酒褐色カラス瓶1本

明治中-後期(1883-1912)

高24.8cm　胴径6.9cm

164　福田次善醸造緑色ガラス醤油瓶1本

明治中-後期(1883-1912)

高29.1cm　胴径8 4cm

165-1赤色カラス蓋付ジョッキ1点

明治後期(1898-1912)

総高11.4cm　ガラスlj得6.6cTrL

165-2　藍色カラス蓋付ジョッキ1点

明治後期(1898-1912)

総高11.4cm　カラス口径63cm

166　プレス四ツ目市松文青色ガラス皿1枚

明治後期(1898-1912)

砧33cm　径179cm

167　プレス四ツ目市松文ウラン黄色ガラス皿1枚

明治後期(1898-1912)

[913.7cm　径21.2cm

169　プレス東郷元帥文カラス皿(育) 1枚

明治後期(1898-1912)
-(L=Ll;2 3cm　律14.3cm

170　プレス東郷元帥文カラス皿(育) 1枚

明治後期(1898-1912)

lrlj2.3cm　径14.3cm

171プレス東郷元帥文ガラス皿(育) 1枚

明治後期(1898-1912)

高2.3cm　祥14.3cm

168　プレス東郷元帥カラス皿(緑) 1枚

明治後期(1898-1912)

高2 3cm　径14.3cm

172　雪見灯籍形カラス酒器揃1式9点

明治後期(1898㌧1912)

(灯紘)高20.7cm (加入)rf'3.5cm, u径6.4cm

173　プレスカラス市松文カラス四段重1式

大正-昭利初期(1912135)

総高20 0cm　径11 4cm

174　焼き付け桜に雀図カラスコップ1口

明治中期(1883-97)　松浦玉囲作

.島9.Ocm lコ径7 1cm

175　焼き付け流水に鮎図カラスコップ1ロ

明治後期(1898-19ユ2)　松浦玉節目乍

鳥10.6cm　日経6.6cm

176　焼き付け芙蓉図カラスコップ1口

明治後期(1898-1912)　松浦玉圃作

高92cm Ll径6 7cm

177　焼き付け梅樹国カラスコップ3個

明的複軌(1898～1912)　松浦玉間作

高10.9crn Ll径7.2cm

178　ゲラヴュール桜･紅葉･牡丹文金縁カラスコップ6個

明治後期(1898-1912)

高8.7cm　口径6 0cm

179　クラヴユール羊歯文乳自緑カラスコップ1口

明治後期(1898-1912)

識9.4cm i l径6.8cm

180　クラヴユール羊歯文金赤内被せ脚付カラスコップ1ロ

明治後期(1898-1912)

柘IS.5cm l:r径7 Tern

181ゲラヴュール羊歯文淡緑乳白績脚付ガラスコップ1口

明治後期(1898-1912)

高13.Ocm l二｣径8.0cm

182　サンドブラスト葡萄文脚付カラスコップ1口

明治後期(1898-1912)

高13 7cm　日経7 3crrl
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183　切子縞文ウラン黄色脚付ガラスコップ1口

明治後期(1898-1912)

高13.6cm []径6.4clll

184　全赤緑脚付カラスコップ(サファリンカラス) 1口

人正(1912-26)

席12.5cm　口径8.5cm

185　型吹き玉簾文金赤緑脚付ガラスコップ1口

大口J-昭和初期(1912-35)

島12.3cm [l径7 5cm

186　乳白透かし桜文菅形脚付カラスコップ1口

大正-昭和初期(1912-35)

le;12.6cm　日径6.3cm

187　プレス花文青緑脚付カラスコップ1口

人E]二-昭和初,EJj (1912-35)

rJ=IIO.6cm lJ径7.4cm

188　乳白透かし松竹梅文カラス鉢1口

大】1_-昭利初期(1912-35)

高6.5cm ll律16 0cm

189　乳白透かし菖蒲に媒文青緑カラス鉢1口

火止-昭和初期(1912-35)

高8.2cm []横18.3cm

190　乳白透かし菖蒲に蝶文青緑隅入り角鉢1口

大正-昭和初期(1912-35)

高59cm　縦横12 5X12 5cm

191乳白透かし舌代文青緑カラス小鉢1口

人正-n朋H初別(1912-35)

古.1J5 3cm H往11 7cm

192　乳白透かし桜文金赤緑角形カラス鉢1口

人EL-昭和初期(1912-35)

由7.0cm　縦横13 0×13 0cm

193　乳自巻き全赤線カラス鉢1口

大It二-上1朋n初期(1912-35)

ri'nj19.6crn L I径17.5cm

194　乳白透かし桜文金赤緑カラス鉢1口

人Ll:H'rlf口納期(1912-35)

lLt1176. Lkm U托16. 2cm

195　乳自透かし桜文金赤緑脚付カラス広ロコノブ1口

大Lt:-F糾し】初期(1912-35)

高8 3cm ｢l径12 3C】Ⅵ

196　乳白透かし的形文青緑脚付カラス広口コップ1口

人止-n榊日初期(1912-35)

高88cm Fト往11 1cm

197　乳白透かし糸巻き文黒脚付カラス広口コップ1口

昭利初期(1926-35)

IF,Ll18.0cm I l経10.2

198　乳白透かし亀甲支真脚付ガラス広口コップ1口

Llli和初期(1926-35)

高8.3cm [1径9 8cm

199　乳白筋文金赤線カラス鉢1口

大lE-昭和初期(1912-35)

高6 0cm　日径15.2cm

200　乳白透かし網文花緑ガラス鉢1口

大⊥[ -昭和初期(1912-35)

高66cm H径166cm

201乳白に緑被せ金赤緑カラス鉢1口

大tf:/-昭和初期(1912-35)

Tla'77 6cm　仁=善15 6cm

202　乳白に青被せ全赤渦巻文ガラスコンポート1口

大正-即絹‖初期(1912-35)

一銭15 7cm　日経16 0cm

203　桃形吹雪文金赤緑カラス鉢1口

火lf: (1912-26)

高5 8cm　長径15.2短径13.3cm

204　アラハスター乳白秋革支緑色ばかしガラス徳利1本

l州自後期-大il-　り898-1926)

[.E,jj16. 1cm　底径6.2cm

205　アラハスター乳白秋革支青色ぼかしガラス徳利1本

F州ff後期-人｣に(1898-1926)

lgJ15.7cm　底律5.8cm

206　象巌梅花文カラス氷入れ1口

大ItJ (1912-26)

高13.7cm rl径12 0crrl

207　クラヴユール羊歯文ガラス小皿5枚

明治中期(1883-97)

高2 6cm　径11 9cm

208　切子乳白被せ菊文カラス小皿5枚

大EL-昭利初期(1912-35)

鳥2.4cm　径12.4cm

208　(参考)切子藍色被せ花井文カラス皿1枚

即柑｣初期(1926-35)

rl:ll2.7cm　川薫25.0cm　個人蔵

209　切子銅赤被せ花枝文角形カラス小皿5枚

昭和初期(1926-35)

鳥2.8cm　縦横12.5×12.5cm

210　切子編目支ウラン黄色栓付カラス瓶1点

昭和初期(1926-35)

総高28.2cm　胴径11.4cm

211アイスクラックカラス水入れ1ロ

大IIJ_-昭和初期(1912-35)

-Trl?Ill 8cm lJ径11 8cnl
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212　結霜カラス蓋物1合

uTi和初期(1926-35)

総高9 2cm [1径15.2cm

213　セレン赤霜降りカラス蓋物1台

n獅u初瓢(1926～35)

総高11.5cm u径16.5cm

214　練り上げ手カラス碗5個

UTi和初期(1926-35)

高6 1cm Ll径9.1cm

215　紫色丸彫り桃形カラス硯1点

ujJr朗fJ期(1868-82)

FJplJ4 2cm　艮16.9cm　幅14 8cm

216　山水文カラス絵入り枕1点

ilJi後期-明治前期(1850-82)

総高21.5cm　底面13.3×22.8cm

217　金赤内被せ鍔縁カラス花瓶1点

明治前期(1868-82)

高17.0cm [コ祥18 2cm

218　美人図カラス絵入り扇子1本

明治前期(1868-82)

長31.8cmカラス絵4.1×1.5cm

219　カラス煙管1本

明治中期(1883-97)

長49. 5cm

220　金魚形鋼板入りカラス玉1点

明治中-後期(1883-1912)

径1.2cm

221金魚形鋼板入りガラス玉1点

明治rf]-後期(1883～1912)

jill. 1cm

222　金赤内被せガラス信号煙(部品) 1点

明治中期(1883-97)

90×90cm

223　金赤毒薬用カラス乳鉢1点

明治後期(1898-1912)

高4 6cm [1径9.0cm

224　ホクトメートル(比重計) 1点

明治前期(1868-82)　加賀屋能崎安太郎製

長17.8cm

225　寒暖計1点

明治中-後期(1883-1912)

総箆45 6cm

226　シケーカラス(分液漏斗) 1点

HJJ治中期(1883-97)

長24 0cm ｢1従7 7cm

227　ガイスラー管(真空放電管) 6種

大LE三6if (1917)

(脚なし川主人長26.3cm (脚付)総高23.0cm

228　金赤緑水燭形カラス金魚鉢1口

明治後期(1898-1912)

高14 7cTTl r~1径17.0cm

229　クラヴユール松鶴文ランプ火舎金赤油壷台ランプ1点

明治rT7-後期(1883-1912)

(火舎)由16.7cm,胴径17 8cm (育)高47 9cm

230　クラヴユール草花に媒文ランプ火舎1点

明rffrい-後期(1883-1912)

高16.8cm　胴径17.6cm

231グラヴユール花井に糸瓜文ランプ火舎1点

明治後則(1898-1912)

高16.9cm　胴径17.2cm

232　切子矢来文金赤緑吊りランプ笠1点

明治後期-大汗(1898-1926)

高6 5cm LJ径24 6cm

233　クラウユール蓄篠文金赤緑電気笠1点

明治後期-大正(1898-1926)

高8 5cm 】 l径20.0cm

234　乳白に全赤千筋文電気笠1点

明治後期-大正(1898-ユ926)

高9.9cm　口径19.1cm

235　腐食桜文金赤線電気笠1点

大正(1912-26)

高12.0cm　口径19.4cm

236　カラス粉融着朝顔文電気笠1点

大正-昭和初期(1912-35)

高10.5cm　口繕19 6亡111

237　切子乳白被せ文字入り電気笠1点

大正-昭和初期(1912-35)

高10.5cm　口径19.2cm

238　切子乳白に藍被せ花井文ガラス花瓶1点

大正-昭和初期(1912-35)

高20 6cm　胴径20.5cm

239　多色吹雪文茸形ガラス電気スタンド1点

昭和初期(1926-35)

高28 3cm　傘胴径12.2cm

240　型吹き招き猫形カラス瓶1点

昭和初期(1926-35)

高28 5cm　横幅17.6cm

241葉鶏頭に蝶遊図ガラス絵1面

明治前期(1868-82)

外､J78 5×11 7cm　ガラス絵74.0×7.4cm
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242　滝に山中家屋図ガラス絵1面

明治前-中期(1868-97)

外Ir58.4×25.5cm　ガラス絵54.0×20 9cm

243　猫に鼠図石版画入り糸カラス額l面

明治後期(1898-1912)

37.6×50.6cm

244　ゲラヴュール二見が浦文鎮1面

大正(1912-26)

鶴35 7×65 7cm　鏡29.2×59.8cm

245　グラヴユール旭日松串文鏡l面

大正(1912-26)

蔀35.5×65.8cm　続29 2×59 5cm

246　帆船に鴎文ステンドグラス1面

昭和初期(1926-35)

額32 8×134 3cm　ガラス26.4×127.6cm

247　サンドブラスト鳥樹文ガラス窓1面

昭和初期(1926-35)

外､J46,0×123 2cm　カラス34.8×117.7cm

B2ポスター

248　プレスウラン緑色ガラスナプキン立て1点

昭和10年(1935)

高14,4cm Ll径騒人23.1cm U径最小9 4cm

249　加賀屋安太郎引札1枚

明治前期(1868-82)

24 8×33.9crrl　紙本木版豊潤

250　熊幡安太郎(加賀屋)引札1枚

明治Ll'別(1883-97)

24.7×33.2cm　紙本銅版塁手管

251大隅源助引札1枚

明治前-中期(1868-97)

24 8×34.4cm　紙本木版墨摺

252　大阪硝子商工連合会出品図1面

明rfr後期(1898-1912)　筆者不詳

62.3×88.4cm　絹本讃色
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(3)第73回特別展

平戸･松浦家名宝展　-はるかなる千年の歴史一

内　　容/

松浦家は､平安時代の末に長崎県平戸市周辺の領主として記録に登場し､それから今日まで連綿

と続いてきた旧家である｡有名な松浦水軍を率いて源平合戦､元恵､南北朝の動乱を戦いぬき､桃

山-江戸時代初期にかけては南蛮･オランダ貿易をおこない､平戸の黄金時代を築きあげた｡また､

江戸時代にはいっても学芸大名として知られる松浦清(静山)など､ユニークな入朝を輩出し､明

治にいたるまで平戸六万石の領地を守りぬいたことは特筆されるo

同家に秘蔵されてきた文化財は､昭和三十年(1955)､平戸に設立された財団法人･松浦史料博物

館において一般に公開され､現在にいたっている0

本展は､同館所蔵品中の名品125件に平戸市所蔵品などを加えた147件を紹介し,平戸以外の地で

はじめて､平戸･松浦の悠久の歴史と文化を体系的に紹介したものであった｡

会　　期/平成12年10月7日(土) -11月26日(日)

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･松浦史料博物館･朝日新聞社

入館料/ (当日･一般) 800円

開催日数/44日

入館者数/16, 985人

出品点数/約190点

記念講演会/会場　当館地階講堂

11月5日(日)　午後2時-

松浦家第41代･松浦章氏｢平戸･松浦家の人と文化｣

関連事業(スライドレクチャー) /

会場　当館地階講堂

10月21日(土)　午後2時-

成揮勝嗣(当館学芸員)｢松浦コレクションの異国趣味絵画を中心に｣

11月11日(土)　午後2時-

川野憲一- (当館学芸員)｢松浦静山のコレクションと『甲子夜話』の世界｣

同時開催/ギャラリー　　別車博資水彩画展　10月7E] (土) -12月7日(木)

B2ポスター
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特別展　平戸･松浦家名宝展出品目録

No.資料名

Ⅰ　悠久千年

1源氏松浦系凶

2　神系(大神宮必原氏系ls(i)

3　源融肖像

4　0松浦家家紋入六旗

5　渡辺綱甲宵肖像

6　蒙古醍来絵詞

7　後醍醐大触自重

8　足利尊氏†二丈

9　松浦党　一濫賀諾状

10　松浦義肖像

11素懸紅糸威腹当

12　飾り根葉紋

13　0船臓(伝八幡船の放)

14　船職

15　松浦隆信(道叶)肖像

16　団扇

17　大内議隆書状

18　◎紺糸威屑白赤胴丸

19　織田侶長畠状

20　松浦鋲信(法印)削象

21シャムLji]主宛松浦鋲信(法印)割犬案

22　豊臣秀吉抱懐

23　0豊臣秀吉キリシタン禁制'jZ奮

24　蟹缶秀吉朱印状

25　豊ri･J秀吉朱印状

26　徳川家康出陣之図

27　明軍兵器　兜

28　明軍兵符　唐太鼓

29　明軍兵器　醐rLFL

30　徳川家康朱印状

31領地之日録

32　伊能図･上丁7戸島図

33　伊能図･九州全図

34　平戸城分間図

35　577･戸六町[･3(j (複製)

36　東海道並船路図

37　関船模型

38　清水書画扇大名行列図

39　英国王(ジェームスー一世)銅版肖像画

40　刀盛吉

41太刀　土肥真7

42　欠番

43　脇差　土肥兵7

44　太刀　贋次

45　脇差　贋次

46　刀　七代1肥責了

47　金象汲心字文鍔

48　金象放雲韻文鍔

49　方形鍔

晴代

日日時代前期

天保三年(1832)

江戸時代後期

16世紀

江戸時代後期

江戸喝代後期

貞和元年(1345)

山二Ff時代

毎ml時代[封呆年間(1716-36)写]

窒叩時代

江戸時代

16ttl紀

安土桃山時代

江戸時代後期

等町時代

大文十一年(1542)

竃判時代
'E土桃し1日時代

安土桃山時代

天正丑年(1577)

宇和元年(1801)

天iF十五年(1587)

大正1力二年(1587)

天正1七年(1589)

汀戸時代後期

16世紀

16位紀

16世紀

慶長五年(1600)

寛文四年(1664)

文政五年(1822)

文政-1工年(1822)

延掌三年(1746)

1978年[原本寛政四年(1792)]

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

室町時代

宝暦三年(1753)

貞享二年(1685)

江戸時代

江戸時代

天保三年(1832)

江戸時代

江戸時代

rl二戸時代
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◎は国指'ji星雲文化則

○は良崎県指'i角形文化財

所蔵

松浦史料博物館

仙人威

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料悼物錯

松浦史料博物館

松浦史料博物館

個人蔵

松浦史料博物館

個人蔵

松浦史料博物館

個人蔵

個人蔵

松浦史料博物館

個人蔵

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物絹

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史判博物館

個人蔵

平戸市振興公社(平戸城)

平戸市振輿公社(平戸城)

平戸市振興会社(平戸城)

亀岡神社

亀岡神社

個人蔵

平戸市振興公社(平J~-城)

Tl戸市振輿公社(平戸城)

平戸｢汀振興公社(平戸城)



50　唐獅f個二所物

51雲龍図線･頭

]　海外交易

52　伝　オランダ船船首飾木像

53　外国人之図

54　0原城攻囲陣営並城中図

55　長崎図

56　0在長崎El蘭貿易絵巻

57　地球儀

58　天球儀

59　0蛮甜臥if;関係文書

60　r新増書別　外篇袈国

61楽歳堂旧蔵洋書挿絵銅版画

62　r外科全書J

63　rデザルグ氏の遠視図法及び測量技術1

64　rEl本誌｣

6566676869乃71m乃乃刑75稚E=指79釦臥EB恥Sa朗858687銘m ｡89抑9 19293糾95舗979 r顕花植物図譜J

F字義的･実践的聖書釈薮｣

オランダ焼鉢

ギヤマン

○在長崎日清貿易絵巻

○唐船之図

外国船具

読信鋲

松浦鎮侶(天祥)肖像

蛸牛七不思議

『茶湯由来記j

二重切懸花人

茶杓　共筒

松浦茶人

如猿水滴茶人

伊良保茶碗

山吹井戸茶碗

染付葦文水指

鋲倍流真由子飾

山鹿流

山鹿素行肖像

r帥鑑抄』

白地幾何学鋸歯文更紗陣羽織(伝山鹿素行着用)

山鹿流陣太鼓

山鹿流備立[3(i

鳴門茶碗

晶辞画名

御所人形(十二支人形)

○文殊背薩絵像

狂獅(一郎洋風

杭州四季風俗図

孔雀之図

簾燕散蒔絵源氏箪笥

源氏物語絵F9'j界風

海老香炉

山水蝶細中央草

三味線

江戸時代

江戸時代

慶長十四年(1609) -寛永十七年(1640)

