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沿　　革

昭和48. 9　　　　神戸市立中央図書館.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｡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神戸市立博物館規則施行｡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｢南波松太郎氏収集　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｢延る幕末写真展｣開催

4-5　　第18回特別展｢日本絵画名作展｣開催

6-7　　第19回特別展｢神戸はじめ物語展｣開催

8-9　　第20回特別展｢ジョルジュ･ビゴー展｣開催

10-11　第21回特別展｢明治のガラス展｣開催

63. 4-5　　第22回特別展｢ジャワ更紗展｣ ｢江戸城障壁画の下絵｣開催

6-7　　第23回特別展｢中世を旅する聖たち展｣開催

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

名作展｣開催
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第26回特別展｢桂林百景展｣開催

第27[司特別展｢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-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･ヴェルサーチ衣裳文化展｣開催

第39回特別展｢南蛮見聞録｣開催

壇上重光副館長退任･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匝Ⅰ特別展｢中国明清名画展｣開催

副館長に崎山昌贋就任

第41回特別展｢正倉院の故郷一中国の金･銀･ガラス展｣開催

第42回特別展｢森英恵とパリ･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日本展｣開催

アーバンリゾートフェア'93 ｢アーキテクチャ･フェアKO】∋E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錯(再開までの間､館外企画展を6回開催)

3　　　　林伸次郎副館長兼事務局長転任

4　　　　三輪息副館長兼事務局長就任

8. 1. 17　　博物館再開

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
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9. 2-4　　第56回特別展｢砂漠の美術館　永遠なる敦慎｣開催

3　　　　三輪忠副館長兼事務局長転任

4　　　　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7-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匝卜特別展｢夏休み子ども博物館　コメはじめ物語｣開催

9　　　　博物館の建物(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｣開催

6 - 9　　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o開館以来の入館者400万人

達成

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　　　　藤村邦夫副館長兼事務局長転任

3　　　11年度の年間入館者数､過去最大の925,945人を記録する0

3-4　　第70回特別展｢絵図と風景｣展開催

4　　　　神内良彦副館長兼事務局長就任

4-5　　第71回特別展｢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　　　　名誉館長に笹山幸便市長就任

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･放言博物院　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』｣開催

9-10　　第78回特別展｢異国絵の冒険｣　開催

11-14.1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匝卜特別展｢措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　　　　入館者500万人達成

3　　　　神内良彦副館長兼事務局長退任

4　　　　崎山昌虞副館長退任

4　　　　小林和夫副館長兼事務局長就任

5　　　　飴長に杉田文夫元収入役､副館長に石山靖男就任

7-8　　第83回特別展｢南蛮堂コレクションと池長孟｣展開催

11-12　　第84回特別展｢描かれた音楽｣展開催

16. 1 -3　　第85回特別展｢創立250周年記念　大英博物館の至宝展｣開催
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事業概要

平成15年度の事業報告として､神戸市立博物館年報第20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)a

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行ってきましたo

平成15年度は､特別展としては､前年度から引き続いて｢ティト･ブリテン発世界巡回展　ヴィク

トリアン･ヌード｣を､さらに｢南蛮堂コレクションと池長孟｣･｢措かれた音楽一西洋楽器と出会っ

た日本絵画-｣ ･ ｢創立250周年記念　大英博物館の至宝展｣と4展覧会を開催いたしました｡また､

企画展としては｢海と山の古地図展｣イ新収蔵品展｣イ古地図に見る『日本』展｣イ東西交流の美術

展｣ . r深山龍洞･かな書の美｣､ギャラリーでは｢神戸ゆかりの芸術家たち｣ ･ r浮世絵の中の神戸｣

イ山下摩超展｣ ･ ｢神戸の書｣ ･ ｢神戸ゆかりの芸術家たち-館蔵の日本画｣を開催しました｡

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臥　ミュージア

ム講座､ジュニア･ミュージアム講座､講座｢博物錨を楽しむ｣では｢神戸の考古学｣を､昨年度に

引き続き開催しました｡さらに､今年度は新しく｢こうベキッズふるさと学｣ (ステージ1-4)を

行いました｡

また､新しい試みとして､ ｢障害者のための鑑賞会｣を｢創立250周年記念　大英博物館の至宝展｣

開催中､休館日である平成16年3月22日(月)に設けました｡これは大多数の入錨者が予想される特

別展において､障害者の方々に少しでもより良い鑑賞環境を作りたいと考えて､おこないました｡初

めての試みうえ､至らぬ事もあったと思いますが､今後も混雑が予想される特別展では､可能な限り

実施したいと考えていますC ｢国際博物館の日｣ (5月18日)と｢関西文化の日｣ (11月15･16日)の

無料入館も初めて実施しました｡

刊行物としては､特別展図録･館蔵品E]録･研究紀要･年報･博物館だよりを発行していますo

平成15年度の開館日数は297日で､うち特別展は179日でした｡入館者総数は443,816人｡

入館者の内訳は､常設展17,873人､特別展423,640人､普及事業参加者2,303人です｡

また､学校団体の来館は180校でしたoトライやるウイークでは､ 16校36人が研掛二励みました｡

博物館実習は､計38人を3班に分けて各5日間行いました0 -方､館外貸出は45件305点､特別利

用は1,025件4,416点でしたo

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｡

この年手酌こより､平成15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

全国的に公私を問わず､博物館･美術館を取り巻く状況は厳しいですが､より多くの方々に喜んで

いただけるように努力いたしておりますo今後もご指導.ご教示のほど､よろしくお願いいたします0
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1.特別展示

