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百和48. 9　　神戸市立図書館･博物館等調査委員会設置(52･3までに博物館部会を19回開催､視

察調査を6回実施)

50. 3　　　同委員会博物館部会が｢神戸における博物館の基本構想｣を答申

52. 3　　東京銀行と同行神戸支店建物の博物館転用計画について合意

53. 4　　教育委員会事務局社会教育部内に新中央図書館･博物館創設準備室を設置

7　　博物館資料収集協力員を委嘱(各区1名､計9名)

8　　　神戸市立博物館創設準備会議を設置(以降7回開催)

54. 6　　博物館展示計画検討会を設置(以降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　　博物館創設準備室と改称o博物館創設担当参与に渡辺昭三就任

12　　　改造及び新築工事､着工

57. 3　　　竣工

4　　神戸市立博物館条例公布｡博物館組織発足｡館長に井尻昌一前助役就任

7　　　神戸市立博物館規則公布

11　神戸市立博物館条例及び規則施行｡開館記念式典､一般公開｡南蛮美術館､考古館

閉館

11-12　開館記念特別展｢海のシルクロード｣開催

58. 1-2　受贈記念特別展｢南波松太郎収集　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l)-展｣開催

60. 6-8　第10[司特別展｢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｢匙る幕末写真展｣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

作展｣開催

平成1. 2-3　第25回特別展｢神戸ゆかりの巨匠たち展｣開催

4-5　第26回特別展｢桂林百景展｣開催

7-8　第27回特別展｢大三彩展｣開催

9-11第28回特別展｢松方コレクション展｣開催

11　　井尻昌一館長退任

12-2　受贈記念特別展｢秋岡古地図コレクション名品展｣開催

平成2. 2-3　受贈記念特別展｢小磯良平展｣開催

4　　　名誉館長に宮崎辰雄前市長就任o船田史郎事務局長､副館長を兼務

7-9　第31回特別展｢THEぴぃどろ展一江戸時代のガラス･粋と美-｣開催

10-11第32回特別展｢手塚治虫展｣開催

11-12　第33回特別展｢没後100年記念　チャールズ.ワ-グマン展｣開催

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

4-5　第35回特別展｢ルイス･C･ティファニー展｣開催

7-9　第36回特別展｢ポスター芸術100年展｣開催

9 -10　第37回特別展｢神戸市立博物館名品100選｣開催

10-11第38回特別展｢ジャン二･ベルサーチ衣裳文化展｣開催

4. 2-3　第39回特別展｢南蛮見聞録｣開催

3　　　檀上重光副館長･船田史郎副館長兼事務局長退任

4　　　副館長兼事務局長に林伸次郎就任

4-5　第40回特別展｢中国明清名画展｣開催

5　　　副館長に崎山昌廉就任

6-7　第41回特別展｢正倉院の故郷-中国の金･銀･ガラス展｣開催

10-12　第42回特別展｢森英恵とパリオートクチュール｣開催

5. 1-3　第43回特別展｢銅鐸の世界｣開催

2. 20　開館10周年記念講演会(講師　陳舜臣民)開催

3-5　第44回特別展｢ルーヴル美術館200年展｣開催

5-6　第45回特別展｢花と鳥たちのパラダイス展｣開催

アーバンリゾートフェア'93｢トーマス･マックナイト展｣開催

7-9　第46回特別展｢栄光のオランダ絵画と日本展｣開催

アーバンリゾートフェア'93 ｢ア-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｢柳原義連展｣開催

11-12　第55回特別展｢司馬江漢　百科事展｣開催

9. 2-4　第56回特別展｢砂漠の美術館　永遠なる敦憧｣開催

4　　　三輪恩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匝l特別展｢El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回特別展｢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　　藤村邦夫副館長兼事務局長退任､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　　　笹山幸俊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

4-5　第75回特別展｢古伊万里のすべて｣開催

6-7　第76回特別展｢北京･故宮博物院　黄金の至宝展｣開催

7-9　第77回特別展｢川西英の新.旧『神戸百景』｣展開催

9-10　第78[司特別展｢異国絵の冒険｣開催

1ト1第79回特別展｢古代ローマの輝き　世界遺産　ポンペイ展｣開催

14. 4-7　外壁等改修工事のため休館

8-9　第80回特別展｢描かれた明治ニッポン｣開催

10-12　第81回特別展｢華麗なる宮廷　ヴェルサイユ展｣開催

15. 2-5　第82回特別展｢ティト･ブリテン発世界巡回展　ヴィクトリアン･ヌード｣展開催

2　　　博物館入館者500万人達成

3　　　神内良彦副館長兼事務局長退任
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事業概要

平成14年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第19号を発行いたします｡神戸市立博物館は､

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

館と考古館を統合して人文系の博物館として1982(昭和57)年11月の開館しましたo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､講演会などの各種の催

しを企画してまいりました｡ 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｡

平成14年度は､外壁等工事のため4月1日から7月31日まで休館し､ 8月1日より再開しましたo

その間に､学習室とミュージアムショップの一部改修や､館内表示及び常設展示室のテーマ解説の

多言語化を行ないました｡

特別展としては､ ｢措かれた明治ニッポン｣ ･ ｢華麗なる宮廷　ヴェルサイユ展｣ ･ ｢ティトブ

リテン発世界巡回展　ヴィクトリアン･ヌード｣の三展覧会を開催いたしました｡また､企画展とし

ては｢神戸市立博物館名品展｣ ､ギャラリーでは｢神戸ゆかりの芸術家たち展｣ ･ ｢神戸の善い｢古

写真に見る神戸｣を開催しました｡また､休館中に館外展示として､ ｢神戸市立博物館優品選　浮世

絵のなかの神戸｣を､こうべまちづくり会館で行いました｡

普及事業としては夏休み土器づくり教室､博物館たんけん隊､こうべ歴史たんけん隊､ミュージア

ム講座､ジュニア･ミュージアム講座､講座博物館を楽しむ｢近代『神剤の実像をさぐる｣を昨年

度に引き続き開催しました｡

刊行物としては､特別展図録･舘蔵品目録･研究紀要･年報･博物館だよりを発行していますoさ

らに多言語化の一環として､案内リーフレyトの中国語(簡体字)版と韓国･朝鮮語版を新たに発行

しました｡

平成14年度の開館日数は工事のための休館期間があったため186日で､うち特別展は136日でしたo

入館者総数は291,327人｡入館者の内訳は､常設展5,027人､特別展285,482人､普及事業参加者818人

です｡

また､学校団体の来館は105校でした｡トライやるウイークも6校19人が研按に励みましたo博物

館実習は､計42人を3班に分けて各5日間行ないました｡一方､館外貸出は36件234点､特別利用は

940件3, 375点でした｡

指定文化財は､国宝1件21点､重要文化財(付属指定を含む) 7件76点､重要美術品2件12点で､

昨年度と変更はありません｡

この年報により､平成14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0
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1.特別展示

(1)第80回特別展

描かれた明治ニッポン　～石版画〔リトグラフ〕の時代～

･内　　　容/

近代国家を統率した皇族･政治家たちの姿､急激に変貌していく都市の景観､洋服などハイカラ

なフアシヨンを身にまとう女性たち､額発する事件､災害､そして戦争-｡明治の世相･文化､

人々の営みを措き伝えたものに､ ｢石版画(リトグラフ)｣がある｡

石版画の技術は18世紀末のドイツで発明されたが､ほかの印刷技法のような労力や熟練を必要と

せず､しかも撤密で陰影に富む表現を可能にしたので､またたくまに世界中に広がった｡日本では

幕末から印刷が試みられ､維新後は大蔵省や陸軍などごく限られた官庁で用いられたが､やがてや

などの業者を皮切りに民間での製作が本格化し､明治20年代には爆発的な流行を引き起こすに至

る｡

写真を思わせる迫力と絵画作品のような洗練｡激動の時代､多くの無名画工･著名画家たちを駆

り立てた石版画0本展はその優品約300点が一堂に集まる､貴重な機会となった｡ (※期間中､展示

替えをおこなった｡)

･会　　期/平成14年(2002) 8月17日(土) ～9月16日(月･視)

･会　　　場/南蛮美術館主･特別展示室2

･入　館　料/ (当日･一般)800円

･主　　催/神戸市立博物館･措かれた明治ニッポン展実行委員会

･共　　　催/毎日新聞社

･協　　賛/財団法人　伊藤文化財団･財団法人　みなと銀行文化振興財団

･開催日数/27日間

･入館者数/6,364人

･出品点数/307件

B2ポスター
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同時開催　企画展

神戸市立博物館名品展
～文化交流の華-

当館が収集V所蔵している
考古･歴史や南蛮美術.酋
地図のコレクションから､
-級品を選uす<って展示

いたします｡
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出品リスト

1.石版画の導入

ヨーロッパ戦闘図

伝安EEl雷洲筆

54.5×69.3　紙本淡彩

笠間E]動美術館蔵

米軍墨苛政債図説のうち　ヒュエナビスタの戦
1851年　カール　ニーヴェル

43 5×58.6　石版筆彩

個人蔵

米軍墨専政侵図説のうち　モンテレイの嬢掠
1851年　カール･ニーヴェル

43.5×58 6　石版筆彩

個人蔵

ヨーロッパ戦闘図下絵

各27.0×38.4　紙本著色

神戸市立博物館蔵

[西洋戦闘図下絵]
69.0×80 0　紙本塁画

須賀川市立博物館蔵

Port du Bac

43.5×58.6　石版筆彩

個人蔵

Soldler's Llfe

43.5×586　石版筆彩

個人蔵

西洋婦人と白鳥(無題)
31.6×26.0　単色石版

個人歳

[奴隷売買図]
71.4×850 (振寸)　単色石版

個人蔵

『天主陸生千八百六+八年歳次戊辰臨礼記』
1868年(慶応4)

34.2×45.9　単色石版

上智大学切支月文庫蔵

『ろざりよ十五のみすてりよ図解』
1869年(明治2)

154×114　単色石版

上智大学切支丹文庫蔵

石版刷り
明治8年(1875)

20 6×25.8

神奈川県立歴史博物館蔵

『東京近傍　写景法範』
1874年(明治7)　小山正太郎　五姓EEl義松
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18 2×24.6　単色石版

個人蔵

東京陸軍士官学校事務室図
1878年(明治11)

470×605　単色石版

山口県立萩美術館蔵

楠公桜井駅訣子図
AHONO SOSSIOU (青野桑州) (LITHOGRAPHTE)

48.5×63.6　単色石版

個人蔵

楠公桜井駅訣子図
1874年(明治7 ) AfIONO SOSSIOU(青野桑州) (LITIiOGRAPHrE)

bureau de'd eta1-major (陸軍省参謀局) (印刷)

41.1×53.4　石版筆彩

神戸市立博物館蔵

DENKMAL SIEBOLD WURZBURG (シーボルト億)

1875年(明治8)　EChlOSSOne (キヨノソ-ネ) (款)

57.6×37.8　単色石版

神戸市立博物館蔵

富岳風景(無題)
1877年(明治10)　大日本帝国政府　大蔵省紙幣局彫刻部

40 2×54.9　単色石版

町田市立国際版画美術館蔵

小笠原島清瀬之図
1878年(明治11)　大蔵省紙幣局(製造)

39.0×51.0　多色石版(二色)

黒船館蔵

江之島(無題)
1877年(明治10)　大蔵省紙幣局彫刻部

38.8×50 9　単色石版

神戸市立博物館蔵

『なみまの綿』
1883年(明治16)　大蔵省印刷局(製造)　得能良介(撰)

26 6×39.2　多色石版

郡山市立莫術館蔵

玉堂官費
1877年(明治10)　石井鼎湖　大日本回政府大蔵省紙幣局彫瓢郡

44.3×305　多色石版

印刷博物館蔵

『大日本貨幣精図』
1877年(明治10)

196×276　単色石版

財務省印刷局蔵

『石版印刷鑑』
1877年(明治10)　大蔵省紙幣局

38 5×28.0　単色石版

財務省印刷局蔵

月夜主従決約之図
彰城亀之助(画)　高橋由一(庶画)　玄々堂石版部(製造)

39.2×52.9　単色石版



個人蔵

戊辰五月彰義隊抗王師之図
1875年(明治8)　亀井圭一(画)　玄々堂(製造)

37.9×51.2　石版筆彩

黒船錯蔵

『観古図説』陶器之部
1876年(明治9) 11877年(明治10)亀井至一･下国窮乏助(村

井罷之助) ･玄々堂

27 2×39.1石版筆彩

町EB市立国際版画美術館蔵

石画試験
1874年(明治7)　玄々堂　石井鼎漸(序)

37.5×47.3　単色石版

財務省印刷局蔵

市川団十郎
1875年(明治8)　osMOLIK(スモリノク)(款)彫刻会社(袈)

38 1×25.6　石版筆彩

黒船館蔵

市川団十郎
明治7年(1874)　osMOLIK(スモリック)(歎)彫刻会社(製)

28.9×21.1多色石版

神戸市立博物館蔵

中村芝翫
1875年(明治8)　OS(スモリノク) (款)　彫刻会社(製)

38.0×25.5　石版筆彩

黒船館蔵

中村芝翫
明治7年(1874)　os (スモリノク) (款)　彫刻会社(製)

30.7×22.2　単色石版

神戸市立博物館蔵

彫刻石版見本
スモリ　ノク

各35×23　多色彫刻石版か

財務省印刷局蔵

彫刻会社広告(無題)
1875年(明治8)　彫刻会社

18 5×23.8　多色彫刻石版か

神戸市立博物館蔵

2.描かれた明治時代

大日本皇国高貴顕像
1881年(明治14)　静林堂(上石)

470×36.4　多色石版(二色)

黒船館蔵

貴顕肖像
1886年(明治19)　鼓峰芳次郎(画工)

49.8×36.3　石版筆彩

個人蔵

貴顕之図
1889年(明治22)　辻井弥三郎(画作･印刷)

46.2×35.0　多色石版

黒船館蔵

石清水行幸之図
1877年(明治10)　太盛堂　字数別明(製造)

52.7×65.4　単色石版

杜若文庫蔵

明治十年三月三十一日車駕臨御大坂陸軍臨時病院親日吊
慰之図也
1878年(明治11)　亀井至- (画工)　各種印刷所　玄々堂印刷

会社石版部(製造)

41.8×55.3　単色石版

黒船館蔵

上野公園御臨幸之図
1880年(明治13)　楠山秀太郎(石印)

36 2×50.5　単色石版

個人蔵

赤坂仮皇居御出門之図
1884年(明治17)　田村米遺(画工)　一新堂(製)

36.1×49.8　単色石版

個人蔵

日比谷練兵場除隊式之図
1884年(明治17)　清水三寿(画工)　-新堂(製)

36.4×50.6　単色石版

個人蔵

高貴肖像
1882年(明治15)　広瀬鎌太郎(印刷)

43.9×30.7　単色石版

黒船餌蔵

馬上の明治天皇(無題､ r国会準備新鶴』第18号附銀)
1889年(明治22)　水野孤芳(款･画)　藤田一郎(編輯)

高畠貞一(印刷)

46.8×45.7　単色石版

個人蔵

皇国貴族装服之図
1881年(明治14)

32 4×43.4　単色石版

黒船舘蔵

明治貴顕之図
1886年(明治19)　水口龍之助(編輯)

37 7×48.0　単色石版

黒船館蔵

憲法発布勅語
1889年(明治22)　潮蘭茂- (画工･印刷)

55.9×36.1単色石版に金刷

黒船館蔵

貴顕肖像(無題)
1882年(明治15)鈴木勘太郎(画工)至誠堂　香山秀吉(印刷)
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35.5×49.4　単色石版

黒船館蔵

皇国貴顕肖像
1882年(明治15)　奥村拾四郎(汲々伯部捨四郎) (画)

18.3×35.8　石版筆彩

川崎市市民ミュージアム蔵

大日本帝国高貴肖像
1882年(明治15)　鈴木鑑太郎(画工)　章某社(製版)

36 5×578　石版筆彩

個人蔵

皇朝貴顕御肖像
1884年(明治17)　楠山秀太郎(画工･石印)

49 2×35.6　単色石版

個人蔵

貴顕御肖像
1887年(明治20)　清水市郎(画工)

49.6×39.6　石版筆彩

個人蔵

貴顕婦人(無題)
1887年(明治20)　小川昌謀(画工)

41.4×37.5　石版筆彩

黒船錯蔵

貴遍頁婦人(無題)
1887年(明治20)　小川昌讃(画工)

424×313　単色石版

黒船館蔵

典侍柳原愛子君肖像
1882年(明治15)　福山(石印)

28.3×39.1石版筆彩

黒船館蔵

宮中美人図(無題)
1881年(明治14)　広槻鎌太郎(画工　石版印刷)

38 0×28.0　単色石版

個人蔵

皇太子嘉仁親王殿下御肖像
1889年(明治22)　潮瀬茂- (画工･印刷)

43.0×32.2　石版筆彩

黒船館蔵

帝国皇太子御肖像
1889年(明治22)勝山繁太郎･矢島徳三郎(画作)　島田清(印

刷人)

43.0×32.1石版筆彩

黒船館蔵

貴顕肖像
1886年(明治19)　薮崎芳次郎(画工)

36.4×49.9　石版筆彩

個人蔵

上野美術舘之景
1890年(明治23)　病水市郎(画作人)

32 5×442　石版筆彩

黒船館蔵

皇国貴顕肖像
1881年(明治14)　彫刻会社(印刷)　El盛堂(石印)

49.6×34.8　単色石版

個人蔵

大日本高貴肖像
1881年(明治14)　太盛畳　字敷別明(謹製)

38.1×53.6　単色石版､金刷

個人蔵

大日本帝国高貴御肖像
1885年(明治18)　太盛堂(上石)

28.0×38.0　石版筆彩

個人蔵

大日本帝国貴顕御肖像
1890年(明治23)　桑田正三郎(画作人)　喜多山龍夫(印刷)

32 1×43.2　石版筆彩

黒船館蔵

二品　左大臣陸軍大将大勲位　有楢川峨仁親王

9.2×5.8　写真印画紙

個人蔵

有楢川機仁親王億
1881年(明治14)　田村宗立(画)　京都画学校(製)

30.3×22.2　単色石版

神戸市立博物館蔵

有栖川臓仁親王之肖像
1881年(明治14)　′トLLJ三造(石画師)　大阪　猶龍堂(製造)

44 5×38.3　単色石版

杜若文庫蔵

T IWAKURA.

彫刻会社(製)

38.0×280　多色石版(三色)

黒船館蔵

日本六大政治家之肖像
1892年(明治25)　波々伯部捨四郎　潮瀬茂-- (印刷)

364×46 7　石版筆彩

個人蔵

西郷隆盛肖像
1887年(明治20)　山下房親･床次正精(調整)

610×443　単色石版

郡山市立美術館蔵

西郷隆盛之像
1887年(明治20)　矢島智三郎(画工)

41.9×31.0　多色石版(2色)

個人蔵

西郷隆盛翁銃猟之図
1889年(明治22)　清水市郎(印刷･画作人)

44 2×31.9　石版筆彩

黒船錯蔵



1889年(明治22)　YF (款)　潮瀬茂- (画工　印刷)

40.4×29.3　石版肇彩

個人蔵

日本側優之肖像(『絵入自由新聞』第483号附嶺)
1884年(明治17)　桧EEI脇知朗(印刷人)　小林晴右工門(編輯

人)　玄々堂(石印)

24.6×36.3　単色石版

個人蔵

尾上菊五郎
明治7年(1874)　彫刻会社(製)

35.0×23.9　石版筆彩

町田市立国際版画美術館蔵

坂東彦三郎
明治7年(1874)　彫刻会社(製)

349×233　石版筆彩

町EEl市立国際版画美術館蔵

老人像(無題)
13.0×10.0　写真印画紙

個人蔵

老人像(無題)
明治14年(1881)　小山三造(款)

27.3×20.2　単色石版

神戸市立博物館蔵

東京芸妓松子
亀井至- (画)　玄々堂印刷所(製造)

45.3×33 9　単色石版

神戸市立博物館蔵

東京盛妓
40 8×30.7　石版筆彩

個人蔵

東京日本橋芸妓小加称
362×272　石版筆彩

個人蔵

美人園　其三　美人乃一顧

町EEl信次郎(画?)　浅沼宗吾(画作･印刷者)

50.3×35 0　単色石版

黒船館蔵

柳橋金次
久後撃(画)

41.4×30.4　石版筆彩

黒船館蔵

金春銘妊婦美
1881年(明治14)　奥村捨四郎(波々伯部捨四郎) (画)

48.4×35.4　石版筆彩

個人蔵

京都祇園町舞妓駒勇
1882年(明治15)　NS(款)　野村重喜(石画)　玄々堂石版

那(製造)

38.5×27.5　単色石版

小野忠重版画館蔵

-ll

芸妓(無題)
1882年(明治15)　太田義二(製版)

40.6×29.2　石版筆彩

黒船館蔵

新吉原銘妓喜代
1882年(明治15)　浅間利恵子(画工)　香山秀吉(印刷)　至

誠堂(製造)

402×292　石版筆彩

黒船館蔵

天神芸妓赤吉
1882年(明治15)　太EEl義二(製版)

47.6×36.3　単色石版

個人蔵

東京今春芸妓於柳
1882年(明治15)　浅間利恵子(画工)　香山秀吉(印刷)　至

誠堂(製造)

42.2×35.2　石版筆彩

個人蔵

東京新吉原　芸妓　幸
1882年(明治15)　浅間利恵子(画工)　至誠堂(製)

51.8×36.7　石版筆彩

個人蔵

東京銘妓小金
1882年(明治15)　楠山秀太郎(画工･石印)

462×352　単色石版

黒船館蔵

東京銘妓和歌吉
1883年(明治16)　精完堂　金子豊吉(画工)

49 8×33.6　単色石版

個人蔵

柳橋盛妓桃太郎
1883年(明治16)　大島捨四郎(披々伯部捨四郎) (画)　楠山

秀太郎(石印)

49 3×33.7　単色石版

個人蔵

柳橋桃太郎
1884年(明治17)　来島房次郎(画工)　写真右版本社(製造)

49.2×36.8　石版筆彩

個人蔵

新橋芸妓寿々女
1886年(明治19)　鼓峰芳次郎(画工)

40.0×27.7　単色石版

黒船館蔵

全春芸妓　角松･須磨子
1887年(明治20)　薮崎芳次郎(画工)

49.8×37.9　単色石版

個人蔵

胡蝶反花戯少女図
1888年(明治21)　吉原秀雄(画工)

42 7×32 7　石版筆彩



黒船鮪蔵

三吉屋小勝
1888年(明治21)　清水三次郎(画作人･印刷)喬林堂(製造)

50.4×38.2　石版筆彩

個人蔵

都道妓
1888年(明治21)小山三造(著作画者)小谷義一(印刷人)

53.1×40.1単色石版

黒船館蔵

病花濡雨図
1888年(明治21) HG (釈)吉原秀雄(画工･印刷)

35.0×46.5　単色石版

神戸市立博物館蔵

憲法発布大典二附東京新橋銘妓手古舞之図　書EEl屋山萱
1889年(明治22)　岡村政子(画作者)　酒井鈴子(石画者)

信陽堂生徒　浦野芳次郎(印刷人)　信陽堂(印行)

40.0×29.8　石版筆彩

黒船館蔵

婦女子之鏡
1889年(明治22)　薮崎芳次郎(画工)小島幸作(印刷人)