訂二戸時代前期

江戸時代前期

寛政三年(1791)

江戸時代後期

1 7(カ年

1 700年

天明二年(1782)

江戸時代後期

1645 ･ 1646年

1 627年

1664年

1733年

1 736年

1741年

17世紀

江戸時代

江戸時代後期

江戸時代

江戸時代

江戸時代後期

江戸時代前期

江戸時代

江戸時代前期

江戸時代

江戸時代前期

江戸時代前期

江戸時代前期

李朝時代

?工戸時代前期

江戸時代

江戸時代後期

江戸時代

江戸時代

江戸時代

寛政十年(1798)

江戸時代

天保七年(1836)

鎌倉時代

江戸時代前期

江戸時代後期

打戸時代後期

yl_戸時代

TT_戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代後期
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-'i'-Fl.市振興公社(il′戸城)

平rl市振興公社(平戸城)

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物飴

松浦史料博物鮎

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

個人蔵

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物飴

松浦史料博物飼

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料偉物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物飴

松浦史料博物館



99　尺八

100　一重切竹筒形亀花人

101染付秋草丈徳利

102　白磁広口花瓶

103　塊付松樹良形広u花瓶

Illd　婚礼調度

104　梶柴三星紋菊唐草蒔絵貝桶･貝合

105　梶波紋散菊唐草蒔絵1二手箱

1(梅　姿見､梅鉢紋散蒔絵鏡建･鋭箱

107　梅鉢枚散牡丹唐草蒔絵肇台

108　梅鉢放散牡丹唐草蒔絵耳盟･輪台(付属渡金　歯累次･連子)

109　花鳥山水蒔絵煙草盆

110　TJ_星梶葉紋散桐唐草蒔絵本聯

111梶柔紋蒔絵食箆

112　棄菊青山銭紋散花亀甲蒔絵女乗物

113　芸文散蒔絵鞘大小肺

114　火車装束

lV　松浦静山

115　三勇像

116　F甲子夜｡,ちJ

久El]夫人卜･粂教訓

九系図

○資始具足

○大哉具足

心形刀流免状

伊庭八郎泊lJ]-杏

123　青貝地三星紋鞍

124　粟鶴文蒔絵鞍

125　音貝地根葉紋馬柄杓

126　節if]鞭

127　炎表紙

128　『川柳L跳Fl脆1

129　r大小賀歳削

130　竹筒袋

131絵ノ聯

132　河太郎LgZJ

133 ,g本武蔵像

134　禁裡荒海障子図

135　英彦t｣]大権硯松会之図

136　猿兎競勝之図

137　長篠･小牧長久手合戦固犀風

138　蝦夷酎象

139　蝦夷弓

140　蝦夷失

141太宰卿日祉瓦

142　都府楼古瓦

143　清洲城廃虻瓦

144　尾州国分寺旧鮎瓦

145　浪州イく破関旧Plt瓦

146　伏見城廃批瓦

147　r新rlj一瓦藷J

‡1戸時代

江戸時代前抄J

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代

江戸時代

7r:戸時代

テ1戸時代後期

江戸時代

江戸時代後期

天保十　ヰ(1840)

文政四年(1821) -大保十二年(1841)

安水四年(1775)

江戸時代後期

江戸時代前期

江戸時代前期

文化二年(1805)

文化八年(1811)

天文九年(1540)

応水初年(1390年代)

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

大保八年(1837)

江戸時代後期

汀戸時代後期

rt戸時代後期

江戸時代後期

文政｢年(1827)

江戸時代後期

江戸時代後期

文政二年(1819)

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代収集

江戸時代収集

江戸時代収集

江戸時代収集

江戸時代収集

江戸時代収集

yユニ戸時代後期
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松浦史料博物絹

松浦史料博物館

松浦Rl料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物H,.

松浦史料博物鮒

松浦史料博物館

松浦史料博物垂‡

松浦史料博物垂L

松浦史料博物鮒

松浦史料博物館

松浦史料博物館

個人蔵

松浦史料博物館

松浦史料博物Fp,

松浦史料博物舶

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料I馴勿館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史判博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館

松浦史料博物館



(4)第74回今寺別展

大古墳展　-ヤマト王権と古墳の鏡一

内　　容/

3世紀から7世紀まで､大小さまざまな古墳が築かれた時代､ヤマト王権は鏡､石製品､甲官､

馬具などを権威のシンボルとしました｡古墳に納められたそれらの品々は､当時の王権のあり方を

知るための重要な手掛かりとなります｡

本展では､初期ヤマト王権の実態を解明する手掛かりの一つとして注目される奈良県黒塚古墳か

ら出土した33面の三角縁神獣鏡､ならびに大量の三角縁神獣鏡が出土した京都府椿井大塚山古墳の

出土鏡合わせて60両あまりが一堂に会しました｡これらの鏡はいわゆる｢卑弥呼の鏡｣にあたるか

どうかをめぐって､議論が繰り広げられている謎の鏡です｡また近年の出土で話題となった奈良県

ホケノ山古墳出土鏡や島の山古墳出土の大量の石製晶など､近畿の代表的な前･中･後期の古墳か

ら出土した一級品の展示を行いました｡会期中の河上邦彦氏による講演会『ホケノ山古墳で邪馬台

国大和説は証明されるか』には定貞の2倍近くの参加者が集まり､邪馬台国論争への関心の高さが

あらためて証明されました｡

また神戸会場では特に黒塚古墳や椿井大塚山古墳出土の三角縁神獣鏡と関連の深い西求女塚古墳

出土鏡などヤマト王権と地理的に近い神戸の古項資料も比較展示しました｡

日本における古墳調査と研究に大きな役割を果たしてきた京都大学と檀原考古学研究所の代表的

な資料が初めて同時陳列される展覧会であり､古代国家成立の過程を考古学の立場からアプローチ

する有意義な展覧会となりました｡

会　　期/平成13年2月7日(水) ～3月25日(日)

会　　場/特別展示室1 ､南蛮美術館重､特別展示室2

主　　催/神戸市立博物館･京都大学総合博物館･奈良県立橿原考古学研究所附属博物館･神戸新聞社

後　　援/サンテレビジョン･AM神戸

協　　賛/東京海上

入館料/ (当日･一般) 1,000円

開館日数/41日間

入場者数/16, 572人(404人/日)

出品点数/約900点

記念講演会/2月10日(土)　当館地階講堂　午後2時-

河上邦彦氏(奈良県立橿原考古学研究所調査研究部長)

『ホケノ山古墳で邪馬台国大和説は証明されるか』

同時開催/参考展示　　『神戸の古墳展』

平成13年2月7日(水) -3月25日(日)

ギャラリー　神戸ゆかりの芸術家たち展Ⅱ

平成13年2月7日(水) ～3月31日(土)

図　　録　　　　　　　　　　　　　B2ボスタ-　　　　　　　　　神戸の古墳展リーフレット

ー3〔)-



闇



大古墳展展示品リスト

凡例

1展示品は､会場の都合により変更される可能性がある.

2所蔵･保管の｢ヰ暮原｣は奈良県立相原考古学研究所､ ｢京大｣は京都大学桧合博物

館､ ｢営麻町｣は曹麻町教育委員会の略である｡

3　遺物名の前の◎印はi要文化財をあらわも

it幼名　　　　　　　　　　　　　員数　所蔵.保管
チ■名　　　　　　　iHI JI■ 【JII-

Ⅰヤマト王権の成立

土師器　　　　　　　　　　　20　　積層

舟形木製品(複製)　　　　　l　　　//

木製高杯(複製)　　　　　　1　　//

之　前方後円墳の出現

首領名　　　　　　　　　iA物名　　　　　　　　　　　員数　所蔵保管

◎鉄鎌　　　　　　　　　　　　　2　　　　〝

◎鉄斧　　　　　　　　　　　　　2　　　　〝

◎刀子　　　　　　　　　　　　　2　　　　〝

⑳釣り毒十　　　　　　　　　　　　1　　　//

奈良黒塚古墳　　　　　三角縁神獣湧　　　　　　33　文化庁

国文帯神獣鏡　　　　　　　　1　　　〟

甲車の小木し　　　　　　　　　　30　　　//

鉄刀　　　　　　　　　　　　　1　　　〟

鉄剣　　　　　　　　　　　　　1　　　　〝

鉄筋　　　　　　　　　　　　1 0　　　//

奈良.ホケノ山古墳　　　石囲し､木椀の模型(l/10)　1　篠原　　2　前期古墳出土の中国鋭

画文帯神獣鏡

画文帯神獣鏡(複製)

奈良.纏向石塚古墳　　　弧文円板(復元品)

鶏形木製品(複製)

土師器

参考　楽′良郡　　　　　　木櫛基の模型

1最初の大王墓箸墓古墳

〝　　　碍岡-貴山銚子塚古墳　内行花文鏡　　　　　　1　京大

//　　　　　　　　　　　　　　　方略規矩四神親(鎌金銭)　　l　　　　〝

穏便　　　京都･寺戸大塚古墳　　　猷帯鏡

奈良･小泉大塚古墳　　　内行花文鏡　　　　　　l　　庵原

京都.一本松塚古墳　　　獣帯鏡　　　　　　　　　1　　京大

京大　　京都･石不動古墳　　　　画文帯同向式神獣鏡　　　1　京大

京掛西山4号墳　　　　画文帯神獣鏡　　　　　　1　　京大

京都.箱塚古墳　　　　　画文革四猷親　　　　　　1　　京大

奈良･箸基古墳　　　　　墳丘模型(1 /300)

2　大型前方後円墳の変遵

奈良･西殿塚古墳　　　　墳丘模型(1/300)

檀原　　3　いろいろな三角棒神猷銃

兵庫･森屋古墳　　　　　正姑元年銘三角縁神獣鏡　　1　　京大

橿原　　福岡･一貴山銚子塚古墳　三角縁神獣鏡　　　　　　2　　京大

奈良･行燈山古墳　　　　墳丘模型(1/300)

奈良.渋谷向山古墳　　　墳丘模型(1 /300)

3　王の棺竪穴式石室と木棺

積層　　4　日本製の税

確度　　　奈良･下池山古墳　　　　内行花文鵠

奈良･下池山古墳　　　　木棺

奈良･天神山古墳　　　　木棺

伝奈良.天理市渋谷　　　石枕(複製)

京都･産土山古墳　　　　埴製枕

1橋井大塚山古墳と鳥塚古墳

京都椿井大塚山古墳　◎三角縁神獣規

◎内行花文親

◎画文帯神獣鏡

◎方格規籍四神鏡

◎小札脅

◎鉄製冠(育)

◎鉄刀

◎銅娘

◎鉄筋

討　〝　〝　〝　〝　〟　〟　〟　〟30　1　1　1　1　1　1　8　-

奈良･行燈山古墳　　　　銅板(復元品)

銅板(拓本)

Ⅳ王権の象故

三枚　　　　　　　　　　　　2　　　穏便

椅子形石製晶　　　　　　　　1　　　〝

椅子形石製晶(復元品)　　　1　　　〝

石釧　　　　　　　　　　　　　5　　　　〝

大管玉　　　　　　　　　　　5　　　//

銅鉱　　　　　　　　　　　　　40　　　　〝



異数　所蔵.保管　　　盲碑名　　　　　　　　　ii物名　　　　　　　　　　　員数　所蔵･保管

復元矢　　　　　　　　　　　10

鉄斧　　　　　　　　　　　　　　5

銘　　　　　　　　　　　　　　　5

刀子　　　　　　　　　　　　　　　5

手鎌　　　　　　　　　　　　　　5

大阪紫金山古墳　　　　方格規矩四神議　　　　　　l　　　京大

三角縁神獣鏡　　　　　　　　　2　　　//

勾玉文帯神篭だ鵠　　　　　　　l　　　　〝

勾玉　　　　　　　　　　　　　　2　　　　〟

管玉　　　　　　　　　　　　　　3　　　　〝

簡形銅器　　　　　　　　　　1　　　〟

鍬形石　　　　　　　　　　　　1　　　　〝

奈良新沢500号墳　　　　三角縁神獣鏡　　　　　　　1

方格規矩親　　　　　　　　　　2

内行花支払　　　　　　　　　　2

八ソ事案形鋼製品　　　　　　1

玉枚　　　　　　　　　　　　　　3

石製柑　　　　　　　　　　　　l

車輪石　　　　　　　　　　　　2

勾玉　　　　　　　　　　　　　　8

管玉　　　　　　　　　　　　3連

筒形銅器　　　　　　　　　　　2

鉄槍先　　　　　　　　　　　　3

鉄斧　　　　　　　　　　　　　5

鉱　　　　　　　　　　　　　5

刀子　　　　　　　　　　　　　　　5

鍬先　　　　　　　　　　　　　　5

&3　　　　　　　　　　　　　　5　　　//

勾玉　　　　　　　　　　　　　10　　　　〟

三重石山古墳　　　　　勾玉管玉　　　　　　　　一連　　京大

≡杖形石製晶　　　　　　　　1　　　〟

紡錘車形石製晶　　　　　　　8　　　　〟

琴柱形石製晶　　　　　　　　22　　　〝

鍬形石　　　　　　　　　　　　10　　　　〟

車輪石　　　　　　　　　　　10　　　//

石旬日　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　〝

刀子形石製品　　　　　　　　20　　　//

斧形石製晶　　　　　　　　　　20　　　　〝

先形石製晶　　　　　　　　　1　　　〟

竪形石製品　　　　　　　　　　2　　　//

鎌形石製晶　　　　　　　　　　3　　　　〝

石製拡　　　　　　　　　　　　　2　　　//

奈良島の山古墳　　　◎獣形鏡　　　　　　　　　　　3

8鍬形石　　　　　　　　　　　　10

◎車車も石　　　　　　　　　　　　10

◎石釧　　　　　　　　　　　　10

◎石製含子　　　　　　　　　　　1

◎首飾りの玉　　　　　　　　　一連

Ⅴ　巨大古墳と技術革新の時代

文化庁

1海をこえた交流

京都･二ゴL,古墳　　　　船形埴輪　　　　　　　　1　　京大

奈良･慈光院裏山古墳　　船形埴輪　　　　　　　　1　　橿原

橿原　　京都･穀塚古墳　　　　　金銅製能文帯金具　　　　一式　　京大

大阪･長持山古墳　　　　金鋼製龍文帯金具　　　　　一括　　京大

愛称恵投味大塚古墳　　帯金具　　　　　　　　　5　　京大

奈良･栢上錨子塚古墳　　金銅製帯金具　　　　　　　3　　個人

奈良新派109号墳　　　金製垂飾付耳飾り　　　　　1　　橿原

三環鈴　　　　　　　　　　　1　　　〟

画文帯神獣哉　　　　　　　　1　　　〟

広島.西′酉屋高塚古墳　　画文帯神獣銑　　　　　　1　　京大

参考　新山古墳　　　　金銅製能文帯金具(復元品)　一式　　種原

伝中国出土　　　　　金銅製能文帯金具　　　　一式　　京大

京掛八幡大濠古墳　　　鉄艶　　　　　　　　　　6　　京大

奈良･高山1号墳　　　　鉄艇　　　　　　　　　　7　　程度

奈良南郷遺跡群　　　　鉄淳　　　　　　　　　一精　確原

フイコ羽ロ　　　　　　　　　　1　　　〝
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古墳名　　　　　　　　　　　辻物名　　　　　　　　　　　　　員数　所蔵保管

鍛造剥片　　　　　　　　　　一括　　//

韓式系土器甑　　　　　　　　1　　　//

奈良･巨勢山境谷4号墳　　鉄鎚噸紺･聖･鉄床　　　　　4　　　橿原

3　鉄製の甲骨と武器

兵庫･雲部車塚古墳　　　　貴

簡(模造品)

頭甲(模造品)

大阪･長持山古墳　　　　衝角イ寸肯　　　　　　　　　l　　　京大

大阪･西小山古墳　　　　　金銅装眉庇付帝(復元品)　　1　　京大

愛知･恵投味大塚古墳　　捷甲の小札　　　　　　　　20　　京大

奈良･新沢508号墳　　　　短甲　　　　　　　　　　　　1　　橿原

奈良新尺115号墳　　　　街角付曽　　　　　　　　　　1　　億原

短甲　　　　　　　　　　　　　1　　　//

奈良･後出古墳群　　　　　短甲　　　　　　　　　　　　　2　　　橿原

4　初期の騎馬文化

大阪七戟古墳　　　　　　輸錘　　　　　　　　　　　　2　　　京大

鉄製轡　　　　　　　　　　　　1　　　//

額金具(鋲帯)　　　　　　　l　　　//

i±金具　　　　　　　　　　　　1　　　//

垂交具　　　　　　　　　　　　　　2　　　//

奈良ウr7ナヘ5号墳　　　編鐙　　　　　　　　　　　　l　　　橿原

輪鐙(復元品)　　　　　　　一式　　　〝

大阪･長持山古墳　　　　　剣菱形杏葉　　　　　　　　　　3　　　京大

奈良石光山8号墳　　　　鞍飾り金具　　　　　　　　　　2　　　橿原

花弁形杏葉　　　　　　　　　　3　　　　〝

京都穀塚古墳　　　　　　鈴杏葉　　　　　　　　　　　1　　京大

鈴　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　〝

横須賀市菅原　　　　　　埴輪飾り馬　　　　　　　　l　　　京大

Ⅵ埴輪のまつり

l　古墳の聖域をまもる

奈良メスリ山古墳　　　　　大型円筒埴輪　　　　　　　　1　　橿原

大型円筒埴輪(復元品)　　　1　　　//

円筒埴輪　　　　　　　　　　　1　　　　〝

高杯形埴輪　　　　　　　　　1　　　〟

三重石山古墳　　　　　　錆付円筒埴輪　　　　　　　　1　　京大

家形埴輪　　　　　　　　　　　2　　　　〝

固形埴輪　　　　　　　　　　1　　　//

顎形埴頼　　　　　　　　　　　1　　　//

キメカサ形埴輪　　　　　　　　1　　　　〟

盾形埴輪　　　　　　　　　　　1　　　　〟

短甲形埴輪　　　　　　　　　1　　　〟

ついたて形埴輪　　　　　　　　l　　　　//

鳥形堰鶴　　　　　　　　　　　4　　　//

奈良･宮山古墳　　　　　　鞍形埴端

寓.盾形埴輪

京都･二ゴレ古墳　　　　　甲南形埴輪

椅子形埴輪

奈良･歌姫1号横穴　　　　家形埴輪

奈良･石光山20号墳　　　家形埴輪

奈良･楕上毒雀子塚古墳　　　鶏

奈良･請森山古墳　　　　　鶏(頭部)

奈良.石見遺跡　　　　　　椅子にすわる男

大阪.大山古墳付近　　　　馬(頭部)

奈良･四条1号墳　　　　　鳥形木製品

儀佼形木製品

笠形木製品

きしは形木製品

奈良.石見遺跡　　　　　　鳥形木製品(複製)