(1)第83回特別展

南蛮堂コレクションと池長孟
･内　　容/

池長孟(1891-1955)は兵庫の旧家の主人であったが､その財産を投じて南蛮美術の蒐集に生涯

をささげた｡南蛮堂と号した池長は｢蒐集は､一つの創作であります｣という信念をもって｢日本

で製作された異国趣味美術品｣の集大成をめざし､昭和15年(1940)には､その結実として自ら美

術館を開設･公開した｡

池長美術館は神戸市熊内町の高台に位置し､昭和19年まで毎年1度の展覧会を行ったが､戦争の

深刻化によってついに閉鎖｡戦災こそまぬがれたものの､戦争が終わっても再開することはかなわ

ず､それどころか､財産税などのためにコレクションを少しずつ手離さなければならなかった｡散

逸をおそれた池長は､昭和26年､ついにコレクションと美術館を神戸市に譲渡する｡これが現在の

神戸市立博物館の母胎である｡

本属は､この大コレクターの生涯を､多数の未公開資料によって回顧した初めての展覧会｡特別

展示室1では､池長孟の生涯をたどるとともに､戦後の混乱期に手離した旧池長コレクションの作

品18点を｢里帰り｣展示した｡また､南蛮美術館室と特別展示室2では､当館に譲渡された異国趣

味美術の名品を池長考案の系統分類に沿って展示し､池長美術館の展示を再現した｡

あわせて南蛮美術館室にビデオコーナーを設け､池長が昭和12年ごろ神戸､大阪､東京の風景を撮

影した貴重な16ミリカラ映像を連続放映した｡

･会　　期/平成15年(2003) 7月19日(土) -8月31日(日)

･会　　場/1階ホール､特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館重

･主　　催/神戸市立博物館､神戸新聞社､ NHK神戸放送局

･後　　援/サンテレビジョン､ AM神戸

･入館料/ (当日･一般) 600円

･開催日数/38日

･入館者数/10,099人

･出品点数/207件

･記念講座/会場　地階講堂　午後2時-

8月2日(土) ｢パトロンとしての池長孟｣　勝盛典子(神戸市立博物館学芸員)

8月23日(土) ｢化して南蛮の鬼となった男｣成揮勝嗣(神戸市立博物館学芸員)

池長孟撮影モノクロ16ミリフイルム上映会

会場　地階講堂　午後2時-3時　記念講座開催日以外の土曜日

ポスター　　　　　　　　　　こどものためのカイドフック

ー6-
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特別展｢南蛮堂コレクションと池長孟｣出品目録

Ⅰ.池長孟の生涯一身上つぶして南蛮匂王

作　　品　　名

池長孟肖像写真(美術館前､泰西王侯騎馬図前)

自筆木製表札｢池長孟｣　東灘区本山町森の家で使用

池長孟　最後の写真(本山町森の家　尼崎領の道標前)

写真焼付･兵庫門口町の家　外観および内部

アンプロタイプ写真　池長ちか肖像(池長孟の曾祖母)　桐箱入り

池長吉左衛門肖像写真(池長孟の祖父)

池長吉左衛門像　前田蟻禅筆　絹本墨画淡彩

瓦の木型(池良家業務用)

池長通画像　筆者不明　綿本塁画

地長通､しま夫妻および家族の肖像写真(留金具付アルハム)

写真焼付　福厳寺と蒼官護国松伐採式

写真焼付　福厳寺蒼官護国松(桧の空洞に腰掛ける池長孟)

写真焼付･福厳寺と看官護国松(元弘聖蹟福厳寺顕彰会アルバム)

牧野富太郎肖像写真

牧村任三肖像写真

松村任三香｢宝蔵自閉｣まくり　絹本墨書

写真焼付･池長植物研究所外観･応讃室

写真焼付･池長植物研究所開館式

r植物研究雑誌』第2巻第1号

植物館開館記念絵葉書(イラスりおよび池長自筆原画

植物館開館記念絵葉書(風景写真)

植物奉乞借標本絵葉書

F慶賀写真草』牧野官太郎箱書　(池長コレクション)

植物研究所使用印｢池長植物研究所国書｣ ｢牧野文庫｣

牧野富太郎自筆色紙｢気になった我が子戻りし歓喜哉｣

池水瑠璃之助著r紅塵秘抄j

池長孟自筆『紅塵秘抄｣見返し絵　｢昔の神戸｣ ｢今の神戸｣

池長孟自筆今様短冊｢今El無事｣ ｢耶馬渓｣ ｢修行｣

谷崎潤一郎自筆揮竃帖｢えんがはに｣

西洋人形図　池長孟筆　絹本淡彩

池長孟著r荒つ削りの魂j

池長孟薯r開国秘言引

地長孟著r狂ひ咲き｣

池長孟所持･ E]本帝国海外旅券

アインシュタイン博士のサイン(池長孟洋行手帳)

育英商業学校卒業記念アルバム

写真焼付･育英商業相撲部､野球部と池長枚長

池長孟､正枝夫妻肖像写真｢兵庫門口町宅にて｣

写真焼付･紅塵荘上棟式(池長孟と淀川富子)

写真焼付･オリエンタルホテルのダンス(池長孟と淀川富子)

写真焼付･紅塵荘　外観および内部(池長孟写真アルハム)

旧紅塵荘ステンドグラス

長崎版画･版元無記｢魯西亜船｣ (池長コレクション)

長崎版画･針屋版｢大清人｣ (池長コレクション)

神戸大丸長崎絵展覧会　目録

写真焼付　神戸大丸長崎絵展覧会会場風景

｢古今東西浮世絵数寄者総番附｣　美術日本社

池長孟使用印｢蒐狂人｣ ｢州鬼｣ ｢南蛮堂｣

杉本要､いと夫婁(深江堂)肖像写真

三隅貞吉肖像写真

写真焼付･銀座を行く池長孟と三隅貞吉

清水直治(源泉堂)肖像写真

写真焼付･池長孟と黒EEl順次(池長美術館前にて)

西村貞肖像写真

写真焼付･氷見徳太郎　伊豆の新島にて
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時　代

昭和15年

昭和28年

昭和30年

明治34年

明治35年

明治35年

大正7年

大正7年

大正7年

大正7年

年午　　　　　年年年年年年年60　　　　　1 54　58　1 1　n　13和正　　　　　正和和和正正正昭大　　　　　大昭昭昭大大大

年午年6　6　13和和和
=L;　‥.i.　EIl

級

数枚枚枚枚点枚帽個幅冊種枚冊枚枚枚枚枚冊-組組冊穎枚冊枚枚帖帽冊冊冊枚冊冊枚放校枚冊面枚枚種種枚頬杖枚枚枚枚放牧員2　1　1　4　1　1　12　1　1各1　1　1　1　12　3　1各1　1　1　2　1　1　2　3　1　1　1　1　1　1　1　3　2　1　1　1　12　1　1　3　3　1　3　1　1　1　1　1　1　1