45.0×32.0　多色石版

黒船館蔵

深窓の責嬢
1891年(明治24)　粟生麟太郎(画作人)

44.4×33.2　石版筆彩

黒船館蔵

東京下谷芸妓小畿
1883年(明治16)　亀井圭一(画工)　香山秀吉(印刷)　至誠

堂(製)　写真右版本社

40.4×29.4　石版筆彩

黒船錯蔵

島原清治
1885年(明治18)　楠山秀太郎(画工･石印)

49.2×36.6　石版筆彩

個人蔵

西洋画譜第十峡　美人十二ケ月○杉田ノ梅林
1890年(明治23)　波々伯部捨四郎(筆)　上村新三郎(編纂

印刷)　日本堂(製)

23.5×17.3　多色石版

神戸市立博物館蔵

団扇美人(無題)
1882年(明治15)  〔渡部鍬太郎〕

47.4×36.6　石版筆彩

個人蔵

東京下谷芸妓小千代
1882年(明治15)奥村(汲々伯部捨四郎か) (款･画)至誠

堂　香山秀吉(印刷)

42 3×29.6　石版筆彩

黒船鯖蔵

東京芝芸妓若書

1882年(明治15)鈴木鑑太郎(画工)至誠堂　香山秀吉(印刷)

47.9×34 2　石版筆彩

個人蔵

西洋画譜第十秩　美人十二ケ月○山王ノ祭
1890年(明治23)　波々伯部捨Eg郎(筆)　上村新三郎(編纂

印刷)　日本堂(製)

23.5×17.3　多色石版

神戸市立博物館蔵

婦人湯治之図(十)
1890年(明治23)荒川藤兵衛(画工)　田中苦五郎(印刷人)

42.8×31.4　単色石版

黒船鮪蔵

東京　吉原廓芸妓幸
1881年(明治14)

50.3×36.4　石版筆彩

個人蔵

月琴を弾く妓(無題)
45.5×31.5　単色石版

黒船錯蔵

芸妓小いく
亀井圭一(原画か)奥村捨四郎(写)　精完堂(印行)

40 9×30.6　石版筆彩

個人蔵

芸妓小磯
41.6×30.8　石版筆彩

個人蔵

東京今春歌妓小鈴
1882年(明治15)　奥村捨四郎(波々伯部檎四郎) (画工)

楠山秀太郎(石印)

47.8×36.1石版筆彩

個人蔵

美人園　其四　佳人の洗髪
1888年(明治21)　内藤(款)　漸召宗舌(画作･印刷者)

50 2×36.3　単色石版

黒船館蔵

華族令嬢今世姿
1889年(明治22)桑田正三郎(画作)清新社　喜多山龍夫(印

刷人)

46.4×36.1石版筆彩

個人蔵

西洋画譜第十快　美人十二ケ月○亀井戸ノ藤
1890年(明治23)波々伯部檎四郎(筆)上村新三郎(編纂

印刷)　日本堂(製)

23 5×17.3　多色石版

神戸市立博物館蔵

ES鑑舎監

1888年(明治21)　矢島智三郎(印刷人)

39 7×28.6　石版筆彩

個人蔵



1889年(明治22)　TH(?) (釈)　辻本治三郎(画作)　ロ藤

次郎(印刷)

44.3×32 9　石版筆彩

個人蔵

楽観菊
1889年(明治22)　勝山繁太郎･矢島徳三郎(画作･印刷)　美

術着色会社(製造)

48.4×36.4　石版筆彩

個人蔵

貴顕之令嬢
1889年(明治22)　KK(款)　平沢源八(画作　印刷)　真盛

堂(製造)

48.8×36.9　単色石版

個人蔵

貴嬢編物之図
1889年(明治22)　熊沢喜太郎(画作･印刷)

47.9×36.6　石版肇彩

個人蔵

当世風俗　花と美人　姫百合
1906年(明治39)　MS (町田倍次郎) (款)　田中良三(画作

印刷者)

お.9×39.5　多色石版(2色)

個人蔵

貴覇員美人
1888年(明治21)　渡辺忠久(酎乍　印刷)

49.6×37 8　石版筆彩

個人蔵

美人花見之図
1888年(明治21)　渡辺息久(画作)

40 6×30.1石版筆彩

郡山市立美術館蔵

都之花
1889年(明治22)　勝山察太郎･矢島徳三郎(画作)

39.8×29.6　石版筆彩

個人蔵

華族令娘
1890年(明治23)　芳於? (款)　矢島智三郎(印刷人)

46 8×34.0　石版筆彩

黒船館蔵

梅花不及美人粧
1890年(明治23)　吉原秀雄(画作･印刷)

48.4×36.3　石版筆彩

個人蔵

洋装之美人
1890年(明治23) KK(釈)有山完次郎(画作･印刷　製造)

44.5×34.4　石版筆彩

個人蔵

開化美人
1889年(明治22)　KK(款)　薮崎芳次郎(画工)　小島幸作

(印刷人)

44.3×33.8　石版筆彩

個人蔵

貴嬢乃遊覧
1890年(明治23)　吉原秀雄(画工･印刷)

38.2×29.3　石版筆彩

黒船館蔵

裸婦(無題)
町田信次郎(画作人)　東陽館　細崎安太郎(印刷)

30.5×22.7　多色石版(二色)

黒船錯蔵

浴後納涼
1889年(明治22)　地林信広(画作)　香山秀吉(印刷人)　盛

広堂香山(製造)

44.0×39.2　多色石版

黒船館蔵

浴後納涼
1889年(明治22)　香山秀苦(印刷人)　地林信広(画作)

44.0×32.0　多色石版に手彩色

黒船館蔵

当世風俗　花と美人　浴後の面影
1907年(明治40)　MS (町田倍次郎) (款)　田中良三(画作

印刷者)

54,9×39 5　多色石版(2色)

個人蔵

世界第一之美人
1889年(明治22)　KK (釈)　仁井田義房(印刷)

36 8×25.7　石版筆彩

山口県立萩美術館蔵

母子像(無題)
渡部鍬太郎(画)　太EEl義二(製版)

46.9×34.7　石版筆彩

個人蔵

美人小児抱之図(欠蓮)
1885年(明治18)　shlmlZu (款)　〔清水三寿(画工)〕

38.2×27.2　石版筆彩

黒船館蔵

慈母愛児之図
1883年(明治16)　大島捨四郎(波々伯部捨四郎) (画)　楠山

秀太郎(石印)

49.1×35.8　石版筆彩

個人蔵

小児犬戯図
1886年(明治19)　薮崎芳次郎(画工)

36.8×49.4　石版筆彩

個人蔵

童女煙前指技図
1888年(明治21)　町田信次郎(画作人)　香山秀吉(印刷)
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45.4×33.7　単色石版

個人蔵

無心児占小乾坤
1888年(明治21)　香山秀書(印刷)　盛広堂(製造)

36.4×49.8　多色石版(2色)

個人蔵

小児争戯図
1888年(明治21)　山本(画)　薮崎芳次郎(画工)　′J､島幸作

(印刷人)

30.0×39 0　石版筆彩

個人蔵

親愛ノ姉稚児善ヒノ図
1888年(明治21)　岡村政子(画工)　信陽堂石版技工　小野康

太郎(印刷人)

46.5×30.8　単色石版

神戸市立博物館蔵

釣狐
山本(画･款)　勝山栄太郎･矢島徳三郎(画作)

30.3×40.6　石版筆彩

個人蔵

小学校
1892年(明治25)　矢島智三郎(印刷)

34 1×46.5　石版筆彩

個人蔵

大日本帝国古今風俗　寸陰浸稿　Xl
1886年(明治19)  〔渡辺イウ(渡辺幽香) (筆者)　玄々堂緑

山(石版印刷師)〕

308×216　多色石版(二色)

黒船館蔵

大日本帝国古今風俗　寸陰通稿　XVE

1886年(明治19)  〔渡辺イウ(渡辺幽香) (筆者)玄々堂緑

山(石版印刷師)〕

30.8×21 6　多色石版(二色)

黒船館蔵

農婦之図
1881年(明治14)　木村善次郎(画工)

29.2×40 1単色石版

個人蔵

脱梓機之図
1882年(明治15)新潟県士族　西尾篤く画工)玄々堂(印刷)

36 8×48.4　単色石版

個人蔵

肇及馬把之図
1882年(明治15)　西尾篤(画工)　精完堂(印刷)

28 4×43.6　単色石版

黒船館蔵

十二ケ月之内　夕涼(『時事新報』第4038号附銀か)
1894年(明治27)　印藤真楯(画)　信陽堂(石印)

30.6×38.2　多色石版

個人蔵

大日本五港之内　神戸港
1891年(明治24)　薮崎芳次郎(画作　印刷)

34.3×46.6　単色石版

個人蔵

大日本五港之内　長臓港
1891年(明治24)　薮崎芳次郎(画工)　小島幸作(印刷人)

32.6×44,6　石版筆彩

黒船館蔵

大日本五港之内　新潟港
1891年(明治24)　鼓峰芳次郎(画工)　小島幸作(印刷人)

36.1×48.5　石版筆彩

黒船館蔵

大日本五港之内　函舘港
1891年(明治24)　薮崎芳次郎(酎乍　印刷)

34.1×46.9　単色石版

黒船館蔵

大日本五港之内　横浜港
1891年(明治24)　薮崎芳次郎(画作　印刷)

30.6×40.4　石版筆彩

黒船館蔵

東京名所
1883年(明治16)　楠山秀太郎(石印)

28.5×42.0　単色石版

個人蔵

東京名所之内旧江戸城二重橋之景
鈴木鑑太郎(画)

32.7×45.0　単色石版

個人蔵

東京旧城西丸大手二重橋之図
1879年(明治12)　太盛堂(製)

25.9×39.0　石版筆彩

個人蔵

帝国貴族衆議両議院之図
1890年(明治23)　吉原秀雄(画工･印刷)

36.4×48 5　石版筆彩

個人蔵

大日本帝国国会議事堂之図
1891年(明治24)　熊沢喜太郎(画作･印刷)

36.2×48 0　石版筆彩

個人蔵

外楼田参謀本部之景
1887年(明治20)　清水市郎(画工)

37.0×49 3　単色石版

個人蔵

陸軍士官学校
1890年(明治23)　粟生麟太郎(画作人･印刷)

32.3×42 7　石版筆彩

黒船錯蔵

鹿鳩舘　ROKUMEIKWAN

1890年(明治23)　木(款) 〔二神純孝(画)〕
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18.9×25.4　多色石版(二色)

黒船館蔵

東京従九段坂上靖国神社遠拝之図
1882年(明治15)　車業社(石印)

30.3×40.5　石版筆彩

黒船館蔵

靖国神社真景
1886年(明治19)　MI(款)　高柳栄三(画工)　国文社石版

那(印行)

36.5×46 6　単色石版

個人蔵

ニコライ教会堂　N】COLAI S CHURCH

1890年(明治23)　FS (二神純孝) (款)

25,5×190　多色石版(二色)

黒船館蔵

東京名所　御茶ノ水真景
1892年(明治25)　熊沢喜太郎(画作･印刷)

32.8×47.0　単色石版

黒船館蔵

東京銀座街之図
1888年(明治21)　清水市郎(印刷　画作人)

36.0×50 2　石版筆彩

個人蔵

第一銀行之景
1887年(明治20)

35.9×50.2　石版筆彩

個人蔵

東京歌舞伎座之真景
1890年(明治23)　清水市郎(印刷　画作人)

338×46.1石版筆彩

黒船館蔵

東京不忍競馬之図
1885年(明治18)

35.6×50.2　単色石版

個人蔵

上野公園地真景
1886年(明治19)　MI(款)　高柳栄三(画工)　国文社石版

那(印行)

36.8×46.6　単色石版

黒船館蔵

団子坂菊花
FS(二神純孝) (款)　日本堂(製)

24.9×16.2　多色石版(二色)

黒船館蔵

東京浅草雷神門鉄道馬車道之図
1882年(明治15)　鈴木鑑太郎(画工)

33.6×48 7　石版筆彩

個人蔵

浅草公園之景
MS (款)

30.6×38.6　単色石版

黒船館蔵

百五十分一之縮図　　東京浅草凌雲閣真景
1890年(明治23)　勝山繁太郎･矢島徳三郎(画作･印刷)　美

術着色会社(製造)

45 6×32.9　石版肇彩

個人蔵

東京待乳山雪景
1888年(明治21)　盛広堂(製造)　香山秀吉(印刷)

36.4×45.6　単色石版

個人蔵

日本第一之名橋　東京吾妻橋之真図
1887年(明治20)　誠協堂　渡辺忠久(画工)

31.5×42.4　単色石版

個人蔵

東京鉄道馬車之図
1882年(明治15)　楠山秀太郎(石印)

33.7×49.2　石版筆彩

個人蔵

高縄海浜発車之景
1888年(明治21)　頁賀沢喜太郎(画作　印刷･製造)

31 7×45.3　石版筆彩

里給餌蔵

嵐山真景
1880年(明治13)　蔭山久仙(石画)　名古屋石版舎(製造)

36.0×49 2　単色石版

個人蔵

京都嵐山三軒家之図
1888年(明治21)井村寅太郎(画作人)武田走治郎(印刷者)

30.9×40.8　多色石版(二色)

黒船館蔵

祇園祭(欠題)
〔小山三遺〕

41.4×32.1石版肇彩

町EEl市立国際版画美術館蔵

銀閣寺(欠題)
レト山三追〕

32.1×41.4　石版筆彩

町田市立国際版画美術館蔵

銀閣寺
1891年(明治24)　小山三造(印刷人)

132×178　写真製版

個人蔵

紫震殿(欠題)
〔′ト山三造〕

32.1×41.4　石版筆彩

町EEl市立国際版画美術館蔵

紫喪殿
1891年(明治24)　小山三造(印刷人)

13.2×17.8　写真製版
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個人蔵

南禅寺(欠題)

〔小山三造〕

41.4×32.1石版筆彩

町田市立国際版画美術館蔵

南禅寺
1891年(明治24)　小山三遺(印刷人)

13.2×17.8　写真製版

個人蔵

洛東円山
1889年(明治22)　小山三造･ (著作　画者)　小谷義一(印刷人)

38.1×53.6　石版筆彩

黒船館蔵

祇園境内之図
1889年(明治22) JO(款)　小山三遷(著作画者)　小谷義
一(印刷人)

40.6×53 6　単色石版

黒船館蔵

八坂ノ塔(欠蓮)

〔小山三造〕

41.4×32.1石版筆彩

町田市立国際版画美術館蔵

大阪名所絵図
1890年(明治23)　中井孫治(石版所･画工･印刷)

31.8×44.1単色石版

黒船館蔵

住吉神社之真景
I M (守住勇魚) (款.画)　水口彫刻所(石印)

29 1×35.2　単色石版

川崎市市民ミュージアム蔵

田子之浦真景
1880年(明治13)橋本雅邦(画)石版印刷師　広瀬鎌太郎(製)

28.9×40 7　単色石版

個人蔵

害士十二景○駿州富士川鉄橋(欠題)
1890年(明治23)  〔小林清親(画)　上村新三郎(編纂)　日

本堂(製))

17 5×24.0　多色石版(三色)

黒船館蔵

富士十二景○駿州由井∃リノ富士(欠題)
1890年(明治23)　小林滴親(釈)  〔上村新三郎(編纂･印刷

者)　日本堂(製)〕

16.2×223　多色石版(二色)

黒船館蔵

北海道小樽港有幌之景
1881年(明治14)　疋田敬蔵(画工)　楽工舎(印行)

32.0×42.3　単色石版

黒船錯蔵

相州馬入川ヨリ大山ヲ望む景
M Indo (印藤真相) (款･画)　薮崎芳次郎(画作)
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28.2×41.6　石版筆彩

神戸市立博物館蔵

淡路島ノ真景
1889年(明治22)　鼓峰芳次郎(画工)　小島幸作(印刷人)

33.0×42 5　単色石版

黒船館蔵

石山寺秋月
1891年(明治24)　まち田(町田信次郎) (款)　太田節次(画

作･印刷)

47.2×63.5　多色石版

山口県立萩美術館蔵

日本名所の十　舞子の浜
1902年(明治35)　中島石松(画作)勢英舎　田中走治郎(印刷)

45 9×61.4　多色石版

神戸市立博物館蔵

摂津箕面山漬布之図
明治14年(1881)　玄々堂緑LLJ(真写調整)　龍雲舎石版部(製造)

50 5×35.9　単色石版

神戸市立博物館蔵

菓実之図
岡EEl半輪(画)　龍雲舎石版部(製)

30.7×37.0　単色石版

町田市立国際版画美術館蔵

果実図(無題)
1881年(明治14)　s Tamura(田村宗立)(款)京都画学校(製)

37.8×31.6　単色石版

個人蔵

御愛駿馬金華山
藤貞行(後藤貞行)(款)安B]邦治(編輯人)泰錦堂(石印)

36.4×503　多色石版(2色)

川崎市市民ミュージアム蔵

巴里斯号
T Gotoou (後藤貞行) (款)

35.1×47.8　単色石版

個人蔵

馬図(無題)
｢K Nakamaru｣ (中丸楕十郎) (釈)

42.8×57.0　単色石版

神戸市立博物館蔵

母馬厳膏的成駿
後藤貞行(款)

452×48.7　多色石版(二色)

黒船館蔵

祝帝国議会開会　開天厳戸之図(r国民新聞』第270号附鐘)
1890年(明治23)か　寮綿堂(石印)

53.3×39.6　単色石版

個人蔵

日本武尊以草薙叙東夷征絵図
1876年(明治9)　太盛童(製造)

42.1×53.5　石版筆彩



杜若文庫蔵

孝子安寿姫弟津志三九卜訣別之図
1889年(明治22)　岡村政子(画作者)　酒井鈴子(石画者)

侶陽堂生徒　浦野由次郎(印刷人)

502×36.0　多色石版(2色)

傭人蔵

大江山鬼狩道行之図(r国民新聞』第307号附録)
1891年(明治24) NaoJlrO Harada (原田直次郎)倣)泰錦堂

(石印)

38.8×52.9　単色石版

個人蔵

新羅三郎於足柄山伝笠時秋図
疋EEl当広(画)　玄々堂印刷会社石版部(製造)

35.9×54.0　石版筆彩

黒船館蔵

経正弾琵琶於竹生島
1876年(明治9)　太盛堂(製造)

42.5×57.0　単色石版

杜若文庫蔵

常盤御前(無題)
高橋由一(伝)

38.2×50.2　単色石版

神戸市立博物館蔵

源義経静二告別之図
1888年(明治21)　吉原秀雄(画工･印刷)

41.3×32.0　単色石版

黒船館蔵

静御前鶴ケ岡嗣前二演舞ノ図
1890年(明治23)　浅井息(原図)　岡村政子.酒井鈴子(石画

者)　上村新三郎(画作)　岡村万次郎(印刷人)

59 7×43.1単色石版

個人蔵

弘安四年垂元兵於筑海図
石井鼎湖(画)　玄々堂(製造)

38.2×51.1単色石版

神戸市立博物館蔵

桜井駅訣別之図
1875年(明治8)　高橋由一(画)　玄々堂　於田緑山(製造)

37 5×50.8　単色石版

黒船館蔵

桜井駅楠公父子訣別之図
1880年(明治13)　名古屋石版舎(製造)　蔭山久仙(石画)

369×53.1単色石版

個人蔵

楠公鳳肇奉迎之図
1885年(明治18)　清水三寿(画工)　矢島智三郎(印刷)

34.6×47 8　石版筆彩

個人蔵

削幹磨肝児島駐旬之図
下回罷之輔(村井罷之助) (石版画師)　銅石木鉛諸版製造所

玄々堂　松田敦朝(製造)

36.9×50 6　単色石版

黒船館蔵

削幹磨肝児島高徳駄句之図
1880年(明治13)　真画堂

30.4×40.7　単色石版

川崎市市民ミュージアム蔵

削幹磨肝児島高徳駈旬之図
1881年(明治14)

30.4×40 7　石版筆彩

個人蔵

児島高徳駐旬之図
1889年(明治22)　岡村政子(画作者)　酒井鈴子(石画者)

信陽堂石版生徒　浦野芳次郎(印刷人)

44.7×29.7　石版筆彩

神戸市立博物館蔵

児島高徳臣旬之図
1889年(明治22)　岡村政子(画作者)　酒井鈴子(石囲者)

僑陽堂石版生徒　浦野芳次郎(印刷人)

46.4×35.0　石版筆彩

個人蔵

名和長重負帝登船上山図
石井鼎湖(画)　玄々堂(製造)

40.4×51 7　単色石版

神戸市立博物館蔵

後醍醐帝従隠岐国還幸　名和長重背薦而換龍駕之図
1881年(明治14)　楠山(石印)

石版筆彩

個人蔵

後醍醐帝名和港還幸長年守護之図
1881年(明治14)　彫刻会社(印刷)

29.4×40.2　石版筆彩

個人蔵

於相州稲村崎　新田義貞祈海神図
1881年(明治14)　楠山(石印)

36.5×48.3　単色石版

黒船館蔵

村上義光復錦旗之図
石井鼎湖(画)　玄々堂(製造)

40 5×52.9　単色石版

神戸市立博物館蔵

於吉野城村上義光護良親王着御之鎧及直垂ヲ乞フ図
1887年(明治20)　宮田貞作(画工)

30.6×40.7　石版筆彩

個人蔵

護良親王芳野山陣中に於て最後御盃之図(『小国民』第4
年7号附録)
1892年(明治25)　根岸高光(印刷人)　泰綿堂(石印)　高橋

省三(編輯)

39.2×54.8　単色石版

個人蔵
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日吉丸(無題)

高橋由一(伝)

30.9×27.5　単色石版

神戸市立博物館蔵

徳川家康億
下問蓮杖(伝)

20.0×10.5　石版筆彩

個人蔵

徳川家康公
1876年(明治9)　服部杏圃(画)

38.0×22.9　単色石版

黒船館蔵

赤穂義士夜打之図
1887年(明治20)　香山秀吉(画工)　盛広堂(敬)

30.7×40.1単色石版

個人蔵

高輪東禅寺英国公使旅舘へ浪士乱入之図(『風俗画報』挿
絵)

ワープマン(画)　柳源吾(縮図)

24.9×34 6　単色石版

黒船館蔵

高輪東禅寺英国公使旅舘騒動翌暁施療之図(『風俗画報』
第23号挿絵)
1890年(明治23)　ワーグマン(画)　柳源書く縮図)

25.0×33 5　単色石版

杜若文庫蔵

水戸浪士会愛宕山図
1889年(明治22)　KO(款)　生巧館　合田清(画工)　田中

克(印刷)

32.9×43‥6　単色石版

個人蔵

仙女伏姫幽憲二於テ読経ノ図
岡村政子(画工)　信陽堂　石版技工　小野廉太郎(印刷人)

49.2×37.1単色石版

個人蔵

法国第一世舎破貴之図
1879年(明治12)　大蔵省印刷局(石版製)

55.0×41.0　単色石版

黒船館蔵

欧洲銅版摸画　策一世舎破倫肖像
1887年(明治20)　香山秀吉(画工)　盛広堂(製造)

379×27.5　単色石版

黒船館蔵

独匡宰相ヒスマーク公之肖像
1889年(明治22)　小山三造(箸作画者)　小谷義一(印刷人)