笠形木製品

奈良.南郷大東遺跡　　　　導水施設の木桶　　　　　　　3　　　格原

Ⅶ後籾古墳の時代

l　有力豪族の台頭

滋賀鴨稲荷山古墳　　　　切子玉

楕円形杏葉

楕円形鏡板付轡

鞍金具
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古墳名　　　　　　　　　　遺物名　　　　　　　　　　　員数　所蔵･保管　　　古墳名　　　　　　　　　il物名　　　　　　　　　　　員数　所蔵･保管

雲珠　　　　　　　　　　　　　　2　　　　〝

辻金具　　　　　　　　　　　　　4　　　　〝

′男恵器　　　　　　　　　　　　6　　　　〝

奈良平林古墳　　　　　　画文帯仏猷鏡　　　　　　　　1　曽麻町

楕円形鏡板付轡　　　　　　　1　　　　〝

し葉形杏葉　　　　　　　　　　2　　　才王原

須恵器　　　　　　　　　　　-措　　　〝

奈良三里古墳　　　　　　鐘形杏葉　　　　　　　　　　3　　　橿原

雲王兼　　　　　　　　　　　　　1　　　　〝

ij:金具　　　　　　　　　　　　　2　　　//

奈良･藤ノ木古墳　　　　◎画文帯神獣鏡　　　　　　　　1　文化庁

◎獣帯鏡

⑳伐製神獣重責

⑳猷形鏡

◎金銅製点侃

◎轍葉形杏葉

◎歩指付飾り金具

⑳龍文飾り金具

◎妄童形杏葉

窃銀製銭金空玉

◎,B恵器

0　　03　　1

鞍金具(複製)　　　　　　　　2

金銅製冠(復元品)　　　　　1

金銅製属(復元品)　　　　　1

金銅製大帝(復元品)　　　　1

金鋼製筒形晶(復元品)　　　l

織物(復元品)　　　　　　　一指

カラス玉(復元品)　　　　　一括

飾り剣(復元品)　　　　　　　1

円預大刀(復元品)　　　　　1

参考新羅･飾履塚　　　　金銅製履(複製)

･那　〝

Ⅷ飛鳥時代の古墳

奈良･石舞台古墳 横穴式石室の模型

須恵群

土師器

石製紡盲垂車

金具　　　　　　　　　　　　　　3　　　　〝

奈良高松塚古墳　　　　海獣葡萄鏡(複製)　　　　l　　　橿原

銀製刀装具(複製)　　　　　一括　　　〝

棺飾り金具(複製)　　　　　一括　　　〝

参考高句農･四神塚　　　壁画基の模型　　　　　　　1　　京大

Ⅸ古墳の調査と研究のあゆみ

(ビテオ･写真パネルなどて構成)
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神戸の古墳展出品目録
古墳.遺跡名 �)Z洩ﾂ�員数 剩�l 

灘区.西求女塚古墳 ��ﾘhｻ竕w)?y*H�)��ｻ竰�1両 剏� 

2号鏡(三角縁吾作四神四獣鏡) ��{ﾂ���b�

3号鏡(三角縁善作三神五獣鏡) ��l｢����

4号鏡(三角縁喜作三神四獣鏡) ��{ﾂ���b�

5号鏡(三角縁陳是作五神Pg獣鏡) ��l｢���b�

6号鏡(画文帯環状乳神獣鏡) ��l｢���b�

7号鏡(神人龍虎画像鏡) ��l｢���b�

8号鏡(三角緑青作四神四獣鏡) ��{ﾂ���b�

9号鏡(三角緑青作徐州銘四神四獣鏡) ��l｢���b�

10号鏡(三角線善作三神五獣鏡) ��l｢��2�

11号鏡(画文帯環状乳神獣鏡) ��l｢���b�

12号鏡(半肉彫獣帯鏡) ��l｢�浮��

小札 鉄剣 銑鉄 ��5��

3口 

11点 

有袋鉄斧 ��8ﾒ�

夜状鉄斧 �%ｸ5"�

ヤス ��gｲ�

大型整状鉄器 ��#��

槍先.短剣 ��gｲ�

紡錘車形石製晶 ��墺�

小型丸底壷 �8�2�

鼓形券台 �(�2�

二重白線スタンプ文土器 的5��

東灘区.処女塚古墳 �5�5�987i[i-佝�7舒ﾒ�1点 � 

滑石製勾玉 ��5��

東灘区.東求女塚古墳 倅��傚8)��[i��賈��ﾈ�(ｻ竕Z��ｲ��1点 凵� 

車輪石(複製) ��5������

西区.天王山5号墳 價���隲ｲ�1点 � 

西区.高津棟大塚古墳 儿hﾆ��ｹ}b�1点 � 

盃女形埴輪 ��5��

振文鏡 ��l｢�

滑石製勾玉 �(�2�

滑石製管玉 �����

滑石製白玉 �����

西区.中村古墳群第5号墳 俾ﾘｧ��Y�Y8��1口 凵� 

鉄製帯金具 土5��

垂水区.五色塚古墳 儼姥H鈴9ｸ�ｹ}b�1点 � 

鰭付朝顔形埴輪 ���ﾂ� 

子持勾玉(複製) �"�

東灘区.住吉東古墳 ��ﾉZ��ｹ}i:ｩYB�598���ﾉ52�1 �� 

1 

1 

東灘区.住吉宮町遺跡 ��ﾉ52��c倬��5, �� 

入れ墨のある人物埴輪(第24次) ���

鳥形埴翰(第24次) ���

鉄刀(第24次) ���

鉄刀(第31次) ����

※西求女塚古墳出土銅鏡は劣化防止のため､会期中に複製品と入れ替えることがあります｡

☆神戸市立博物館蔵(原品:東京国立博物館蔵)

★神戸市立博物鋸保管　その他のものは神戸市教育委員会蔵

I(,t神戸市立博物館〒650-0034 PEP-LBQ7!,!9%2345%1
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2　企画展

(1)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｡

展覧会名 ��｢�内容 

渡辺鶴洲と長崎の御用絵師 塗ﾈ���?｢�7鋳ﾒ�江戸時代後期､長崎奉行所につかえ る唐絵目利.渡辺鶴洲が残した粉本 (絵手本)を中心に､歴代の唐絵目利 
7月9日(日) �+ﾘ+�,ﾈﾞﾉV�/�5x麈�+ｸ,ﾈﾆ餽�/�+ﾘ,x.��,�*ｨ.zH腰ﾙ�/����ｸ,h+x.儁�.x,ﾈﾎIw��>�vX/�Zｩ}�+X,I5x麌+X+ﾖ��

南蛮美術名品展 度ﾈ�#�ｉmｒﾒ�平成12年4月21日に重要文化財指定 が答申された聖フランシスコ.ザヴイ エル像を平成10年度の科学的調査の報 
9月10E】(日) 俛�,h,h.�,倡y.夷8�ﾏh､ｦ�+ｸ,ﾉ�ﾊI'"�+ym�5(8ﾈ4�5h8x98,ﾉkﾉV�/�(i�8,唔>ﾂ�M愛x柯.(ﾔ杏ﾉV�/�5x麈��

西洋への憧憤 -江戸時代の洋風画と 異国趣味の工芸- ��(ﾈ纖?｢�7鋳ﾒ�鎖国下に蘭船が斎した情報や貿易品 は､江戸時代の人々の西洋への憧憶を かきたで､蘭学や洋風画､異国趣味の 

1月28日(日) 儘杏ﾉV�,�,x,佇ｸ��+X+ﾖ�偬�唏ﾜY�b�,ﾈ�饑�/�ﾏ�*h+ﾘｭhﾅx��{��#y5�/�5r�麈��

｢渡辺鶴洲と長崎の御用絵師｣展

B2ポスター
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渡辺鶴洲と長崎の御用絵師　出品目録

*は渡辺鶴洲家St蔵粉本

いつねんみんじんひら

□逸然なる明人波来して長崎に画壇の開けしこと

LZこいいつ柏んL/ようゆう

1.観音･布袋･寒LLI園　　　　隠元　木庵丁即非賛寛支2年(1662)逸黙性融筆　　　　　3幅対　絹本著色

2.羅漢渡水圏　　　　　　　　寛文7年(1667)隠元序　木庸雄　　　逸黙性融筆　　　　1巻　　絹本著色

ぶぎょうからえめききじぷん

□奉行の命ありて唐絵目刺の職務はじまりし時分のこと

レゆうせき

3.渡辺秀右傾*

4.南極老子囲
いん(1んL)LDうt

5.隠元隆埼俊
ざくろLZくとうおう

6.石稽白頭鎗園
しゆ人.あんLJようだ<　　　　　えん

7.春篭7諾･幕如街一億

8.大黒天とねずみ図
LJ:かっこうめい

9.諸葛孔明陣中園

10.渡唐天神像

ll.鷲園*

12.虎園*

13.松(=鶴図

14.小禽捕虫図*

15.双姓園*

作者不詳　　　　　1幅　　紙本書色
しゆうtIき

渡辺秀石筆　　　　1幅　　絹本墨画

享保1 8年( 1 733 )宝航元済賛　　　　　渡辺秀石筆　　　　　川扇　　紙本書色

林道来賓

春篭自賛･蔑如書

寛保元年(1741)

□長崎にては異国をまぢかに見るがごときこと

16.蘭船図

17.蘭船医

18.金毒艮満載園〔蘭船園〕　　　安涛題

19.唐船図

20.紅毛人図

21.西洋婦人図

22.長崎唐脂交易囲巻

渡辺秀石筆　　　　1幅　　絹本著色

作者不詳　　　　　　川看　　紙本書色★

しゆんあん

渡辺春毒筆　　　　　川百　　紙本墨画★

小原慶山室　　　　1幅　　絹本暮色

小原慶山筆　　　　1幅　　紙本墨画

小原塵LIJ筆　　　　1幅　　紙本淡彩

小原慶山室　　　　1幅　　紙本淡彩
はざん

小原巴山筆　　　　1幅　　絹本若色

上杉桂翁筆　　　　1枚　　紙本墨画

上杉九郎次章　　　1枚　　紙本塁画

荒木元慶筆　　　　1幅　　紙本書色

石崎元章葦　　　　1幅　　紙本著色
Uろ†つTL.りこしゆう

広渡湖秀筆　　　　1幅　　紙本著色

広涯瑚秀筆　　　　1幅　　紙本書色

松井元仲(初代)筆1幅　　紙本著色
くんt!ん

荒木君確筆　　　　1幅　　紙本著色
しゆう12FIJ

渡辺秀詮筆　　　　1巻　　絹本著色

□異国の珍獣あまた長崎へ渡来して人目を驚かすこと

らいきん

23.来禽園巷

24　来駕園屑風
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小原慶山筆　　　　1巻　　絹本著色

荒木元慶筆　　　　　柑‖双　紙本書色



25.鳥類写生図巻(粉本)
rlいらよ<

26.瀦軸園〔おしどり〕
いんこ

27.青書呼園
かいはくらい±^'す　い

28.海舶来禽園*

29.象図

30.魚EZ)

31.桑園*

32.象囲

Llんう　こん

33.番夢金園

じつUんこう

34.絵品考

渡辺鶴洲筆
ゆうし

文政7年(1824)　　　　　　　　　　石崎融思筆

石崎融思筆
まさJ:し

寛政2年(1790)序　関盈文編　北尾政美画

渡辺秀詮原図

文化10年(1813)賛　　　　　　　　　伝石崎融恩筆

渡辺鶴洲肇

文政2年(1819)　　　　　　　　　　渡辺鶴洲筆
とうれつ

文化10年(1813)刊　完斎散人編･董烈画

渡辺鶴洲原図

天保15年(1844)刊　野田青霞･石崎融恩識
ゆうeLLl

石崎融済画

素永3年(1850)刊　野田青霞編　　　石崎融済画

え卓

□長崎へ伝聞せし異国の学問知識ただちに人々を益するべきこと

35.十二回人物園〔万国人物園〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　作者不詳
よしa3こうぎゆうL,よLプん

36.外科手術園巻　　　　　　　寛政2年(1790)書経耕牛放　　　　　伝荒木如元筆

からえめきき

□世の移ろいにて唐絵日刊の画風しだいに変質せしこと

げFIJゆう

37.水亭囲碁囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木元融筆

こんばうきゆうLJよ

38,天保九如囲　　　　　　　　弘化2年(1845)自賛　　　　　　　　石崎融恩筆

39.花鳥画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石崎融済筆

17いぎ

40.長崎芸妓図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木老曙筆

せんしq)ラ

41.福田湖LLl像　　　　　　　　天保14年(1843)湖山自賛･福EB順書　荒木千洲葦

42.長崎芸妓園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松井慶仲筆

2巻　　紙本書色

1枚　　紙本書色

1枚　　紙本書色

1帖　　木版色摺

川喜　　絹本著色★

川看　　絹本著色

1幅　　紙本墨画

1枚　　木版色摺

1枚　　木版色摺

1冊　　木版色摺

1巻　　紙本著色

1巻　　紙本書色

1情　　紙本淡彩

1幅　　紙本著色

1幅　　紙本著色

1幅　　絹本暮色

1幅　　絹本著色

1幅　　絹本著色

からえめききけんさんかくしゅう

□唐絵日刊は日々これ研僻にはげみて御用に備えあるべきこと一腰辺鶴洲の場合-

こうし

43.孔子像

44.双雀島図

てんだいがんとう

45.天台雁塘園*

46.唐美人園*
<んせんせいさい

47.群仙星祭園*

48.三仙図*

49.三聖園*

50.岩石園〔西王母〕 *
おうぎし

51.王義之暮扇園*

かくしゆう

渡辺鶴洲葦　　　　1幅　　紙本書色

渡辺鶴洲筆

文化3年(1806)　　　　　　　　　渡辺鶴洲筆

文化5年(1808)　　　　　　　　　　渡辺鶴洲筆

文化12年(1815)　　　　　　　　　渡辺鶴洲筆

わ､んき

文化15年(1818)伝顔輝原図　　　　渡辺鶴洲筆
ていてんロん

文化15年(1818)鄭顛仙原因　　　　渡辺鶴洲筆
きようし､ん

文化15年(1818)妻隠原図　　　　　渡辺鶴洲葦

文化15年(1818)　　　　　　　　　渡辺鶴洲筆
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1幅　　絹本著色

1巻　　紙本淡彩

1枚　　紙本淡彩

1幅　　紙本塁画

川毒　　紙本淡彩

1幅　　細こ本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩



52.王を之損書園

53.昇舶固〔馬師皇〕 *

54,樹下鹿固*

55.中国故事人物固く粉本)
己んJ:うガいたい

56.三隅開示園*

57.双包囲*

58.稲に省園*
いっぼんちようてん

59. -品朝天園*

60.宜桃双鹿園*

61.老松囲*

62.菊囲*
こうこうでんう

63.黄甲伝比国*

64.篇義盛範囲*
a:ガ±

65.車に菊園〔福済寺杉戸桧〕 *

文政元年(1818)

文政2年(1819)

文政4年(1821)

文政4年(1821)

文政5年(1822)

文政5年(1822)

文政5年(1822)

文政6年(1823)

文政6年(1823)

文政6年(1823)

文政6年(1823)

文政7年(1824)

文政11年(1828)

66.羅漢園*

67.漁楽園*

68.書深古桟園*　　　　　　　文政7年(1824)

69.蓮池園*　　　　　　　　　　文政8年(1825)

(参考)南天に万年青函*　　　嘉永2年(1849)

〔福済寺暮院次の間】

聖フランシスコ･ザヴィエル像

涜篇簸原図

沈南頻原図

沈商売原図

渡辺秀石原図

沈南頻原図
ゆうO

熊斐原図

沈南蒲原図

熊斐原図

沈南頻原図

沈天鱗原図

けつせん

月億原園

渡辺鶴洲肇

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲筆

渡辺鶴洲室

渡辺鶴洲肇
しゆうけん

渡辺秀乾筆

渡辺秀乾肇

木下土光筆

1幅　　絹本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

8枚のうち紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本墨画

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本塁置j

l幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

2幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本墨画

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本淡彩

1幅　　紙本書色

★は個人コレクション｡それ以外は当館所蔵品o

文化財保護審議会は平成12年4月21日に｢聖フランシ

スコ･ザヴイエル像｣を重要文化財に指定するよう答申

しましたoザウイエル像は教科書などに掲載され､一般

の方にもなじみ深い資料ですが､厳しい弾圧を経て伝世

した江戸時代初期の数少ない聖画として重要です｡重要

文化財に指定後､当館において名品展が初の公開となり

ます｡

ザヴイエル像は､キリシタン大名･高山右近の旧領､

千線寺(せんだいじ､現在の茨木市)の山中の旧邸に伝

わった｢開けずの穂(ひっ)｣に隠されていましたが､

大正9年(1920)の京都大学の調査によって｢マリア十

五玄東園｣などとともに発見されましたQその後､昭和

lo草(1935)に池長孟氏が入手､昭和26年(1951)に池

長コレクションが神戸市に委譲され､以後､神戸市(秤

戸市立博物館)が所蔵していますo
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南蛮美術名品展　出品目録

L垂垂i亘ラ_シ三十]

南蛮のパトロン

てんかUと

桃山時代､南蛮ブームの火つけ後となったのは2人の大下人･織田信長(1534-1582)と豊
そくはく

臣秀書(1536-1598)でした｡信長は偉観文化の束縛をきらい､南蛮ものを愛好するとともに､
せんさ上つL

キリスト教にも厚い備後を加えています｡また秀舌は､大正15キ(1587)に宣教師追放令を出

し､キリスト教こそ菓止の姿勢をとりましたが､貿易の方は夜来とおりという方針でした｡世

俗的な南蛮文化が爆各的な流行を見せるのは､まさにこの秀音時代のことなのです｡
こけいゼうちん

1.織EB信長像(重要文化財)　天正11年(1583)古渓宗陳賛　　　　　　　　　桃山時代　1　幅

2,豊臣秀吉像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　1　幅

J 7そくが

桃山時代は､風俗画一･･･一現実の人間生活を主租とする絵画-が流行した時代ですが､中で
よりす

も西洋人の渡来､交易の様子を描いた南蛮展風は､珍奇で未知の風俗を凍しめる画亀として喜

ばれました｡これらが灸丸されるのは､主に港町の豪商の家からで､水運昔を営む市民層でと

りわけ愛好されたことがわかります｡のちに南蛮展風は､南蛮船イコール宝船､轟蛮人は福の
乙んささこく

神､というような硯▲世利益を願う俗信仰に丈えられ､縁亀ものとして鎖国後も描き続けられま

した｡

みやこかのうモうしゆう

3.都の南蛮寺園　　　　　　　　狩野宗秀筆　　　　　　　　　　　　　桃山時代　1　面

fdいビFL,

4.南蛮犀風(重要文化財)　　　狩野内膳等　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　6曲1双

5.南蛮扉風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　6曲1双

6.花下群舞図(左隻)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　柑1双のうち

7.万国人物園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期　　3帖のうち

初期洋風画

大丈18年(1549)イエズス会士ザヴィエルの来日以降､日本にもセミナリオやコレジオといっ

たカトリックの学枚が作られ､油絵の裁.法や遠近法､陰萄法のような西洋の写実的表現が､初

めて日本に伝えられました｡礼拝用の変乱まキリスト教弾圧の中でほとんど失われ､わずかし
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か残っていませんが､信仰に直藤関係のない世俗副ま､大名など-の贈呈周だったと思われ､