午42初
刀口

所　蔵

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館歳

個人蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

福厳寺蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

個人蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵

神戸市立博物館蔵



作　　品　　名 作　者　　　　　　　　時　代

高見揮忠雄と金子消次(寧水)肖像写真

高見滞忠雄自筆　美術品メモ帳

写真焼付.池長孟､高見揮忠雄､山口雅生

写真焼付･古賀十二郎　長崎風頭山の荒木郁元墓にて

池長孟編r邦彩蛮筆太宝鑑』特装本｢別製日本古裂地｣

池長孟編『邦彩蛮華大宝鑑』並装本

r邦彩来車大宝鑑』広告注文用ちらし　英語版

l.池長美術館オープン
'Fラ兵焼付･池長美術鋸定礎式

写真焼付･池長美術館竣工式

写央焼付.池長美術館外観(新プリント)

推誌F建築と社会』 236号(池長美術館を紹介)

rF,】盟写真ニュースl ｢現爽たり池長美術館登場｣

池長美術館ポスター(開館記念展-第5回展)

池長美術館出品目録(開館記念展-第5回展)

池長美術館パンフレノトと入館券

池長美術館絵葉書

池長孟著r南蛮堂要録j

池長美術館開館式記念写真･林重義ら(美術館写真アルハム)

他党美術館開館式記念写兵　県知事ら(美術館写真アルハム)

池長美術館来館者揮萄帳･小磯良平､林重義､鈴木清一､川西英ら

小磯良平｢池長美術館長像｣ (池長コレクション)

地球儀(池長コレクション)

川西英｢池長氏肖像習作｣

池長藍編｢南蛮美術総目録｣市立神戸美術館発行

Ⅱ.散逸するコレクション

悲しみのマリア酎象　ヨ一口ノバ製

神農図　伝信方筆

弾琴図　伝信方肇

西洋二武人固　伝信方筆

水車のある西洋風俗図

南蛮犀風

オランダ海港図

瀕海都城図

阿髄隠芝居図巻

ドゥ-フ像

遊女若紫

獅子図

冨獄図　安田′盃洲筆

象のいる異国風景

三洲雪景図

会津々川冬炭団巻

磐城紀行囲巻

青緑山水図

わらびに虻国

都梅に水仙園

蝦も"f仙人同

番簡

燕子花にハサミ国

利二丹園

茶殻堂E]記

京阿蘭FE茶人

昭和12年

昭和8年

昭和8年

昭和8年

昭和12年

昭和13年

昭和15年

昭和15年

昭和15年

昭和15-19年

昭和15-19年

昭和15年

昭和15年

日獅H15年

昭和15年

昭和19年

昭和23年

昭和30年

16世紀

江戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代初期

桃山-江戸時代初期

江戸時代初期

荒木如元筆　　　　　　江戸時代

荒木如元筆　　　　　　江戸時代

川原慶賀筆　　　　　　江戸時代後期

川原慶TlT饗　　　　　　宴和3年(1803)

伝川原屡至冒筆　　　　　江戸時代後期

石川大浪筆　　　　　　　文化2年(1805)

大槻盤渓賛　　　　　　安政5年(1858)質

安田EFi贋筆　　　　　　　江戸時代

安EEI EE]願筆　　　　　　江戸時代

白雲準　　　　　　　　江戸時代

白雲筆　　　　　　　　　江戸時代

伝白雲筆　　　　　　　　江戸時代

伝小田野直武筆　　　　　江戸時代

伝佐竹曙山蟹　　　　　　江Jl時代

伝佐竹昭山筆　　　　　江戸時代

佐竹曙山箪　　　　　　汀:戸時代

佐竹昭山繁　　　　　　江戸時代

伝田代忠国筆　　　　　　江戸時代

木村某夜堂　　　　　　　江戸時代

京焼　　　　　　　　　　江戸時代
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員数　　　　　所　蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

3冊　　　個人蔵

1枚　　　個人蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

2冊組　　個人蔵

2冊租　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　個人蔵

2枚　　　個人蔵

1枚　　　個人蔵

1枚　　　神戸市立博物船蔵

1冊　　　神戸市､1.博物館蔵

1枚　　　神戸FhJ立博物館蔵

6枚　　　神戸市立博物館蔵

5冊　　　神戸市立博物館蔵

1姐　　　神戸市立博物館蔵

1組　　　神戸市立博物館蔵

1冊　　　神戸市立博物館蔵

1冊　　　神戸市立博物館蔵

1冊　　　神戸了rT立博物館蔵

8枚　　　神戸市立博物館蔵

1面　　　神戸市立博物館蔵

1基　　　神戸市立博物錯蔵

1枚　　　神戸市立博物鶴蔵

1冊　　　神戸市立博物館蔵

面　　　南蛮文化館俄

面　　　個人蔵

幅　　　大和文筆館蔵

面　　　神戸rff立博物館蔵

曲1隻　個人蔵

曲1双　国立歴史民俗博物館蔵

幅　　　大和文筆館蔵

面　　　神戸市立博物館蔵

巻　　　罪船館蔵

面　　　神戸市立博物館蔵

面　　　個人蔵

面　　　神戸市立博物館蔵

帽　　　個人蔵

面　　　個人蔵

廊　　　神p FF立博物館蔵

巻　　　個人蔵

巻13回　神戸rfl立博物館蔵

幅　　　個人蔵

幅　　　個人蔵

幅　　　個人蔵

幅　　　個人蔵

巻　　　個人蔵

幅　　　神戸市il l専物結成

帽　　　個人蔵

冊　　　大阪市歴史博物銘蔵

合　　　個人戯



Ⅳ.池長孟お気に入り名品選

作　品　名　　　　　　作　者

聖フランシスコ･ザウイエル像

教会暦祝日図絵

武将図

四都図(四部囲.世界図犀風のうち)