53 7×37.3　単色石版

個人蔵

初世舎破倫於亜夫斯蘇路伯輿演斯的慮曹士戦之図
1882年(明治15)　後藤貞行(画工)

49.5×62.0　単色石版

山口県立萩美術館蔵

初世舎破苔｢ハチスポンス｣ノ役負傷屈セス襖国大軍ヲ
破ル図
1882年(明治15)　楠山秀太郎(石印)

36.8×50.4　単色石版

黒船館蔵

普仏戦争図(無題)
1886年(明治19)

50.5×70 2　単色石版

山口県立萩美術館蔵

普仏戦争之図　千八百七十年八月十八日ウイルヘルム帝
自ラ号令シ仏兵北シテ｢メツゝ｣二退陣ス
1887年(明治20)　亀井至- (画工)

36.8×27.6　単色石版

黒船館蔵

忠臣義士
1891年(明治24)　岡村政子(画)　酒井鈴子(石画者)　岡村

竹四郎(印刷人)

48.7×122 5　単色石版

郡山市立美術館蔵

忠臣義士
1891年(明治24)　岡村政子(画)　酒井鈴子(石画者)　岡村

竹四郎(印刷人)

48.7×122.5　単色石版

郡山市立美術館蔵

西南戦争戦闘図(無誼)
Ys (款)　陸軍士官学校(開刷)

46 0×67.8　単色石版

山口県立萩美術館蔵

鹿児島戦争之図
1877年(明治10)　山本芳翠(画工)

35 0×48.8　石版筆彩

神戸市立博物館蔵

台湾鶏寵港口之景
高橋由一(石画)　玄々堂(製造)

37.4×50.2　単色石版

黒船館蔵

台湾生者少猫里酋長伊麿及其随員等乏億
｢K Nakamaru｣ (中丸精十郎)(款)　玄々堂　松田緑山(製造)

383×51 1単色石版

神戸市立博物館蔵
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台湾石門実景
高橋由一(石画)　玄々堂松田(製造)

37.8×50.4　単色石版

黒船館蔵

総理衛門に於て支那の大臣等和議の約書を出す図(『明治
太平記』　十編上　二三)

1875年(明治8)　村井静馬(編輯)　鮮斎永濯(画)　亀井圭
一(石画)　玄々堂(製造)

18.1×454　単色石版

川崎市市民ミュージアム蔵

我軍鳳風域を占領す
1894年(明治27)　金子豊吉(印刷者)

63.5×46.7　多色石版

川崎市市民ミュージアム蔵

我第一軍鳳風城占領乏図
1894年(明治27)　松永作次郎(画作)

39.4×54.5　多色石版(3色)

川崎市市民ミュージアム蔵

虎山附近に於ける我軍の露営
1894年(明治27)　辻本仁兵衛(画作･印刷)

406×56.0　多色石版(2色)

川崎市市民ミュージアム蔵

第-軍鴨緑江畔虎山付近之戦闘
1894年(明治27)

127.0×88.5　多色石版

杜若文庫蔵

帝国軍隊鴨緑江ヲ隔テ敵兵卜対陣ス
1894年(明治27)　辻本仁兵衛(画作･印刷)

40.6×56.0　多色石版(2色)

川崎市市民ミュージアム蔵

従征画稿
明治28年(1895)　浅井忠(画)　信陽堂(印刷)

26.5×38.5　多色石版

杜若文庫蔵

沙河大会戦敵連隊全滅ノ実況(『目頭戦闘画報』乙之部第
82号)

1905年(明治38)　みやの(款)　葛西虎次郎(画作･印刷)

青雲堂石版部(製造)

37.9×54.6　多色石版

川崎市市民ミュージアム蔵

日本海大海戦司令塔上に於ける古今無双の海上偉勲者東
郷大将
1905年(明治38)　青雲堂　葛西虎次郎(画作･印刷)

39.0×54.7　多色石版

川崎市市民ミュージアム歳

相州箱根山莫景　軍人演習行軍之図
1886年(明治19)　本原意次郎

51.0×390　単色石版

個人蔵

富士川岩淵渡船場真景　軍人渡船演習之図
1886年(明治19)　本原走次郎

-19

31.4×42.6　単色石版

黒船館蔵

大日本扶桑艦遠江洋航海之図
1886年(明治19)　鼓峰芳次郎(画工)

34.7×46 0　単色石版

黒船館蔵

大日本軍艦浪花遠洋航海
1889年(明治22)　矢島智三郎(印刷人)

36.6×48.9　石版筆彩

個人蔵

憲法発布御盛典之図〇豊明殿御祝典之図
1890年(明治23)床次門人　秋松芳太郎(画工)床次正精(樵

閲)　玄々堂　松田致朝(印刷者)

380×53.0前彼　多色石版(2色)

個人蔵

大日本国会議事堂想像図
1888年(明治21)　sA(款)　正勤堂　山瀬庄三郎(画工)

小泉市太郎(印刷人)

32.0×44 3　単色石版

黒船館蔵

帝国議会開院式乏図
1890年(明治23)　有山定次郎(画作･印刷･製造)

6.2×48.5　石版筆彩

神戸市立博物館蔵

帝国ホテル貴族院議事堂
1891年(明治24)　矢島智三郎(印刷人)

36.8×48,2　石版筆彩

個人蔵

大日本東京上野公園内内国勧業博覧会場之図
1877年(明治10)　大蔵省紙幣局彫刻部

44.0×59.5　多色石版(二色)

財務省印刷局蔵

明治+二年八月二十五日上野公園奉迎聖駕天覧武伎之図
流鏑馬真写図
1879年(明治12)　亀井至- (兵写石画)　玄々宝印刷会社石版

部(制)

34.9×46 8　単色石版

個人蔵

明治十二年八月二十五日上野公園来迎聖駕天覧武伎之内
流鏑馬真写図
1879年(明治12)　〔亀井至- (石画者)　玄々堂印刷会社石版

那(製)〕

28.4×40.0　石版筆彩

黒船館蔵

岩代国那麻郡　磐梯山破裂之図
1888年(明治21)　渡辺息久(画作･印刷)

31.2×37.3　単色石版

個人蔵

外国汽船沈没之図
1887年(明治20)　誠協堂　渡辺忠久(画工)

36.7×49.7　石版筆彩



個人蔵

『佳人の喬遇j初版三編巻五
1886年(明治19)　東海散士(柴史朗) (著者兼出版人)

23.4×146　挿絵　単色石版

郡山市立美術館蔵

r禽獣世界　狐乃裁判』初版
1886年(明治19)　井上勤(訳述･翻訳者)　渡辺東方(校正)

19.1×133　挿絵●単色石版

郡山市立美術館蔵

『政治小説　梅香余薫』再版
1887年(明治20)　牛山鶴堂(牛山良介) (纂訳　訳述)　跡郡

兼山(校補)

19.4×13.0　表紙:多色石版　挿絵:単色石版

郡山市立美術館蔵

夕暮(『中学世界』第10巻第13号口絵)
1907年(明治40)　青木繁(原画筆者)

223×15.0　多色石版

個人蔵

『小学普通画学本』乙之部第十
明治11年(1878)　宮本三平

140×18.5　単色石版

個人蔵

『習画帖』第二編第三巻上　樹木
明治15年(1882)　　浅井忠･高橋源書

20.0×27.0　単色石版

個人蔵

r小学大成普通画学本』二編第十一
明治17年(1884)明治20年(1887)再版　守住勇魚

14.5×21.2　単色石版

杜若文庫蔵

『小学普通画学本』　甲之部第十
明治18年(1885)　宮本三平

140×185　単色石版

個人蔵

『小学画手本j　第十編
明治19年(1886)　明治25年(1892)第10版　本多錦吾郎

12.0×18.0　単色石版

個人蔵

r田村画帖』景色部
明治20年(1887)　田村宗立

14 5×23 6　単色石版

個人蔵

『新撰習画帖』　第八編
明治25年(1892)　印藤真楯

14.2×21.5　単色石版

個人蔵

『中等臨画』　第三編
明治33年(1900)　小山正太郎

190×26 5　単色石版

個人蔵

r新式中等臨画帖』第七編
明治36年(1903)　明治38年(1905)　再版　黒田清輝

18.0×25.0　多色石版

個人蔵

3.商業美術と石版画の展開

天狗煙草
1900年(明治33)頃　岩谷商会(広告主)

56.6×43.5　多色石版

たばこと塩の博物館蔵

天狗煙草･岩谷商会
1902年(明治35)　岩谷商会(広告主)

51.5×37.8　多色石版

たばこと塩の博物館蔵

武徳･日本国産純粋銘菓･紙巻煙草
1902年(明治35)横山(原画筆者)京都東洋印刷株式会社(印

行)　村井兄弟商会(広告主)

75.2×25.6　多色石版

たばこと塩の博物館蔵

ピーコック　PEACOCK clgaretteS

1902年(明治35)頃　伏木英九郎(原画筆者)　京都東洋印刷株

式会社(印行)　村井兄弟商会(広告主)

74.9×52.3　多色石版

たばこと塩の博物館蔵

三越呉服店(元禄模様広告)

1905年(明治38)　波々伯部会洲(原画筆者)､三間印刷所(製作)

菊全判　多色石版

三越資料館蔵

三越呉服店(東京博覧会･元禄美人)
1907年(明治40)　波々伯部金洲(原画筆者)　三間印刷所(製作)

菊全判　多色石版

三越資料館蔵

三越呉服店｣ (三越ヴェール)

1908年(明治41)　波々伯部金洲(原画筆者)　三間印刷所(製作)

菊全判　多色石版

三越資料館蔵

三越呉服店(むらさきしらべ)

1909年(明治42)岡田三郎助(原画筆者)三間印刷所(製作)

菊全判　多色石版

三越資料館蔵

三越呉服店(此美人)
1911年(明治44)　橋口五葉(原画筆者)　三間印刷所(製作)

菊全判　多色石版

三越資料館蔵

-20-



(2)第81国葬寺別展

華麗なる宮廷　ヴェルサイユ展
一太陽王ルイ14世からマリー-アントワネットまで一

･内　　　容/

これまで日本とフランス両国は優れた伝統文化を誇り､お互いの国の文化を尊敬しつつ密接な文

化交流を続けて来た.特に､ヨーロッパの華やかな宮廷文化を象徴するヴェルサイユ宮殿へのあこ

がれは強く､年間約350万人にのぼるヴェルサイユ宮殿を訪れる観光客の中で日本人は約30万人を

も占めている｡ブルボン朝時代のヴェルサイユ宮殿はヨーロッパの政治の中心であったのと同時

に､最高の芸術品を集めた文化の殿堂でもあった｡この展覧会では､ヴェルサイユ宮殿所蔵の絵画､

彫刻から家具･調度品､工芸品に至る多様な作品108件を紹介した｡また､宮殿内の部屋の内装を

様式に従ってだまし絵､布団張りで再現するなど､展示の仕方も見所のひとつとなったo当時を妨

沸させる演出の中で､来館者に作品を鑑賞していただくことで､ヴェルサイユ宮殿が最も輝きを放っ

た時代の華麗な宮廷文化を理解していただく絶好の機会となったo

長崎から輸出されヨーロッパに渡った蒔絵などは､フランスの王室･貴族に珍重され､特にルイ

16世の王妃であるマリー-アントワネットに愛されたことはよく知られている0本展の出品作品の

中で､このような王妃の趣味をうかがわせる漆器の数々が里帰りした｡本展はヴェルサイユ宮殿美

術館が主導的な役割を担い､同館の全面的協力を得ることで､初めて実規したものであるo

･会　　　期/平成14年(2002) 10月12日(土) ～12月25日(水)

･会　　　場/1階ホール､特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館室

･主　　　催/神戸市､神戸市立博物館､ヴェルサイユ宮殿美術館､ El本経済新聞社

･後　　　援/外務省､フランス大使館

･特別協賛/NEC､損保ジャパン

･協　　　賛/ダイキン工業､大日本印刷､ EPSON､ジェーシービー､関西電力､トヨタ自動車

･協　　　力/日本航空

･入　館　料/ (当日･一般) 1300円

･開催日数/65日

･入館者数/250,967人

･出品点数/108件

･記念講演会/会場　地階講堂　午後1時30分-

10月12日(土) ｢ヴェルサイユ･公私の空間｣

グザヴイエ･サルモン氏(ヴェルサイユ宮殿美術館学芸員)

11月9日(土) ｢美術館としてのヴェルサイユ｣岡　泰正(神戸市立博物館学芸員)

11月30日(土) ｢マリー-アントワネットの蒔絵コレクション｣

永島　明子氏(京都国立博物館研究貞)
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出品リスト

カタログ

NQ

作品タイトル　　　　　　　　　　作　　　者　　　　　　　　素材･技法　　　　　サイス(cm)

1　幼少のルイ14世の胸像　　　　　　　シャノク　サラサン　　　　　　　　大理石　　　　　　　　56×42×24

2　　ルイ14世　　　　　　　　　　　　　シャルル　ル･プラン　　　　　　　油彩,カンヴァス　　　67×57

3　　ルイ14世の肖像　　　　　　　　　　イアサントリゴーの工房　　　　　油彩､カンヴァス　　　131×97

4　　異端に勝利をおさめるルイ14世　　　トマ･ゴベール　　　　　　　　　　大理石　　　　　　　　83×32×38

5　　ルイ14世　　　　　　　　　　　17世紀フランス派　　　　　　　　ブロンズ　　　　　　　全体の高さ87 5､

騎馬像54.5×49

6　　ルイ14世王妃マリー-テレーズ　　　ジョゼ7.ウェルネール　　　　　　グワyシュ､羊皮紙　　13×10

7　　フランス王太子ルイの胸像　　　　　アントワーヌ　コワズヴオー　　　　大理石　　　　　　　　81×59×29

8　　モンテスパン侯爵夫人と4人の子とも　シャルル　ド　ラ･7オス

たち

油彩､カンヴァス　　　　248×118

9　　ルイ-ズ-マ1)--アンヌ･ト.プル　ピェ-ル.ミニヤール

ボン(マドモワセル･ド･トウール)､

シャボン玉をふく少女

油彩､カンヴァス　　　　129×96

10　　マリー-アンヌ･ド･ブルボン(マト17世紀フランス派

モワゼル･ド　プロワ)

大理石､木､金塗装　　　32×27×10

11　ルイ･ト･ブルボン(ヴェルマンドワ17世紀フランス派　　　　　　　　　大理石､木､金塗装　　31×26×10

伯爵)

12　　フランソワ-ス･マ1)一･ド･フルボ　フランソワ･ド　トロワ

ン(マドモワゼル･ド･プロワ)

油彩､カンヴァス　　　　141×105

13　　ジャン-バテイストコルヘール　　　こコラ.クストウ-　　　　　　　　大理石　　　　　　　　84×75×32･5

14　聖ルイ騎士団の最初の叙勲　　　　　フランソワ･マロ　　　　　　　　　油彩､カンヴァス　　　51×76

15　ペルシャ王タマスプ2世の大便メフメ　ニコラト･ラiレジリエール

ト.リザ･ペイを｢続の間｣で歓迎す

るルイ14世

油彩､カンヴァス　　　　70×113

16　　ヴェルサイユ宮殿に着くルイ14位　　アダム-フランソワ･ヴアン　デル　油彩､カンヴァス　　　直径56

ムーラン

17　　ヴェルサイユ宮殿とオランジュリー　エティエンヌ･アレダラン

(オレンジ園)の景観

油彩､カンヴァス　　　115×165

18　　ヨーロッパの国々　　　　　　　　　シャルル　ル　ブランの原作に基づく　油彩､カンヴァス　　　71×58

19　アジアの国々　　　　　　　　　　　シャルル　ル　ブランの原作に基づく　油彩､カンヴァス　　　71×58

20　　メルク.)ウスの凱旋車　　　　　　　ジャン-ハテイスト　トシャンパー　油彩､カンウ7ス　　　51×53

ニェ

21　サトウルヌスの凱旋車　　　　　　　ノエル　コワベル　　　　　　　　　油彩､カンヴァス　　　75×79

22　王の親政　　　　　　　　　　　　シャルル　ル･ブラン　　　　　　　油彩､カンヴァス　　　103×99

23　聖霊降臨　　　　　　　　　　　　シャン･ジュヴネ　　　　　　　　油彩､カンヴァス　　　108×113

24　　ィ.)スとモルフェウス　　　　　　　ルネ-アントワーヌ　ウアス　　　　油彩､カンヴァス　　　207×151

25　　ウラこアとメルポメネ　　　　　　　ルイ･ド　7-ローこュ　　　　　　油彩､カンヴァス　　　92×110

26　国王付き造園家アンドレ･)I,･ノートル　かレロ　マラツタ　　　　　　　　　油彩､カンヴ7ス　　　112×85

27　テテイスの洞肩(グロノト)の荊の)I, 17世紀フランス　　　　　　　　　　油彩､カンヴァス　　　96×96

イ14世

28　　三つの泉水のある迷宮への入ロ　　　　ンヤン･コテル 黒チョーク､グワノ　　　45.5×36

シュ､乳白色紙

29　　スイス連隊の他　　　　　　　　　　　ジャン･コテル 黒チョーク､グワノ　　　455×36

シュ､乳白色紙

30　　三つの泉水の木立ち　　　　　　　　　ンヤン･コテル 黒チョーク､グワノ　　　45,5×36

シュ､乳白色紙

-23-



ジャン･コテル　　　　　　　　　　　　黒チョ-ク､グワy　　　45.5×36

シュ､乳白色紙

32　　プ)レートによるプロセルピナの略奪　　フランソワ･ジラルトン　　　　　　　プロンス　　　　　　　　55×26×32

㍊　　ポレアスによるオレイテユイアの略奪　ガスパール･マルシ､アンセルム･フ　ブロンズ　　　　　　　58×22×28

ラマン

34　　休息用寝台　　　　　　　　　　　　17世紀フランス　　　　　　　　　　木､金塗装　　　　　　112×194×81.5

35　　ふくろうゲーム盤　　　　　　　　　17世紀フランス　　　　　　　　　　黒檀､象牙　　　　　　65×52 4

36　　F新しきパンテオン､または異教の

神々と古代の英雄ならびに(大)の異

名をとった王侯と大王ルイ14世の美徳

および事績との関係i

クロード･シャルル･ギェイヨンネ･赤いモロノコ革　　　　16.9×10.2

ド･ヴェルトロン

37　　聖水盤付き聖遺物箱 ウルハノ･ハルテレジ　　　　　　　　金鍍金したブロンズ､　62.5×65×5

銀､稽皮紙に細密画

38　｢王の歴史｣のタピスリーー1662年3　コブラン製作所､ラ･クロワの工房　　羊毛､金糸入り､臥機織　376×573

月24E]､フエンテス伯爵の謁見(シャ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

ルル･ル･プランの原画に基づく)

39　｢王の敢勝｣のタピスリーー1672年6　ボーヴェ製作所あるいはフイリyプ･羊毛　　　　　　　　　460×350

月21日､ド-エスプルグの占領(ジヤ　ペアプルのパリの工房

ン-バテイスト･マルタン[帰属]の

原寸大下絵に基づく)

40　｢王の戦勝｣のタビス1)--1674年5　ポーヴェ射乍所あるいはフイ1)ップ･羊毛　　　　　　　　　460×340

月6日､プザンソンの包囲(シャンニ　ベアグルのパリの工房

ハテイスト･マルタン[帰属]の原寸

大下絵に基づく)

41　レース編みの掛け布　　　　　　　　17世紀フランス　　　　　　　　　　　リネン､針編みレース　190×253

42　　王衣をまとったルイ15世　　　　　　　ジャン-マルシャル･フレドゥ-　　　油彩､カンヴァス　　　　277×195

43　　ランス大聖堂でのルイ15世の戴冠式　　ピェール-ドニ･マルタン　　　　　　油彩､カンヴァス　　　　32×42

44　クレルモン伯長引二聖霊騎士団勲章を与　ジャン-ハテイスト･ヴァン･ロー　　油彩､紙　　　　　　　　51.8×61.9

えるルイ15世

45　　7ランス王妃マリー･レクジンスカ　　アレクシス-シモン･ベル　　　　　　油彩､カンヴァス　　　　206×137

46　　扇をもつフランス王女アデライド　　　ジャン-マルク　ナティエ　　　　　　油彩､カンヴァス　　　　81.5×64.5

47　　アルトワ伯蔚シャルル-フィリップ･　フランソワ-ユベール･ドルエ　　　　油彩,カンヴァス　　　129.5×97.5

トフランスと妹マダム･タロティル

ト

48　　折り畳み椅子　　　　　　　　　　　18世紀フランス ブナ材､金塗装､深紅地　57×72×50

のプロケード､カル

トウ-シュ文様に金糸と

銀糸

49　　折り畳み椅子　　　　　　　　　　　　18世紀フランス ブナ材､金塗装､深紅地　57×72×50

のプロケ-ド､カ　ル

トゥ-シュ文様に金糸と

銀糸

50　　飾り枠付き掛時計　　　　　　　　　フランソワ･ルルートル　　　　　　　ブロンズ､彫金､金鍍金　78×37

51　ルイ15世の王太子の紋章付き馬車の縮　宝飾品製造業者ショベール　　　　　　木彫､金塗装､金鍍金､　41×64×23.5

小模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀のブロケ-ド

52　　テリーヌ容れと飾り台　　　　　　　　フランソワ-トマ･ジェルマン　　　　銀　　　　　　　　　　　27.5×46×25.5(チ

リーヌ容れ)､ 5×

565×42(飾り台)

53　　六道衝立　　　　　　　　　　　　　サヴオヌリー織機製作所　　　　　　羊毛　　　　　　　　　各240×69

54　　フランスの紋章入りの仕切り幕　　　　ゴブラン製作所　　　　　　　　　　　羊毛､絹､臥機織り　　　355×275
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55　ゲーム用巾着袋　　　　　　　　18世紀後半フランス　　　　　　　ビロ-ト地に絹製の二重　8×15

の銀糸による刺繍

56　ヴェルサイユ講和条約調印の際に使用　シャルル･クレサン(帰属)