まとまって残されています｡また､のちには17のように､西洋の枚汰でE)本の伝統画.鞄に取り

組む画家も呪われました｡

8.聖フランシスコ･ザウイエル像(重要文化財)　　　　　　　　　う工戸時代初期

9.イエズス会布教誌　　　　　　　二コラ　トリコー著　　　　　　　1615年

たいせい

10.泰西王侯騎馬園(重要文化財)　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期

ll.四部図･世界固く重要文化財)　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期

12.世界都市図帳　　　　　　　　　Gブラウンa Fホーヘンヘルプ　　1572-1618年

13.水車のある西洋風俗園※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期

14.出陣園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期

の′5､か丁こ

15.師父二童子図･西洋二武人図　伝信方筆　　　　　　　　　　　　　江戸時代初期

16.老人読書囲※　　　　　　　　　伝信方筆　　　　　　　　　　　　　三工戸時代初期

だるま

17.達磨図　　　　　　　　　　　　元禄15年(1702)雪村道香貸　　　　主工戸時代初期

面　冊　隻　双　冊　隻　隻　画　面　幅

曲　曲　巻　曲　曲

1　　　1　　　4　　　nn)　　　eU CU n/L P】　　　1　　　1

南蛮意匠の工芸

南蛮屏風に散りばめられている異国の風俗は､絵副まかりでなく､より身近に日常生活で用

いるエ婁品の中にも各穆しました｡南蛮人や洋犬､鉄砲､かるたなどの南蛮モチーフ､あるい
Lまさかがく

は塙､水玉など歯洋風の幾何学文様が､鼻国風デザインとして愚物を飾ったのてす｡その代表

的なものは馬具や丸彦具といった漆工芸品ですが､絢各や服飾､金工品のジャンルにも､その

影響は及んでいます｡

まきえくら

18.蒔絵南蛮人文鞍
ぞうdん　　　　　　　えいら<つうほうtZん軌51

19.豪儀南蛮人に永楽通宝銭鐙
すダりばこ

20.蒔絵南蛮人洋犬文硯箱
おおっプ枕二う

21.蒔絵鉄砲文大戦胴
おりペくつdた

22.黒織部沓形茶碗

23.天正かるた版木重箱
えガdみ

24.南蛮人喫煙図柄鏡

25.南蛮人散策図柄鏡
は5t)ようきよう

26.南蛮人散策図八稜鏡
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慶長9年(1604)

桃山～江戸時代初期

桃山～江戸時代初期

桃山～江戸時代初期

桃山時代

桃山～江戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代

背　対　合　個　□　合　面　面　面



輸出漆器

しっL.i

漆各は東洋独特の工芸品としてヨーロッパて人気を集めました｡桃山時代には､来日した宣

教師や商人らの注丈によって数多くの外国向け漆各が作られ､海を渡ったのです｡象形には西
ほとこ

洋のデザインを基調とした上に､秋草なと-日本的な丈様を施しており､東西文化の美しい高虫合
bでんす

が見られます｡光り輝く螺釦(夜光貝やアワビなとの貝片を薄く磨ってはめこむ及法)の多用

も､国内向けには見られない輸出用漆各の特色です｡

らでんようUつ

27.蒔絵螺細花樹島獣洋柵
しよだんす

28.貝貼り書筆笥

さめガわくう6t<うかた

29.蒔絵螺細鮫皮貼り住吉社図頓袋形洋箱

30.貝貼り小橋

31.教会祝日層

たつけいせいはい

32.キリスト裸刑園聖牌(片面神の仔羊囲)

にな

33.十字架を担うキリスト図聖牌

34.聖書像聖牌(片面聖フランシスコ､片面聖ドミニクスH)

ちけい

35.キリスト苔刑園聖牌

36. 1 HS文赤地布製聖牌

けいガん

37.荊冠のキリスト像聖牌
ぞうけぽリ

38.象牙彫幼児キリスト億

39.ロザリオ(木製､ガラス製)各種

40.メダイ各種

インド製か

合　点　合　合邦　期　期初　初　初代　代　代　頃時　時　時　妃戸　戸　戸　世工　　T｣　　工　　∩′

はくさい

銅版画は舶載品　16世紀後半～17世紀初期

銅版画は舶載品　16世紀後半～17世紀初期

銅版画は舶載品　1 6世紀後半～1 7世紀初期

銅版画は舶載品　16世紀後半～17世紀初期

銅版画は日本製　16世紀後半～17世紀初期

江戸時代に舶載　16世紀後半～17世紀初期

5工戸時代に舶載　16世紀後半～17世紀初期

江戸時代に舶載　16世紀後半～17世紀初期

江戸時代に舶載　1 6世紀後半～1 7世紀初期

5工戸時代に舶載　16世紀後半～17世紀初期

N05とN06は1階ホールに展示しています｡
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面　点　点　点　点　点　点　点



西洋への憧憤　出品目録

Ⅰ　弗戊への悪口

○日本の中の西洋

1蘭舶図

2　フロンホフ家族図

3　長崎港図

4　長崎港図　フロンホフ家族図

5　ドゥーフ像

6　長崎闇館図

7　唐蘭館図巻

8　和闇船中図

9　長崎出島図

〇長崎の洋風画

10花篭と蝶図　花鳥の阿闇陀風景図

11瀕海都城園

12異国風景人物図

13紅毛ボンポコボン

Ⅲ　拝見轟現の先16け

○異才の人･平賀源内

14西洋婦人図

15美人と黄金図

16物類品慌

17ドドネウス本章図譜　蘭語版

18ヨンストン動物園諾　蘭語版

19アンポイナ奇品室　蘭語版

20飛た噂の評

21天狗魔窟鑑定腐起

22緑柚日本地図角形皿

○阿蘭陀通詞と源内

23諸姐書集

24限象観星鏡図面記量衰

25候象図集

26星学原始乏書　蘭言喜版

○秋田蘭画

27大画法書　簡語版

28椿に文鳥園

29燕子花にハサミ図

30蓮図

31唐美人

32解体新書

文政5年(1822)

文化14年(1817)

享和3年(1803)銘

天保14年(1843)

安政3年(1856)

);i:要尚賛　　石崎論点筆

石崎融恩筆

)l原慶賀筆

)川頁慶賀筆

伝渡辺秀石筆

高川安室筆

議基故筆

若杉五十訳筆

荒木如元筆

欝轡筆
西苦楽筆

宝暦13年(1763)刊

1608年　ライデン刊

1660年　アムステルダム刊

1705年　アムステルダム刊

安永7年(1778)序

安永5年(1776)

安永～寛政年間

寛政4年(1792)

1771年　アムステルダム刊

1740年　ハーレム刊

安永3年(1774)刊

33ピドロー人体解剖書　開講版　1728年　ユトレヒト刊

j二事もi]

35紅毛童子園

Ⅲ　江戸の洋風画

36反射式のぞき眼議

37三囲景

38異国風景人物幽

39異国=場図

4口和蘭通舶

41史的年代記　独語版

天明7年(1787)頃

天明3年(1783)

文化2年(1805)干リ

1743年頃　フランクフルト刊
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平賀源内筆

Gaseo筆

平賀源内編

Rドドネウス著

｣ヨンストン書

G Eルンブイウス著

平窯源内著

平賀源内著

意崖窯(源内焼)

本木良永､正栄他

本木良永

本木良永

Gアダムス著

Gデ　ライレツセ著

佐竹唱山室

佐竹曙山筆

小田野直武筆

伝小田野直武筆

桔Ef]玄白訳　小EE]野直武画

ピドロー著　ライレッセ原画

佐竹義窮筆

EIj代忠国華

1幅　　紙本書色

1幅　　　紙本著色

1面　　　絹本暮色

1基　　　満本書色

1面　　　紙本署色

1巻　　　紙本書色

1巻　　　紙本書色

1幅　　　紙本書色

1帽　　　紙本淡彩

2面　　　紙本書色

1面　　　布地油彩

1億　　　紙本書色

1幅　　　紙本書色

1面　　　布地油彩

1面　　　祇本油彩

6冊　　　木版

1岡　　　挿図木版

1冊　　　挿図銅版

1冊　　　挿図銅版

1冊　　　木版

1冊　　　木版

1枚

1冊　　　手書

6点の内　手書葦彩

1冊　　　手書

1冊　　　挿図銅版

版色色色色　　版色色嗣著書著書　　鋼著書図本本本本版図本本挿絹絹絹絹木挿絹絹冊幅幅幅幅冊冊幅幅1　1　1　1　1　5　1　1　1

彩彩彩　　版筆油淡　　銅版本本版図銅絹絹木挿

憎憎湘順NEErEE

毒ト
日ソ

フ

製画筆筆書卜漢浬漢漢漢　ツ江江江江江コ馬馬馬荒馬L司　司　司司　司　｣



42京城画苑　　　　　　　　　　文化11年(1814)刊

43人間の職業の鏡

44相州鎌倉七重浜図(重要文化財)寛政8年(1796)

45天球全図のうち4種　　　　　寛政8年(1796)序

以顕微鏡観虫類図､ u頭微鏡観雪花図､太陽異形図､月輪異形図

46地下世界　羅詔版　　　　　1665年　アムステルダム刊

47紅毛雑話　　　　　　　　　　天明7年(1787)刊

48へイステル像

49万国新話　　　　　　　　　　寛政12年(1800)刊

50糸工毛婦人図

51獅子国　　　　　　　　　　　文化2年(1805)

52イソップ物語　仏語版　　　　1810年頃刊

53鷲録　　　　　　　　　文化11年(1814)

54蘭碗摘芳　　　　　　　　文化14年(1817)刊

55ヒポクラテス優　　　　　　　文化7年(1810)質

56フアン　ロイエン筆花鳥園模写

57画図百華鳥　　　　　　　　　享保14年(1729)

58花鳥図

59蘭画写生図　　　　　　　　　文化10年(1813)

60今戸瓦焼図

61大日本金龍LLJ之図

62洋人曳馬と地球儀図　コロンブス謁見図

63トルコ篤の馬飾　馬の諸種　　1752年　アウグスブルク刊

64ナポレオン像

65 Ej本橋図

66三園雪景図

67曳合戦図

Ⅳ　洋風轟規の浮世絵

○蘭書と浮世絵

68浮絵アルマ二ヤ珍薬物集之園

69阿闇陀フランスカノ伽藍之図

70忠臣蔵十一段巨夜討之景

71二十四孝量子鑑　基策

72二十四孝童子鑑　義臣

73羅徳島湊紅毛船人津之図

74新板阿蘭陀浮画　欧羅巴洲石造供木星人形

75新板阿蘭陀浮画　楽徳海嶋鋼人巨像

○阿蘭陀趣味の浮世絵

76紅毛男女額絵

77三蔀乏内　大坂疋田唐物

78おゐらんだかがみ

79紅毛油画名所壷　不忍池弁天

80風流無くてななくせ

81江戸日本橋ヨリ富士ヲ見)L,図

82六五日の内　高野の玉川

83ヨ一口､ソパ製反射式のぞき眼鏡　∃-ロツパ製眼鏡絵

V　昇Eil趣味の=茎

○舟白載の染織品と金唐革

84更紗尽し掛物

85白地草花縞文様更紗下着

インド更紗-17-18世紀

ヨーロッパ更紗-19世紀
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司馬江漢画

ヤン　ラウケン函

司馬江5真筆

司馬江漢画

キルヒャー著

森島中良書

北山聾麗筆

森島中良編

石川大浪筆

石日大浪筆

大槻玄沢著

大槻玄沢著

酒井抱一筆

谷文晃筆

藤原守転画

亜欧堂田善筆

亜欧堂田善肇

亜欧堂Ef]書画

亜欧堂田善画

J Eリーディンカー

安田雷かl､l筆

伝安田雷州筆

安EB韻轟筆
J, - (､

春木雨漂筆

歌川豊春画

歌川豊春画

歌Hl国芳画

歌jll国芳画

歌川国芳画

歌川国虎画

歌川国長画

歌川国長画

蹄斎北馬画

魚屋北渓画

渓斎美景画

歌川国貞画

葛酌北斎画

渓斎英泉画

鈴木春信画

1帖　　木版

3枚　　銅版

2曲1隻　紙本油彩

銅版筆彩　木版

版摺色摺彩彩版　　　色色　　彩酉彩彩　　版色色色色嗣墨書墨淡淡嗣　　　著書　　油墨油筆　　銅著書著書園版本版本本図版版本本版本本本版版図本本本本挿木続木絹絹挿木木箱紙木絹紙絹銅銅挿縮絹絹絹冊冊幅冊幅面冊冊冊値幅冊蘭幅幅面帽冊帽画面幅
ウL　11　1　仁J 1 l　1　3　3　1　1　1　∩∠　1　1　1　1　1　1　1　　-　　1

摺摺摺摺摺摺摺摺　　摺摺摺摺摺摺摺彩色色色色色色色色　　色色色色色色色筆版版版版版版版版.　版版版版版版版版木木木木木木木木　　木木木木木木木調枚枚枚枚枚横板枚　　枚枚枚枚面枚面点1　1　1　1　1　1　1　1　　　　.1　1　1　1　1　1I 1 n.L



86亀甲に六稜星文縫合更紗下着　　ヨーロッパ更紗-19世紀

87黄地形的草花文様羅紗陣羽織　　羅紗119世紀

88装剣奇貨　　　　　　　　　　天明元年(1781)

89金唐草障東　　　　　　　金唐草-18世紀

90金唐革望遠銭　　　　　　　　金唐草-18世紀

○阿蘭陀趣味の巳本製ガラス

91ゲラヴュールV 0 Cマーク入り吊り行灯

92ゲラヴュールにガラス絵望遠鏡

○オランダ船で∃一口ツパヘ運ばれた漆器･磁器

93蒔絵楼閣山水文箪笥

94蒔絵ドjiLパンク海戦囲プラーク寛政4年(1792)

95蒔絵カディス海戦図プラーク　　寛政4年(1792)

96蒔絵青貝細工ウイウトル　モロー肖像園プラーク

97青貝細=花鳥園箪笥

98青貝細工花鳥文机

稲葉通龍著

長崎製か

長崎製か

京都製

長崎か京都製

長崎か京都製

長崎か京都製

長崎製

長崎製

99色絵花木に楼閣文碗皿　　17世紀後期～18世紀初期　有田窯(受皿の1枚はウィーン窯の後補)

○ヨーロッパから脂載されたガラス器

100カットガラス種付ガラス瓶　19世紀初期

101金彩花井文栓付ガラス瓶　脚付ガラス杯揃い18-19世紀前期

102ゲラヴユ-ル栓付ガラス瓶　　文政元年(1818)箱書

103カットガラス皿付蓋物　　　　19世紀初期

104ゲラヴューjL/洋文字に花井立脚付ガラス杯　弘化3年(1846)箱書

105かソトガラス栓付瓶　　　　　19世紀中丁後期

106金彩花井文ガラスコップ　　19世紀初期

107かソトガラス手付水注　　　19世紀初期

108カットガラス小皿　　　　　　19世紀初期

109金彩緑色葡萄文脚付ガラス杯　19世紀中-後期

110カットガラス金彩皿付薫物

111緑色　赤紫色ガラス碗

112かソトガラス金彩藍色鉢

113かソトガラス金彩藍色碗

114カットガラス金赤脚何杯

115プレスガラス各種藍　紫

19世紀初期

19世紀中期

19世紀中期

19世紀中期

19世紀中期

結　く大　小) 19世紀中期

○オランダ･イギリスの輸入陶器

116染付牛のいる西洋風景国大皿(PLAISANCE) 1860年頃

117色絵挿花文手付大皿(PERS】AN) 1860年頃

118染付塞義文手付大皿(AUROREA) 1860年頃

119染付中東風景園長FI]形大皿(Hon°) 1860年頃

120染付花瓶のある西洋風景園大皿(PALMIRE) 1860年頃

121紫絵西洋人無題園大皿(DANCING) 1860年頃

122染付花井文長円形大皿　　　　1840年頃

123染付花井文大皿　　　　　　　1840年頃

○阿蘭陀趣味のE]本の陶磁器

124染付阿蘭陀人文皿

125染付阿蘭陀人文猪口

126染付遠眼鏡に阿蘭陀人文皿

127色絵異国風景図絵重

-46-

イギリス製

オランダ製か

イギリス製

イギリス製

イギリス製

イギリス製

オランダ製か

イギリス製

イギリス製

イギリスかアメリカ製

イギリス製

イギリス製

イギリス製

イギリス製

イギリスかフランス製

イギリス製

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　マーストリヒト窯

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　マーストリヒト窯

イギリス　ダペンポ-ト窯

イギリス　ダペンポ-卜窯

有田窯

有田窯

有田窯

京都製

版木

領領冊双本　　点点　　基面面点点基点　　点式台合点点□点枚点合口　□□点枚　　枚枚枚校校枚枚枚　　牧口枚点1　1　∩-　1　1　　　　1　1　　　　1　1　1　1　1　1　2　　　　1　1　1　-　･1　3　5　1　00　4　1　4　1　1　1　4　　　　1　1　1　1-　l 1 l　1　　　　5　5　1　1



(2)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｡

展覧会名 ��｢�内谷 

館蔵古地図名品展 塗ﾈ���?｢�7鋳ﾒ�わが国屈指の質量を誇る古地図コレ クションの中から､江戸時代の日本地 EgIや世界地図を展示し､祖先が措いて 
7月9日(日) �*ｸ+ﾘﾙ�7�.)�(､X,ﾈ��/�+ﾘ,x,�+ﾔH-ﾂ�+ﾚI?ｩgｹ��8x/�V�*ﾙ�ﾉvﾙ�ｹ&阡�*�.zB�8��ｸ8ﾘ6(7�,ﾉ�ﾈ��,ﾉ?ｩgｸｬ�/�%H,�+ﾖ��

描かれた中国 ��(ﾈ纖?｢�7鋳ﾒ�日本やヨーロッパで作られた中国図 を展示し､中国の姿をどのように捉え ていたのかを探ったoヨーロッパ人は 
1月28日(日) �ｩ'Xｭhﾅx.)&霹�Uﾈﾋｸ,ﾉ�8ｦﾘ+8,唔?ｩgｲ��ﾈ,ﾙ��讖4侘ﾈ馼.)kﾈ�ｸﾉ�X,偬I5�/�'R�*(,H*(.薬�

館蔵古地図名品展　出品目録

資　料　名　　　　　　　　作　者　等　　　　時　代　　　　　版　種　　　　寸　法(cm)

〔世界園)

1天竺之図

2　うちわ型仏教系世界図

3韓盛万国全図扉風

4　万国総図　世界人形図

5　万国総界図

6鈴鹿全国(8幅一組)

7地球万国山海森島全図説

8　万国図(｢新増万国地名考｣付)

9　地球図

10新訂万国全園

11北極中心世界地図

12大壷轟球儀

(日本園)

13義元3年日本園(原品京都仁和寺蔵)

14 Ej本地園犀風

15行基菩薩説大E]本国図

16.大Ej本国地震之図

17良基国蔀水陸地理図(六曲一隻)

18本朝図鑑綱巨

19日本海山潮陸図

石J rl流宣

南　懐イ二

(F､フェルビ-スト)