泰西王侯騎馬図

都の南蛮寺図

織田信長億

万国人物国

南蛮犀風

達磨図

長崎蘭錯園

長崎唐館図

象図

花鳥の阿蘭陀風景図

蘭船図

狩野宗秀筆

狩野内膳筆

書多元規筆

伝渡辺秀石筆

伝渡辺秀石筆

渡辺鶴洲筆

若杉五十八筆

石崎融思筆

長崎港図･ブロンホフ家族園衝立　川原慶賀肇

西洋婦人図　　　　　　　　平賀源内筆

異国風景人物図　　　　　　司馬江漢筆

初代玄々堂肖像　　　　　　高橋由一筆

相州鎌倉七里浜図　　　　　司馬江漢筆

ヒポクラテス像　　　　　　石川大浪筆

フアン･ロイエン筆花鳥図模写　谷文晃筆

ヘイステル像

ナポレオン像

日本橋図

今戸瓦焼園

地球儀を持つ西洋人物囲

西国名所紀行図

解体新書　杉田玄白訳

蓮図

椿に文鳥図

異国人物図

姑蘇石潮倣西湖勝景

北山寒巌筆

安田雷洲筆

伝安田電洲筆

亜欧堂田善撃

退藤田一筆

伝白雲筆

小田野直武画

小田野直武筆

佐竹喝山筆

森祖仙筆

根起氏画か

LEYDTSE POORT MUYDER POORT

阿蘭陀船図説

阿蘭陀入船図

阿蘭陀婦人の図

IIOLLANDER

象

KAMEEL.阿蘭陀人持渡騎配

出島阿蘭陀屋舗景

唐人屋舗景

中村座仮名手本忠臣蔵

仮名手本忠臣蔵

七段目謀酔の段

浮絵新書原之図

浮絵阿蘭陀雪見之園

明州津

ウキエおらんたづ

東都名所　浅草今戸

林子平

西村重長画

鳥居活忠筆か

鳥居病満画

歌川豊春画

歌川豊春画か

歌川豊春画

時　代

江戸時代初期

プラントル製か　　16世紀末

江戸時代初期

江戸時代初期

江戸時代初期

桃山時代

古渓宗陳賛

木庵性稲賛

江芸閤賛

版元無記

録井蔵板

版元無記

大和屋版

版元無記

大和屋版

大和屋版

豊嶋屋文治右衛門版

豊嶋屋文治右衛門版

井筒屋三石衛門版

西村屋与八版

松村弥兵衛版

碧樹堂版

松村弥兵衛版

員数　　　　　所　蔵

1面　　　神戸市立博物館蔵

1面　　　神戸市立博物館蔵

2曲1隻　神戸市立博物館蔵

8曲1双のうち1隻　神戸市立博物館蔵

4曲1隻　神戸市立博物館蔵

扇面1面　神戸市立博物館蔵

天正11年(1583)賛　　1幅　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代初期　　　　　3帖･ 38園　神戸市立博物館蔵

桃山時代

延宝3年(1675)普

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

文政5年(1822)

6曲1双　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1巻　　　神戸市立博物館蔵

1巻　　　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

2両揃の内1面　神戸市立博物館蔵

文政元年(1818)以降

江戸時代

江戸時代

明治時代初期

寛政8年(1796)

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

文政13年(1830)か

江戸時代

安永3年(1774)

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代後期

江戸時代後期

寛政2年(1790)

i工戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

江戸時代後期

安永9年(1780)

安永9年(1780)

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1基2園　神戸市立博物館蔵

1面　　　神戸市立博物館蔵

2幅　　　神戸市立博物館蔵

1面　　　神戸市立博物館蔵

2曲1隻　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1帽　　　神戸市立博物館蔵

1両　　　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1面　　　神戸市立博物館蔵

1帖･39図　神戸市立博物館蔵

5冊　　　神戸市立博物館蔵

1帽　　　神戸市立博物館蔵

1帽　　　神戸市立博物館蔵

1帽　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

2枚続　　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1幅　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

歌川国芳画　　加賀書版　　文政初期-天保13年(1842)　1枚(4枚揃の内)神戸市立博物館蔵

羅得島湊紅毛船人津之園　　歌川国虎画　　山本屋版　　文化12年(1815) -天保13年(1842)  1枚　　　神戸市立博物館蔵

紅毛油画名所尽　日本橋　　歌川国貞画　　山口屋藤兵衛版　　　文政後期-天保期　1枚(5枚揃の内)神戸市立博物館蔵

婦人相学十体　　　　　　　喜多川歌麿画　山城屋藤右衛門版　　　　享和3年(1803)頃　　1面　　　神戸市立博物館蔵

かはゆらしき相

風流無くてななくせ　　　　葛飾北斎画　蔦屋重三郎版　寛政10年(1798) -文化8年(1811)  1面　　　神戸市立博物館蔵

[遠眼鏡]

紅毛男女額絵と望遠鏡　　　蹄斎北馬画　　　　版元無記　　　　　　江戸時代
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1枚　　　神戸市立博物館蔵



作　品　名　　　　　　作　者

三都之内大坂疋田唐物　　　魚屋北渓画

淡路島風景　　　　　　　　昇亭北寿画

蘭字枠江戸名所　　　　　　渓斎英泉画

江戸日本橋ヨリ宮士ヲ見ル図

うきゑきんかくじの図　　　不韻素か

京洛　中国風景園巻　　　　伝円山応挙華

中国楼閣風景図　　　　　　伝円山応挙筆

反射式のぞき眼鏡

時　代　　　　　　　　員数　　　　　所　蔵

江戸時代　　　　　　　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

寛政2年(1790) -文政頃　1枚　　　神戸市立博物館歳

江崎屋善兵衛版　　　天保境か　　4枚揃いの内1枚　　　神戸市立博物館蔵

版元無記　　　　　　明和末期-安永期　　　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

宝暦9年(1759)頃　　1巻4回　神戸市立博物館蔵

江戸時代　　　　　　　　1面　　　神戸市立博物館蔵

京都製か　　　　　　江戸時代　　　　　　　1基　　　神戸市立博物館蔵

蛮B]名勝尽親之内　　　　　歌川芳虎画　　　　山田屋庄次郎版　　　文久2年(1862)　　　　3枚続　　神戸市立博物館蔵

英吾利龍動海口

アメリカ人コトモ　　　　　歌川芳豊画　鍵屋庄兵衛版　　　　　　　文久元年(1861)　　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