きれた書斎机

カシ材､モミ材､クルミ　79×185×95

材､赤アマランサス化粧

張り､真飴の象飲､金鍍

金したブロンズの装飾

57　デュ･ハ.)一夫人の食器セノトー｢空　王立セ-ヴ)i,磁器製作所　　　　　磁器､軟質陶土　　　　径25

色のリボン｣　平皿

58　デュ･ハリー夫人の食器セットー｢空　王立七一ウル磁器製作所　　　　　磁器､軟質陶土　　　　径25

色のリボン｣　平皿

59　デュ.バリー夫人の食器セット- ｢空色　王立セ-ヴル磁器製作所　　　　　磁器､軟質陶土　　　　高さ6･5､径6

のリボン｣　アイスクリーム用カップ

60　デェ･ハリ-夫人の食器セノト｢空色　王立セ-ヴル磁器製作所　　　　　磁器､軟質陶土　　　　高さ6･5､径6

のリボン｣　アイスクリ-ム用カノブ

61　デュ･バリー夫人の余罪セット- ｢空　王立七一ヴル磁結製作所　　　　　磁器､軟質陶土　　　　高さ8､径7

色のリボン｣　ソース壷

62　デェ.バリー夫人の食器セット- ｢空　王立セーヴル磁器製作所　　　　　磁器､軟質陶土　　　　高さ8､径7

色のリボン｣　ソース壷

63　　デュ･バリー夫人の食器セットー｢空　王立七一ヴル磁器製作所

色のリボン｣　ハーフボトル用のワイ

ン･クーラー

磁器､軟質陶土　　　　12.5×23.5×18

64　デュ･バリー夫人の食器セット- ｢空　王立七一ヴル磁器製作所　　　　　　磁器､軟質陶土　　　　3×235×18

色のリボン｣　菱形の皿

65　　輿 18世紀フランス 木彫､金塗装､花とリボ165×85×97

ンの絵画装飾､金鍍金し

たブロンズによるロカイ

ユ様式の装飾が施された

天蓋､深紅のビロードに

よる内部装飾

66　ルイ16世　　　　　　　　　　　　ジョゼ7-シフレ･デュプレシ　　　油彩､カンヴァス　　　80×62

67　フランス王妃マリー-アントワネット　エリザベート-ルイ-ズ･ヴイジェ-　油彩､カンヴァス　　　276×193

ルブランと王の肖像画工房

68　フランス王妃マリー-アントワネノト　ルイ-シモン･ホワゾ　　　　　　大理石､木製額縁､金塗　55×40×ll

装

69　マリー-アントT7ネノトの胸像　　　王立七一ヴル磁器製作所　　　　　硬質陶器の素焼き　　　37･5×20×44

70　ヴェルサイユ宮殿でマリー-アントワ　ジャン-ハテイスト･アンドレ･ゴー　グワノシュ､紙　　　　67･5×54･5

ネyトの肖像を描くゴーティユニダゴ　ティユニダゴティ

ティ

71　ベルヴェデーレ事とプチ･トリアノン　クロード-ルイ･シャトレ　　　　　油彩､カンヴァス　　　58･5×80

の岩山の照明

72　王太子誕生のアレゴリー　　　　　　フランソワ-ギヨーム　メナジョ　　油彩､カンヴァス　　　98×130

73　マリー-テレーズ･シャルロブトド　エリザへ-サト-ルイ-ズ･ヴイシェ　油彩､カンヴァス　　　132×94

･フランス､通称｢マダム･ロワイヤ　-ルブラン

ル｣とその弟､王太子ルイ-ジョゼフ

グザヴイユニフランソワ

74　豊鏡の角を持った女性の枝付き大燭台　ピェ-ル-エドム･バベルとジャック　樹脂鋳造　　　　　　224×83

･ゴンドワンの原作に基づく

75　豊儀の角を持った女性の枝付き大燭台　ピェ-ル-エドム　バベルとジヤノク　樹脂鋳造　　　　　　224×83

ゴンドワンの原作に基づく

76　有翼獅子飾りのある薪台　　　　　18世紀フランス　　　　　　　　　ブロンズ､金鍍金　　　63×57×20
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77　　有翼獅子飾りのある薪台　　　　　　18世紀フランス　　　　　　　　　　　プロンス､金鍍金　　　　63×57×20

78　　絹織物の断片　　　　　　　　　　　　　ジャン･シャルトン　　　　　　　　　絹､シェニール絹､ラン　170×52

パ織り､サテン地に絹刺

繍によるメダイヨン装飾

79　　フランス王太子とオーストリア皇女マ　ギヨーム･ミシェル･ロネ-､ヨハン　銀､金鍍金　　　　　　　8×34×26

1)--アントワネットの紋章入り受け　-ウイルへ)レム･ド-マン

皿

80　　ハープ　　　　　　　　　　　　　　　　ジャン-アンリ･ナデルマン　　　　　木彫,彩色,金彩　　　160×85×60

81　マリー-アントワネノトの紋章入り肘　ジャン-バテイスト･クロード･スネ　クルミ材､彫刻装飾､金　93×62.5×64.5

掛椅子　　　　　　　　　　　　　　　　(帰属)　　　　　　　　　　　　　　塗装

82　　トルコ風寝台　　　　　　　　　　　　マルタン･ニコラ　ドラボルト 木彫､金塗装､錦織サテ131×219×132

ンの装飾

83　　ルイ16世時代の肘掛椅子　　　　　　　シュルビス･ブリサール ブナ材､金塗装､プロケー　88×65×66

ドしたサテン張り

84　　ルイ16世時代の肘掛椅子　　　　　　　シュルビス･プリザール ブナ材､金塗装､プロケ-　88×65×66

ドしたサテン張り

85　　旅行用文机　　　　　　　　　　　　　　ヨゼフ　ゲンゲンハノハ､通称カナハ　マホガニー張り､プロン　25×42×20.4

ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ装飾､金鍍金

86　　フランス王太子妃マリー-アントワ　アントワ-ヌ･ランソンの工房

ネノトの紋章入り′ト物容れ

木､赤いモロノコ革､レ-　53.3×74×49

ス模様の箔押し､ブロン

ズ装飾､金鍍金

87　　王妃の首飾り(複製)　　　　　　　　シャルル-オーギュスト･ペメールと　自サファイア

ポール･バノサンジュの原作に基づく

88　　マリー-アントワネノトの日本漆器コ　日本(17世紀末-18世紀初)

レクシヨンー扇面形蒔絵合子

漆　　　　　　　　　　　　2.5×13.3×8.8

89　　マ1)--アントワネyトの日本漆器コ　E]本(17世紀末-18世紀初)

レクションー木瓜形蒔絵小箱

漆　　　　　　　　　　　箱6.2×11×11､

盆1×10.3×10.3､

中央に摘みのつい

た台3. 5×9. 9×9. 9､

小箱各2.6×6.7×

46

90　　マリー-アントワネットの日本漆器コ　日本(17世紀末-18世紀初)

レクション-雅楽器形蒔絵合子

漆　　　　　　　　　　　　2.5×11×7.8

91　マリ--アントワネノトの日本漆器コ　E]本(17世紀末-18世紀初)　　　　　漆　　　　　　　　　　　箱4,5×10.7×8.5､

.レクシヨンー布袋蒔絵小箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掛子1.1×10.1×8

92　　マリー-アントワネットの日本漆器コ　日本(17世紀末-18世紀初)

レクション一夫形蒔絵合子と机形台

漆　　　　　　　　　　　全体15. 5×23 × 12､

稽9 5×16×11.5､

机形台6×23×12 7

93　　マリー-アントワネノトの日本漆器コ　日本(17世紀末-18世紀初)

レクションー果実形蒔絵合子一対

漆　　　　　　　　　　　各3.4×2.9

94　　古伊万里一色絵人物文蓋付大壷　　　　日本(18世紀第1匹伴世紀)　　　　　磁器､古伊万里　　　　　90×36

95　　古伊万里一色絵滝山水文蓋付大壷　　　日本(18世紀第1四半世紀)　　　　　磁器､古伊万里　　　　　74×41

96　　古伊万里一色絵桜樹文蓋付大壷　　　　日本(18世紀第1四半世紀)　　　　　磁器､古伊万里　　　　　74×41

97　　フランス国王の紋章入り『ヴェルサイ18世紀フランス

ユ年鑑』 (1778年)

赤いモロノコ革の装丁　12.5×7×2 5

98　　マリー-アントワネノトの紋章入り　ピェ-ル-トマ-ニコラ　ユルト-と　　　　　　　　　　　　　20.7×14×4.2

rパ1)市とその近郊の歴史事典』　　　ピェ-ル･マニー

99　　マリー-アントワネノトの食器セノト　王立七一ヴル磁器製作所

- ｢真珠と矢車菊｣

磁器､軟質陶土　　　　　3×24

26



100　　マ1)一･アントワネyトの食器セノト　王立セ-ヴル磁器製作所　　　　　　　磁器､軟質陶土､硬質陶　3×24

- ｢豪華な色絵と金彩｣　白地にミル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土

トの葉と矢車菊の花環装飾のある皿

101　マリー･アントワネyトの食器セノト　王立七一ヴル磁器製作所　　　　　　　磁器､軟質陶土､硬質陶　3×24

- ｢豪華な色絵と金彩｣　白地にミル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土

トの葉と矢車菊の花環装飾のある皿

102　　マリー･アントワネットの食器セノト　王立セ-ヴル磁器製作所　　　　　　　磁器､軟質陶土､硬質陶　35×28,5

- ｢豪華な色絵と金彩｣　多葉形の平　　　　　　　　　　　　　　　　　　土

皿

103　　マリー1アントワネノトの食器セyト　王立セ-ヴ)i,磁器製作所　　　　　　　磁器､軟質陶土､硬質陶　3.5×28.5

- ｢豪華な色絵と金彩｣　多葉形の平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土

血

104　プレーズ･パスカル-数学者､物理学　七一ヴル磁器製作所　　　　　　　　　硬質陶器の素焼き　　　　38×23×33

者､哲学者､作家

105　　ジャン･ラシーヌー劇詩家　　　　　　七一ヴル超妄器製作所　　　　　　　　　硬質陶器の素焼き　　　　36×26×33

106　モリエール(本名ジャン-バテイスト　七一ヴル磁器製作所　　　　　　　　　硬質陶器の素焼き　　　　385×30×26

･ポクラン)一作家､俳優

107　アルトワ伯爵の第二小部屋の彩色バネ　ルソー兄弟(帰属) (ジャン-シメオ　油彩､枚(カシ材)　　大パネル各81×60､

ル　　　　　　　　　　　　　　　　　ン､ジュールニューグ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小パネル各70×60

108　鏡と鏡枠　　　　　　　　　　　　　　ルソー兄弟(帰属) (ジャン-シメオ　木彫､彩色　　　　　　170×151×8

ン､ジュールニューグ)

B2ポスター
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(3)第82回特別展

ヴィクトリアン･ヌード
ー19世紀英国のモラルと芸術一

･内　　容/

本展は､イギリスのヴィクトリア女王の治世(1837-1901)に制作された様々なヌードを､英国

絵画史の名品と資料で検証するこれまでにないタイプの展覧会｡産業革命をいち早くなしとげたイ

ギリスは､自由貿易政策により繁栄の時代を迎えた｡ヴィクトリア朝と言えば､日本ではディケン

ズやワイルドの文学､ラファエル前派の絵画が誕生した時代として知られているo大英帝国の繁栄

期であり､道徳の厳しさで知られたヴィクトリア朝､そうした時代に当初タブー視されていた裸体

画が移しく描かれ､人々に受け入れられていく興味深い過程を紹介した｡

ロンドンのティト･ブリテン(旧称ティト･ギャラリー)が所蔵する絵画を中心に､ジョン･エ

ヴァレット･ミレイ､ダンテ･ゲイプリエル･ロセッティ､フレデリック･レイトンの作品､ルイ

ス･キャロルが撮影した写真､当時の短編映画など98点を展示｡作品の展示は5部構成0 1.英国

の裸体画草創期､ 2.古典の美を求めて､ 3.ヌードとの私的な関係､ 4.画壇のセンセーション､

5.新しい時代へ｡

本展は､ 2001年11月にティト･ブリテンでリニューアル記念展として開幕､その後ミュンヘンの

ハウス･デア･クンスト､ニューヨークのブルックリン美術館を巡回し､当館および東京蛮術大学

大学美術館で開催した｡

･会　　期/平成15年(2003)年2月8日(土) ～5月5日(月･祝)

･会　　場/特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館婁

･主　　催/神戸市､神戸市立博物館､毎日新聞､毎日放送

･後　　援/外務省､ブリティッシュ･カウンシル､スポーツニッポン新聞社

･協　　力/JAL､日本通運

･入館料/ (当日･一般) 1300円

･開催日数/75日

･入館者数/64, 489人

･出品点数/98点

･講演会/会場　地階講堂　午後2時-

2月8日(土)　｢ヴィクトリアン･ヌード-過去と現在-｣

アリソン･スミス氏(ティト･ブリテン学芸員)

3月21日(金･祝) ｢措かれた神話の世界｣

小野寺玲子氏(東京聾術大学大学美術館助手)

･スライド解説会　4月12日(土)　　金井紀子(当館学芸員)
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出品リスト

cnaot　作家名　　　　　作品名
作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　制作年　　　技法･材質　　　　　　寸法(縦×横)cm　所蔵

第1部　英国の裸体画草創期

1　ウイリアム･エノティ　　快楽に針路を委ね　1830-32年　油彩･カンヴァス　　　158.7×1175　ティト

(1787-1849)

2　　ウイリアム　エツティ　　アモレノトを救う7　1833年　　　油彩･カンヴァス　　　　90.8×66.0　　ティト

リトマート

3　　ウイリアム･エソティ　　水浴するミュージ　1846年　　　油彩･カンウアス　　　　65.1×50.2　　ティト

ド-ラ

4　　ウイリアム･マルリデイ　水浴する人々　　　1849年　　　油彩･ミルボード　　　　464×35.6　　ヒュ一･レイン

(1786-1863)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ享巧言T) -

5 ?壬呂三号.エトワード　海の洞凄　　1851年頃　油彩-カンヴァス　　子亀6RX)47･0　写美競,=宗=

(1810-1877)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンマス

6　㌢雷鳥Z歳三ト　セイレーン　　k847-57年　油彩.板　　　　詣8W,r･8 ;美品蒜,=嘉=

(1820-1900)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンマス

7　　ロハートハスキスン　　夏の夜の妖精たち　1847年　　　油彩･板　　　　　　　28.9×34.3　　ティト

(1819-1861)

8　号).V言と;V与二ジョ-ゼ　ゴダイヴァ夫人　1856年頃　油彩カンヴァス　　詣笛78･8　品二三古土誉雫

(1805- 1892)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ~

9 iI8.92二(87'3)"シア　言ダイヴァ夫人の祈1865年頃　油彩.カンヴァス　14310×113･0品二㍍土禦

リー

10　　ジョン･エヴァレyト･　遊歴の騎士　　　　1870年　　　油彩･カンヴァス　　　1841×1353　ティト

ミレイ

(1829-1896)

11　ウイリアム･エノティ　　　格闘士

(1787- 1849)

1840年頃　　油彩･ミルボード　　　　68 5×53.3　　ヨーク市美術館

12　　ジョン･エヴァレソト　馬上の男性ヌード習　1843-53年　鉛筆､ペンとインク･紙　31.8×21.8　　ウイクト1)ア･

{( [8249 _ 1896)　作　　　　頃　　　　　　　　　　,71ム妄品ル

13　　ウイリアム　マル.)デイ　裸体習作　　　　　1846年､　　黒と赤のチョーク･紙　　49.5×35.6　　ティト

(1786- 1863)　　　　　　　　　　　　　　1857年

14　　ウイリアム.マルリデイ　裸体習作　　　　　1842年　　　黒と赤のチョ-ク.紙　　50.8×356　　ティト

15　才言'/y二グスタフレ　人生の二つの道　1857年　召諾,'V:言募最詔　50･3×760　t/i云ス王立写真

(18139 -1875)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プリント､ 1925年)

16　　ジョン･ワトソン　　　　裸体習作　　　　　1855年　　　アルビェメン　プリント　337×26.1　ヴィクトリア･

(1853頃~ 1863活動)　　　　　　　　　(鶏卵紙)　　　　　　,71 i/ト妄品ル
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cnaol　作家名　　　　　作品名　　　　制作年　技法･材質　　　　寸法(縦×横)cm　所蔵

第2部　古典の美を求めて

17　　7ルフオンス　ルグロ　　クビドとプシュケ　1867年　　　油彩･カンヴァス　　　116.8×141.4　ティト

(1837-1911)

18 7(憲二Iy8976)-レイトンパン　1856年　油彩一カンヴァス152▲4×62'2芸語,'文芸品

19　エドワ-r･ジョン.ポ　アンドロメダ　　　1869年　　　油彩･カンヴァス　　　　51.0×358　　ティト

インター

(1836-1919)

20　アルハートム-ア　　　ヴィーナス　　　　1869年　　　油彩･カンヴァス　　　159.8×76.1　ヨーク市美術館

(1841-1893)

21 7(i-8nl89E3蒜動)　撃われのアンドロメ1876年　油彩.カンヴァス　　89･5×43･8　ヲ美品蒜≡宗=

ンマス

22 il芸3;6≡lFi19,l>)ヨンーポ芸妄アデーマを結ぶ脚　油彩-カンヴァス　510×50●9　蓋誓萎奮妻峯

23　　7レデリノク･レイトン　プシュケの水浴　　1889-90年　油彩　カンヴァス　　　189.2×622　　ティト

(1830- 1896)　　　　　　　　　　　　　　　頃

24　　ジョーシ　フレデリノク　プシュケ　　　　　1880年　　　油彩･カンヴァス　　　188.8×597　　ティト
･ウオ　ノツ

(1817-1904)

25　　チャールズ･ヘイゼル　ヴィーナスの水浴　1898-1904　油彩･カンヴァス　　　1460×97.8　　ティト

ウノド　シャノン　　　　　　　　　　　　　　　年

(1863-1937)

26　エドワード　ジョン･ポ　アスクレビオスの診　1880年　　　油彩･カンヴァス　　　151.1×228.6　ティト

インター　　　　　　　　　察

(1836-1919)

27　干lrg299ユl>89'1)I"グ　選ばれし五人　1885年　油彩.カンヴァス　152･4×2438　7,嘉蒜蒜,=宗二

ンマス

28　　ローレンス　アルマ-夕　お気に入りの習慣　1909年　　　油彩･板　　　　　　　66.0×45.1　ティト

デマ

(1836-1912)

29　　ジョン･テニエル　　　　ビグマリオンと彫像　1878年　　　水彩･紙

(1820- 1914)

584×36.5　　　ヴィクトリア･

ア　ント･ア　ル

ハート美術館

30　　エドワ-ト･リン.)一･　｢英国の良識婦人｣　1885年　　　木版画･紙

サンポーン　　　　　　　　の規範

(1844-1910)　　　　　rパンチj詰1885年

10月24日

21.0×17.8　　リンリー　サン

ポーン･ハウス
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cnaot　作家名　　　　　作品名　　　　制作年　　技法･材質　　　　寸法(縦×横)cm　所蔵

第3部　ヌードとの私的な関係

31　ダンテ　ゲイプリエル･　ヴェヌス　ウェル　1864-68年　油彩　カンヴ7ス　　　　83,8×712　　ラyセル-コ一

口セノティ　　　　　　　　ティコルデイア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ美術館,ボー

(1828-1882)　　　　　(心変わりを誘う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンマス

ヴィーナス)

32　　ドロシー･テナント　　　　アモルの死　　　　　1888年　　　油彩･カンヴァス　　　　　22 9×33.3　　個人蔵

(スタンレー夫人)

(1855-1926)

33　　エトワード･シヨン･ポ　外洋へ

インター

(1836- 1919)

1886年　　　油彩･カンヴァス　　　　　49.5×49.5　　ティト

34　.t三ヨン･シンカー　サー　浜辺の裸の少年　1878年　　油彩　梶

ンエント

(1856- 1925)

26.8×35.1　　ティト

35　　7レデリノク･レイトン　人物習作　　　　　　1882年頃　　黒と白のチョーク･紙　　27.3×26.8　　レイトン.ハウ

( 1830- 1896)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス美術館

36　　7レデリック　レイトン　　竜夏のまとろみ》　　1893-94年　黒と白のチョーク　紙　　28.2×37.0　　レイトン　ハウ

人物習作　　　　　　頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス美術館

37　　7レデリック･レイトン　　宅夏のまどろみ》　　1894年頃　　黒と白のチョーク･紙　　28.2×37.0　　レイトン･ハウ

着衣の女性習作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス美術館

38　　シメオン　ソロモン　　　花嫁と花婿､悲しき　1865年　　　鉛筆･紙

(1840-1905)　　　　　　アモル

24.8×17.1　　ヴィクトリア･

ア　ン　ド　ア　ル

ハート美術館

39　　シメオン･ソロモン　　　ソクラテスと守護精　1865年頃　　ペンとインク･紙　　　　24.8×12.7　　ウイクトリア･

ア　ンド･アル

ハート美術館

40　　チャールズ　リケノツ　　おおとかげ　　　　　1886年　　　リトグラフ･紙　　　　　20.0×13.7　　ティト

(1866-1931)　　　　　rダイヤル』詰口絵

41　チャールズ･1)ケッツ　　　オイディプスとス　1891年　　　ペンとインク　紙　　　　23.6×155　　トウリ-　ハウ

フィンクス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス美術館

42　　オ-フリー　ビアズリー　　ミュ1)ネ一にセyク　1896年　　　ペンとインク.紙　　　　261×17.9　　ヴィクトリア･

(1872-1898)　　　　　スをせがむキネシア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アント･アル

ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バート美術館

43　　オープリ-　ビアズリー　せっかちな間男　　　1896年　　　ペンとインク･紙　　　　18.2×9.8　　　ヴィクトリア･

ア　ン　ド　ア　ル

バート美術館

44　　シュ1)ア･マーガレット　キューピノドの光の　1870年　　　アルビュメン･プリント　33.0×29.0　　パース王立写真
･キヤメロン　　　　　　鉛筆　　　　　　　　　　　　　　　(鶏卵紙)　　　　　　　　　　　　　　　協会

(1815-1879)

45　　ルイス･キャロル　　　　白い崖を背景にした　1873年　　　複製写真(写真に彩色)　14.0×15.2

(チャールズ･ラトウイ　ペアトリス　ハノチ

ッジ　ドシソン)

(1832-1898)

46　　ルイス　キャロル　　　　横たわるイヴリン･  1879年頃　　複製写真(オリジナルは　152×10.8
ハブチ 湾曲したガラスに感光乳

剤､裏面に油彩でハイラ
イト処理､その裏から油
彩を施したもう1枚の湾
曲したガラスを重ねる)

47　　ロバート･トンプソン･　トルコ風呂の二人の　1866-68年　コロジオン　ポジテイヴ　13.8×11.2　　ヴィクトリア･

クローシェイ　　　　　　　男　　　　　　　　　　頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンド　アル

(1817-1879)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハート美術館
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cnaol　傾名　　　　　作品名　　　　制作年　　技法･材質　　　　寸法(縦×横)cm　所蔵

48 hL85Lv6至芸V93Ll;フォン.ナポリの風景1910年　競プン'プリント27°0×3610　誓書薫軍讐場の

49言三号'*V措く岩二人の裸の少年1900年頃　警警苦芳墨崇'｢婆22'3×16▲8 ;妻'7;VSt･'言

(1852-1930)

50　言石弓ク･ミドゥ･サト　ウオ→~ラノノ1886年　カーボンプリント　24･5×29･0　品妄ス王立写真

(1853-1941)

51写二,9/;･ヘンリー.エ　芝ヱX-タ小へイ1887年　フォトグラヴユ~ル　15･9×12･2　蒜云ス王立写真

(1856-1936)　　　　　rノーフォ-ク潮沼

地の詩｣挿図

52　毒ご芸=さ.1'ンリー.町禦誓言il=琴芝ヱ1889年　7(蒜品蒜アンプリント10･4×16･2　某三三†/'､苫支

(1844-1910)