長久保赤水

中山武威

司馬江漢

高橋景保

小佐井道豪

沼尻墨億

寛延2年(1749)　　　手書手彩　　167 0×133 2

宝永年間(1704-1T)頃　手書手彩　　150 8×155 5

江戸時代前期

(慶安5年(1652))

貞享5年(1688)

康願13年(1674)

18世紀末

安永8年(1779)

寛政4年(1792)

文化7年(1810)

天保8年(1837)

安政2年(1855)

ミ工戸時代写図

安土桃山時代

江戸時代初期

さうしや九兵衛　　江戸時代初期

江戸時代初期

石川流宣　　　　　貞享4年(1687)

石川流豊　　　　　元禄4年(1691)
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手書手彩　　167 5×379. 1

木版手彩　　　65 4×40. a(世界園)

65.3×41 3(人形固)

木版手彩　　126 9×57 7

木版手彩　　188 0×411 2

木版手彩　　104 0x153 0

手書手彩　　　99 1×199 2

銅版手彩　　　55.4×86 4

銅版手彩　　114.8×197 7

手書手彩　　155 3×157 0

木版手彩　　　径23 0

手書手彩　　　38 5×134 4

手書手彩　　　59 9×123 8

木版　　　　　80.4×42 3

木版　　　　　39 8×27 0

手書手彩　　131 4×182 4

木版手彩　　　59 9×92 5

木版手彩　　　97 0×168 1



資　　料　　名

20改正日本兵遍路程全図

zl日本廃品盛衰

〔その他地園〕

22新板摂津大坂東西南北町嶋之園

23新改洛陽井洛外之図

24新板武州江戸乏図

25唐船来朝園(長崎図)

26東海道分間絵国(五帖)

27西国街道絵巻

28高野山細見絵図上､下

29大酒広輿図

作　者　等　　　　　時　　代　　　　　　版　種　　　　　寸　　法(oTl)

長久保赤水　　　　安永8年(1779)　　　木版手彩　　　83 2×134 3

伊能忠敬　　　　　文化6年(1809)　　　手書手彩　　120 5×204 0

寛政2年(1790)模写

原本明暦元年(1 655)刊

明暦3年(1657)

河野道清　　　　　寛文4年(1664)

江戸時代前期

遠近道印　　　　　元禄16年(1703)

江戸時代中期

橘　保春　　　　　文化10年(1813)

長久保赤水　　　　天明5年(1785)

【デザインとしての地園等)

30源内焼Ej本図皿

31源内焼世界園皿(南北アメリカ図皿､

ユ-ラシア　アフリカ園皿)

32伊万里焼日本園皿

33伊万里焼日本園皿(鶴に方位盤)

34伊万里焼日本国皿

35羽子版型日本国(覇微鏡付)　　　　松EB緑LLJ

36日本地図節義

37姦撃重宝国尽案内

(外国製地図〕

38シルバヌス病プトレマイオス地盤帳　Bシ)L/バヌス

手書手彩　　122 1×78 5

木版　　　　116 2×73,6

木版手彩　　　82 5×121 4

木版手彩　　　64 0×94 0

木版　　　　　26 5×14 9

手書手彩　　　33 4×845 4

芋書手彩　　128 2×177 8(上)

128.4×777.0(下)

木版手彩　　185 8×190 9

江戸時代中期　　　　　志度窯(讃岐) 31 5×31 5

江戸時代中期　　　　　志度窯(讃岐)径37 0(アメリカ園)

径37 a(ユ-ラシア図)

日本文政年製　　　　　有EB窯(月巴前) 27 3×30 3

本朝天保年製　　　　　有田窯(月巴前)径48 3

本朝天保年製　　　　　有EB窯(月巴前) 39 2×45 9

江戸時代末期　　　　　銅版　　　　　3 8×1. 3

江戸時代後期　　　　　　　　　　　　8 4×8 6×2 0

江戸時代末期　　　　　木版刷彩　　　26 0×36 4

1511年　　　　　　　　木版　　　　　43 0×29 5

39.オルチリウス編『世界の舞台J Aオ)L/チリウス　1570年　　　　　　　木版手彩　　　41.0×28.5

40.東インド諸島園

41タ)L/タリア図

42.太平洋図

43ティセラ日本図

44プランシウス世界Eg]

45フラウ世界図

46フアJL/クアジア図

47ライオンマップ

48レランド日本帝国図

49ケンペル日本図

50.コ-フェンス　モルティール世界図

(ジヤイヨ世界図)

1570年　　　　　　　銅版手彩　　　41 0×53 3

1570年　　　　　　　　嗣版手彩　　　38 4×51 0

1589年　　　　　　　　嗣版手彩　　　44 5×57 3

し.ティセラ　　　1595年

Pプランシウス　1594年

VUフラウ　　　　　1635年

6フアルク　　　1695年頃

P　力エリウス　　1617年

Aレランド　　　1715年

Eケンペル&　　　1777年

J Gショイヒツァー

Pモルティ工　　　1720年頃
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嗣版手彩　　　47 0×55 0

銅版手彩　　　47 5×64 0

銅版手彩　　　51 1×60 5

銅版手彩　　102 6×125 6

銅版手彩　　　37 0×45 2

銅版手彩　　　53. 5×63 5

銅版手彩　　　46 6×53 3

嗣版手彩　　　61 0×100 4



描かれた中国　出品目録

資　料　名　　　　　　作　者　等　　　　　時　代　　　　　版　種　　　　寸法(cm)　　備考

こうみんよち

1皇明輿地之図

2　中華世界図
だいみん

3　大明九辺万国人跡路程全図

4　大明省国(四舗-組)

Ⅰ日本人が描いた中国

鏡泉堂翻刻　　　　　江戸時代前期　　　　木版　　　　1 23 2×57.1　　　両波

源正信写　　　　　元禄13年(1700)　　手書手彩　1 144×1 14.7　　　南波

梅村弥壱衡門刊　　元禄末(18世紀初)　木版　　　1280×122.7　　　両波

江戸時代中期　　　　手書手彩　　186 1×175 8(石上)南波

1862×1747(左上)

1855×175g(右下)

187 0×175 4(左下)

わかん

5　億漢三才園会巻62　63　　　　寺島良安　　　　　正徳5年(1715)以降　木版　　　　　263×185

6　中国図　　　　　　　　　　　寺島長安　　　　　享保12年(1727)　　手書手彩　1662×2600

7　大明都城図全　　　　　　　　須原屋茂兵衛板　　享保頃(1729年以前)木版手彩　　　778×932

8　大明国十三省之絵図全　　　　　　　　　　　　　享保頃(172D～30)　木版手彩　　　79 0x95 0

tEE舌ん

9　歴代事跡図完　　　　　　　　桂川再三　　　　　寛延3年(1750)　　木版手彩　　1825×1572

10　中国正続園　春秋地図(内題)　小池恒識　　　　　明和頃(1764-72)　木版　　　　　307×756

11窟主因　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代中～後期　手書手彩　　2129×1829

12　大酒岩鼻園　　　　　　　長久保赤水　　　天明5年(1785)　木版手彩　1858×1909

13違呈歴代州都沿革地図　　　長久保赤水　　　寛政1年(17B9)　木版手彩　　35.3×20 2

14　最義兵約書　　　　　　　北村凶郎兵衛刊　　寛政5年(1793)　木版一部刷彩　27.1×184

15　岳言図　　　　　　　　速水恒孝識　　　江戸時代後期　　木版刷彩　　50 5×70 3

16窟呈歴代大酒轟適量晶　　　八幡屋市郎兵衛他刊享和3年(1803)　木版両面刷　344×397
もろこし

17　唐土名勝図会(全6巻)

18　清朝-硫乏国会
もろこし

19　唐土歴代州都沿革地図

20　中国鳥略図(仮)
もろこし

21唐土中興)1/a革地図説完(2冊)
けし1よち

22　清二京十八省輿地全図

23　支那歴代沿革園全
もろこし

24.唐土歴代州都沿革図全

25､大酒歴代人物旧地全図

26　大清一硫図(内題)

岡巴玉山
せいたいえん

膏苔園誌

長久保赤水

葛飾北斎

南寿老人議

東姦信耕
'臥I Elん

二宮憧軒識

二宮憧軒識

鈴木本巣
しばた

新発田収蔵

くんLr

参考1天下九辺万国人跡蕗程全図　王君再刊
よす<んかん

巷考2　歴代分野興国古今人物事跡　呂君翰刊
-ただて奇

参考3　清俗紀聞(全6巻)　　　利tl忠英編

文化3年(1806)　　木版　　　　　258×182

天保6年(1835)　　木版刷彩　　　68 5×64 0

天保6年(1835)　　木版刷

天保1 1年(1 840)　　木版刷

轟永1年(1848)　　木版刷

嘉永3年(1850)　　木版刷

安政2年(1855)　　木版刷

安政4年(1857)　　木版刷

安政5年(1858)　　木版刷

江戸時代末期　　　　木版刷

彩　　　354×204

彩　　　41 0×532

彩　　　32.8×22 4

彩　　　34 3×23.8

彩　　　36 4×24.4

彩　　　37 1×24.7

彩　　　66.8×77.3

彩　　　49.5×72 8

岡　波　浪　岡　波　浪　波　浪　波　浪　岡　波　浪　浪　岡　波　浪　波　浪　波秋　南　南　秋　南　南　南　南　南　南　秋雨　南　南　秋　雨　南　南　南　南

遠点2年(1663)　木版　　127.1×123.4　　南波

康照1 8年(1 679)　　木版手彩　1 41 ,1×1 24.9　　　両波

寛政1 1年(1 799)　　木版　　　　27.0×1 8.7　　　弛長
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27　アジア図

28　アジア図

29　中国図

30　アジア図

31リンスホ-テン東インド地域図

32　メルカトル中国及び日本国

33　ホンディウス中国図

34　フラウ中国図

35　マルティ二中国　E]本図

36　デ　ウイ､ソトアジア東北部図

3ワ　ニイホフ中国近域園

38　コロネリ中国近域図

39　ア-中国近域図

40　ソイツター中国図

41中国新地図帳

42.ボンヌ中国及びタ)レクリア国

43　ボンヌアジア図

44　ハインリヒ中国図

Ⅱ　ヨーロッパ人が描いた中国

L　フリース　　　　1522年

A.オルチリウス　　1570年

し.ジョルヅヨ　　　1584年

G&Cデ･ヨーデ1593年

J　ラングレン　　　1596年

R　メルカトル　　　1606年頃

ホンディウス　　　1616年頃

VV Jフラウ　　　1650年

Mマルチイ二　　　1655年

Fデ　ウイット　　1668年

J　二イホフ　　　　1688年

V M　コ0ネリ　　　1690年

P Vアー刊　　　1700年

M　ソイツタ-　　1730年頃

Jタンヴィル　　　1737年

Mボンヌ　　　　　1771年

Mボンヌ　　　　　1788年

J Cハインリヒ　　1816年

木版両面刷　　40 8×55 8

銅版手彩　　　42 8×55 5

嗣版手彩　　　42 0×55 0

銅版　　　　　40 3×54.0

銅版手彩　　　40 3×53 2

銅版手彩　　　45 0×55 0

銅版手彩　　133×190

銅版手彩　　　49 0×55 0

銅版手彩　　　51 1×632

銅版手彩　　　50 gx63 0

銅版手彩　　　52 1×62 3

銅版　　　　　72 7×51.9(香)

圏　岡　岡秋　秋　秋

72.5×52 0(左)

銅版　　　　　38 1×492　　　　秋岡

粛司版手彩　　　54 0×62 0

銅版　　　　　53 2×37 4　　　　秋岡

翁司版手彩　　　37 3×50 0

銅版手彩　　　31 8×46 8

銅版手彩　　　34 4×43 2　　　　秋岡

はL,め

南波は南波松太郎コレクション,秋岡は秋岡武次郎コレクション､池長は池長孟コレクションの略ですo
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(3)ギャラリー

展覧会名 ��｢�内容 

昇外義素描展 �(ﾈ�#I?｢盈ｒﾒ�Hﾈ�#�?｢盈ｒ�所蔵品の中から神戸に在住し た日本画家､昇外義の本画と素 描を展示し､画業を概観した○ ※出品日録は前年度の年報(NQ 16)に掲載D 

神戸ゆかりの 滴ﾈ�#)?｢�7鋳ﾒ�金山平三､田村孝之介､林重 義の油彩作品と､林のリトグラ フを展示したo 

芸術家たち展Ⅰ 度ﾈ���?｢�竰�

山下摩起展 度ﾈ�#�?｢盈ｘ�����ﾈ綺?｢盈ｒ�有馬出身の異色の水墨画家. 山下摩起の作品25点を展示し､ その画業を概観した○ 

生誕100年記念 ���ﾈ繦?｢�7鋳ﾒ�兵庫生まれの別事博資(1900 -76)の代表作25点を展示し､ 画業を回顧した○そのうち16点 

別車博資水彩画展 ��(ﾈ繦?｢盈ｒ�は､県内の所蔵家諸氏よりご出 品いただいたoご遺族はこれを 機に『別車博資作品集』を刊行○ 

神戸の書展 ��(ﾈ纖?｢�7鋳ﾒ�上田桑鳩､宇野雪村､深山龍 洞､安東聖空ら､神戸と深く関 
2月4日(日) �.ﾘ.�,�*ｨ.xｽ��8,ﾈ��;丶X/�8ｨ�ｲ�6�+X+ﾙ�ﾈ��,ﾈﾞﾉV�/�5x麌+X+ﾘ�ｲ�

神戸ゆかりの �(ﾈ繦?｢��R辻�館蔵の日本画14点を展示Dと くに佐賀県に生まれ､大正末頃 

芸術家たち展Ⅱ �8ﾈ�3�?｢�7鋳�に神戸に移り住んだ日本画家､ 菖蒲大悦の作品5点が寄贈され たことを機に､特集展示したo 
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山下摩起展　出品目録

1　書簡

2　夜の梅

3.白梅

4　早春

5.蓮池

6.葡萄

7　桃

8.瀧

9.渓流

10.鯉

ll.水鳥

12.瑞鳥

13.薫

紙､クワ､ソシュ

紙本墨画

紙本淡彩

紙本墨画

紙本書色

紙本墨画

紙本淡彩

紙本墨画

昭和36年(1961)　　　紙本墨画

昭和41年(1966)　　　紙本墨画

紙本墨直l

紙本淡彩

昭和36年(1961)　　　紙本墨画

14　金剛力士Ⅰ (四天王寺五重塔彫刻絵)　昭和36年(1961)　　紙本墨画

15.金剛力士Ⅰ (四天王寺五重塔彫刻絵)　昭和36年(1961)　　紙本墨画

15　金剛力士Ⅰ (四天王寺五重塔彫刻絵)　昭和36年(1961)　　紙本墨画

17.多聞天

18.不動明王

19.文殊菩薩

20.菩薩

20.菩薩座像

22.如来座像

23.昇竜

24　青梅

25.阿弥陀三尊

昭和41年(1966)　　紙本書色

紙本著色

細:本著色

離本書色

昭和36年(1961　　　紙本墨画

昭和41年(1966)　　　紙本淡彩､裏箔

昭和30年(1955)頃

昭和43年(1968)頃
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別事博資水彩画展　出品目録

1.神戸山手風景　　　　　　1931(昭和6)年

2.坂のある風景　　　　　　1931(昭和6)年

3.湊川トンネル西口　　　　1932(昭和r7)年

4. 1E)栄町風景　　　　　　　1 932(昭和ワ)年

5.神戸･造船所風景　　　　1930年代後半頃

6.道頓堀川　　　　　　　1 940(昭那5)年頃

7.メリケン波止場　　　　　1940(昭和15)年

8.海岸通(A)　　　　　　1952(昭和27)年

9.雪晴れ風景　　　　　　1954(昭和29)年

水彩　紙

水彩　紙

水彩　紙

水彩　紙

W,キャンパス

水彩　紙

水彩　紙

水彩　紙

386×505　　当館蔵

389×503　　個人蔵

365×475　神戸地下街株式会社蔵

442×589　　当館蔵

335×458　　個人蔵

474×637　当館蔵　　　　第14回全開酉洋画展

22 1×31.7　　当館蔵

26 5×359　　個人蔵

水彩　紙　　378×565　個人蔵

10.谷間の竹林　　　　　　1954(昭和29)年　　水彩　紙　1038×690　個人蔵

ll.神戸風景　　　　　　　1955(昭和30)年頃　　水彩　紙　652×818　個人蔵　　　第1憎】 Ej展

12.初秋･宍粟の農家　　　　制作年不詳　　　　水彩　紙　559×756　個人蔵

13.秋の哉林寺　　　　　　1960(昭和35)年　　水彩　紙　379×538　個人蔵　　　マルセイユ現代美縮屈

14.栴種の木のある風景　　1960(昭和35)年頃　水彩　紙　104.4×697　兵庫県立兵庫=業高等学校蔵

15.神戸港風景　　　　　　1961(昭和36)年頃

16.クレセントピル(神戸)　1962(昭和37)年

1 7.神戸京橋　　　　　　　　1963(昭和38)年

1 8.神戸風景(県庁前)　　　1 963(昭和38)年

19.取訪山より神戸港を望む　制作年不詳

20.シテ･パリ　　　　　　　1964(唱和39)年6月

21.セーヌに釣る　　　　　　1964167(昭和39-42)年

22.九十九里浜　　　　　　1966(昭和41)年

23.センタンの並木道　　　　1964(昭和39)年

24.箱根風景　　　　　　　　1 968(昭和43)年頃

25.石の宝殿　　　　　　　　1971(昭和46)年頃

水彩　紙

水彩　紙

水彩　紙

水彩　紙

水#　#

水彩　紙

水彩　漁民

水彩　紙

690×1030　精機工業所蔵　一水会屡

69.4×1022　当館蔵　　　　第50匡Ⅰ日本水彩面会尾

692×1020　当館蔵　　　　第25同一水会展

38 1 ×54.4　　当館蔵

37.8×550　精機工業所蔵

340×452　　個人蔵

652×1000　当館蔵　　　　第29回一水会展

693×100.1当館蔵　　　　第28画一水会屡

水彩　紙　　705×1038　精機=業所蔵　第26国一水会展

水彩　紙　　674×1004　個人蔵　　　　第30匝】-水会展

水彩　紙　　688×7029　個人蔵　　　第35回-水会屡
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神戸の書展　出品目録

1.　上田桑鳩　　明月　照積雪

2.　宇野雪村　　命(MY(ラ)

3.　深山龍洞　　昔　が　た　り

4.　　,'　　　つ　き　の　夜

5.　　　〃　　　　与謝野晶子うた

6.　　/'　　　若山牧水のうた

7.　　/'　　　孤　　　　独

8.　　〃　　　　芭蕉俳句二句

9.　安東聖空　　波音(しののめの)

10.　　,/　　　尾花(ひとむらの)

11.　　〃　　　　さゆらぎ(深山木の)

12.　　　〃　　　　さ　ん　彩　の

13.　　,,　　　墨　の　香　や

14.　　　〃　　　　や　う　や　く　に

15.　　　ケ　　　　白　　梅　　や

16.　　,/　　　明月や　他2首

17.　　　〃　　　　鳴　く　しかの

昭和16年(1941)