チョウアイノヅ

横浜異人商館売場之図　　　五雲亭貞秀画　　　佐野屋喜兵衛版　　　文久元年(1861)　　　　3枚続　　神戸市立博物館蔵

横浜売物図絵之内　　　　　五雲亭貞秀画　　　大黒屋(大金)版　　万延元年(1860)　　　　2枚　　神戸市立博物館蔵

摂州神戸海岸繁栄之図　二代長谷川貞倍(小信)画　柴屋久四郎　　　明治4年(1871)　　　　3枚続　　神戸市立博物館蔵
･八尾屋善助価

亜豊利加入真写　　　　　初代長谷川貞信画か　段陀楼蔵版　　　　天保5年(1834) -　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

明治12年(1879)か

亜塁利加入実写(下絵)　初代長谷川貞信画か　　　　　　　　　　天保5年(1834) -　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

明治12年(1879)か

三園嵩

ZITenHUYS

反射式のぞき眼鋭

江漢画室図

江戸名勝国

今戸瓦焼之園

大E]本金龍山之図

雲竜図

観魚亭舟中望

StoomBool

仮装舞踏会

Prys Courant der Mondkosten,

司馬江漢画

司馬江漢画

司馬江漢製か

司馬江漢画

亜欧生田善画

亜欧堂田善画

亜欧堂田善画か

安田田戯画

安田嘗洲画か

小林晴親画

en verdere BenodLgtheden

(食料品ならびに必需品の時価相場表)

象牙製人物像

小児を抱く中国人物像

恵比寿をかたどる聖像

鬼子母神像
マリア観音像

マリア観音像

キリスト荊完引象銅牌

南蛮人囲花瓶

色絵象にイント風俗図壷

染付異国風景図皿

三彩アメリカ大陸図大皿

異国人物図色絵丸型皿　　　尾形周平作

染付異国風景図角皿　　　　超人作

染付長崎港図碗

南蛮人図蒔絵文箱

南蛮人蒔絵鞍

グラヴエールVOCマーク入り吊り行灯

御水玉

インド番旦か

中国徳化窯

日本製

外国製

天明3年(1783)　　　1両　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代後期　　　　　1両　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代後期　　　　　l基　　　神戸市g_博物館蔵

寛政6年(1794)　　　1両　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代後期11枚揃の内1枚　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代後期　　　　　　1両　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代後期　　　　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

文化12年(1815)　包紙付1枚　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代後期　　　　　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

明治20年(1887)か　　　1枚　　　神戸市立博物館蔵

文化2年(1805) 5月　　1冊　　　神戸市立博物館蔵

江戸時代

江戸時代

江戸時代

江戸時代中期

器体は江戸時代か　　給付時期不詳

有田窯

京都

志度窯

亀山焼

外国製か

グラヴエールオランダ船文カラス入り懲甲櫛　　長崎製か

儲船模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎

唐船模型

天正かるた版木重箱
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江戸時代

江戸時代後期

江戸時代中期

江戸時代

江戸時代後期

江戸時代後期

桃Il卜江戸時代初期

慶長9年(1604)

江戸時代後期

江戸時代

江戸時代後期

1躯　　　神戸市立博物館蔵

1躯　　　神戸市立博物館蔵

1躯　　　神戸市立博物館蔵

1躯　　　神戸市立博物館蔵

1基　　　神戸市立博物館蔵

1躯　　　神戸市立博物館蔵

1両　　　神戸市立博物館蔵

1口　　　神戸市立博物館蔵

1合　　　神戸市立博物館蔵

2枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

8枚　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1 □　　　神戸市立博物館蔵

1合　　　神戸市立博物飽蔵

1背　　　神戸市立博物館蔵

1点　　　神戸市立博物館蔵

1対のうち1点　　　神戸市立博物館蔵

1枚　　　神戸市立博物館蔵

1基　　　神戸市立博物館蔵

1基　　　神戸市立博物館蔵

桃山-江戸時代初期　　　3重　　　神戸市立博物館蔵



(2)第84垣は寺別展

描かれた音楽一西洋楽器と出会った日本絵画一

内　　容/

本展では19世紀から20世紀中頃にかけて制作された､楽器を奏でる人物画や音楽的なイメージが

表現された日本絵画､および資料123件を紹介したo　とくに､ヴァイオリン､チェロ､アコーディ

オン､トランペット､マンドリン､ピアノといった西洋楽器が具体的に描かれた作品から､日本人

が抱いた西洋音楽への憧れと､風俗画としての魅力を鑑賞していただくことを意図した｡

前半は当館所蔵の池長コレクションの長崎版画､横浜浮世絵を中心に展示｡また､後半は明治期
以降の洋画､日本画､版画を借用作品中心に構成した｡軍楽隊の演奏風景､唱歌合唱の場面､流行
したセノオ楽譜､演奏家の肖像などにより､約150年間の駆け足的な洋楽受容史の一側面をたどっ

た｡会期中､ロビーにて3臥展覧会内容と関連する音楽会を開催した｡

･会　期/平成15年(2003) 11月1日(土) -12月25日(木)

･会　　場/南蛮美術館室､特別展示室2

･主　　催/神戸市立博物館･神戸新聞社

･後　　援/サンテレビジョン･AM神戸

･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
･入館料/ (当日･一般)800円

･開催日数/48日

･入館者数/12,536人

･出品点数/123件

･関連事業/

11月8日(土)､ 9日(日)　前田健治氏　ピアノ･コンサート

『お雇い外国人が見た日本～日本洋楽事始』
フランツ･フォン.シーボルト　｢七つの日本のメロディ-｣

シャルル･ルル　　　　　　　｢日本および中国の歌～第2巻｣

ルドルフ･ティソトリヒ　　　｢こノボン･ガクフ｣より
"さくら""婚姻の歌'川落梅""地拍歌""地鴇歌第2番''