53　貢ぎ芸二三一リンリ-'三二7･'.vL=禦宕ラ1891年　プラチナプリント　12･0×17･2　法王告,',苦言

54　音ご芸二㌢リンリー'竺竺トド誓一票ラ1891年　芸言責守禦ら現代の技10･2×15･9 ,iir∴苦支

55　毒さ,;二㌢リンリー.芸誓若で㌍貿ヒ1891年　墓造言設立雪空禁雪21･4×16･4　法王告言三

ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルバー･プリント, 2000

年

56　音指二三一リンリー'雪空発き曾三三三` 1893年　サイアノタイプ　18･0×11･0　㌢㌻∴苦支

キング

57　貢ぎ,Z=ご.1'ンリ~` -'rL7'Glrの衣装の1898年　サイアノタイプ　1119×16･4　某とZT/-,苦三

58　毒至芸二王T'ンリ~.慧芸*J=?豊左言1903年　サイアノタイプ　12･5×9･4　某三三二､号支

シー

59　毒ご芸二王.リンリ~.悪賢霊宝貸与撃,芝1903年　サイアノタイプ　12･2×9･3 ,%三三二ノ穀

の上に立つドロシー

60　毒ご/;二王.リンリー　雪害誓L亨悪賢宝1903年　サイアノタイプ　11･9×9･2　某と告苦三

に立つドロシー

61音ご芸二王.リンリー'等差冒-LLを讐妾違1904年　サイアノタイプ　ll･8×819　法王㌃∴言主

の下半身

62　毒工芸二ご.リンリ~. ?言轟き詣歪1904*　サイアノタイプ　　9･9×80　某とこてハ苦言

女性の下半身

63品スミコリングズに帰芸孟墓トリア朝臥1189筆守ス　3Fm･m;I,yL∑'サイレン45秒　7;三三,;V喜三三

ト

64　パテ兄弟社　　　画家とぴル　1,90,3苧ス　3hSn.m舅,'vE､サイレン　25秒　',告言;空イ
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作品名　　　　　　制作年　　　技法･材質　　　　　　寸法(縦×横)cm　所蔵

65　　パテ兄弟社 フランス女性の入浴　1903年　　　35mmモノクロ､サイレン　20秒
フランス　　　ト･フイルム

パテ･7-カイ

ヴ,フランス

66　　パテ兄弟社 いたずら好きな画家1,8警ス　3[5誓く7vZ､サイレン1m3秒　/3,㌔言三宝イ

第4部　画壇のセンセーション

67　ハ-ハートトレイパー　イカロス哀悼　　　1898年　　　油彩･カンヴァス　　　182.9×155･6　ティト

(1863-1920)

68　ハ-パリ･ドレイパ~　言上｢ズとセイ1909年　油彩カンヴァス　177･0×213･5　言-7(.毒､言;

リー､ハル市美

術館

69　三㍍~トマシ-I.才三言fと玉座の1883年　油彩'カンヴァス　198･8X88･9　写美蒜蒜,=宗=

(1852-1924)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンマス

70　電(._1品去,7　　マイナデス　188時　油彩.カンヴァス　178･0×270･0号芸蒜壷ロンド

71ジョン･コリア　　まじない　　1887年　油彩カンヴァス　188･0×139･7　言美品蒜,=J;:

ンマス

72　U(1-86V9三17,13,"　音三ヌスとタンホイ1896年頃　油彩一カンヴァス　14118×243･0品ライトン美術

73　ジョン･ウイリアム　　　聖女ユーラリア　　1885年　　　油彩･カンヴァス　　　188.6×117.5　ティト

ウオーク-ハウス

(1849-1917)

74　　フィリップ･ハモジェ　　ハンガリーの聖エ　1891年　　　油彩･カンヴァス　　　153.0×213･4　ティト

ニーズ･コールドロン　　1)-ザペトの禁欲の

(1833 - 1898)　　　　　行

75　ハ-ハートシュマルソ　殉教-｢キリスト教　1888年　　　油彩･カンヴァス　　　162.6×1105　個人蔵

(カーマイケル)　　　　徒はライオンの餌食

(1857-1935)　　　　　に1 ｣

76　7(1-85ii竺:92'3))~マント　奴隷の身の苦汁　1885年頃　油彩.カンヴァス　136･5×197･5　7妄品品フォ~

77　7-ネスト　ノーマナド　補困 1895年頃　　油彩･カンヴァス　　　1糾.0×307.0　王立コ-ンウオ
ル美術館,トル
アロウ

78　　ジョージ　プレデリノク　愛と生
･ウオノノ

(1817- 1904)

1885年　　　油彩･カンヴァス　　　　2222×121.9　ティト

79　7(蒜｡き三㍍,トンクビドとプシュケ1891年　油彩一カンウアス　145･0×890　品ールダム美術

(1844-1933)

80　アンナ･.)一･メリノト　締め出された愛　　1889年　　　油彩･カンヴァス　　　115.6×64.1　ティト

(1844-1930)
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実害で　作家名　　　　　作品名　　　　制作年　技法･材質　　　　寸法(縦×横)cm　所蔵

81　アーサー･ハノカー　　　雲　　　　　　　　1901年　　　油彩　カンヴァス　　　127.7×130.0　プラノトフォー

(1858- 1919)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド美術館

82　　ジョージ･プレデリック　　イヴの誕生
･ウオツツ

(1817- 1904)

1875-92年　油彩･カンヴァス

頃

257.8×116,8　　ティト

83　　7二一･スウイナト

(旧姓ロビンソン)
(1844 - 1933)

生まれ出ずる希望　1904年　　　油彩･カンヴァス　　　　57.0×51.9　　ティト

第5部　新しい時代へ

84 '(;8;'7三lL9.I.)Aトット　野に咲く花　1881年　蛸.カンヴァス　　82･0×48･5　品-ルダム美術

85　　テオドール･ルーセル　　読書する少女　　　1886-87年　油彩･カンヴァス　　　152.4×161.3　ティト

(1847-1926)

86　　ウイ.)アム･オーペン　　ヌート習作　　　　1906年　　　油彩･カンヴァス　　　　56 5×81.3　　リース市美術館

(1878-1931)

87　　ウイリアム･オーペン　　イングリッシュ　　1900年　　　油彩･カンヴァス　　　　91.8×71.9　　ミルデュラ　ア~

ヌ-ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ッ　センター.コ

レクション

88　　グエン･ジョン　　　　　ヌードの少女　　　1909-10年　油彩･カンヴァス　　　　44.5×27.9　　ティト

(1876-1939)

89　　ウォルターリチャード　髪を洗う女　　　　1906年頃　　油彩･カンヴァス　　　　457×38.1　ティト
･シノカート

(1860-1942)

90　　ウォルター･リチャード　オランダ娘　　　　1906年頃　　油彩　カンヴァス　　　　51.1×40.6　　ティト

シッカート

91　ブイリノプ･ウイルソン　座る裸婦一黒い帽子　1900年頃　　油彩･カンヴァス　　　　50.8×40.6　　ティト
･ステイア

(1860-1942)

92　　7イリノプ･ウイルソン　ヴィーナスの化粧　1898年　　　油彩･カンヴァス　　　　255.3×183.5　ティト
･ステイア

93　　7イリノプ･ウイルソン　眠り
･ステイア

1898年頃　　油彩･カンヴァス　　　　89.5×132 1　ティト

94　　フランク.カトガン･　天から｢輝く白い　1905年　　　油彩･カンウアス　　　　74.3×45.1　ティト

クーパー　　　　　　　　　衣｣を授かる聖アブ
(1877一二1958)　　　　ネス

95　　ウイリアム･ストラング　誘惑

(1859- 1921)

1899年　　　油彩･カンヴァス　　　1220×137.2　ティト

96 '(118;'7三IL,00,Rhト　ウイ~ナスの雛1887年　油彩カンヴァス　‡告諺'X18218品~ルダム美術
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実害で　作家名　　　　　作品名　　　　制作年　技法･材質　　　　寸法(縦×株加　所蔵

97　　ヘンリー･スコ　ノト･　ヌードのイタリア人　1881年頃　　油彩　木片　　　　　　　　21.6×17.4　　テユーク･コレ

テユーク　　　　　　　　少年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クシヨン,王立

(1858-1929)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーンウオル工

芸技術協会

98　　ヘンリー･スコッ　ト　　≪ある夏の朝倉習作　1886年　　　油彩･板　　　　　　　　27.4×21.9　　テユーク　コレ

テユーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クション,王立

コーンウオル工

芸技術協会

99　　へン1)-　スコット　　八月の青　　　　　　1893-94年　油彩　カンヴァス　　　　121.9×182.9　ティト

テユーク

☆No48は東京会場のみの出品

B2ポスター
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2　企画展示

(1)企画展

神戸市立博物館名品展　-文化交流の華～

8月17日(土) -9月16日(月･祝)

博物館の再開を記念して､当館所蔵品の中から各ジャンルの名品を選んで展示した｡国宝桜ケ

丘銅鐸･銅曳(常設展示)は､保存修理を施す前のレプリカを用いて､発見直後のようすを再現

展示した｡

Noi　　　　　　　　資　　　料　　　名　　　　　　　員　数　　　　作　　者　　等　　　　　　　時　　　　　　　代

≪考古資料》

1　桜ケ丘銅鐸･銅曳(保存修理前状態の複製)　　　21ロ

2　　広型鋼曳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l口

3　　頚椎大刀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l振

≪歴史資料3)

4　　太山寺旧蔵　止観輔行伝印決.法華玄義釈敏　　各10帖　　叡山版

5　　一遍上人絵イ云(断簡)　　　　　　　　　　　　1幅

6　　高田屋幕兵衛書状　　　　　　　　　　　　　　　1巻

7　　神戸外国人居留地計画図　　　　　　　　　　　　1幅　　J. W.ハート

8　　神戸名所写真帳･ E]本名所風俗写真帳1　　　　　2冊　　　E]下郡金兵衛

鑑美術資料》

9　　泰西王侯騎馬図(重要文化財)　　　　　　　　4曲1隻

10　　四部図　世界図(重要文化財)　　　　　　　　8曲1双

11　聖フランシスコ･ザヴイエル像　　　　　　　　　1面

(重要文化財)

原品･弥生時代中期

弥生時代後期

古墳時代後期

鎌倉時代　弘安2年(1279)他･

弘安4年(1281)他

南北朝時代　永徳元年(1381)頃

江戸時代　文化9年(1812)

明治5年(1872)

明治時代中期

江戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代初期

12　　都の南蛮寺図　　　　　　　　　　　　　　　　　1面　　　狩野宗秀筆　　　　　　　　桃山時代

13　　南蛮犀風(重要文化財)　　　　　　　　　　　6曲1双　　狩野内膳筆　　　　　　　　桃山時代

14　　南蛮人洋犬蒔絵硯箱

15　　南蛮人蒔絵鞍

37一

桃山時代
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NQ　　　　　　　資　　料　　名　　　　　　員　数　　　　作　者　等　　　　　　時　　　　　　代

16　　月貼り番箪笥

17　　朝鮮通信使来朝図

1古 桃山時代-江戸時代初期

1幅　　羽川藤永筆　　　　　　　江戸時代　寛延元年(1748)頃

18　豊春･政美浮絵付き　のぞきからくり　　　　　1点　　　　　　　　　　　　　江戸時代　明和-安永頃

19　西洋婦人図　　　　　　　　　　　　　　　1面　　平賀7原内筆　　　　　　　江戸時代

20　相州鎌倉七里浜園(重要文化財)　　　　　　2曲1隻　司馬江漢筆　　　　　　　江戸時代　寛政8午(1796)

21　三園景　　　　　　　　　　　　　　　　1両　　司馬江漢画　　　　　　江戸時代　天明3年(1783)

22　今戸瓦焼図　　　　　　　　　　　　　　　1幅　　亜欧堂B]善筆　　　　　　江戸時代

23　染付･色絵芙蓉手V.0.Cマーク入り皿　　　　2枚　　　　　　　　　　　　　江戸時代

24　　グラヴエールV.0.Cマーク入り吊り行灯　　　1点　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代

25　切子藍被せ栓付きガラス瓶(薩摩系)　　　　　2合　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期-明治時代前期

26　更紗尽し掛物　　　　　　　　　　　　　　1帽　　インド更紗　　　　　　17-18世紀(江戸時代)

首古地図資料≫

27　世界都市囲帳　　　　　　　　　　　　　　3冊　　G.ブラウン,　　　　1572年-1618年

F.ホ-ヘンベル7

※28　　7アルク　ヨーロッパ図･アジア図　　　　　　2面　　G　77)i,ク　　　　　1695年頃

※29　世界四大洲図･四十八国人物囲犀風　　　　　6曲1双　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期

30　伊能小国　西日本図　　　　　　　　　　　1舗　　伊能忠敬　　　　　　　江戸時代　文政4年(1821)

31　野内焼南北アメリカ図m,源内焼ユーラシア　　2枚
･アフリカ国皿

32　　日本地図印龍

栄 No28, 29は1 Fホールで展示

1古
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(2)ギャラリー

展覧会名 ��｢�内容 

神戸ゆかりの芸術家たち 嶋ﾈ��?｢盈ｒﾒ�村上華岳｢観音之図｣(平成14年度寄贈) 

10月6日柑) �/��ﾏh､ｦ��雲ﾉ�驟唔}��ｶ�I�ﾉ�ﾈ��I¥｢�鋹H韜�I69�ｨﾔiEh樓I�ﾉ%ｸｽ韜ⅸ抦鉙揺ｮﾈ.r���ｸ.H*�.�,ﾈﾇﾈ��徂,ﾈﾞﾉV���5�/�5x麌+X+ﾖ��

神戸の書 ��ﾈ繪?｢��R辻�神戸と深い関わりをもちながら近代書道を 

2月5日(水) �8ｨ�ｸ6�+X+ﾙf��ｸ,ﾈ�968ﾄｹKR阡inﾉ���ｪH*�,����,ﾈ��8ﾉ�仭2��ｸ�){I;H,ﾈﾞﾉV�/�5x麌+X+ﾖ��

古写真に見る神戸 �(ﾈ繖Uﾒ�7鋳ﾒ�開港以来､神戸を拠点に活躍した外国人の 

一一人のイギリス人と �8ﾈ�3�?｢�?｢��うち､イギリス人グルームとドイツ人シユ 

三人のドイツ人- 刄gエツケン.デラカンプ,レフ7-トが残し た写実から､外国人たちのくらしぶりや神戸 の風景を展示したo 

｢神戸ゆかりの芸術家たち｣　出品目録

作家名　　作　品　名　　　　　制　作　年　　　　技法･材質　　　寸　法　　　　備　　考

1　村上　華岳　観音之図 1932 (昭和7)年頃　紙本塁画　　　　22.9×26.2　　平成14年度(松本鈴代氏)寄贈

2　三木朋太郎　ヴェトイユ風景A　1928 (昭和3)年　油彩･キヤンハス　60.2×73.1　平成5年度(今井徳七氏)寄贈

3　林　墓誌　ヵーニュ城北　　1931(昭和6)年　油彩･カルトン　59.8×72.0

4　川西　英　曲馬　　　　　　　1928 (昭和3)年　木版多色･紙　　28.3×47.0個酎　昭和54年度(川西格技氏)寄贈

5　川西　英　室内の静物　　　　1937 (昭和12)年　木版多色･紙　　87.0×87.0(,I)昭和54年度(川西櫓枝氏)寄贈

6　川西　英　洋傘のある静物　　1942 (昭和17)年　木版多色･紙　　474×330(,y)昭和54年度(川西櫓枝氏)寄贈

7　川西　英　アンビル･コーラス　1961 (昭和36)年　木版多色.紙　　47.7×32.9(/,)昭和54年度(11｢西櫓枝氏)寄贈

へ,J L㌣　　U77すけ

8　別車　博資

9　別車　博資

10　別車　博資

11別車　博資

12　別事　博資

13　田村孝之介

14　田村孝之介
きんじ

15　川端　謹次

16　川端　謹次

鯉川筋　神戸画廊

三宮風景

港祭のEl

相楽園の秋

竹林のある相の風景

湯殿

青い敷物の裸婦

潮風

-の谷風景

ますき

17　小松　益喜　最後の異人館

1932 (昭和7)午

1935 (昭和10)午

1949 (昭和24)年頃

1963 (昭和38)午

1975 (昭和50)辛

1947 (昭和22)午

1979 (昭和54)年

1955 (昭和30)午

水彩･紙

水彩･紙

水彩･紙

水彩･紙

水彩　紙

油彩　キヤンハス

油彩･キャンバス

油彩･キャンバス

22 2×28.0

38.9×51.4

24.8×34.5

26.0×37.3

56.2×76.6

116 7×90.9

116. 7×90.9

145.5×112 3

昭和56年度(別車千代子氏)寄贈

平成2年度(別車千代子氏)寄贈

昭和56年度(別事千代子氏)寄贈

昭和56年度(別車千代子氏)寄贈

昭和56年度(別事千代子氏)寄贈

昭和62年度購入

昭和59年度購入

神戸市蔵(昭和32年度寄贈)

1960 (昭和35)年　　油彩･キャンバス　45.5×53,2　　神戸市蔵(平成11年度川端婚礼
氏寄贈)

1970-72　　　　　　油彩･キヤンハス130.3×162.0　　昭和56年度購入

(昭和45-47)頃

18　小松　益喜　煉瓦塀と異人館　　　1983 (昭和58)年頃　油彩･キャンパス　720×90.5

19　小松　益喜　神戸北野町･桃色の家1969-70　　　　　油彩･キヤンハス　60.5×72.8　　昭和62年度(山野井信雄氏)寄贈

(昭和44-45)年頃
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｢神戸の書展｣

1.上　田　桑　鳩

2.宇　野　雪　村

3　安　東　聖　空

て.

5　　　　　//

6.　　　ク

7　　　　　　〃

10　　　　　/I

ll.　　　''

12　　　　　/I

13.深　山　能　洞

14.　　　''

15　　　　　//

出品目録

明月口引責雪

令(MYel)

万葉のうた(みなそこ)

波音(しののめの)

尾花(ひとむらの)

さゆらぎ(深山木の)

さん彩

白萩(つくばひや)

聖空百人一首(小倉百人一首)

墨の香や

月雪花(明月や　他二首)

やうやくに

昔がたり

つきの夜

歌一首

人麻呂旅の歌

与謝野晶子うた

よしの

若山牧水のうた

孤濁

芭蕉俳句二句

昭和16年(1941)

昭和57年(1982)

昭和35年(1960)

昭和44年(1969)

昭和49年(1974)

昭和50年(1975)

昭和51年(1976)

昭和52年(1977)

昭和53年(1978)

昭和54年(1979)

昭和55年(1980)

昭和55年(1980)

昭和35年(1960)

昭和37年(1962)

昭和37年(1962)

昭和37-45年(1962-70)

昭和42年(1967)

昭和43年(1968)

昭和50年(1975)

昭和50年(1975)

昭和52年(1977)

毎日書道展

E]展･ El本芸術院賞

日　展

日　展

日　展

日　展

日　展

聖空百人一首展

現代書道二十人展

日　展

日本の香展

-楽書芸院展

一束書道会展

毎日書道展

硯代書道二十人展

和様書作家協会臨書と展開展

日本の書展

日　展
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｢古写真に見る神戸一一人のイギリス人と三人のドイツ人-｣出品目録

番号　　　名　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　代

イギリス人グルーム(Arthur Hesketh Groom)

(1)　　　神戸クラフにて

(2)　　　春日野外国人墓地

(3)　　　オリエンタル･ホテル

(4)　　　オリエンタル･ホテル

(5)　　　グルーム夫妻ら(六甲山の別荘にて)

(6)　　　六甲山のグルームの別荘

(7)　　　駕龍で登った六甲山

(8)　　　六甲山にて

(9)　　　六甲山の池でのスケート

(10)　　　六甲山での松茸狩り

(ll)　　　HEドーントとJPワレン

(12)　　　神戸ゴルフ倶楽部

(13)　　　神戸ゴルフ倶楽部でのゴルフ風景

(14)　　　コース開き当日

(15)　　　｢六甲開祖之碑｣の除幕式

(1)･(2)､ (5)-(15)宮崎美子氏　松子氏寄贈

(1)-(15)写真パネルで展示

ドイツ人シュトユノケン.デラカンプ　レフアート

1　シュトユyケン(Edmund Stucken)

(16)　　　クラブ･コンコルデイアにで

(17)　　　外国人居留地海岸通

(18)　　　布引から神戸港を望む

(19)　　　和田岬の灯台と砲台

(16)-(19)Leo HEIIJS氏･常持致氏寄贈

2　デラカンプ(charles Lange de la Camp)

(20)　　　デラカンプ商会内部

(21)　　　須磨のデラカンプ邸にて

(22)　　　須磨のデラカンプ邸にて

(23)　　　水害直後の神戸駅付近

(20ト(23)松尾一郎氏寄贈
(20ト(23)写真パネルで展示

3　レフアート(otto Refardt)

(24)　　　レフアート邸

(25)　　香櫨園-ピクニノク

(26)　　クラブ･コンコルデイア

(27)　　クラブ･コンコルデイア内部

(24) - (27)　waller Hermann RefaTdt氏寄贈
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大正元年(1912)

明治後期

明治中期

明治末期

明治後期-大正前期

明治末期-大正前期

明治後期

1912年

明治36年(1903)

明治後期～大正前期

大正4年(1915)

明治後期-大正前期

明治後期-大正前期

明治40年(1907)

明治45年(1912) 6月23日

明治36年(1903) 1月23日

明治4-5年(1871-1872)頃

明治4-5年(1871-1872)頃

明治4-5年(1871-1872)頃

明治中期-後期

明治後期

明治後期

明治29年(1896)

明治後期-大正初期

大正2年(1913)

昭和2年

昭和2年



(3)館外企画展示

浮世絵のなかの神戸　一失われたイメージを求めて-

7月18日(土) ～8月6日(火)　　こうべまちづくり会館ギャラリー

この展覧会では､ "神戸再発見"を基本のコンセプトとして､歴史が育んできた過去の表情～

イメージ～を神戸市立博物館所蔵の浮世絵版画を用いて紹介した｡

[出品リスト]

作　　品　　名　　　　　　　作　者　　　　　　　　年　　　代　　　　　　刷り　　　サイス　　　枚数　　コレクン]ン

イメージⅠ  『平家物語』 ～源氏と平家- 12点

1.福原殿舎怪異之図　　　　　　葛飾北為画

2.清盛布引滝遊覧　義平霊難波　歌川芳房画

討図

3.新形三十六怪撰　　　　　　　月岡芳年画

布引滝悪源太義平霊剥難波次郎

4. -ノ谷大合戦　鷲尾三郎案内　月岡芳年画

して鶴越の裏手を越る図

義経之軍兵-ノ谷適落之園　　歌川回芳画

摂州一之谷写真
-ノ谷合戦

無官の太夫敦盛

熊谷次郎直実組討の隣

9.源平-ノ谷合戦ノ図

10.生田森退手練平大合戦

ll.耀武八景　須磨寺晩鐘

12　播州須磨寺若木桜ノ園

イメージⅡ　『太平記』～桶公･

13　敏烏浦焼打之図

14.太平記合戦之図

15　兵庫合致遠矢之図

16.楠湊川大合戦之図

17.摂州兵庫求塚合戦

18.摂津名所図会　巻之七

イメージⅢ　名所･伝説･歌枕

[須磨]

19.中納言平朝臣左遷須磨清適

村雨松風二婆戯図

20　源氏須磨之浦

21.四季景色之内秋釣源氏須磨宵月

[舞子の浜]

22.六十余州名所図会播磨舞子の浜

23　皇国美人名処合　播州舞子の浜

[布引滝]