昭和57年(1982)

昭和35年(1960)

昭和37年(1962)

昭和42年(1967)

昭和50年(1975)

昭和50年(1975)

昭和52年(1977)

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

昭和44年(1969)　　日　　　展

昭和49年(1974)　　日　　　展

昭和50年(1975)　　日　　　展

昭和51年(1976)　　日　　　展

昭和54年(1979)　　現代書道二十人展

昭和55年(1980)　　日本の書展

昭和55年(1980)　　現代書道二十人展

昭和55年(1980)　　日　　　展

昭和56年(1981)　　現代書道二十人展

神戸ゆかりの芸術家たち展Ⅰ　館蔵の日本画　出品日録

1.　池田造郁　筆　　雪の神戸港

2　　菖蒲大悦　筆　　武庫の夕陽(表六甲)

3.　　,'　　　　　金仙寺湖畔の秋(山口町金仙寺)

4　　　,'　　　　　初夏の池畔(修法ケ原)

5.　　,,　　　　　有馬から北摂を望む

6.　　,'　　　　　渓(箕谷渓谷)

7.　山本大慈　筆　　農(しん)

8.　LLl下摩起　筆　　尊徳

9.　　　〃　　　　　　紅梅

10.　　　〃　　　　　　夜の梅

ll.　土肥武雄　筆　　月明

12.　昇外義　筆　　　天の橋立

13.　　　〃　　　　　　宮島

14.　西田異人　等　　暮れゆく街

1947(昭和22)午

制作年不詳

制作年不詳

制作年不詳

1972(昭和47)午

制作年不詳

1984(昭和59)年頃

制作年不詳

制作年不詳

制作年不詳

1977(昭和52)午

1990(平成2 )午

1990(平成2 )午

1993(平成5 )午
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絹本着色　　　第3回日展

紙本着色　　　　第4回総合展

経本着色

紙本着色

紙本着色

紙本着色

紙本着色　　　第33回春季院展

紙本着色

紙本着色

紙本塁画

紙本着色　　　サロン･ドートンヌ

紙･鉛筆､墨

紙本着色

紙本着色



(4)デュオこうベ　ーアートインフォメーションー

展覧会名 ��｢�内容 

中国の青銅器-i 糞�ﾈ��i?｢盈ｘ5"ﾒ�当館に寄贈された､故西村敦男氏蒐 
4月18日(火) 偖x,ﾉ�);ｨｮﾘ5(8ﾈ4�5h8x92淫Hﾎ8ｯｨ��蔗�ﾙ��,ﾉ(h*�.zH橫騏"�48,�,y�9Uﾉ4��

中国の青銅器-2 滴ﾈ�#�?｢盈ｒﾒ�
5月16日(火) �,磯�{�/�5x麌+X+ﾖ��

やきものとガラス-1 店ﾈ���?｢盈ｒﾒ�当館所蔵の陶磁器の中から中国.景 
6月20日(火) �;�X,ﾉ�YWId8ｮﾚI�h､x,ﾉtﾉ68鷙ｮﾘ,�,r�/�5x麈�*�.ﾘ+�,JIhｹib駝韭�,ﾉ���ｲ�4ｸ8�5�/�5x麌+ZC���(ｴ�,ﾈ���ﾔ杏ﾉV��

やきものとガラス-2 塗ﾈ�#)?｢盈ｒﾒ�
7月18日(火) �,ﾈ4�985ﾈ8ﾘ5x�ｸ/�韋-ﾘ+ﾖ��

大和路の瓦-1 度ﾈ�#�?｢盈ｒﾒ�故柳田義一氏が蒐集し､当館に寄贈 
8月22日(火) �+8.ｨ+ﾙo�s�5�,ﾈｪ(,亊h+x.倬�{�,ﾉ(h*��.zI�Y��&饑ｸ,�*�*(,H�7�+X+ﾘ,h+8.｢�.儖)+倬��8*�.xｩ���鳬�8-ﾈ,X,ﾈｪ#�Y5��

大和路の瓦-2 嶋ﾈ�#Y?｢粟�����
9月19日(火) �,ﾉ5x麌/�ﾗ8,�+ﾖ��

9月21日(木)- �7ﾘ6(6�蝌ｼh,ﾘｽ��9��ｹJﾙ5x,ﾉ�(/�'｢�

10月17日(火) �*(+ﾘ�wh蝌ｼh,ﾈ耳,(,X*�.芥+ｸ,ﾈ8�7��8ｸ,�,ﾘ鳬�9Gxﾆ�*ｩ�iEｨ*ﾘ防+X�+8.ｨ,B�*(.��gｹ5x,X,ﾘ+�,ﾈ7ﾘ6(6�8�7�8ｸ/�,｢�

10月19日(木)- 

11月14日(火) �+X,I��ｸ,ﾉ��讓/���櫁+X+ﾖ��

地図皿の世界 ���ﾈ��dX�｢盈ｒﾒ��ﾈ��i?｢�竰�伊万里焼染付の日本図皿を中心に､ 江戸時代中期から明治にかけて造られ た地図皿を展示o工芸品の文様として 表現され､デザインのひとつとして親 しまれた｢地図｣を概観したo 

神戸の街角 ��ﾈ���?｢盈ｒﾒ�Hﾈ�9?｢�竰�現在の中央区に焦点をあて､神戸開 港後の明治中期から昭和初期までの､ 約半世紀にわたる街並みや人々の風俗 の移り変わりを､11枚の写真パネルで 紹介した○ 
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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C

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､自由に手で触り､

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｡

■見るコーナー

博物館で資料展示が困難な､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H本語.英語いずれも聴けるようにしてあり､各

自が自由に見たいものを検索できるようにしているo

また､写真パネルでは､昭和初期と平成2年､ 13年の神戸市内15カ所の定点比較ができる｡

■触るコーナー

常設展示の原始･古代部分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､国宝桜ケ丘出土の6号銅鐸レプリカ(複製)にも触れ､銅鐸の音色を楽しむことができ

る｡壁面に措かれた縄文･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｡

J考えるコーナー

コンピューター方式でクイズ番組4台､館蔵名品案内2台を設置しているo

クイズ番組用の4台では､神戸に関するクイズを13番組から選択できるようになっているo

館蔵名品案内用の2台では本館発行の｢神戸市立博物館　館蔵名品図録｣掲載の100点の資料

に関する写真及び解説を､ ｢原始･古代の神戸と日本｣ ｢中･近世の神戸と日本｣ ｢近代の神戸と

日本｣ ｢古い地図　描かれた日本と世界｣ ｢南蛮美術｣ ｢江戸時代の絵画｣ ｢江戸時代の工芸｣の7

つのジャンルから検索して見ることができる｡

(2)図書室

神戸､東西文化交流､考古､南蛮･紅毛美術に関する書籍の4分野を中心に､雑誌･辞典･豪

華本･全集など本館の基本テーマに関するものを収集している｡

館内の展示部門の基礎的理解を深めていきたい人､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o

-56-



4　普及事業

1.博物館独自の事業

(1)特別展｢海の考古学｣こどもスケッチ大会

(2)博物館たんけん隊

(3)縄文再発見(復元縄文土器)

4)ミュージアム講座

10. 12　｢平戸松浦家と海外交流の資料｣

11. 9　｢神戸美術散歩｣

12. 14　｢阿蘭陀通詞と洋風画｣

1. ll ｢中国を描いた古地図｣

2. 8　｢川西英と神戸の風景｣

3. 8　｢神戸の古墳と三角縁神獣鏡｣

(5)ジュニア･ミュージアム講座

第3回｢古文書を読む｣

第4回｢南蛮美術を楽しむ｣

(6)講座　古地図を読むII

(7)特別講演会

O ｢海の考古学｣

人人人人人人9　3　3　4　1　01　LP　3　3　3　3

業作示

学　　　展見　　　会会跡形成覧覧達成焼展展

0

4　　　　　　　9
㌧　　　　　　＼

22513122829

成揮学芸員

岡学芸員

勝盛学芸員

国木田学芸員

金井学芸員

松林学芸員

.i.1山　回

3　3　3人人人2　6　02　　　　79　10212　3　21　0　61　1　211　2　14　3　91　　1　　110　1　1

O ｢ぴぃどろ･ぎゃまん･ガラス｣

O ｢平戸･松浦名宝展｣

O ｢大古墳展｣

6202912262 1　51 ll 055788　101 ll 1　2 人人人人人人人人人88別8000806000800

2　　　　3

(公開対談)

人人人人人人　　続続航049590969 193　　連速達

(8)学校団体オリエンテーション

幼　稚　園　　　0園　　　　　0人､　　小　学　校　　　51校　　　3,796人

中　学　校　　　46校　　　2,626人､　　高　　　校　　12校　　1,008人

大　　　学　　18校　　　　697人､　　専門学校　　　2校　　　　88人

盲養護学校　　　1校　　　　66人､　(　計　　　130校　　　8, 281人)

2.共催事業

(1)映画会｢第2回市民ロードショー･ジェラール･フィリップコレクション｣

5. 26　5. 27　5. 28

(2)こうべ歴史たんけん隊　　11. 3

(3)邦楽演奏会及び講習会　　12. 17　　　清元､長唄

1. 21　　新内､常盤津

2. 17　　　地歌

3. 3　　　須磨琴(青少年のための邦楽入門)

(4)午後のシャンソン　　　　　3. 4　　　森田　恵

3. 11　　安井慶子

3. 18　　　森　潔

3. 25　　　あべひろこ

※　複数回開催の講座等に関しては､のべ人数とした｡
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5　平成12年度　事業一覧

特別展開催日数163日,開館日数287日
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6　刊行物

平成12年度の刊行物

特別展図録　　文化財保護法50年記念　海の考LJ】学　　　　　　　　　　　　800円

ぴいとろ･ぎゃまん･ガラス-n:戸時代から明治･大正-　2,000円

館蔵品目録　　美術の部　No17　斬Fl祥次郎役者絵コレクションI

歴史･考古の部　Nct17　古文書V-酒造関係文書1

研究紀要　　Nct17

年　　　報　　No16 (平成11年度)

博物館だより　NQ68 (平成12年4月) -NQ71 (平成13年1月)

軒価 

57('82) ��剿DTｩ���

57('82) ��柁/桜ケ � 薄ﾃ�fﾉ���

57('82) �� 剴S���

57('82) ��儺l可の旅展 免ﾆfﾉ���

60('85) ��剳� ��

63('88) �8抹Bx�����塔���

3('91) 亊俐韜｢����"ﾃ8�R��

1('89) ��剪ﾒ�

6('94) ��剴"ﾃ����

9('97) ��剴"ﾃ����

10('98) ��剴"ﾃ����

12(loo) ��剴"ﾃ����

平成12年度前半期カレンダー
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ユ00円

200円

500円

500円

NQ �$､､ｦiw"�刮ｿ格 泌��十本 刮ｿ格 

1 鉄rﾃS��｢�儂r�700 湯�3イ 冑��500 

2 鉄�42�皮 �5()0 ����4∠ 冑��500 

3 田���皮 �700 免ﾂ� �500 

4 田�D�7���600 ��"�6年度 �500 

5 田(ｾR�皮 �800 ��2�7,8年度 �800 

6 田2�痩 剞關關ﾘ ��B�9年度 �500 

7 仗��皮 �900 ��R� �500 

8 ���500 ��b�11年度 �500 

博物館だより　NcL68 (2000年春)



研　究　紀　要

No ��内容 

1 鉄ｂs�2�� 

500｢tJ ��

A-i即 ��

2 鉄窒sィ��c��冷� ��

常州繁｢赤穂義士報復Lq｣と若十の銅版L軒作品をめぐって 

3 田�Ｔコ��束描糸車耽須恵器ff:_塵の成立と展開-神出F]L襲此群を中心に- 

E1lL切 �� 

4 田�Ｔッ�� ��

800H � 

5 田"Ｔビ�� ��

500m �--1外l封入居留地の-一側面- 

6 田2Ｔモ��CS�fﾉ��� 

7 冦竏�ｳヲ�� 

300円 ��

8 �"Ｔ����｢石峯,T:程塚｣遺物の再検討 

300PJ 庖GI}i88ﾆ�幌Z)li�丿ﾘ,�,(*(,Bﾙ(i�)LYm磯�{�*�.x,ﾈﾖﾈ��/�(i�8,辻�

9 �2Ｔ���� 

300PI ��

10 釘Ｔ�"��r伊能剛に関する若干の考察 

300円 ��

ll 迭Ｔ�2�� 

500円 ��

イf峯寺如法大般若群について 

12 途Ｔ迭��｢大日本国地震之図｣の資料紹介 

500Fl】 �� 

13 唐Ｔ澱�� 丿�｢�ﾖﾈﾌ8ｭ俶ｨﾖR�

500円 ���ｸ�6鮒H饂渥傀ｩ��ﾆ�9ｸ,ﾈﾝ齏�,�,(*(,B�

寸上家文番について-特別展｢鎖国長崎貿易の華｣補遺- 

14 湯Ｔ途�� ��

500円 刄Yワル江戸を歩く-寛政元年臆采のヒクイドリー 

15 ���Ｔ唐�� 佩ﾘｮ(,i?ｩgｸ,ﾉX(､rﾘ�)Oﾊ(ｭY�(ﾎﾘ週i{�Jﾙ5x讖zｪ8/�-�*�,�,Bﾒ�

500円 剽哩茶mート-地Elおよび地図的作,u.への下がかi)とLて- 

16 免ﾂＴ湯�� ��

500FLj �.物錯所蔵｢聖フランシスコ.ザビエル像｣の 

る概要 

17 ��"�#����� 

500fJ] 佩ｨ.�*�*�.佩ﾙW�自�韃(鮖��(ﾊigｹ.ﾙ�h蟹�X�Bt�)xZ8/�-��

ぐつて- 

r御朋唐木細二1二物雛形jについて-近lit後期長崎におけ 
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展　覧　会　図　線

ifi一価 

57 ���"ﾃ��R��

('82) ����Tt切 

58 ��白ﾅ､��

('83) ����切 

占 ���+X*"�

59 ��白�ﾂ���初 

('84) ��剞ﾘ 

fll切 

60 �))｣��五一T年の秘宝_展-q咽天津1JJ~文物展- 儼����

('85) �8ﾒ� 儼����

61 �?�8b� ��ﾃs�ｒ�

('86) ����ﾃ3���

62 ��儼����

('87) ��粕粘����

品切 

63 ����ﾃS���

('88) ��儼����

卑弥呼の綻展 � 

1,500 

luJ切 

元 ���"ﾃ����

('89) ����■T切 

占~[17切 

2 ����纉���

('90) 况�� ��】】切 

{J- 偃葦��lFlIl切 

3 ('91) ��儼����

4 �;ｩ�h,ﾉ�(､X自&�,ﾉ��-h,ﾊ(*(,ﾈ.�2ﾒ�鳴�'1切 

('92) �(b� 鼎���

5 �H,b��ﾂ�魔� �"ﾃ����

('93) � �"ﾃ�;��

品切 

6 俚ﾒ��"� �"ﾃ����

('94) � ���ﾆﾉ���

7 ('95) ���3���

8 ��鉾B�1切 

('96) ���"ﾃ#���

9 ���"ﾃ����

('97) ���"ﾃ��ｲ���

10 ����ﾃC���

('98) ���/������

2,000 

ll ����ﾃ��R��

('99) ����ﾃ����

12 ��塔���

(2000) ���#����



館　蔵　品　目　銀

地　　rxl　　の　　部 し　　･1l L'､　:r, 考　EII .燃　史　の　郎

南淡コレクション
岬界LSEl　日本r対

向波コレクンヨン

分･l車目測･地力L9']郡付凶

南波コレクション
諸LilLXl　都制xl

向波コレクション
71-F]1文J　京都図　大坂傾

向波コレクション
外【利対係Lx] ･北海道関係L実l

秋岡コレクション
牡界糾･日本[9(1 ･ 71二戸図

郁｢!lLXl ･諸ll]LXJ等

秋岡コレクション
天文除草関係Lxl ･暦

秋岡コレクション
外相製地[138 ･外国弓削xJ書

秋rB]コレクション

地瑠J､デ:関係育･測道関係讃･
港籍(大文地押測巌等)

秋伺コレクション
道中関係【3(] ･周辺地域r套l
(小S'原･漂流　航海･北海

道)　その他

新収蔵rtl-地問

( tti地[3(]資料13号にて完結)

l手招く美術

鼻梁美術･民崎派･授崎版L郵

江戸時代諸派

浮Lu_絵版1曲目
tTJ.系

浮lu_絵版I由l ]

江Jl系補遺･上方系
大坂系･稚系

イ1版痢

銅版IhJ

Tl二､

文方I
博毘会巌比会　横浜　浪速･
神Ji芋川綴･開化雑絵･御lF.J
･外LJt]人物【東】等･中華船破獄

救助感謝,伏綴･輸出茶rffl標
酪配炉r等縛･図.g:

近代絵L軸

号∴村ヒ家(阿蘭陀
川島家文rtF

1対係丈許　絵問.版【dl】
･ 【瑚lff原稿類.その他

文吉Ⅴ
本木家文,召邦文資料･ rP】欧文
貿料(F謂雑舎利)

付し金次郎コレクション
楠JE成および太平弧関係費利

別串博資T字牡絵コレクションⅠ
江戸･東京版行の浮虻絵資料

別事博資浮押絵コレクションIl
大坂I l;･,版行の浮帆絵姿料

朝脚祥次郎役者絵コレクンヨンⅠ
大坂　以版行の浮供給資料

写真･絵栄讃Ⅱ

引札Ⅱ

神rlJ桁関係絵地附Ⅲ

木川虫日刊‖
丈･文教=家係文周関家岡村〓い｣　p

r/卜=r:
Ⅱ家文文藷田家家文八村路

Lil

Pl本I fl'造Jl). I TfT銃II

-)_;･Ll. ･ lLL:AJ_いlTl

古文寿Ⅲ
兼吉家文浮

写兵　絵柴発nr

古文書Ⅳ
住善良運商社文蕃

古文書V
酒造関係文書1
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収蔵資料
1　新収蔵資料

(1)平成12年度受贈資料

資料名

昭和11年観艦式関係資料

常本村阿弥陀堂版木(前欠)

董烈筆　花寵に文鳥国

荒木千洲筆　福禄寿三星lx]

柳沢伊信筆　山水囲

cBノ､-ナード筆　神戸海岸通り風景

cBバーナード筆　三宮神社付近風景

cBハ-ナード筆　神戸居留地北端風景

川西英筆　神戸風景

川西英筆　ダリア

川西英筆　金魚

絹サテン写真

川西英作　神戸首景(別事博資旧蔵)

神戸百景展目録

武者絵役者絵(小判浮世絵)

(2)平成12年度購入資料

7.奮画作品

雪機定然筆

独呼L性獅書

上野若元筆

斎藤雀亭筆

董九如筆

渡辺玄対筆

歌川国芳画

中井芳瀧画

歌川芳虎画

神原浩画

神原浩画

ィ.工芸品

マーストリヒト(p.レグウ一葉)

イギリス･ド-ソン窯

中国･景徳鎮窯

中国　景徳鎮窯

中国･景徳鎮窯

神戸薩摩

神戸薩摩

点02

量　件　枚幅幅　幅　面　面　面　画　面　面　点　　括点　占…数14　1　1　1　1　1　1　1　1　1　1　7　　1　1　L

岩蘭図

税花道生侶

太公望図

福禄寿三星図

枇杷金鳩図

白梅白頭翁図

近江の国の勇婦於兼

源氏須磨之浦　四季之内春之図

源義経蝦夷渡ノ図

両の新開地

メリケン波止場

蒔絵煤に牡丹文青色ガラス徳利

切子金赤被せ鯛形ガラス皿

切子菊文ガラス主物

色絵静物に花井文大皿

染付イギリス風景図大皿

染付楼閣山水文深皿

染付楼閣山水文菊形深皿

染付楼閣山水文深皿

色絵菊花文大壷

色絵山水文壷

-62-

寄贈者

石原敏男

常本村自治会長　石井正裕

(i)･層雲　山田裕嗣

㈲帰雲　山田裕嗣

㈲帰室　山田裕嗣

Otto R)tter

Otto Rltter

Otto Rltter

小路菊三

小路菊三

小路菊三

Fullllko SanzlO nee Uchlda,

内田満利子

伊勢上久子

伊勢上久子

伊勢上久子

続

帽幅　幅幅幅幅枚　枚枚　点点　　　　点枚合枚枚枚枚枚点　点1 1 1 1 1 1 l　1　3　1　1　　　　　　　　1　1　1　1　1　2　2　1　1　1



長崎か京都製　　　　　　　　　　　　青貝細工ヴィーナスにキューピッド文煙草入れ　　1点

桃色地花鳥虫文梯形附綿天鴛城鏡入れ　　　　　　1点

ウ.古地図資料

鉄道省

志都連屋蔵梓

G. 7アルク

エ,歴史資料

藤井忠弘図､玄々堂錦

オ.書籍資料

杉田立卿訳述

石川大浪画

架山按

スワンメルダム著

森琴石編

木原梅屋栴輯

カ.複製資料

鉄道旅行案内

豆州下田港図

ヨ一口ノバ図

1=山口村絵図

引札　海産物依托問屋　小笠原商店

兵庫港遊歩規定図

神戸在留外国人関係写真

神戸博覧会場案内図

海岸通突堤･神戸税関所属繋船浮標用

船名節｢長久九｣

眼科新書

曹全碑

昆虫詰

墨香画譜

明治名家倣古画譜第二集

温泉紀遊

垂水町勢要覧

川崎造船所営業案内

摂津Bl兎原郡山論裁許状(写)

神戸名所写真帳

桜ケ丘第5号銅二乾複製品

桜ケ丘第6号鋼曳複製品

手芸ケ丘第7号鋼曳複製品
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1冊

1舗

1枚

1舗

枚　枚括　枚　枚　点1　1一1　26　1

真写青等

枚42

冊　帖　冊　冊　帖　冊　冊　冊　通　冊　　　　ロ　ロ　ロ6　1　1　4　2　1　1　1　1　1



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駑Bﾖ･｢飃��21ロ 冢ﾙ�h鳬�9(hｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��#づ2�3��絵第1257号 ��y�ﾈ唏ﾏ(ｵ)F陝��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帽 �8ﾘ�(鳬�95i�3��D窿�S�2��

重要文化財 傴ｩ��C2ﾃBﾃ#R�絵第1625号 俶ﾈﾅ9�ﾒ��(､Y�ﾒ�8曲1及 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�C9D窿������

(附指定) 宙諸��Sb綯絣��劍�hｸﾈ抦鮑徂譜�,ﾉXﾙ�韈y.��

重要文化財 兌ﾙ�ﾃr綯��R�絵第1938号 �>ﾉM胃)Yr稲ｹnﾉ>��iTﾒ��6曲1汲 �8ﾘ�(鳬�2�

重要文化財 兌ﾙ�ﾃ偵b�3��絵第1957号 ��ｨ�(ｩ����z(5�Vﾉ�ﾒ�域僥靱ﾘｫ�ﾒ��2曲1隻 亅��ﾓ吋窿�s澱��

重要文化財 兌ﾙ�ﾃ�"綯�#r�絵第1974号 ���7H8�985h5�5"�5X9H484x8ｹ�ﾂ�1面 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

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��#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281の26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 12年度資料補修

資　料

渡辺鶴洲筆

真村置江筆

渡辺秀乾筆

渡辺秀乾筆

渡辺鶴洲筆

伝石崎元徳筆

伝石崎元徳筆

渡辺秀之筆

名

梅に鶴図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

双鶴図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

雪梅鴛奪回(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

菊右図巻(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

双鶴図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

雪中鷺図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

流汀群鵜図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

漁父図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

伊能忠敬筆　日本国地理測量之図

橘　保春筆　高野山細見絵図(上･ ド)

A.ロダン作　ジャンヌ･ド･フイエンヌ像

青貝細工花鳥図箪笥
バルサンコノパイハ入り薬瓶

近代史資料(神J硝至済日報付録他)

C.B.バーナード筆　水彩画(神戸海岸通り風景他)

神原　浩作　銅版画(メリケン波止場他)

別事博資等　水彩画
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量枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚体梓式数　1　1　1　1　1　1　1　1　1　2　1　1　1

枚枚枚微3 1　3　2　2

備

本紙補傾

本紙補修

本紙補修

本紙補修

本紙補修

本紙補修

本紙補修

本紙補修

装

装装薬子葉装装装

考軸軸軸巻軸軸軸軸

裏打補修

裏打補修

洗浄･保護剤塗布

本体補修

付属木箱･文書に付着した

薬剤の溶解･脱色

真空プロテノク

マット装

マット装　額装

マット装



4　資料の今寺別利用

(1)館外貸出

貸川先(会場)　　　　展　覧　会　名　　　　　開催別間　　点数　　　　　　　資　　料　　Jf'

倉敷l汀､'/一美術館　　　池rtl遥郁Fl.個展　　　　　12. 4.ユー5. 7　1 1年の神戸港(池田遥耶)

余吉博物館　　　　　遺跡が語る伯者国　　　12. 4.卜5. 7　　3　人口古瓦経塚Ilj.ヒ瓦経(般il.一心稗､法鮮締)

神rl-港振興協会(柵f　常設展'),-　　　　　　　　12. 4. 1-13. 3.31 1　ブロンズ製平清盛像(西村公朗)

海洋博物館)

長崎市立博物郎　　　　人出島展　　　　　　　　12. 419- 6.15　105　蘭船岡(捌寿融監)　和蘭陀船.1欄(蟻義隣)　阿I斌

陀船人津之図　阿蘭陀人貨物試星図(以1人利f_ii版)
vocマ-ク入り小型艦載砲　染付楼閣山水文人Iul

(マ-ストリヒト窯)　オランダ色絵mL各椎(デルフ

ト)吸付【顎洋風崇国民Pl形人血(イギリス製) LEY-

DTSE POORT/MUYDER POORT (長崎版l由l) l訓脊

髄館E封巻(仁､渡辺秀才】)　長崎僻麟1節r父Ⅰ巻(広川文等)
トゥーフ像　プロンホフ家族lxl (イ捕i融.LIIJ　糾毛舛

女同(松JI慶仲)　阿蘭陀人之LX] (釘巌版)　御=川

館u記　肘羊婦人同(石川大泊)　史的IHe,,じ(ゴノ
ト7リート)　狩猟家と鳳J了◆ (リーチインガー)戯瞬

摘芳　書錨　形影夜前　大Ld7｣は瀕(ライレノセ)人体

解別間(ヒトロ-)　草木誌(ドドネウス) Ji川斯

n古(森紗Tl良) .dLll.i;鳩l一段日収討之lXl (歌川川)i)

アンポイナ肖珍缶物産集成(ルンフイウス)　T､P絵ア
ルマニア珍薬物集之問(歌川ごま瀬)　和もボンポコボ

ン(L7q.竿楽)　矧司風,冒.人物l実1 (榊右隣)　色絵象に

イント風俗l粁qll,_　色絵阿軸W'k人､ン傑人皿　色絵FhJIも那ヒ

人文射.]碗(以l二有ul襲)　令彩花舛丈枠イJ敵　脚イ｣
カラス杯捕　食彩ぶとう文脚1･Jガラス杯(以rオラン

ダ製か)　彩絵阿蘭陀人文緑色カラスft]瓶　ブラ
ヴュールr耶r紋章文主イJガラス大杯　緑地大便文様u1

秒　東砂練合せ下着宇　赤色丈ピロ-ド紙入れ　和製令
(.qJ苧脇差　花模様余暦韓たばこ入れ･つ綻げ象令lミ

花模様金麿lti･紙人　デイアナ模様金唐草席Flr-1人れ　象

牙彫柑洋人文小箱(稲辺大l )　染付恭'jL船に日本地
L父】皿　染付山方3風巌rぎ】角形ull　染付象に阿F酢と人文鉢

射･川巨に阿l那己人文卜角向m　吸付帆船に阿蘭陀人文
鉢　射･J-遠眼鏡に阿蘭陀人文11止　色絵鮪舵に阿l孝紺E人
文鉢(以上有即窯)　染付帆船岡皿(伊'jLl'焼)染付Iq一

作風鼓図大皿　射.J'洋文字紋章に唐草文茶人(以r京
焼系)　染1.1蘭学文LL戸町m (亀山悦か)　染付艮崎

港FxT碗　　射す祥文字文鉢(以上亀山焼)　染付阿蘭
B'巨人に西(flg,し崇図水指(京焼系)　射寸イギリス城郭

Ll;(l皿(イギリス製)騒配同(窪田零鷹)　グラウユーラウユー
LIH:古家li三

ヴェール

ス血　色

ルオランダ船文ガラス入り髄甲櫛　存月細f

阿煙や入れ　☆il紬r二花鳥【X]蛙草人jl,グラ
vocマ-ク入りrlf川行灯　つる朝顔形ガラ

細岡rtj美術館･hJ3根県　H本の芙　笑い
､'/美術館

絵芙蓉手vocマーク入り大Lnl (有凹無)　蒔絵咋

げ人物†Li像プラーク　蒔絵ネロ宮殿固プラーク　.ド
[1Ll孝辱r鑑　大窮(歌川司芳)

12. 4.21- 625　　7　晩了和rYJlHT(r']鴨江漢)　ヒポクラテス像捕りト砲　一)

虫合戦拭(春木胤某) /t1-人形浅草矧JI (歌川何方)

関羽像(オオタチュウゾウ)　群仙星祭【珂(河村紫芝)

象の戯遊(仰々周磨)

たばこと塩の帽物館　)引司の風--7LFl一時代京都が12. 4.22- 5 28　　60　納【1-洛外陳l　観能LX)都の納会寺固レプリカ　房吉配悦

見たヨ一口ノバ
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(窪田雪鷹･池長コレクション)　紅毛人風俗L那手旗L

l叫蘭陀風俗脚韻(以L松尾秀IrE)　反射Jtのぞき眼鎚

L打視式のぞき眼鏡　オランダ城郭図眼鏡絵　京掛frLq

R比鏡絵L2(l巻(l云H山応挙)　八坂剛艮続絵｢【川僻敷

rxl脱税絵　九条橋より大仏殿を望む図眼鏡絵(以上イ云

｢り山応挙)　阿繭FE学科問　阿頗陀ヘイリコンノ名城

問(以上不韻斎)　西洋国大船のlX]外国船阿Ifl街

戦闘榊　西洋Jl侯図　西洋人支那紀行之LXl　机lh (以

L松本保釈)　肥前長崎九LIJ (岡田春燈斎)　バルサ

ンコソパイハ入り薬瓶　阿蘭陀入京若諸勤T,'wE　蒔絵

南蛮人文箱　織部瓢形きせる　金唐草障泥　姫路耶吋

蘭P･E婦人文枕　阿蘭陀毛醗　亀甲に六稜敏文縫合史紗
下着　色絵うんすんカルタ香合(｢仁清｣印)　色絵阿

蘭陀写し火入れ(｢乾Lu｣銘)　染付花弁文角形向付
狼付花井文角形皿(以ヒ｢乾111｣印)　取付解草丈茶

人(｢乾亭｣銘)　鉄絵西洋風茶園盃洗(｢乾山｣銘)
鉄絵阿蘭陀風俗図皿　鉄絵寿老人図m (以LJi形周1'一
画)　染付イギリス風景図皿付蓋物(イギリス)



貸出先(会場)　　　　展　覧　会　名　　　　　開催別間　　点数　　　　　　　資　　料　　71

朝日新聞fL文化企政局　大妖怪展
大阪企画部(福岡県甘
美術錯　岐甲市歴史博
物館･大丸ミュージア
ムKOBE　八こ丸ミュ-

ジアムKYOTO)

12　4.29- 8.29　　　6　猫Tjの髄化　白縫人FTT実ハ若菜姫　おkL;の亡`志　鎌川

又八の亡霊　累幽魂(以l　三代歌川別事l)　′六,Ii炎の

亡芸(豊原同席)

衆議院憲政記念館　　維新の三傑　　　　　　12　525- 6.18　　3　幕末風俗lxl巻･神奈IIr地力'R宗　神戸海制染練I軒の鬼
瓦　神戸海軍操練所絵図

静岡県立美術館･千㌢北　東アンア･絵画の近代一拍12. 6　3- 8.27　1　掛毎都城図(荒木如元)

市立美術館　　　　　[句の誕LL･_とその展開

角館剛･†稲記念美術館　花と烏一肘U蘭画の背累- 12. 615-716　　25　フアン　ロイエン花鳥図模写(谷文民)　フアン･ロ
イエン花鳥El部分模写　酎削rf花鳥(藤原ILl=範)　耗

f一花にハサミ図(佐竹曙山)　遊園(小n野iEEl:武)

手芸花Lx] (佐竹義解)　花篭と蝶･花鳥の阿蘭陀風景閲
(若杉h卜八)　維画図巻(亜欧豊田醤)　風牡丹IxT

(郡培)　路功名囲(熊斐)　塁牡PH父l (森戯点)

牡月蝶lyl (fJJ,井江雲)　牡丹に猫rlRI (千乗龍卜)　牝

刑こtrl頭翁Lxl (山田宮常)　芭蕪太湖そlL'i鵬rgT　4t丹

綬帯鳥rxl (以1_鶴亭)　海業l′t頭翁図(松井慶徳)

長春富貴図(梁基)　聯珠争光図(宋紫4i)　翠柳芙
･3.1>白常小禽岡(諸葛監)　風牡丹図(岸駒)

文化Tl (ライテン川､7　オランダと日本の出会い　12. 616-9.17　　3　放鳥･火噴.亡き図(椅鵜)　老師父図

1亡族判専物館)　　　　-Ei蘭修好400年記念-

L`州.†】致命創l会　　涼を求めて　　　　　　12. 7. i- 730　17　藍色ねじり脚付ガラス杯　型吹き藍色卸fI丈ガラス深

(鳥取市惟史悼物餅)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nJt　弛吹き青緑色カラス鉢　つる朝裸形ガラス杯　切

子寵被せ栓付ガラス瓶　グラヴエール阿櫛陀船丈ガラ
ス入り髄甲槻　型吹き渦巻文カラス探鉢　切子格1丈

丸型ガラス三段套　ガラス簾　婦人職人分頬･びゐと
ろ師(喜多川歌麿)

71,,lllI仰I,;文化センター　ノj 'lil'朕-!lL''rtLを探る-　　12. 7 18- 8.31　1　覗天鏡(松m東英)

さいたまjHの博物飽　　人の川に確机､を　　　　　12　720- 9. 3　　1

神TIJ市敦ff委員会文化　神J･のlfl墳　　　　　　　12　7.20- 9. 3　　9

財課(神F仙児戯文化
財センター)

.〔lJ取県~､■/博物館　　　　むきぽんだ-弥ff:のflkト12, 7 25- 8 23　　13

il]歌llr17J l'/博物鮒　　　紀州徳川家と葵三代　　　12. 7.29- 8.27　　3

rH原IHJ博物館　　　　/行文光圧竜一長■.=き日の慢性- 12. 9. 9-10.11　1

シーボルト[,己念館　　　シーボルトの汁Jf参lff展　12. 9.12-10.22　　5
-シーボルト日本調査旅イi

朱喚り　欄張LTtJ段望遠鏡

二角指神獣鏡レプリカ　車輪石レプリカ(以上東求女
塚lt.-墳)　金銅装鏡板　杏柴　ガラス玉　碧lL:_製管~京
･カラス玉･水晶製切子玉･鞘IBi製勾玉(以f-鬼神lll

rlr墳)

桜ケ丘1号　5号銅鐸　桜ケrr_3号･45チ･6号銅鐸

レプリカ　桜ケ丘5号-7号銅jt　桜ケ丘1号-4号

鋼文レプリカ　泊銅鐸レプ1)カ

尾張Ljil絵脚　参河l司絵L父l (以上大日本全問の内)　朝

鮮通信使来朝図(羽川藤永)

フアン･ロイエン花鳥同模写(谷文晃)

再版新改御江JT絵図　白文政卜一年四月i三大快い　牛
七月阿蘭陀人参府沖献上物通洞見外之者持越町年寄拝
礼関東往返諸件　世界周航記(クルーーゼンシュテルン)

i硝抗日/燃史博物ALl･壌腐,L:州F去窮兵衛　　　12　9 15-12 1O　　46　束押蝦夷U川l地理取調閑　伊能′ト図(エソ地)　四蝦

洲本巾立淡路文化iLL料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夷地巡見E]記　蝦夷草紙　蝦夷草紙全図　蝦夷全図

免■1.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝦夷接壌之lxJ　辺要分界匝】考(近藤守奄)　良江恨克

兵衛請　アイヌ男女図聯(尚関屋秦兵衛寄進)　日本
幽lA]記(独語版)　高田犀名主モ衛書状(滋成　金兵衛
あて)　文化九年蝦夷地軌申聴人-･仲春

神川fJ;/小磯｡亡念捌EI　日付孝之介と神戸　　　12. 9.23-12. 3　13　婦人像(黒いトレス)　員衣婦人像　湯殿　カーニュ

Blr,.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の丘　青い敷物の裸婦(以H糾す準之介)　番彼ノr3(]

きもの　ドン･キホーテ　踊る　隅阿川　能(B)

アングルシアの踊子B　アングルシアの踊(-　バカン

スと太陽　女二態　ゴンドラと船漠　軌陽　轡　三谷

(以卜_lljfす孝之介･寄託品)

･jlfTl佃史刑憾　　よみがえる鉄道黄金時代　12. 9.30-ll.12　　9　汐留ヨT)横浜迄鉄道開業御乗初諸人拝礼之Ix】横浜海

岸鉄道蒸気車L9:l　西京神fT之間鉄道開業式諸民拝見之
B(J　東京開化三1六第　高輪大木戸　東京名勝lP(g会･
金杉橋より芝浦の鉄道　東京字.所･芝浦鹿島神社景
新開名所･しほ留鉄道館　来港道上り列_*鉄道寿語六
汽車時刻京都発(34年11月改)引札

rll鳩山母物館　　　秘儀カピタンのrlf】コレク12,10, 3-12. 3　　50　VOCマ-ク入り小型艦載砲　色絵芙蓉TIVOCマ-

ションーオランダ人の日本　　　　　　　　　　　　　ク入り大皿(有tt]墾)　青Ii細J.出島家屈IS(1煙草人

趣味一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存貝紺｢花鳥FXj煙草入　蒔絵耐羊人物削象プラーク
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貸出先(会場)　　　　展　覧　会　名　　　　　開催期間　　点数　　　　　　　　資　　料　　名