24.諸国名所百景　摂州布引の瀧

歌川貞秀画

月岡芳年画

歌川豊国画

歌川芳虎画

歌川国芳画

歌川国芳画

月岡芳年画

義貞そして尊氏～

歌川芳虎画

歌川芳虎画

歌川芳虎画

歌川芳虎画

歌川芳虎画

秋里離島

12点

月岡芳年画

三代豊国　二代広

重合作

二代歌川国貞画

歌川広重画
二代長谷川貞信画

二代歌川広重画

25.摂州神戸布引滝より海岸を見る囲　二代長谷川貞信画

[兵庫]

26.西国名所之内　兵庫磯の町　　歌川貞秀画

27.掛草名所図会　巻之八　　　　秋里雄鳥

[有馬]

28.山海見立相撲摂津有馬山　　　歌川広重画

天保14年(1843)-弘化4年(1847)木版色刷　37.2×75.9　3枚続

安政3年(1856)　　　　　　　　木版色刷　37.4×76.4　3枚続

明治22年(1889)　　　　　　　　　木版色刷　36.5×25.1 1枚

文久2年(1862)　　　　　　　　木版色刷　36.0×72.9　3枚続

天保元年(1830)-天保13年(1842)木版色刷　35.8×72.2　3枚続

安政4年(1857)　　　　　　　　木版色刷　36.2×71 7　3枚続　　Ⅰ

明治前期　　　　　　　　　　　　木版色刷　247×71.5　竪2枚続

文化12年(1815)-文政7年(1824)木版色刷　37.3×25.6　1枚

天保14年(1843)-弘化4年(1847)木版色刷　36.8×76 9　3枚続

天保14年(1843)～弘化4年(1847)木版色刷　36.0×74.0　3枚続　　　N

天保元年(1830)-天保13年(1842)木版色刷　37.2×25 2　1枚

明治3年(1870)

6点

弘化4年(1847)-嘉永5年(1852)

天保14年(1843) -弘化4年(1847)

万延元年(1860)

弘化4年(1847)-裏永5年(1852)

弘化4年(1847) ～某永5年(1852)

寛政10年(1798)成立

木版色刷　37.2×75.6　3枚続

木版色刷　35.0×70.6　3枚続

木版色刷　35.8×74.0　3枚耗

木版色刷　367×755　3枚続

木版色刷　36.2×75.0　3枚続

木版色刷　36.4×76.2　3枚緯

木版墨刷182×122　1冊

(12冊の内)

M M M N M

明治初期　　　　　　　　　　　　木版色刷　33.4×47.2　2枚続　　　B

元治元年(1864)

文久元年(1861)

19世紀中期

明治時代初期

安政6年(1859)

明治時代初期

19世紀中期

寛政10年(1798)成立

安政5年(1858)

29.捌卜【有馬湯女　　　　　　　　魚登軒香芝画　　　江戸時代後期

30.摂津名所図会　巻之九　　　　秋里旅烏　　　　　寛政10年(1798)成立

木版色刷　36.9×74.4　3枚続

木版色刷　35.6×74.3　3枚続

木版色刷　35.1×22.9　1枚

木版色刷　37.5×25.3　1枚

木版色刷　36.1×247　1枚

木版色刷143×355

木版色刷　219×152　1枚

木版墨刷18.2×12,2　1冊

(12冊の内)

木版色刷　24.1×36.3　1枚

木版色刷　374×26.9　1枚

木版墨刷182×12.2　1冊

(12冊の内)

註　コレクション名の内Nは新原コレクション､ Mは村上コレクション､ Iは池長コレクション､ Bは別車コレクションを示す0
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3　学習室･図書室

(1)学習室

昭和57年の開館以来親しまれてきた1階の学習室であるが､開館20周年を機に大幅に改修し､

新たな学習室として､平成14年8月にリニューアルオープン｡

改修にあたっては､博物館施設における展示手法の進展や学校教育との連携などを視野に入

れ､特に子どもの視点に立って､ ｢気づきと学びの『交流･体感』学習室｣を基本コンセプトに

設定した｡常設展示では十分に展示･表現できない分野を補足するためのアイテムを準備し､来

館者が様々な体験的活動をとおして博物館資料の持つおもしろさや楽しさに出会いながら､ ｢気

づき｣と｢学び｣の環境空間の提供をめざしている｡

学習室全体は､ [触れて学ぶコーナー] [見るコーナー] [考えるコーナー]の3つのコーナー

で構成されている｡

■触れて学ぶコーナー
ハンズオンプログラムを中心に､ ｢触れる｣ ｢のぞく｣ ｢試す｣ ｢鳴らす｣などの主体的行為によっ

て体感･体験できる学習プログラムを展示している｡ゆるやかに2つのゾーンを設け､銅鐸や土

器などの考古資料を活用した｢チャレンジ考古ゾーン｣と､南蛮犀風パズルやのぞき眼鏡などの

当館所蔵資料を活用した｢チャレンジ名品ゾーン｣で構成されている｡

またコーナー全体を､壁面展示部分と可動式の｢引き出し情報ワゴン｣ 12台の配置により空間

構成し､学習内容や学習形態等によっては､必要fTI育報ワゴン同士の組み合わせや収納などによ

り､いろいろなバリエーションで活用できる空間となっているo

展示しているハンズオンプログラム

チャレンジ考古ゾーン 唳lﾙ�)7舒ﾒ駘ﾙ�(�ｹ}h,��x.ｨ,H-ﾘ.h*B靹ﾈ*h,H-ﾘ.h*B��d���

･手で見てみよう.竪穴住居模型の中を探索しよう 

･銅鏡に写してみよう.模造農具を持ち上げてみよう 

･復元銅鐸を鳴らしてみよう.銅鐸絵画の拓本をとろう 

･古代ファッションを体験しよう 

チャレンジ名品ゾーン 唸ｽ�､x/�ﾟﾈ,�,H-ﾘ.h*B�>ﾉM胃)Yx7�5�8ｸ/�ｪ��ﾈ+8+�.h*B�

･のぞき眼鏡をのぞいてみよう 
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■見るコーナー

ここでは資料展示が困難な､動きのある祭りや生産物工程､建築物や空からの都市景観､神戸

の歴史に関する資料などを映像で紹介している｡それまではレーザーディスク検索方式であった

が､全ての映像データをMPEG2形式でデジタル処理し､ 5台の液晶モニターから全ての映像

プログラムが選択･視聴できるようにシステムを全面改修した｡音声による解説についても､日

本語と英語の2カ国語に対応しているo

L考えるコーナー

コンピュータ端末を6機設置し､うち4台ではクイズプログラムを､ 2台では館蔵の名品案内

プログラムを捷供しているo

クイズプログラムでは､神戸に関する事柄や博物館資料に関するクイズを三択形式で出題｡各

コース5題ずつの仝19コースから選択できるようになっている｡

館蔵名品案内プログラムでは､当館所蔵の名品100点の資料に関する写真と解説を､ ｢原始･古

代の神戸と日本｣ ｢中･近世の神戸と日本｣ ｢近代の神戸と日本｣ ｢古い地図　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.秦

華本･全集など本館の基本テーマに関するものを収集している｡

館内の展示部門の基礎的理解を深めていきたい人､専門的に探求しようとする人たちのために

気安く利用できる約5400冊を揃えた開架式の図書室であるo
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4.普及事業

1.博物館独自の事業

(1)博物館たんけん隊

(2)夏休み土器づくり教室

(3)ミュージアム講座

10. 17　｢知られざるヴェルサイユ｣

11. 14　｢池長孟と牧野貫太郎｣

12. 12　｢兵庫津の都市空間をさぐる｣

1. 9　｢地図へのまなざし｣

2. 13　｢『ヴィクトリアン･ヌード』をよ

3. 13　｢横穴式石室とその時代｣

(4)ジュニア･ミュージアム講座

第7回｢昔のカメラに挑戦!｣

｢こどものための浮世絵入門2002｣

19

1　　　成形

2　　　成形

9　　　焼成

12　　　展示作業

13-31展覧会

岡　学芸員

勝盛学芸員

高久学芸貞

小野田学芸員

り楽しむために｣

金井学芸員

富山学芸員

10. 5

11. 16

｢let's try南蛮犀風｣　　　　　　　12. 14

第8回｢考古学-チャレンジ　まつりの道具づくり｣

｢勾玉づくりに挑戦しようlJ　　　　　1. ll

｢古代の音色一土笛をつくろう｣　　　　2. 2

｢let's tIY　オリジナル銅鐸｣　　　　　3. 8

人人人人人6　8　9　4　11　1　　　　　　　　2

人人人人　　人人　　人人人　　人人人
E3838176　　糾E=　597　　25181

(5)講座　｢博物館を楽しむ｣

｢近代『神戸』の実像をさぐる｣

｢仮製地図地形図からみた近代『神戸』の村･町｣　2. 14　小野田学芸員

｢むかしの神戸をたどる-古写真と絵地図から-｣　2. 21田井学芸貞

｢地図と絵画に見る近代『神戸』｣　　　　　　　　2, 28　塚原学芸員

(6)特別講演会

O ｢華麗なる宮廷　ヴェルサイユ展｣　　　　10. 12　　　　　　　　　　175人

11. 9　　　　　　　　　　　　110人

11. 30　　　　　　　　　　　110人

O｢ティ　トブリテン発　ヴィクトリアン･ヌード展｣

2. 8　　　　　　　　　　　　100人

3. 21　　　　　　　　　　　　98人

人人人人5　3　2　98391

3-33

園校校校2　51　9　3

敬人受園校学校体　　　　　学団椎学　　護校　　　　　養学幼中大盲7

小　学　校　　　31枚　1,976人

高等学校　　　9校　　　735人

専門学校　　　0校　　　　0人

(計　105校　6,540人)

人人人6　4　41　･-⊥　　l

2.共催事業

(1)こうべ歴史たんけん隊｢居留地｣　　　　　　11･23　　　　　　　　　　17人

※　複数回開催の講座等に関しては､延べ人数としたo
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5.事業一覧

特別展示室1 南蛮美術館室 特別展示室　2 ギ　ャ　ラ　リ　ー 普　及　事　業

※4/1 (月) ～7/31 (水)　　　外壁等改修工事のため臨時休館

夏休み土器づくり
教室(8/1.2.9. 12)

企画展
神戸市立博物館所
蔵名品展　一文化
交流の章一
8/17(土) ～9/16(月)

特別展
『描かれた明治ニッポン-石版画(リ
トグラフ)の時代-j

8/17(土)-9/16(月)

27日間　6,364人

開館20周年記念特別展

『華麗なる宮廷ヴェルサイユ展
一太陽王ルイ14世からマリー-アントワネットまで-｣

10/12(土) -12/25(水)

65日間　　250, 967人

ジュニア･ミュー

ジム講座

(10/5. ll/16. 12/14)

ミュージアム講座

(10/17. ll/14. 12/

12. 1/9. 2/13. 3/13)

こうべ歴史たんけ

ん隊

(ll/23)

ジュニア･ミュー

ジム講座

(1/ll. 2/2. 3/8)

博物館たんけん隊
(1/19)

開館20周年記念特別展
ティト･ブリテン発世界巡回展

『ヴィクトリアン･ヌード
ー19世紀英国のモラルと芸術一』

2/8(土ト5/5(月･視)

75日間(14年度44日間28,151人15年度31日間)

『古写真に見る神
戸一一人のイギリ

ス人と三人のドイ

ツ人-』

2/8(土) -3/30(日)

講座｢博物館を楽
しむ｣

(2/14. 21. 28)

特別展開催日数136Eヨ､開館日数186日

※臨時休館中にr神戸市立博物館優品選　浮世絵の中の神戸　失われたイメージを求めて』を､こうべまちづくり会

館ギャラリーで開催　7/18(木)-8/6(火)
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6　刊行物

平成14年度の刊行物

特別展図録　　描かれた明治ニノボン

描かれた明治ニyボン(研究編)

館蔵品目録　　美術の部NQ19　文書Ⅴ一筏井家旧蔵書

歴史･考古の部NQ19　考古資料Ⅱ-柳田コレクションⅠ

研究紀要　　NQ19

年　　　報　NQ18 (平成13年度)

博物館だより　NQ76 (平成14年4月) -No79 (平成15年1月)

刊行物一覧

研　究　紀　要

No 價ﾘﾗ9D�7��内容 

1 鉄ｂs�2��ポルトガル地国学史上における日本地図の変遷 

500円 �4X488ﾘ4X7�5��ｸ98,ﾈｴ靈�,i¥��ｨ,�,(*(,Bﾓ���(ｴ冲��:俾X讓,ﾈ耳雹5��

2 鉄窒sィ��狩野内膳考 

600円 ��

安田雷州筆｢赤穂義士報復図｣と若干の銅版画作品をめぐって 

3 田�Ｔコ��東播系中世須恵器生産の成立と展開-神出古窯姓群を中心に- 

品切 ��

4 田�Ｔッ��ヴイテ.レ-ウ号積載の芙蓉手磁器について-17世紀初 

800円 �:ｨ,�*�*�.秒���2靠�抗ﾒ�

南波コレクション中の刊行諸国国について 

十六-十七世紀初期の掛車国兵庫津史糾こついて一種井家文書の紹介- 

5 田"Ｔビ��一人のイギリス人の残したアルバムから-明治20年代前 

500円 僵ﾈ,ﾉ��ｸ､���ﾈｸ��&�,ﾈ自�Il｢ﾒ�

6 田2Ｔモ��CS�冷�市街地に消えた古墳-念仏山古墳- 

7 侏2Ｔヲ��播磨の古瓦-赤松啓介氏採集品より- 

300円 �6饐9-�hﾊHｸh��{�(�"�

8 �"Ｔ����｢石峯寺樫壊｣遺物の再検討 

300円 佻ﾉ}i88ﾆ�幌Z(ｵI�凅X,�,(*(,Bﾙ(i�)LYm磯�{�*�.x,ﾈﾖﾈ��/�(i�8,辻�

9 �2Ｔ����江戸時代後期における輸出漆器の資料 

300円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��:ｩ,Y��8�,ﾉ]ｹ�h�yﾒ�
透過軌験による頭株太刀の観察 

10 釘Ｔ�"��F伊能図jに関する若干の考察 

300円 僵Y$ｩ5hｿ�ﾔY[ﾙ6�ﾘ譎F靱ﾘｫ�ﾉ]8,ﾂﾘｮ��ﾂﾒ�

ll 迭Ｔ�2��A.H.グルーム1-在日50年に及ぶ1人のイギリス人の足跡- 

500円 ��

12 途Ｔ迭��｢大El本国地震之図｣の資料紹介 

500円 俥9��%yч�Y�ｸﾝ�,�.h.儂ﾘ･�,iYﾈｸﾂ�

13 唐Ｔ澱�� 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��ﾆ�9ｸ,ﾈﾝ齏�,�,(*(,B�
･'銅鋳製経筒の保存処理 

播州村上家文書について-特別展｢鎖国長崎貿易の牽｣補遺- 

14 湯Ｔ途�� 

500円 弌i+�4ｨ5�8�8ｸﾕﾘﾌｸ/�^�*ﾒﾘｫ��ﾘﾋ9D�6騙�,ﾈ7�5�486�8ｨ�ｲ�

柳田義一氏蒐集瓦経資料について 

15 ���Ｔ唐��中国の西潤景とEl本の浮絵-阿英｢閑話西湖尉洋別発展史嶋｣をめぐって- 

500円 �.X�ﾘｼｩyhﾟX6ﾘ�ｸ6rﾙ&��ﾘ*�.h-�&��ﾙ4俥ﾉV�-h,ﾈ訷*ｨ*�.�,h+X,Bﾒ�

神戸市立博物館における学校との連携事業 
初代玄々堂松本保居の銅版画 
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1,800円

800円

200円

200円

500円

500円

展　覧　会　図　歳

開催年度 �5yyx檠kﾂ�単価 

57 ��2,000 

('82) ��品切 

58 ���ｸ,ﾉ[h嶌ﾞ��1,200 

('83) ��品切 

品切 

59 ��品切 

('84) ��品切 

更紗の世界展 儼����

60 �(hﾙ�ﾍﾉ�yD�,ﾉN兩95rﾙ(hﾙ�5i,8�9[iZ�5rﾒ�品切 

('85) ��品切 

61 ��1,700 

('86) ��1,300 

62 ��品切 

('87) ��品切 

品切 

63 ��1,500 

('88) �(i�(/�{x+x.���+ﾘ+�5rﾘ自]Y���ﾈ,h鳧��ﾒ�品切 

晶切 

1,500 

品切 

元 ��2,000 

('89) 做�ｨﾌ9&��ﾘ5(8ﾈ4�5h8x99kﾉV�5r�品切 
′｣､磯良平展 儼����

2 ��1,900 

('90) �(ﾋ9�H踪,h囮'ｨ��,ﾈ､x枴5r�品切 

石峯寺尾 儼����

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

4 �;ｩ�h,ﾉ�(､X自&�,ﾉ��-h,ﾊ(*(,ﾈ.�2ﾒ�品切 

('92) ��400 

5 �H,i�x+ﾘ+�,ﾈ7�8�5�485ぺﾕﾘﾌｸ鳬�9+xﾞ宇�,ﾈ扞�"ﾒ�2,000 

('93) ��2,000 

品切 

6 俚ﾘﾙ�+xﾞ映h更,ﾈ�耳4ﾘ8H7ﾘ98ﾕ逸�ｾ�8)��ﾒ�2,000 

('94) 假9��ｴﾉD��9�ﾈ泚?��5(8ﾈ4�5h8x92ﾙk韭�59;仗�､y5r�晶切 

7 ('95) ��300 

8 ��品切 

('96) 俶僥靱ﾘｫ�8怦駟5rﾘﾝy¥ｩD靱ﾘﾌｸ鳬�8,ﾃx8ｸ6�5�8ﾈ98�ｲ�2,200 

9 ��2,000 

('97) ��2,000 

10 ���ｹ%yчl)nXｽ��(,ﾈ柯徂+ﾘ+��1,400 

('98) �5(8�,ﾘ+h-�夷ｨ�ｸﾌ9&��ﾘ,h､x��*ｹ5r�品切 
2,000 



研　究　紀　要

No 價ﾘﾗ9D�7��内容 

16 免ﾂＴ湯��国立歴史民俗博物館特定研究南蛮関係資料研究班による 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��)��7H8�985h5�5"�5X7(4x8ｹ�ﾊ8,ﾂ�

大浪から国芳--美術にみる蘭香受容のかたち- 
r岡山藩家老日置忠自筆御用勤番上lと神戸事件 

17 ��"�#�����近代美術と地図-川上冬崖と岩橋敷革- 

500円 佩ｨ.�*�*�.��ﾙ�ﾂﾙ�萋ﾄｨ鮖��(ﾊigｹ(Y�h蟹�X�Hﾝ悦Z8/�-��

ぐつて- 

r御用唐木細工物雛形jについて-近世後期長崎におけ 
る工芸史料の紹介- 

18 ��2�#�����近世期兵庫津北浜における浜先地開発と屋舗割の変化について 

500円 ��
-発掘調査の成果と文献.絵図史料から考える近世都市景観の復元に 

向けて- 

古地図と版元-館蔵品にみる江戸時代の地図出版について- 

新出の毘意遮那仏変相図について-高麗末期華厳数仏画の一様相- 

19 ��B�#��"��池長孟と牧野富太郎 

500円 ��韃(鮑���,ﾈﾘ)~ﾘﾙ�唔Jﾘｮ粟�鬨�ﾆ��H饂渥�,hｧxﾕｨ*ｨ+8.x,仗�,8*(,H*(*ﾘ+ﾘ-�,��

-｢連携授業｣への取組.実践を中心として- 

青貝細工壷型ナイフ入れに関する資料紹介 

-1609年版p.カエリウス世界地図の復元- 

発行年 ��ﾙ�kﾂ�単価 

57('82) ��品切 

57('82) 俛�_8ﾟx5�ｷY;ｩ�hﾗﾉm��品切 

57('82) ��500 

57('82) �8ﾈ�(､�碁(hﾙ�,ﾉ{y5r�品切 

60('85) ��晶切 

63('88) ��800 

3('91) ��2,300 

1('89) ��- 

6('94) ��2,000 

9('97) ��2,000 

10('98) ��2,000 

12(一oo) �&ﾉ_8ﾟx5�ｷY;ｩ�b�;ｨ睦�2,000 

展　覧　会　図　銀

NQ �>�vR�価格 泌��内容 �,��ｨｦ��

1 鉄rﾃS吋�7��700 免ﾂ�5年度 鉄���

2 鉄僖�7��500 ��"�6年度 鉄���

3 田�D�7��700 ��2�7,8年度 塔���

4 田�D�7��600 ��B�9年度 鉄���

5 田)D�7��800 ��R�10年度 鉄���

6 田9D�7��晶切 ��b�11年度 鉄���

7 侏9D�7��900 ��r�12年度 鉄���

8 �)D�7��500 ����13年度 鉄���

9 �9D�7��500 

10 的D�7��500 

博物館だより　No78
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舘　蔵　晶　目　録

地　　図　　の　　部 美　　術　　の　　部 考古･歴　史　の　部

両液コレクション
世界図　日本図

南波コレクション
分国図.地方図.郡相国

両液コレクション
諸国図･都市図

南波コレクション
江戸図･京都図　大坂図

南波コレクション
外国関係図･北海道関係図

南波コレクション
道中関係図･寺社関係図
その他

新収外国製古地図

秋岡コレクション
世界図･ El本Egl ･江戸図

都市図･諸国園等

秋岡コレクション
天文暦学関係図･暦

秋岡コレクション
外国製地図･外国製国書

秋岡コレクション
地理学関係書　測量関係書･
漢籍(天文地理測量等)

秋岡コレクション
道中関係図･周辺地域図
(小笠原･漂流･航海.北海

道) ･その他

新収蔵古地図

(古地図資料は13号にて完結)

200

200

200

200

200

200

南蛮美術

黄葉美術･長崎派･長崎版画

江戸時代諸派

浮世絵版画Ⅰ
T工戸系

浮世絵版画Ⅱ
江戸系補遺･上方系
大坂系･雑系

石版画

銅版画

地図
文書Ⅰ
博覧会展覧会･横浜･浪速･
神戸資料綴･開化雑絵･御国
･外国人物図等･中華船破損

救助感謝状綴･輸出茶商標･
騎乾園等綴･図書

近代絵画

文書]
川村家文書　村上家(阿蘭陀
楕)文盲･川島家文書

工芸品

文書Ⅲ
村上家文書･その他貿易文書

文書Ⅳ
林子平関係文書･絵図･版画
古文書･図書原楕類･その他

文番V

裏盃雫韻若呈諾㌣ ●同欧文

村上金次郎コレクション
楠正成および太平記関係資料

別車博資浮世絵コレクションⅠ
江戸･東京版行の浮世絵資料

別事博資浮世絵コレクションⅡ
大坂･京版行の浮世絵資料

朝田祥次郎役者絵コレクションⅠ
大坂･京版行の浮世絵資料

朝田祥次郎役者絵コレクションⅢ
江戸･東京版行の浮世絵資料

文書Ⅴ
筏井家旧蔵書

写真･絵葉書Ⅲ

引札Ⅲ

神戸市関係絵地図Ⅱ

古文書Ⅱ
八田家文書･岡田家文書･木
村家文書･中村関係文書･山
路家文書　山口家文書

拓本･石造品･古鏡Ⅱ

写真･絵葉書Ⅲ

古文書Ⅲ
兼書家文書

写真･絵葉書Ⅳ

古文書Ⅳ
住吉良運商社文書

古文書Ⅴ
酒造関係文書1

古文書Ⅵ
酒造関係文書2

考古資料Ⅱ
柳田コレクションⅠ

200

200

200

200

200

oo　　　00　　oo　　00　　00　　oo　　002　　　　　　2　　　　2　　　　3　　　　りん　　　　2　　　　2
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収蔵資料

1　新収蔵資料

(1)受贈資料

桜ケ丘6号銅鐸･復元品

村上華岳筆　観音之図

神戸付近大水害実況写真

神戸の印象

キリシタン禁令制札

平高貴太郎旧蔵　山内容堂筆七言絶句

川崎造船所葺合･兵庫工場関係絵葉書

Edm.シュトウツケン氏旧蔵資料

池長孟関係写真

昭和13年阪神大水害関係写真･絵葉書

太山寺絵葉書

洋服仕立用巻尺･物差

レフアート家資料

別車博資作｢初秋･宍粟の農家｣

別事博資作｢秋の鶴林寺｣

別事博資作｢箱根風景｣

別車博資作｢石の宝殿｣

(2)購入資料

ア.書画作品

洞楊谷筆

中国年画

大久保忠恒筆

熊斐筆

鶴亭筆

森琴石筆

吉田初三部作

福田眉仙筆

神原浩画

神原浩画

林和靖愛梅園

福禄寿三星図

鷹に鴨図

王母献寿図

雪梅図

竺道生愛右図

神戸(絵葉書)

兵庫県大鳥隙図

銀汀

銀閣寺

枚枚　　　　　　　　枚1 67　　　　　　　　49

点幅付付点点枚点点件枚点括面面面面1　1袋袋1　1　1 1　9　77　2　63一1　1　1　1

帽幅帽幅帽幅枚幅枚枚1 1 1 1 l　1　5　1　1　1

NHK大阪放送局文化部

松本鈴代

坂田泰

坂EEj泰

日本基督教団神戸聖愛教会

乎高恭平

藤田まさ子

Leo IL ElllS　常持敦

池長寮

三輪登

中村千恵子

兼田朋-

Walter Hermann Refardt

伊勢上仁子

伊勢上仁子

伊勢上仁子

伊勢上仁子

ィ.工芸品

イギリス･ダベンポート窯　　染付花井文スープチュリーン･レイドル

ネ-デルラント　　　　　　　手付きガラス水注

有田･山口製　　　　　　　　染付異人館に人力車大皿

日本製　　　　　　　　　　　切子長円形小皿

仁阿弥道八作　　　　　　　　色絵阿蘭陀小皿

フランス･バカラ製　　　　　エソナング鍵文シャンパン脚付ガラス杯

イギリス･ダベンポート窯　　染付西洋風景図長円形皿

オランダ･マーストリヒト･ペトウルス･レグウ一葉　染付楼閣文差付碗

オランダかボヘミア梨　　　　金彩花弄文ガラス皿

マルチガラス製

中国景徳鎮窯

練上手ガラス深皿

1合1点

1点

1枚

lo枚

5枚

lo貞

1枚

5合

1枚

2枚

染付楼閣山水に人物文皿(ヘルデルマルセン号積載)　　1枚
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ウ.歴史資料

福原雨乞記

播磨国明石郡下村関係文書

兵庫池尻村宝満寺図扇子

幽松斎守周筆　摂州有馬山絵図

摂津国有馬郡二郎村文書

兵庫津干鰯仲買仲間戎講印形帳

灘大石柑吉阪家文書

兵庫本陣衣笠又兵衛家間取図

大坂･神戸外国人向商社申立書(写)

A.H.デア関係写真

池長通･斎藤正之撮影か　池長孟旧蔵写真帖

神戸市初等教育研究会図画部　水害スケッチ帖

神戸市関係絵葉書

エ.書籍資料

ゴットフリート著　　史的年代記

2　指定文化財等一覧

冊括本枚　　点点枚冊枚帖冊枚　　　冊1　1　11　　23円　1　121　158　　　3

指定区分 倡y.吋霾�?｢�指定番号 倬�{�ﾈ��貞数 倬��2�

国宝 傴ｩ��CRﾃR�#R�考第34号 倚x5�ｷY;ｩ�b�;ｩ[h��21口 冢ﾙ�h鳬�9(hｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��#ゅ2�3��絵第1257号 ��y�ﾈ唏ﾏ(ｵ)F��ﾒ�4曲1隻 俔ﾘﾌｸ鳬�2�

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

重要文化財 傴ｩ��C2紕�#R�絵第1625号 俶ﾉ79�ﾒ��(､Y�ﾒ�8曲1双 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��CR綯��r�建第1771号 从ﾈ抦鮑徂譜��ﾘﾇi�ﾙ�ﾂ�68点 冖韭�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丑�Yr稲ｹnﾉ>��iTﾒ��6曲1双 �8ﾘ�(鳬�2�

重要文化財 兌ﾙ�ﾃ偵b�3��絵第1957号 ��ｨ�(ｩ����z(5�Vﾈ股�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��ﾈ股韈IX9?�;h��ﾌR�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��10点 兌ﾘ��鳬�8迄ｷcYD窿���r��

登録文化財 兌ﾙ�ﾃ��纈�"�第28-刀026号 ���ｸ�9zyH饂渥��虻ﾈ��Vﾉ�8ｾ�ｾ(ﾗ9��ｸ迚5ｒ�1棟 傴ｩ����D窿��3R��
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3　資料補修

資　料　名

越前近江糧道測量絵図(筏井家旧蔵資料)

石崎元徳筆　寿老人図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

広渡湖秀筆　山水囲(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

渡辺鶴洲筆　鐘櫨図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

渡辺鶴洲筆　大公望･張子房･諸葛孔明像(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

伝渡辺鶴洲筆　箱禄寿三星図(渡辺鶴洲家襲蔵粉本)

斎藤雀亭筆　福禄寿三星図

川原慶賀筆　長崎港図　レプリカ

和田岬砲台関係文書

日本分国図(二) (南波コレクション)

池長美術館日記

中国年画(池長コレクション)

金赤ランプ

神原浩　｢芝川梅林｣ ｢銀汀｣ ｢銀閣寺｣

川西英　油彩画(川西コレクション)

川西英　油彩画･木版画(川西コレクション)

前田藤四郎　｢文楽人形｣ ｢きつつき｣他2件

福田眉仙　｢蓬莱峡｣

空野求人　｢白樺｣

今竹七郎　｢実のある樫｣

小松益書･川西英･前田藤四郎他(オリエンタルホテル旧蔵資粁)

備　考

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

額装

装装装装装装軸軸軸軸軸軸

整量
1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1点

9件10舗　　　　　本紙補修　マット装

68舗のうち34舗　　本紙補修

1冊

7枚

1点

3面

10点

2枚､ 20枚

面面両面枚41　1　134

和綴本仕立

裏打ち

火屋補修

額装

伸展､木枠張り

マット装

額装

額装

額装

額装

マット装

4　資料の年寺別利用

(1)館外貸出

貸出先(会場)　　　　展　覧　会　名　　　　　開催期間　　点数　　　　　　　資　　科　　名

神戸港振興協会(神戸　　常設展示

海洋博物館)

14.4 1-15.3.31  1　ブロンズ梨平清盛像(西村公朝)

日本版画協会(東京都　　日本版画協会第70匝ほ己念　14. 4. 6- 4.21 1　古道具屋(川西英)

美術館)　　　　　　　　版画展

兵庫県立近代美術館　　　美術館の夢

(兵庫県立美術館)

14. 4. 6- 6.23　13　内国勧業博覧会開場御式の図　内国勧業博覧会機械館

の図(以上橋本周延)　東京名所上野公園地内国勧業

博覧会莫術館之囲　東京名所上野公隙内国勧業第二博

覧会美術館並噴水器之Eg (以上歌川広重Ⅲ)　上野公

園地博覧会御開業図下(小林栄成)　大東京内国勧業

博覧会場全Bl　博覧会各館略EgI　上野公園博覧会場美

術館遅々噴水器之図(耕挙)　第二回勧業博覧会一覧

(井上安治)　上野公園地第二内国勧業博覧会一覧図

(歌川同量)　第二回内国勧業博覧会(小林幾英)

第二回上野博覧会場図　第二回内国勧業博覧会列品図

録(出版人佐々木信之助)
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貸出先(会場)　　　　展　覧　会　名　　　　　開催期間　　点数　　　　　　　資　　科　　名

郡山市立美術館･街中　ク1)ストファー･ドレノ　14. 413-5.19/ 1　日本産物椎晶図略

市美術館　　　　　　　　サーと日本　　　　　　　　5.25- 6.30

徳島市立徳島城博物館　こども博物館　ものがた　14.4.26-7. 7　32　小敦盛絵巻　源平合戦園犀風　-の谷屋島合戟(狩野

り7原義程 吉信)　源平合戦図犀風･屋島合戦(無款)　敦盛と

直美(鈴木春信)　無官の太夫敦盛熊谷次郎直美姐討

の図(歌川豊国)　牛若丸随従の英雄を伏きしむる図

源義経-ノ谷頂上陣揃囲　義経之軍兵一之谷逆落之

図　生田森追手源平大合戦　源平盛衰記･阿波勝浦合

戦　源平八嶋大合戦　加賀国安宅関にて斉藤武蔵坊弁

慶勧進帳を読図　7原義樫梶原逆櫓争論図(以上歌川国

芳)　義経韓馬山園　源義経-谷裏手之図　一谷大合

戦之園(以上歌川芳貞)宇治川先陣争囲(歌川貞秀)

源義経遭櫓之囲　奥州高錯大合戦囲　義経平家追討

山帆の図(以上歌川芳虎)　長州壇ノ浦赤間関合戦

長州赤間浦源平大合戦之図(歌川囲輝Ⅱ)　義経記五

条橋図　芳年武者無規･平相国清盛　義経八島之名誉

新形三十六億撰･清盛福原に数百の人頭を見る　平

清盛炎焼病之図　武勇雪月花之内･生田森えひらの梅

(以上月岡芳年)　福原殿舎怪異之園　摂州大物浦平

家gE.q霊顕る図(以上葛飾北為)　悪四郎国綱七兵衛影

清三保谷援引の図(楊斎延-)島津家本平家物語(寄

託資料)

石川県立歴史博物館　　江戸のモノづくり一加賀　14. 5.ll- 526　6　越前近江糧道測量絵図　地理測量　御製暦象考成表

藩の科学者たち一　　　　　　　　　　　　　　寛政度改暦以降献上京師仮名暦日月蝕記方留　帯食文

法求実距弧及視距弧本法求対両心視相距角
AARDRYKS

たばこと塩の博物館　　日本をみつけた｢江戸時　14. 6. 717. 7　1　花下群舞固犀風

代の文章｣

サントリー美術館　　　カラスに措く､光と彩り　14. 7.16-9. 1　4　紫色彩絵花井文ガラス徳利　カラス絵獲々文徳利　外

の2000年一古代エジプト　　　　　　　　　　　　国兵士のいる異国風景図カラス絵　花鳥図カラス絵

からグラス.アートまで　　　　　　　　　　　　　(荒木如元)

国立歴史民俗博物館･　男も女も装身具一江戸か　14. 7.23- 9. 1/ 7　切子麻薬文ガラス櫛･算･蕃　赤色紋ビロード紙入れ

岡崎市美術博物館･京　ら明治の技とデザインー　11. 2-12 1/　　　　デイアナ模様金唐草たばこ入れ　阿蘭陀にほひ魯

都府京都文化博物館　　　　　　　　　　　　　15. 2.28- 3.30　　　花模様金唐草たばこ入れ　花模様金唐草紙入れ　禍ビ

ロード提げたばこ入れ

埼玉県立近代美術館　　El本洋画-の道一山岡コ　14　8.10- 9.29 11万国島回寿古録(歌川芳盛)朝比奈島遊び(五雲亭

レクションを中心に-　　　　　　　　　　　　　貞秀)　浅草奥LLJ生人形(歌川国芳)　フォンテーヌ

プロウ運河の景眼鏡絵(イギリス製)　異国水辺樹林

風景　新板阿蘭陀浮画楽徳海鴨鋼人巨像(歌川国長)

羅得島湊紅毛船人津之図(歌川国虎)　阿蘭陀フラ

ンスカノ伽藍之図(歌川豊春)　亜墨利迦賑之園(敬

川広重[)　蛮国名勝尽競之内･美音利能動海口　仏

狼西国(以上歌川芳虎)

朝El新聞社事業本部大　飛鳥･藤原京展

阪企画事業部(凍京都

美術館)

14. 8.10- 9.29　1　遣唐使船模型
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貸出先(会場)　　　　展　覧　会　名　　　　　開催期間　　点数　　　　　　　資　　料　　名

東京国立博物館　　　　江戸蒔絵一光悦･光琳

羊遊斎-

サントリー美術館　　　　源平の美学- F平家物

語｣の時代一

名古屋市博物館　　　　盛り場一祭り･見世物･

大道芸一

石川県立美術館　　　　　利家とまつ　加賀百万石

物語展-前EEl家と加賀文

化-

14. 820-10. 6　4　蒔絵楼閣山水囲箪笥　蒔絵ドカーハンク海戦図プラー

ク　蒔絵カデイス海戦図プラーク　青貝細工花鳥図箪

笥

14. 910110.20　4　′ト敦盛絵巻　源平合戦図犀風･-の谷屋島合戦(狩野

書信)　源平合戦図扉風･屋島合致(無款)　島津家

本平家物語(寄託資料)

14. 9.14-1014　3　海獣福加属阿陀耶考　絵本酪舵具誌　豹図

14　9.14-10.27　1　織田信長像

措かれた明治ニノボン　描かれた明治こノボン-　14. 9.23111,24/ 42　彫刻会社広告　楠公桜井駅訣子園(青野桑州)市川

展実行委員会(町田市　石版画[リトグラフ]の　15. 1,ll-2.16

立国際版画美術館.郡　　時代-

山市立美術館)

神戸市立小磯記念美術　　小磯良平回顧展

館･読売新聞大阪本社

(小磯記念美術館･大

丸東京店大丸ミュージ

アム･大丸･L､斎橋店大

丸ミュージアム)

神戸市教育委員会文化　　古代の音色

財課(神戸市埋蔵文化

財センター)

団十郎　中村芝翫(以上スモリック)　明治二十九年

略暦(中川耕LLJ)　芝中御蔭之松真景(志田翠松)

有桶川峨仁親王像(田村宗立)　老人像(小山三造)

斎武名士経国美談(亀井至-)　斎武名士経国美談

(亀井至-)　大日本帝国古今風俗寸陰漫稿(渡辺幽

香)　今世西洋英傑伝　人像画法　春情浮世之夢欧洲

戯曲ロミヨージュリーの劇　開化東海道双六　DENKI

MAL SIEBOLD WURZBU (キヨツソ-ネ)　掛事実面

山港布之園(松田緑山)　常盤御前　日吉九　三県通

路完成記念帖･LLJ形県　同･栃木県　同･福島県(以

上高橋由一)　鹿児島戦争之図(山本芳翠)　名和長

重負帝登船上山図　村上義光復錦旗之固　弘安四年整

元兵於筑海図(以上石井鼎湖)　馬固　台湾生蕃少猫

里酋長伊措及其随員等之儒(以上中丸精十郎)　東京

芸者松子(亀井至-)　婦花濡両国(五姓田芳柳Ⅱ)

帝国議会開院式之図　江之島　大日本五港之内･神

戸港　大坂島之内銘妓福子　美人十二ケ月･山王ノ祭

同･杉田ノ梅林　同･亀井戸ノ藤(以上波々伯部捨

四郎)　相州馬入川ヨT)大山ヲ望ム景(印藤真楯)

親愛ノ姉稚児書ビノ園　なよたけ　児島高徳駐句之園

(以上岡村政子)　El本名所の十　舞子の浜　ヨー

ロッパ観閲図下絵　九州一覧図

14.10. 5-12. 1/ 1　池長孟肖像(小磯良平)

15 1.23-　2. 4/

3.20-　4. 1

14.10. 5-ll.17　4　桜ケ丘1 ･5･8号銅鐸複製　同6号銅鐸復元品

熊本県立美術館　　　　仏教美術の新しい波-仏　1410.ll-ll.17　2　帽元.木庵･即非像(喜多長兵衛)布袋国(逸然性

のひかりは天草から一　　　　　　　　　　　　　　融)
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貸出先(会場)　　　　展　覧　会　名　　　　　開催期間　　点数　　　　　　　資　　料　　名

横浜マ.)タイムミュー　ペリー来航前後の江戸湾　14.10.12-ll.24　1　茶菓末風俗図巻(神奈川地方実写　幕末之横浜)

ジアム　　　　　　　　　　の海防

安城市歴史博物館　　　　ものがたり　善光寺絵伝　14.10.12-ll.24　1　天竺之図

岡山県立博物館　　　　あめ･つち･ひと一遣物　14.10.25-ll.24　2　桜ケ丘5号銅鐸　同4号銅鐸複製

がかたる自然とのかかわ
ド-

町田市立博物館　　　　カノトガラスのきらめき　14,10.29-12. i 23　切子格子文丸形三段重　切子格子文角形三段重　切子

格子文蓋物　切子格子文鉢　切子蓋物切子主物　切子

格子文脚付杯　切子格子文脚付杯　切子金赤被せ蓋物

切子金赤被せ鯛形皿(以上日本)　切子藍色脚付杯

切子藍被せ栓付瓶　切子紅被せ鉢　切子藍被せ蓋付

小壷(以上薩摩系)　カノトガラス台付鉢　カブトガ

ラス丸文長円形深皿(以上アイルランドかイギリス)

カットガラス格子文角形皿　カノトカラス金彩蓋付

鉢　カットガラス台付鉢　カノトガラス手付水差

カットガラス栓付瓶(以上イギリス)　カットガラス

整物(アイルランド)　金彩カノトガラス皿(ボヘミ

ア)

芦屋都市管理株式会社　別車博資　青山政吉水彩　14.10.29-ll. 8　15　神戸山手風景　旧栄町風景　塩屋より淡路を望む　メ

(ラボルテホール)　　画展-色彩の叙景詩-　　　　　　　　　　　　リケン波止場　道頓堀川　神戸港暮色　-ノ谷風景

神戸海岸通風景　工場街展望　クレセントヒル(神

戸)　神戸京橋　神戸風景(県庁前)　ローテンプル

グ　セーヌに釣る　彩雲兵庫運河(以上別事博資)

下関市立長府博物館　　海港都市下関一海峡･海　14.ll. 2-12. 8　4　船路絵図犀風　大阪より松江航路図　本朝図鑑網目

逆･街道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大日本国大給園

文化庁(ロサンゼルス　　能装束　　　　　　　　14.ll.6115.2.2　1　観能図犀風

力ウンティ美術館)

神戸77yション美術　構成された布切れ展　　141123-15.2.11　2　更紗縫合下着　亀甲に六稜星文縫合更紗下着

鰭

日本放送協会番組制作　TV収録のため(夢の美　141212-12.17　1　桜ケ丘6号銅鐸復元品

局教養番組部　　　　　術館-豪華決定版!国宝

100選～)

長崎市立博物館　　　　唐人屋敷展　　　　　　15. i. 4- 2.26 11長崎唐館鼠巻(伝渡辺秀石)長崎唐館交易図巻(渡

辺秀詮)　唐船図(玉木鶴亭)　唐人遊戯図(城貫)

桃園三傑囲(洞横谷)　関羽園(木下逸雲)　唐子

囲(荒木元慶)　錘旭図(山口重春)　唐船園(広渡

湖秀)　唐人と遊女図(梅香堂可敬)　唐人屋敷図

大坂歴史博物館　　　　木村養霞堂-なにわ　知　15. 1.15-2.24　5　牡丹綬帯鳥囲(鶴亭)桃花園(木村兼霞堂)地球

の巨人一　　　　　　　　　　　　　　　　　　全図(司馬江漢)　アンポイナ奇品茎　葉斎指園

彦根城博物館　　　　　異文化との出会い　　　15. 131-3.4　3　南蛮犀風(右隻)聖フランシスコ･ザヴイエル像(レ

プリカ)　長崎港図(川原慶賀)

朝E]町歴史博物館　　　簡古の英一有節以前-　　15　2. 1- 3. 2　1　常古藍絵ライオン文水指

-55-



貸出先(会場)　　　　　展　覧　会　名　　　　　　開催期間　　点数　　　　　　　　資　　　料　　　名

横浜美術館 明るい窓:風景表現の近　15. 2. 1- 3.30　16

代

三園景　西洋画談(以上司馬江漢)　大日本金龍山之

図(亜欧堂EEl善)　桜花囲(佐竹義解)　三関雪景(餐

田田供)　西国名所紀行図(白雲)　東都両国　むさ

し玉川　甲州かじか沢富士川わたしの貴　下給いたこ

之景　東都大地震　武江地震(以上安田雷洲)　El本

橋　不忍　両国　高縄(以上葛飾北斎)

岐阜市歴史博物館　　　　南蛮一信長　秀吉　家康　15　3. 1-3.30　8　四部図･世界図罪風　聖フランシスコ　ザヴイエル像

のみた東西交流 織田信長像　郡の南蛮寺図(狩野宗秀)　天正かる

た版木重箱　南蛮鐸(南蛮船文､南蛮人洋犬文､南蛮

船文､洋文字唐草文)　襟刑のキ1)スト図(片面アグ

ヌス　デイ)聖牌　茨の冠図青銅牌

大阪城天守閣特別事業　　浮世絵師　初代長谷川貞　15. 3.21- 5. 5　1　浪花百貴之内.中編(長谷川貞信Ⅰ)

委員会　　　　　　　　　信が措いた幕末･明治の

大阪-もうひとつの｢浪

花百景｣-
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(2)特別利用

1.館外貸出

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

5 鉄B�71 �3�"�

6 鼎��55 �#s��

7 �#��36 �#���

8 �3b�47 鼎#��

9 鉄2�59 �3���

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

10 鼎R�55 ��ﾃ�3b�

ll 鼎r�58 鼎釘�

12 �3R�39 鼎s2�

13 �3"�33 �#S��

14 �3b�42 �#3B�

昭和57-平成3年度 �4年度 �5年度 �6年度 

許可件数 剴2ﾃ33��b�鉄�"�鉄sB�鼎���

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �347 �"ﾃscB�35 �#迭�42 �#sr�24 �#3"�

模造 �30 鉄B�5 迭�4 迭�2 釘�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�240 涛SB�59 �#3r�51 �##��27 ��C��

写真 �3���2,501 鉄2�462 鼎B�198 �#R�169 

掲載許可 �2,441 澱ﾃC迭�411 ��ﾃ�釘�367 都Cr�272 鉄c��

原版使用 �1,784 迭ﾃイr�334 涛#r�312 塔s��181 鼎澱�

紙焼付与 �248 ��ﾃ�3��48 �3s2�27 塔2�21 �#cR�

その他 �155 田Sr�54 �3#��74 �#cR�47 �����

合計 �5,635 �#�ﾃ3���999 �2ﾃ��2�921 �"ﾃc�2�599 ��ﾃ都R�

7年度 �8年度 �9年度 �10年度 

許可件数 �366 �479 �486 �525 

餐 料 内 釈 ��件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�件数 �5��B�
熟覧 免ﾂ�169 �32�182 鼎��304 鼎B�254 