大阪府立弥生文化博物　卑弥呼の音楽会-まつりの12.10. 7-12. 3　　5

館　　　　　　　　　　　ひびき一

伊丹市立博物館　　　　荒木村重とその時代～伊丹12.10. 7-ll 19　　1

城から有岡城へ-

安城市歴史博物館　　　江戸時代の測量術　　　　12. 10. 7-ll.26　　1

津山洋学資料館　　　　それぞれの日蘭交流一武士12.10. 8-10.29　　43
･町人･オランダ人-

染付楼閣山水文大皿(マーストリヒト窯)　オランダ

色絵皿各種(デルフト窯)　染付西洋風東園長円形
大皿　染付イギリス城郭国皿(以上イギリス製)　御
用書留日記(文化7年-文政7年)　ヒポクラテス像
(石川大浪)　色絵象にインド風俗図壷　色絵阿蘭陀

人立像大皿　色絵阿蘭陀人文差付碗　色絵騎乾に阿蘭
陀人文鉢　染付蒸気船に日本地図大皿　染付出島風景
園角形皿　染付象に阿蘭陀人文鉢　染付龍に阿蘭陀人
文十角向附　染付帆船に阿蘭陀人文鉢　染付遠眼鋲に
阿蘭陀人文皿(以上有EB窯)　染付蘭字文江戸町皿
染付長崎港図碗　染付洋文字文鉢(以上亀山焼)　染
付帆船囲皿(伊賀焼)　染付西洋風景図大皿　染付洋
文字紋章に唐草文茶人　染付阿蘭陀人に西洋風貴国水
義(以上京焼系)　和製金唐草脇差　花模様金唐草煙
草入れ･一つ提げ象金具　花模様金唐草耗入　デイア
ナ模様金唐草塩草入　象牙彫西洋人文小箱(稲辺天
工)　赤色文ビロード紙入れ

桜ケ丘2号･3号　5号13号銅鐸　桜ケ丘4号銅鐸
レプリカ

応永難波舌図

伊能小囲(西日本)

南蛮船鋒脇差　洋剣型脇差　十字架入脇差　洋文字入
龍園十字鐸　異国人･洋犬図小柄　阿蘭陀船持渡牝象
(長崎版画)　KAMEEL Kaswa∬S (以上文錦堂版)

仝象活眼　羽子板型El本図　付顕微鏡(二代玄々堂)
阿蘭陀にはひ替　摂津名所国会(秋豊能島)　江戸金
龍山浅草寺観世音境内図　芙蓉不及美人粧(以上渓斎
英泉)　むら野めかね細工所(窪俊満)　蘭船図ガラ
ス絵金具付値華人　異国人根付　横文字入布地札入･

紅毛女金具　花模様金唐草煙草入･象金具　横文字草
模様煙草入･異国船金具煙管筒付　反射式のぞき眼鏡
反射式のぞき眼鏡絵　噴水券　和製望遠鏡　白地草花
縞文様更紗下着　文政十年亥紅毛毛織見本帳　蒔絵
ビーズ飾りたばこ盆　カットガラス格子文角形皿　彩

絵緑色阿蘭陀人文角型ガラス瓶　染付芙蓉手voc
マーク入り大皿　蒔絵西洋人物肖像プラーク　蒔絵西

洋人物肖像プラーク(大･小)

大宮市立博物館　　　　文明開化の意匠-旅と交通12.10,14-ll.26　　8　染付横浜新盤地高嶋町揚屋三階造海岸遠景之園大皿

染付開化乗物之図大皿　染付絵入新聞に鉄橋之園大皿
染付東京ホテル館之囲大皿　引札｢海陸運搬虞海岸

舎山本庄太郎｣　引札｢履物南吉田商店｣　引札｢畳
製造販売所小田辰蔵｣　引札｢蔦履物諸金物一式他清
原重吉｣

埼玉県立博物館　　　将軍吉宗と宮廷　雅一象の12.10.28-12.10　　4　象志　象のみつき　宝仙寺発行象引札　染付洋文字に

来た時代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獅子図水指(万古窯)

東京大聖香展実行委員　キリスト降誕2000年　東京12.ll. 2-ll.19　　1　聖フランシスコ･ザヴイエル像レプリカ

会(東京オペラシティ)大聖書展

西日本新聞社(福岡三　古伊万里のすべて　　　　12.12.30-13　4, 8 14　色絵鶴丸形瓶　色絵帆船阿蘭陀人文蓋付碗　色絵阿蘭
越ギャラリー･三越E]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陀人文八角皿　染付阿蘭陀人文八角小鉢　典付阿蘭陀

本橋本店･ひろしま美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人文八角鉢　染付蒸気船日本地図文大皿

術館)

世界文塾社(神戸　朝　2ndl.17　EARTH展　　13. 1.13- 1.16　　1　いささかの(安東聖空)

日クオーター59)

安城市歴史博物館　　弥生の絵画　倭人の顔一括13, 2. 3-3.25　　5　桜ケ丘1号　2号　4号銅鐸　桜ケ丘5号銅鐸レプリ

かれた2000年前の世界-　　　　　　　　　　　　　　カ　伝香川県出土銅鐸レプリカ

熊本県立美術館　　　蒙古襲来絵詞展　　　　　13. 3, 3- 4. 8　　1　中華歴代帝王囲(鶴洲霊慧)

石川県立歴史博物館　　能楽一加賀宝生の世界一　13. 3.31- 5. 6　　1　観能図犀風
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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�

ll 鼎r�58 鼎釘�

12 �3R�39 鼎s2�

昭和57-平成元年度 �2年度 �3年度 �4年度 

許可件数 剴"ﾃ#�(�b�鼎C��鉄唐�鉄�"�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �280 �"ﾃ�#B�46 �3s��21 �#c"�35 �#迭�

模造 �20 �3��3 迭�7 ����5 迭�

梶 影 �h柯6X8ﾈ7"�150 田3r�34 �����56 ��唐�59 �#3r�

写真 �3���1,945 鼎��257 �3��299 鉄2�462 

渇.載許可 �1,725 釘ﾃS#��289 都Cb�427 ��ﾃ##��411 ��ﾃ�釘�

原版使用 �1,183 釘ﾃ�#��240 塔S2�361 涛s2�334 涛#r�

紙焼付与 �188 都迭�31 涛"�29 ��S��48 �3s2�

その他 �80 �3�B�36 涛��39 �#c2�54 �3#��

合計 �3,945 ��Bﾃ3ッ�719 �"ﾃSC��971 �2ﾃ3ィ�999 �2ﾃ��2�

5年度 �6年度 �7年度 �8年度 

許可件数 剴SsB�鼎����3cb�鼎s��

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �42 �#sr�24 �#3"�ll ��c��33 ���"�

模造 �4 迭�2 釘�2 �"�1 ���

樵 影 �h柯6X8ﾈ7"�51 �##��27 ��C��4 湯�13 �3��

写真 鼎B�198 �#R�169 免ﾂ�109 �3��155 

掲載許可 �367 都Cr�272 鉄c��314 都���368 ��ﾃ�C��

原版使用 �312 塔s��181 鼎澱�195 鼎���229 塔�r�

紙焼付与 �27 塔2�21 �#cR�8 ��R�9 �����

その他 �74 �#cR�47 �����21 塔b�56 ��Cr�

合計 �921 �"ﾃc�2�599 ��ﾃ都R�566 ��ﾃSs��739 �"ﾃCcB�

9年度~ �10年度 �11年度 �12年度 

許可件数 剴Cッ�鉄#R�田S��田�b�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �41 �3�B�44 �#SB�41 涛c2�48 鉄�"�

模造 �0 ���2 �2�2 �"�3 唐�

梶 影 �h柯6X8ﾈ7"�14 鼎R�10 都��10 鼎"�13 ��#b�

写真 �#2�110 �3��229 �3��383 鼎��374 

掲載許可 �380 涛ビ�517 涛#�ﾒ�470 ��ﾃ#�R�475 ��ﾃ�#��

原版使用 �276 塔3��288 塔�B�326 涛c��338 塔�r�

紙焼付与 �12 都R�17 ��迭�14 鼎R�17 鼎��

その他 �52 �##b�42 ��S��71 ��ﾃC#��52 �#C��

合計 �798 �"ﾃSs��950 �"ﾃc3r�973 迭ﾃ�3r�987 �2ﾃ�Sr�

※の件数は昭和60年以降
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ごり �(,"�*ﾒ��ﾂ��寸 N 冉ﾘ爾�62�⊂) J｢ ���ﾂ�寸 Ln 滅B�4��⊂つ の �7雹ﾒ�

tn ��ﾈ�ﾒ��ﾈ�ﾒ�fﾘ�ｲ�犯��*�,"�lこ､ 二■二 cc ���� 櫨B�

GO ��b�N ���言 �5尼�～_D �6��等 �72�

⊂⊃ N 凾ﾌ N �����ｲ�,ﾂ���ﾃﾒ��ﾄB�LO く_⊂) �+���3��

▼丁 こn �+(.��CY') ��ﾂ��,ﾂ�+�*"�寸 ��亡ヽつ 

(=> ��ﾈ�ﾒ�の ClO ��ﾈ�ﾒ�6��ぶつ CT) �)ｦ｢�ﾇ"��⊂⊃ 【ー ��ﾈ�ﾒ��r�2�LD N 冉ﾘ�ｲ�ﾂ�N 卜- 
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日　　　誌

平成12年4月9日･特別展｢絵図と風景｣終了

20日･ギャラリー｢昇外義素描展｣終了

22日･特別展｢海の考古学｣開催(-5/28)

22日･特別展｢海の考古学｣こどもスケッチ大会開催･展示　ト5/28)

22日･ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展I｣開催　ト7/18)

5月5日･博物館たんけん隊開催　参加者53人

26E] ･映画会｢第2回市民ロードショー･ジェラール･フイ1)ノブコレクション｣卜5/28)参加者545人

30E]トライやるウイーク　西代中学　5人(-6/2)

6月6日･トライやるウイーク　御影中学12人(～6/9)

10日･企画展｢舘蔵古地図名品展｣開催　ト7/9)

10日･企画展｢渡辺鶴洲と長崎の御用絵師｣開催(-7/9)

7月20日･特別展｢ぴぃどろ･ぎゃまん･ガラス｣開催(-9/10)

20日･企画展｢南蛮美術名品展｣開催　ト9/10)

20日･ギャラリー｢山下摩起展｣開催(-10/5)

25巨卜開館時間延長､午後7時まで(神戸まつり､ -7/30)

25日･博物館実習生受入[①7/25-29 (17人)､①8/8 -12 (16人)､③8/22-26 (16人)]

計27校49名

31日･ ｢文部省親しむ博物館づくり事業｣委嘱(-3月末)

8/1遺跡調査ツアー　参加者33人､ 8/3 ･ 4土器成形　参加者34人､ 8/12土器焼成

参加者31人､ 8/28展示作業　参加者　30人

8/29-9/10　展覧会10月末から市内小中学校へ出張展示

10月7日･特別展｢平戸･松浦家名宝展｣開催　ト11/26)

7日･ギャラ1)- ｢別車博資水彩画展｣開催(-12/7)

12日･第5回ミュージアム講座① ｢平戸松浦家と海外交流の資料｣参加者104人

14日･第3回ジュニアミュージアム講座｢古文書を読む｣参加者22人(10/14､ ll/11､ 12/9)

11月3日･こうべ歴史たんけん隊　参加者20人

7日･神戸市立博物館協議会開催(12年度第1回)

7日･トライやるウイーク　桃山台中学･丸山中学　3人(-ll/10)

9日･第5回ミュージアム講座② ｢神戸美術散歩｣参加者95人

14日･トライやるウイーク　湊川中学･高取台中学　5人　ト11/17)

12月9日･企画展｢描かれた中国｣開催　ト1/28)

9日･企画展｢西洋への憧憶｣開催(-1/28)

9日･ギャラリー｢神戸の奮展｣開催(-2/4)

12日･開館時間延長､午後7時まで(ルミナリエ､ -12/24)

14日･第5回ミュージアム講座(卦｢阿蘭陀通詞と洋風画｣参加者90人

17日･邦楽演奏会及び講習会　参加者630人(12/17､ 1/21､ 2/17､ 3/3)

平成13年1月11日･第5回ミュージアム講座④ ｢中国を描いた古地図｣参加者96人

13日･第4回ジュニアミュージアム講座｢南蛮美術を楽しむ｣参加者6人(1/13､ 2/10､ 3/10)

19日･講座｢古地図を読むⅢ｣参加者70人(1/19､ 1/26､ 2/2)

2月7日･特別展｢大古墳展-ヤマト王権と古墳の鏡｣開催ト3/25)

7日･ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展Ⅱ｣開催　ト3/31)

8日.第5回ミュージアム講座⑤ ｢川西英と神戸の風景｣参加者91人

3月1 El ･神戸市立博物館協議会開催(12年度第2B])

4日･午後のシャンソン(3/4､ 3/11､ 3/18､ 3/25)

8円･第5回ミュージアム講座⑥ ｢神戸の古墳と三角緑神獣鏡｣参加者93人
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予　　　算

(単位　千円)

年度 ｣日日 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�

資料購入費 塔�ﾃ����80,000 塔�ﾃ����0 ���ﾃ����10,000 ���ﾃ����9,000 湯ﾃ����

資料整理費等 �#2ﾃ�ビ�24,317 �#"ﾃCSb�13,369 �#"ﾃ##��19,712 ��づ3�2�18,719 ��rﾃ�#r�

特別展等開催費 ����ﾃH�R��295,390 ���づ�コ�23,666 ��cづ�Cb�112,520 塔津3�2�165,106 塔�ﾃ##��

普及事業費 �#"ﾃc3R�21,486 �#�ﾃ��B�16,916 ��津#�2�19,280 �#�ﾃs#"�20,889 �#"ﾃSSb�

光熱水費 �3bﾃ��R��34,920 �3"ﾃゴB�26,663 �#津c#2�28,447 �#づCCr�28,447 �#rﾃs3r�

施設管理費等 塔2ﾃS釘�83,578 塔RﾃCS��77,770 塔bﾃC���87,531 塔づc�R�89,585 塔津Sコ�

事務費等 ��rﾃ�3��26,979 �#2ﾃ3���22,060 ��Bﾃン��14,094 ��2ﾃ��R�13,169 ��"ﾃ#3��

合計 �3s2ﾃcSR�566,670 �3s2ﾃ#ッ�180,444 �3S�ﾃS�"�291,584 �#s�ﾃ�迭�344,915 �#S津3s��

博物館協議会

平成1 2年度

会　長

高　尾　一　彦

副会長

吉　相　元　雄

委　員

小　堀　美須津

安　本　　　功

油　谷　健　夫

榎　　　智　子

土　井　芳　子

筋　野　典　子

藤　原　典　久

神　木　哲　男

金　子　裕　之

田　端　泰　子

百　橋　明　穂

奥　平　俊　六

森　田　恒　之

神戸大学文学部名誉教授

大阪芸術大学大学院教授

神戸市立小学校教育研究会社会科部長(摩耶小学校長)

神戸市立中学校教育研究会社会科部長(神出中学校長)

神戸市立高等学校教育研究会地歴部会長(葺合高等学校長)

神戸青少年団体連絡協議会副会長

神戸市婦人団体協議会名誉会長

神戸市P TA協議会母親専門委員長

神戸労働者福祉協議会会長

奈良県立大学学長

独立行政法人奈良文化財研究所平城宮跡発掘調査部長

京都橘女子大学教授

神戸大学文学部教授

大阪大学大学院教授

国立民族学博物館教授
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職　員

名誉館長　笹　山　幸　便

副館長兼

事務局長
神　内　良　彦

副館長　崎　山　昌　贋

管理課

管理課長

管稚係長

事務職員

雄　行　安　雄

実

幸　信　信　文部　本　田岡　森　福　柾

則　平善　金柑　南中　角長　長課　係

課　芸業芸　学　事学

管理課　　　　管理係

査　貞　貝

讐ぶ

主　事　学

長　事　員謝警ぶ学　指　学

正　世　子　典　子　広　義　男　子　子　嗣　晃　郎一泰　佳　明　宏　紀　智　唯　則　玲　典　勝　　大　意

田　田　林　井　久　好　名　井　盛　揮　原　井　野

木

同　前　囲　松　金　高一.1　山　田　勝　成　壕　藤　川

〔平成13年3月31日現在〕

職貞の異動

･2･ 4･ 1藤村邦夫憎莞需引転出

12. 4. 1問屋真　一(学芸係長)転出

12. 4.19　三島弘義(管理課)転出

12. 4.19　前田佳久(学芸課)転出

12. 6. 1鍬Ll】和見(指導主事)転出

博物館に属する庶務

施設及び設備の管理

入館料その他事業収入の収納

小磯記念美術館との連絡及び調整

特別展､企画展等展覧会の開催の計画

及び実施

講演会､講習会､研究会等事業の計画

及び実施

博物館の広報･公聴

博物館資料の収集及び保存

博物館資料の調査及び研究

博物館資料の陳列等による文化知識の

普及及び啓発

･2･ 41 1神内良彦憎悪矧神戸市下水道公社より転入

12. 4 1三好唯義(学芸係長)昇格

12. 4. 1川野恵一(学芸課)新規採用

12. 4.19　福田信安(管理課)東灘体育館より転入

12. 4.19　金井紀子(学芸課)小磯記念美術館より転入

12. 4.19　藤井太郎(学芸課)文化財課より転入

12. 8. 1笹山幸便(名誉館長)就任
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訂正のお願い

P 7 3の博物館協議会委員につきましては､別年度の名簿を掲載してしまいました｡

平成1 2年度末の名簿は､下記をご参照下さいますよう､お願いいたします0

記

博物館協議会

平成1 2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

～_草乱蛙輪~､

( 〝　)

委員

梅田　元　　神戸市立小学校教育研究会社会科郡長(浜山小学校長)　　　　　　　(学校教育)

井上　光利　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(歌敷山中学校長)　　　　　( 〝　)

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) ( 〝　)

榎　智子　神戸市青少年団体連絡協議会副会長

土井　芳子　神戸市婦人団体協議会名誉会長

佐薙美津意　神戸市PTA協議会副会長

藤原　典久　神戸労働者福祉協議会会長

神木　哲男　　奈良県立商科大学学長

田辺　征夫　奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘試査部長

田端　泰子　京都橘女子大学数投

首橋　明穂　　神戸大学文学部教授

(社会教育)

( //　)

( ′/　)

( ′/　)

(学識経験)

( 〝　)

( ′/　)

( /′　)

松平.遥　　園田学園女子大学近松研究所長　*平成12年12月5日死去につき欠点( 〝　)

森田　恒之　国立民族学博物館教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( ′′　)