模造 �"�2 ���1 ���0 �"�3 

揖映画テレビ 釘�9 ��2�31 ��B�45 ����70 

影】写真 免ﾂ�109 �3��155 �#2�110 �3��229 

掲載許可 �3�B�701 �3c��1,040 �3���987 鉄�r�921 

原版使用 ��迭�480 �##��807 �#sb�831 �#モ�814 

紙焼付与 唐�15 湯�101 ��"�75 ��r�195 

その他 �#��86 鉄b�147 鉄"�226 鼎"�151 

合計 鉄cb�1,571 都3��2,464 都唐�2,578 涛S��2,637 

11年度 �12年度 �13年度 �14年度 

許可件数 剴cS��田�b�田���鉄ビ�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �41 涛c2�48 鉄�"�61 田���71 田cb�

模造 �2 宝"�3 唐�2 �"�2 釘�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�10 鼎"�13 ��#b�22 ��#r�5 澱�

写真 �3��383 鼎��374 鼎r�423 鉄r�544 

掲載許可 �470 ��ﾃ#�R�475 ��ﾃ�#��481 ��ﾃ�cR�469 ��ﾃ��"�

原版使用 �326 涛c��338 塔�r�320 涛3"�283 都�"�

紙焼付与 �14 鼎R�17 鼎��10 都b�15 涛R�

その他 �71 ��ﾃC#��52 �#C��65 �#���38 ��cb�

合計 �973 迭ﾃ�3r�987 �2ﾃ�Sr�1,008 �2ﾃCc"�940 �2ﾃ3sR�

※の件数は昭和60年度以降
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tT- 百ﾘ�"�4��LD m ��ﾈ�ｲ���N LjLj �,)e2�亡■.I 丁】 汎B���Cb の 

くつ ���2ﾒ�⊂)○ �#����ﾈ�ﾒ�

Ln 汎ﾃ2��2���畑vB�6ｨ�｢� 披�

m 緬?��｣ﾒ�cO ⊂F) 俾��し､ LD �*�,"�e8��ﾒ�ニ】 ～.D �4"�の 

N ��二｢ ����▼† �4����

- 披����cY? �8+�B�tr���

ニ1 册8���ｲ�8*ﾒ��亡つ LI �������⊂=〉 の 俎R�lL｢ 誘 磨 �,ﾂ��ﾃﾒ��⊂⊃ ｣､｢ 

N ����ﾈ,"�*ﾘ�ﾒ�(耳爾�し~ Cy7 �.丁､ �ｩ)｢�

丁｣ Ol �3ﾂ���ﾃﾒ��言 優�����cy? ⊂> 汎B�ﾂﾒ�亡■ー o〇 �+�6r�,ﾂ�

N ���� 劵こ' 着�� 猛�

～ ��X+�"�+�"�cy? ��ﾈ�ﾒ�7尼�?�6r�LLL 仞S��

(=> ��ﾃ���)｢�○ 披�ﾇ��J= 〇二 ��ﾈ�ﾒ�e2粐ﾒ�⊂⊃ ニ】 �+�2�fﾒﾒ�くj> ニ】 

N 披�⊂⊃ �6ｪ2�LL)_ �,ﾂ�亡■ー ��ﾈ�ﾒ�

Cy7 睦���＼｣- �7#��6ｨ�｢��ｺ2���

の ��ﾈ�ﾒ��ｸ�ｲ�二､ の �+�����〇〇 EJD ��8�｢�*ﾔh�"�の cO 督�e8�ｲ�▼丁 く工) 

N ��仁一 の �7途�e8爾����LL) ぐ√つ �*ﾘﾔｒ�*ﾘ�ﾒ�*ﾘ4x�ﾒ�Ln �(耳爾�

J= ����ニ｣ こ＼】 ��ｨ�｢�ﾅB�CY? �,ﾂ�*ｲ�cc く㌻) �*ﾕ��"��?�B�N 

N �6ｨ�｢�cQ �?�6r��6��⊂⊃ 百ﾒ��

の 倆��寸 �+X�ｲ�6��ﾆ��ニ】 �6ｪ2�

【ー ���く=> 挽�����$ｧB�くつ �6｣��62�g rつ し- �,ﾂ�D｢ﾂ���⊂> 

く｣D 披�)ｨ�｢�M ～ 册8��爾��ｨ�｢�LT r｣ �,ﾂ�ﾄﾆﾂ�Lf? ド 督�lL｢ J｣ 

ナ､】 ��L= N N 唸,B�ﾆ����｢�⊂=} (_C) �*ﾓﾘ�ﾒ��(*��Lrつ ���ﾒ�

l一､ �%B���｢�Sa 幡｢�?�vH�｢�:_二 二ト 儿��Jつ J＼ ����亡■一一 (X) 

N ��LC) �8耳,"��+Z"�cy? �*�,"�

_∫ < �,ﾂ���脾�∞ 册:Bﾒ�(耳爾�ﾄ��N 猛�

▼ナ 侏��Ch TJl �*ﾕ��ﾂ��読 �2�⊂⊃ 册8�ｲ�*(,"�(X⊃ くつ 

N ��⊂⊃ ��N ��Y��爾�｢一一 ��

しー CYl 汎ｨ-b�*ﾘ4r��の �6���ﾈ�ﾒ�6ｪ2���

ぐつ 班(,"�8耳�｢�【､- 亡ー 犯��*�,"�亡一 m �*ﾒ脾�ﾄﾃ��二一二 N 冉ﾒﾒ�LO 仁一 

N ��cy? lT ～ ��ﾈ�ﾒ�+W��ﾄ��cc ⊂=〉 披�,ﾂ�-く_∈) �9e2�

キ �7尼�?�6r�OL> ⊂=) ��ﾃﾒ��<r�二ト CY? 稗ﾒ�く=) の �*ﾘ,"�uR�く.よっ ⊂:> 
m ������?�6r�｢一一 ����ｨ�｢�

善蒜 披� ��ﾃﾒ��+ZB���記 の 抱自?��ﾄB�N LTJ N 

* 也 倆B�鳩 乖R�e2�雌 �2�ﾟ"�蘇 俶ﾒ�嘩 
く糾 �5(耳�｢�2�.～.益 軒 友��2�顔 軸 �<H 也��2�

a 兮 劔督 

= 剋ｲ 劔併- 

# 剌� 劔=: 

室 劼く 劔 
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(壊せ食rje称丁埜潜紳御着空Fト-Ff7)

缶 �*ﾕ��+�e2�LD M �,G"�r�Lrつ N ��X爾�����寸 ����ｲ���⊂⊃ 【ー �4��4��(=0 Lこ �+X�ﾂ��ﾄB�こ】 CO 畑6｢�卜1 Cq 

社宅 & 寸 �� �5尼�Lr) �(+�� ��ﾈ�ﾒ�ﾄﾂ��CyJ) ニj Ln N �5鋳�嶸爾�ご㌧ ����ｲ�ﾄB�▼† い｢ ⊂に) ご】 肇ﾒ�M の N 

く.D ��韮�(.⊂) �+ZB� 披�▼ナ 汎B�勺一 �,ﾂ�(X〕 冉ﾘ���し､ 汎B�

虹: CY? �+�2�N 蜘�)｢� ���� �,ﾂ�LD こく < 汎B�4��CO 0〇 �?�6r�ﾇ(,"�N 卜ー �8*ﾒ��の CY? 【ー 

nI: ニ】 �)ｪ2�0〇 �8,鋳�ー｣ 猛�し⊂) 八B�Ln �4��⊂F) �)ｪ2�講 の ⊂⊃ �9��亡､- 

ニ】 ��N r】 ��寸 寸 僂O くj⊃ 犯��り�ﾂ��?�vB�▼丁 ､d1 �?�"���tTl い1 剪ゆ2��,h�"�

⊂〉 茶ﾓ��CO ��r�しこ､ 窒脾�CO ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�卜- 汎ﾃ��

Ⅱこ �+(.�� �*�,"�丁j 窒脾�+(.��～ �+X+�B�ゆB� �� �� �6ｪ2�Cに) ○○ 

ⅡE N ����♪】 壷���丁j 班#ｲ�⊂⊃ ��u) ����ｲ�Lt 冉ﾒﾒ�LJt 着ｒ�A ⊂〉 (X) ⊂⊃ 

N 免ﾂ�僂Y? �< �3��6ｨ�｢�6��+(,"�の LL? �-���ﾅ��ﾒ�ﾒ�⊂つ くエ) 披�+�"����ｲ��ﾂ��⊂0 

く.D 猛�し､ ����ｲ�⊂⊃ 班"��ぐつ �� 覇白��∞ �����簫�⊂⊃ 

:⊂- 汎B���N �� �� 披�の ⊂) CO 亡- �*ﾘ4r��ﾄ｣��LO CY') ～ �6t｢���ニ】 亡､- CT) (:)〇 ��ﾈ�ﾒ�(.O 0〇 α CO 

J= ⊂) �7"��【ー 汎ﾂ��N 着ｒ�(.⊂) ��ご∴ ����+�+��⊂⊃ ��R闔｢�1寸一 ��ﾈ�ﾂ�r｢ 

､｣ ��⊂⊃ CY? �*�,"�Cくつ N ��寸 く｣⊃ 唏�(爾�"ﾒ��X6���6ｨ�｢�⊂⊃ q⊃ �5途�5尼�ﾆ��⊂) 窒脾�*ﾘ,"�ｹ��

=- CT} �)ｨ�｢�t寸一 �5尼�&ﾂ�N Ln 猛�勺1 ��ﾈ�ﾒ���J＼ �5尼�6ｨ�｢�二十 ご- �4����(,"�Lr) ��ﾈ�ﾒ�【ー 

こ1 劔～ ��咤簫���N �� �5尼�W尼�����ｲ�e8,"�

ご｢ ��

DI‥ 〇〇 �*ﾕ��+��｢�ぐつ �����簫�聒���こ｢ 0〇 �5�,"�*�,"�⊂⊃ M �,ﾂ�岑*｢�⊂) 一つ �*�"��LL) N N �"ﾒ�ﾄB�CY? (=⊃ �*ﾒ��ﾂ��M LD 

の ��N 凵` 披� �� �*��ﾈ,"���X6��

Ⅱ: 卜■ �� �� �� �� �� �� �� 

工､ -,ど �� �� �� �� �� �� �� 

[Ⅱ: LZ) �� �� �� �� �� �� �� 

=一 ･寸一 �� �� �� �� �� �� �� 

尽ノ �*ﾘ+2�����(｣〇 二】 督���m ち �ｩ)｢��X6��⊂⊃ ∝⊃ �,ﾂ�CY? ド- �62��)｢�Jー ～ ニ】 挽��ﾂ��N L､ Ln �5尼�6��+Y?��く｣〇 ヽヽ｢ 

十ト6 �+(�｢�ﾄB�⊂) tl 督�● �6ｨ�ｲ�ﾆ��Cn 亡.- ����CC LZ) ����6ｦ｢�亡- �3ﾒ�ニj 汎ﾂ��q⊃ 

1蛸 杜 cy? 劍6ｨ�｢�+(.��*�"��tT- 畑���優､B����～ ､寸 LTl �?�"���⊂⊃ CY? �;��一寸一 寸 披�こ1 亡..一 寸 

Ⅱ: �2�ｸuCﾒ�堅 胡 兔r�せl 兀R�J ._ゝ ′ヽ �r�* 佻2��ｸ���潮 普- 鳴�(�B��ﾈ�"�缶 �2�伝 4n 
去宍 匿 �ﾃ｢�ﾚB��ﾉ)ｪB�1 頂*ﾒ�+仄r�÷ ÷ 凵� ���in匡- ��������棉 顔 軸 

凶て無 劍ﾊ馥呈俯��劔坐高蛸 

nm嘩逆･塞け　N



Ⅲ　＼　意　紳　蟹　Y

蔽Es 凵� ヽ寸` 寸 ��ﾂ��CY? ����ｲ�卜- �+ZB�LD �4��GO 册8�(,"�(X) �,ﾂ�LL) �,ﾂ�【ー 督�⊂⊃ 

卜ー CY? ⊂) �6��5尼�ﾇ��N N ⊂⊃ �+"ﾒ�W尼�ﾄｨ+�B�α 卜､ N 册8爾��ｨ�｢�ﾄB�くエ) ⊂> く.D 窒脾��ﾈ�ﾒ�U池��tn ⊂⊃ 猛���e:2�N ～ (.⊂) ��ﾂ�fﾘ���fﾘ�ｲ�< -寸■ ⊂⊃ 氾��ﾇ"��EB�⊂() く二D 幡｢��r�

【ー ��Cy} �-�� �� �� �� �� �6ｨ�｢� ��ﾈ�ﾒ�N EY? 
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日　　　誌

1　平成14年度日誌

平成14年4月1 E卜外壁等改修工事のため臨時休館(- 7/31)

7月18日･ ｢神戸市立博物館優品選　浮世絵のなかの神戸｣開催(こうべまちづくり会館　-8/6)

8月1日･学習室リニューアルオープン､常設展示一部改修

･ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展｣開催(-10/6)

･ ｢夏休み土器づくり教室｣開催(8/1･2　成形　参加者27名､ 8/9　焼成　同4名

8/12　展示　同22名)

6E卜博物館実習生受入(①8/6-10 14名　②8/20-24 16名　③9/3-7 12名)

17日･特別展｢描かれた明治ニッポン｣開催　ト9/16)

･企画展｢神戸市立博物館所蔵名品展｣開催(-9/16)

10月5日･第6回ジュニアミュージアム講座(前期1回目) ｢昔のカメラに挑戦!｣参加者5名

12日･特別展｢神戸市立博物館開館20周年記念　草深なる宮廷　ヴェルサイユ展｣開催ト12/25)

･特別展記念講演会｢ヴェルサイユ･公私の空間｣ヴェルサイユ宮殿美術館　グザヴイエ･サ

ルモン氏　参加者175名

17日.第7回ミュ-ジアム講座① ｢知られざるヴェルサイユ｣参加者103名

11月8日･神戸市立博物館協議会(14年度第1回)

9日･特別展記念講演会｢美術館としてのヴェルサイユ｣　間学芸員　参加者110名

12日･トライやるウイーク　鶴台､垂水､小部､横尾､高取台中学校13名　ト11/15)

14日･第7回ミュージアム講座(丑｢池長孟と牧野富太郎｣参加者83名

16E卜第6回ジュニアミュージアム講座(前期2回目) ｢こどものための浮世絵入門2002｣

参加者9名

23日･こうべ歴史たんけん隊｢居留地｣参加者17名

30日･特別展記念講演会｢マリー･アントワネットの蒔絵コレクション｣京都国立博物館

永島明子氏　参加者110名

12月3E]トライやるウイーク　兵庫中学校6名(-12/6)

12日･第7回ミュージアム講座③ ｢兵庫津の都市空間をさぐる｣参加者81名

･開館時間延長､午後7時まで(神戸ルミナリエ　-12/25)

14日･第6回ジュニアミュージアム講座(前期3匝旧) ｢1et'stryl南蛮犀風｣参加者7名

平成15年1月8El ･ギャラリー｢神戸の書｣開催　ト2/5)

9日･第7回ミュージアム講座④ ｢地図へのまなさし｣参加者76名

11日･第7E]ジュニアミュージアム講座(後期l回目) ｢勾玉づくりに挑戦しよう!｣参加者25名

19日･博物館たんけん隊　参加者116名

2月2日･第7回ジュニアミュージアム講座(後期2回目) ｢古代の音色一土笛をつくろう｣

参加者18名
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8日･特別展｢神戸市立博物館開館20周年記念　ティト･フリテン発世界巡回展

ヴィクトリアン･ヌードー19世紀英乾のモラルと芸術-｣開催(-5/5)

･特別展記念講演会｢ヴィクトリアン･ヌードー過去と現在-｣ティ　トブリテン学芸員　ア

リソン･スミス氏　参加者100名

･ギャラリー｢古写真に見る神戸一一人のイギリス人と三人のドイツ人-｣開催　ト3/30)

12日･博物館入館者500万人達成

13日･第7匝Ⅰミュージアム講座⑤｢rヴィクトリアン･ヌード』をより楽しむために｣参加者84名

14日･講座｢博物館を楽しむ｣ ｢近代『神戸』の実像をさぐる｣ 1回目｢仮梨地形図からみた近代

『神戸』の村･町｣参加者16名

21日･講座｢博物館を楽しむ｣ 2回目｢むかしの神戸をたどる-古写真と絵地図から-｣

参加者14名

28日･講座｢博物館を楽しむ｣ 3回目｢地図と絵画に見る近代『神戸』｣参加者14名

3月6日･神戸市立博物館協議会(14年度第2匝Ⅰ)

8日･第7回ジュニアミュージアム講座(後期3回目) ｢let'strylオリジナル銅鐸｣参加者11名

13日･第7回ミュージアム講座(9 ｢横穴式石室とその時代｣参加者74名

21日･特別展記念講演会｢措かれた神話の世界｣東京蛮術大学　小野寺玲子氏　参加者98名

-62-



2　博物館(旧館)外壁等改修工事

1　建物のあらまし

博物館は､昭和10 (1935)年に竣工した銀行(旧横浜正金銀行神戸支店､旧東京銀行神戸支店)

を改修し､新館を併設して､昭和57 (1982)年に開館した｡

建物は平成7年の阪神･淡路大震災により､多大の被害を受けた｡建築の部分については､旧館

と新館との取合い部分が床及び壁に切断､段差が発生したのと､地下室が浸水したのが大きな被害

で､平成7年2月から平成8年1月まで災害復旧工事を行った｡

その後､平成14年に開館20周年の節目の年となり､また海外の大型特別展を開催するにあたって､

国の登録有形文化財である博物館の管理運営に必要な改修を実施した｡

2　工事内容及び事業費

(1)工事内容

ア　旧錯外壁改修工事

①　蛇腹部分及び外壁全体の石の洗浄

(参　樋の改修

③　パラペットからの雨水浸入防止策

④　蛇腹石吊ボルト頭埋めモルタルの落下部の補修

⑤　外壁･サッシ等防水措置

⑥　蛇腹石部分の補強

(丑　その他

イ　屋上防水改修工事

(2)事業費　約89百万円

3　工期　平成14年4月1日(月) ～9月30日(月)

4　その他

(1) 4月1日(月)から7月31日(水)まで全館休館し､ 8月1日(木)から業務を再開したo

(2)工事期間中に学習室･ミュージアムショップの改修等を実施したo

学習室は全面的に改修し､神戸市域の航空写真を新しくしたほか､ ｢触れて学ぶコーナー｣に

は､ ｢ハンズオン｣の考え方に基づき､来館者が触れたり体験できる学習プログラムを推進し､

これまでの触れる土器･鳴らす銅鐸に加えて､模造農具や貫頭衣､土器の文様の拓本等の考古体

験ができるゾーンや覗き眼鏡､南蛮犀風のパズルができるなどの新しいプログラムゾーンを設置

した｡

また､見るコーナーではパソコンモニター5台から全ての番組が見ることができるように改良

した｡

ミュージアムショップは､当館のシンボルカラーであるブルーのゲートをつけ､ショーケース

を木目調に変え､明るくわかりやすいようにリニューアルした｡
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3　館内表示と案内書の多言語化

当館ではこれまで､館内の案内図､テーマ解説､

展示題葦等は日本語と英語の2言語により表示して

きたが､建物改修工事にともなう臨時休館にあわせ

て新たに中国語(簡体字)､韓国･朝鮮語の2言語

による表示を増やすこととしたo展示題藁について

は従来どおりとし､今回は展示室1入り口設置の当

館設立趣旨の説明板､館内案内表示､中テーマの電

飾スタンド､常設展示室平面図について4言吉吾化を

はかった｡また､三つ折の案内書も中国語(簡体字)､

韓国･朝鮮語の2種類を追加し､すでに作成してい

るやや詳細な英語版を加え4言語に対応できるよう

にした｡

中テーマスタンド
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予　　　算

(単位　千円)

年度 項目 澱�7 唐�9 ����ll ��"�13 ��B�

資料購入費 塔�ﾃ����0 ���ﾃ����10,000 ���ﾃ����9,000 湯ﾃ����15,000 澱ﾃ3���

資料整理費等 �#"ﾃCSb�13,369 �#"ﾃ##��19,712 ��づ3�2�18,719 ��rﾃ�#r�17,027 ��rﾃ�#r�

特別展等開催費 ���づ�コ�23,666 ��cづ�Cb�112,520 塔津3�2�165,106 塔�ﾃ##��65,314 ��#2ﾃ�釘�

普及事業費 �#�ﾃ��B�16,916 ��津#�2�19,280 �#�ﾃs#"�20,889 �#"ﾃSSb�19;600 ��づ�ヲ�

光熱水費 �3"ﾃゴB�26,663 �#津c#2�28,447 �#づCCr�28,447 �#rﾃs3r�27,737 �#rﾃs3r�

施設管理費等 塔RﾃCS��77,770 塔bﾃC���87,531 塔づc�R�89,585 塔津Sコ�86,510 塔2ﾃ�Cr�

事務費等 �#2ﾃ3���22,060 ��Bﾃン��14,094 ��2ﾃ����13,169 ��"ﾃ#3R�ll,954 免ﾂﾃ鉄R�

合計 �3s2ﾃ#ッ�180,444 �3S�ﾃS�"�291,584 �#s�ﾃ�迭�344,915 �#S津3s��243,142 �#ビﾃSC��

博物館協議会

平成1 4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　　大阪芸術大学大学院教授

委　員

山　本　敏　朗　　神戸市立小学校教育研究会社会科部長(小郡東小学校長)

星　野　純　枝　　神戸市立中学校教育研究会社会科副部長(夢野中学校長)

油　谷　健　夫　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)

榎　　　智　子　　特定非営利活動法人こうベユースネット理事

原　　　仁　美　　神戸市婦人団体協議会会長

山　下　深　雪

酒　井　行　雄

神　木　哲　男

金　子　裕　之

田　端　泰　子

首　橋　明　徳

奥　平　俊　六

森　田　恒　之

神戸市P TA協議会家庭教育専門委員長(中学校P TA連合会事務局)

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

国立民族学博物館名誉教授
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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　麿

管理課

管理課長

管理係長

事務職員

〟

学芸課

学芸課長

事業係長

指導主事

昌　尚　安　昭隆　　信　広本　田　田　下岸　舌　福　木

則　正　生者　泰　明村　　EE中　岡　麻

職員の移動

14. 4. 1森本信行(管理係長)転出

14. 4. 1山名則男(指導主事)転出

14, 4.25　川野憲一(学芸課)転出

世　子　人　巌　典　子　広　義志　子子　嗣　晃　郎幸佳　明　直　　宏　紀　智　唯　連　玲　典　勝　　太一田　EE　山　木　林　井　久　好　藤　井　盛　揮　原　井　田

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野

前　囲　富者松金　高　三　近　田　勝成　壕　藤　小員貞長事貞

讐…ク〃ク〃誹警苫〃〃〃〃ケ
事　学　　　　　　　　　学　指　学

〔平成15年3月31日現在〕

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

14. 4. 1喜田　尚(管理係長)学芸課事業係長より

14. 4. 1同　素正(事業係長)学芸課主査より

14. 4.25　富山直人(学芸課)神戸市体育協会より転入

14. 425　斎木　巌(学芸課)文化財課より転入

14. 4.25　小野EE]一幸(学芸課)文化財課より転入
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