瀧　廉太郎　　　　　　　　｢憾(うらみ)｣

武滞　徹　　　　　　　　｢遮られない休息｣

11月22日(土)　神戸市室内合奏団コンサート　『西洋音楽之楽しみ』

谷口朋子(ウ7イオリン)､奥野敬子(ヴァイオリン)､亀井宏子(ウイオラ)､山本彩子(チェロ)の各氏

E.エルガー　　　　　　　　｢愛の挨拶｣

多　忠亮(山本直純編曲)　｢宵待草｣
ジヤコモ･プッチーニ　　　　｢蝶々夫人｣より"ある晴れた日に"

ジョルジュ･ビゼー　　　　　｢カルメン｣よりHハバネラ｢恋は野の鳥｣'‥`闘牛士の歌"

アントン･ドヴォルザーク　　｢弦楽四重奏曲　第1番　変ホ長調｣

､

tL. 717g市立711*虻

ポスター　　　　　　　　　こどものためのカイトフック
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特別展｢描かれた音楽一西洋楽器と出会った日本絵画-｣出品日銀

出品 番号 俥ﾉV冖ﾂ�作家名.版元 ��xﾞﾉD粨�LYD��技法.ヰオ質 �Y�B�画面寸法 劍����

1 �6x6ﾘ股� �� ��hr�28.6×44.0 劔��ｸ�9zyH饂渥����

2 �� ��紙本木版色摺 ��hr�22.0×32.3 劔��ｸ�9zyH饂渥����

3 �+xﾞ鵜X柯ﾗ9��� �� ��hr�16.2×44.2 劔��ｸ�9zyH饂渥����

4 �� �� ��hr�31.0×21.4 劔��ｸ�9zyH饂渥����

5 ��大由枚 ��紙本木版色摺 ��hr�44.8×16.1 劔��ｸ�9zyH饂渥����

6 �� �� ��hr�18.4×27.0 劔��ｸ�9zyH饂渥����

7 ��勝山町文錦重版 ��紙本木版色摺 ��hr�22.1×30.5 劔��ｸ�9zyH饂渥����

8 �+xﾞ鵜X柯�)yi���ﾈ�ﾊ��Ei�ﾒ� ��紙本木版色摺 ��hr�29.0×20.7 劔��ｸ�8ﾘ飃饂渥����

9 売�ﾄ�腑U"� �� ��hr�21.7×31.4 劔��ｸ�9zyH饂渥俐��

10 �+xﾞ鵜X柯ﾖym��ﾈ�ﾊ僞b��ﾒ� ��紙本木版色摺 ��hr�21.3×30.5 劔��ｸ�9zyH饂�����

∴ �� ��紙本木版色摺 ��hr�21.1×31.4 劔��ｸ�9zyH饂渥����

12 �(ｬ(､8甑[t｢溢ｩgｲ��c衣ｲ�大槻玄沢編 宙���水十+杏や十 ��3�xﾟｸ,ﾂ�*H+��ﾟｲ�(各頁) 劔��ｸ�9zyH饂位i���

13 冖9���ｸｼｩL)oｸ､r�4｢��R�ﾍ8ｷﾂ�?��ﾈ�ﾂ�五雲孝貞秀画 �ｳ8ﾈ��紙本木版色摺 ��hr�25.0×36.0 劔��ｸ�9zyH饂渥����

14 ��h�腰ﾙ��ﾉZ��ｹy����ｪ�9L)�ｹEi�ﾒ�山口屋藤兵衛版 ��ツ�永ﾈ路ﾋ2������ﾈ��紙本木版色摺 ��hr�36.2×24.5 劔��ｸ�9zyH饂渥����

15 �� ��ツ�閏hｷhﾋ2僖��(ﾈ��耗本木版色摺 �9hy���36 36 36 塗��#R�h��#R�h��#R�2 2 2 ���ｸ�9zyH饂渥����

16 ��佐野屋喜兵衛版 祷ﾈ��紙本木版色摺 �9hy���37 37 37 �(��#R�(��#R�(��#R�6 2 6 ���ｸ�9zyH饂渥����

17 ��Vﾈ甑�ﾈⅸｭ俐�W颱i�ﾒ�森屋治兵衛版 ��ツ�閏hｷhﾋ2僖��佇��紙本木版色摺 �9hy���36 36 36 塗��#R�h��#R�h��#R�1 2 3 ���ｸ�9zyH饂渥����

18 �� �(ﾈ��紙本木版色摺 添hy���35 35 3 3 3 店��#B�X��#B�X��"�X��#B�X��#B�7 8 0 9 4 ��

19 �:�y�ﾂ�-川芳貞画 ���ﾈ��紙本木版色摺 ��hr�37.0×25.1 劔��ｸ�9zyH饂渥俐��

20 �俛��ﾈ���9uhｧ僞h股�-川芳貞画 佐野屋喜兵衛版 ��ツ�永ﾈ路ﾋ2佻���(ﾈ��紙本木版色摺 �9hy���3 3 3 �(��#B�(��#B�(��#B�.9 .5 .2 ���ｸ�9zyH饂渥����

21 ��-川芳員画 有田産清右衛門 敬 ��ツ�永ﾈ路ﾋ2佻�� ���r�(栄) 25.5×18.4 (双六) 45.6×67.9 劔��ｸ�9zyH饂渥����

22 ��Vﾈ甑�ﾈ夐W颱h股�江屋久助.久次 郎版 ��ツ�閏hｷhﾋ2佻���ﾈ��紙本木版色摺 �9hymR�3 3 3 塗��"�h��"�h��"�.8 .8 .9 ���ｸ�9zyH饂渥����

23 丶���ﾈ,x/�+ﾘ*ﾙuh.x/�ﾗ2�一日ほ貞画遠 ��経本木版色摺 �9hy���3 ����"�.9 ���ｸ�9zyH饂渥����

歩の図 做(夐Ti[ｨ��LR�5月 剴2�2�0×2 0×2 �����

24 兒yyi�ﾈﾙ��-川芳貞画和 泉屋市兵衛版 仮名垣魯文記 ���ﾈ��紙本木版色摺 ��hr�36.8×24.6 劔��ｸ�9zyH饂渥����

25 冖9���ｸ､���ﾈ��Vﾈｼ宇��ﾂ�岡屋慶次郎版 滴ﾈ��紙本木版色摺 �9hy9ﾒ�36.0×24.5 36.0×25.0 36.0×25.2 劔��ｸ�9zyH饂渥����

26 刋I�ﾈ恢��ｾｩy��江屋久助.久次 郎版 ��ツ�永ﾈ路ﾋ2佻���(ﾈ��紙本木版色摺 ��hr�37.0×25.0 劔��ｸ�9zyH饂渥����

27 丶���ﾉZ��ﾘ柯懐¥Iy���加賀屋吉右衛門 ･書兵衛版 �(ﾈ��紙本木版色摺 ��hr�24.2×36.3 劔��ｸ�9zyH饂渥����
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出品 番号 俥ﾉV冖ﾂ�作家名.版元 ��xﾞﾉD粨�LYD��技法.材質 �Y�B�画面寸法 (縦×横.単位cm) 劍����

28 冓ﾈﾙ�*8ﾏ�ﾘyYy�IEi�ﾘ爾�懐¥Iy���'ﾂ� ��ツ�閏hｷhﾋ2佻����ﾈ��紙本木版色摺 ��hr�37.2×25.1 剪�

29 ��木屋宗次郎板 ��ツ�閏hｷhﾋ2佻��(ﾈ�� ��hr�36.8×24.7 劔��ｸ�9zyH饂渥����

30 ��ｸ､���ﾉYy�ﾙ�ﾘ�ﾂ� ���ﾈ��紙本木版色摺 �9hy���36.0×24.9 36.0×25.1 36.0×25.1 劔��ｸ�9zyH饂渥����

31 丶���ﾉZ��ﾘ枴И=�塊� ��ツ�永ﾈ路ﾋ2僖���(ﾈ��紙本木版色摺 ��ﾕ｢�36.4×25.0 劔��ｸ�9zyH饂渥����

32 ��歌川芳虎画若 狭屋甚五郎板 ��ツr鞍8吶2佻����ﾈ��紙本木版色摺 �9hymR�36 36 36 店��#B�X��#B�X��#R�8 8 3 ��

33 ��田屋平吉板 ��ピ�洩韭�2佻��紙本木版色摺 �9hy9ﾒ�35 35 35 祷��#B����#B����#B�5 5 7 ��

34 ��辻問屋文助版 ��ツ�閏hｷhﾋ2����(ﾈ�� �)hy���36.9×24.7 36.9×25.0 剪�

35 ��太田屋多書版 ��ﾈ�� �9hy���35 35 35 滴��#2�H��#B�H��#B�9 1 3 ���ｸ�9zyH饂渥����

36 ��代)画政田屋 平吉板 ��ピ�洩韭�2佻��紙本木版色摺 �9hy���36 36 36 ����#B����#B����#B�4 8 5 ��

37 ��富士屋政七枚 ��ツrﾓsR鞍8吶2�ﾙk韭�ｙD靺��紙本木版色摺 ��hr�15.0×35.1 剪�

38 ��鈴木板 ��紙本木版色摺 ��hr�16.0×35.4 劔��ｸ�9zyH饂渥����

39 俑�ﾌｸ廩ﾈ��小林清親画福 ��紙本木版色摺 ��hr�20.4×31.4 劔��ｸ�9zyH饂渥����

40 ��楊州闇延画大 倉四郎兵衛板 ��ピ忠k韭��"僖�� �9hy9ﾒ�3 3 3 ����"����"����"�1 1 1 侘)�ﾉ���

41 ��楊州闇延画林 苦蔵版 �� �9hy���3 3 3 塗��"�h��"�h��"�1 0 .2 ���ｸ�9zyH饂渥����

42 ��橋川周延画勝 ��紙本木版色摺 �9hx債�3 店��"�5 3 8 ���ｸ�9zyH饂渥����

図 冦夷��LR�3月 剴2�2�5×2 5×2 

43 傅ﾈｧx㈱慄Eizｩ�ﾒ�楊州周延画横 山良八版 俑��紙本木版色摺 �9hy���36.4×24.2 36.4×24.2 36.4×24.4 劔��ｸ�9zyH饂渥����

44 傅ﾈｧxﾕｩ���ﾘ怦ﾘ)9�咽8ｼb� ��ン�洩韭�#B僖��紙本木版色摺 ���ﾂ�(袋) 剪�
11月28日出版 剴#B繆��#�����｢��C偵(�縱��偵b�縒�

45 ��矢仕民治出版 偬�R�本木版色摺 ��hr�70.0×50.3 劔��ｸ�9zyH饂渥����

46 ��楊州周延画森 本版 俾�#�ﾓ#R僖靺��紙本木版色摺 �9hy���3 3 3 ����"����"����"�7 7 7 ���ｸ�9zyH饂渥����

47 �(�(ｬxﾋﾈｧ俘y�IEi�ﾒ� ��ャ忠k韭�#"����Xﾈ��紙本木版色摺 �9hy���3 3 3 祷��"����#B����"�■- .5 .2 ���ｸ�9zyH饂渥����

48 ��ｹ8ﾈｹ駝ﾈ��ﾈ.h.�(��l(ｭ�2�井上安治画福 ��ャr洩韭�#�����紙本木版色摺 ��)��ll.1×16.6 剪�

49 ��(､Yk9NIW8�(嬋ｵhｮ��� ��ャｉk韭�#�佻��紙本木版色摺 �9hy���36.6×24.5 366×238 剪�

社中 ��姥8鴿�LR�3月 剴2�6×2 湯�

50 �hﾙ�ﾖ9���hｻHﾎI?ﾈｹ��ﾒ�歌JE個政(五代) ��ン2洩韭�#b����紙本木版色摺 �9hymR�3 偵h��"�4 4 3 ���ｸ�9zyH饂渥����

新橋ステーション御着之 図 儉R�8月 剴2�2�.6×2 .6×2 

51 �ﾙ'ﾉm�)nﾘﾞﾇ)U凛ﾈｮ����ﾉvﾘﾈ�ｨ7�8ｨ5以��ｩUﾈｧﾂ�.�,ﾈ�｢�河鍋暁斎 ��ピ忠k韭��"僖��絹本若色 乂｣�l｢�60.7×87.8 剪�

52 �9H4�484�8ｨ98/�&X*ﾙ&｢�原撫松 ����b洩韭�3著ﾍ�� 乂｣�l｢�98.9×83.6 劔8ﾈｹ頷����Xｧy�XｧyOﾂ���ｭ����
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出品 番号 俥ﾉV冖ﾂ�作家名.版元 剞ｧ作年.出版年 亰ｩd�鞏齏��員数 �ilｩ��d��因8�陏��%�絹6ﾒ��所蔵 

53 ��彰城貞徳 剄｠ ��額1両 都2�(���S�紕�長崎県蔵 

54 丶y?ﾈ抦�8�(,x/�+ﾘ*ﾚ2�7ﾈ5�5��ｲ� �11月 ��餃R��r�1枚 田r綛��3�絣�個人蔵 

55 �784�6ﾘ/�-�*ﾘ��恩地孝四郎 �1913(大正2)午 頃 �48984篷�Xﾜ｢韋b�1枚 �#b�(���偵"�踏破 

56 冢�,ﾈ784�6ﾒ�藤森静雄 �1914(大正3)午 頃 冦鵜X耳鐫�1枚 �#"繆���R綯�館蔵 

57 �?�,(,ﾉm倡b郁H�7(ﾈ阮h���ur��藤森静雄 � 冦鵜R��r�1枚 ��"繆���"�"�館蔵 

58 倩�,ﾈ硎y�.h.�� �1914(大正3)午 冦鵜R靹��1枚 ��b緝���ゅ��個人蔵 

59 兩9�B�や版 � 冦鵜R��r�1枚 鉄ゅX��3ゅB�個人蔵 

60 �.h.ｸ+�-�,ﾈｼ�� � ��額1面 塔偵H���CR絣� 

61 ��神原泰 � ��額1面 ���B緝�繝偵b�蔵 

62 佰�ｻ��川西英 �1918-26(大正 ��1枚 鼎2綛��3�紕�個人蔵 

63 �6��ｸ7b� �9-10)年頃 冦鵜R��r�1枚 免ﾂ緝����縒�個人蔵 

64 ��ノ｣､出楢重 � ��額1面 涛2���緜"絣� 

65 �� �13-14)年頃 ��額1面 田�繆�紊偵r� 

66 �+(將� � ��額1面 塔ゅH����b縒� 

67 偃浦xｽX/�鰄,(晴�� �1925(大正14)午 頃 ��額1両 鼎ゅ��緜���� 

68 ��東郷育児 � �� ���B���縱"絣�東京国立近代美術館蔵 

69 �� �1926(大正15)午 冦鵜R韋b�1枚 �3"繹��#2綯� 

70 �� �-昭和2)年頃 ��額1面 涛�繹�縱2���徳島県立近代美術館 蔵 

71 �� 剄｠ ��額1滴 涛偵X�繝����蔵 

72 ��I ��1927(昭利2)午 ��1枚 �#"�(��3�纈�個人蔵 

73 �6ﾈ�ｸ5h8x92� � 冦鵜R雕��1枚 �#B����3"綯�個人蔵 

74 仆�� � ��額1面 ��S8��#��� 

75 偃�b韶浦xｽR�7ﾅ���∫ ��ﾈ��� 冦鵜R��r�1枚 �3B紿��3�縒� 

76 �8ｨ�ｲ��i8ﾈｹ餠8ｴﾘ,ﾉ>��� � 冦鵜R��r�1枚 ��r纔��#2繧�個人蔵 

77 �4ﾘ5��ｸ/�&X*ﾙ&｢�+丶8支髓�� �1930(昭和5)辛 ��額1面 塔�綛�經2縒� 

78 �� � ��額1面 田2綛�繝ゅ�� 

79 �'陋亢�� �1933(昭和8)年 侈igｹ)��b�2曲1 隻 �#�������� 

80 犯棉&髭6R&跿c)��/�ﾈ*ｹm�ﾇﾂ�+x-ﾘ,�+8*"�� 剄｠ 冦鵜R靹��1枚 �#2綛���偵��蔵 

81-1 �*�+�Wi�ﾉ�h自hｲ�∫ ��ﾈ���1933(昭和8)午 冦鵜X耳鐫�1枚 �#B纔��3R��� 

81-2 ��Jl ��ﾈ��� 冦鵜R��r�1枚 �#Bﾃ���3R��� 

82-1 �4ｨ8ｸ8�99�h自hｲ�JI ��ﾈ���1933(昭和8)辛 冦鵜R韋b�1枚 �#R綛��3R紕� 

82-2 ��/【 ��ﾈ��� 冦鵜R韋b�1枚 �#R綛��3R絣� 

82-3 ��JI ��ﾈ��� 冦鵜R��r�1枚 �#R綛��3R絣� 

ヾ-1 �4ｨ8ｸ8�99�h賈hｲ�) ��ﾈ���1933(昭和8)午 冦鵜R��r�1枚 �#R綛��3R絣�神戸市立博物館蔵 

83 �7H4�4X5�6xﾍﾉhｲ�川西英 �1934(昭和9)年 2月1-20日 冦鵜R靹��6枚1 組 丿Yo��"紿����2�"� 

84 ��求龍堂版 �1935(昭和10)午 3月 冦鵜R韋b�1枚 鼎R����32�2�個人蔵 

85 �7(8H6ﾘ/�&X*ﾙk｢�伊藤慶之助 �1938(昭和13)午 ��額1面 涛�������b綯� 

86 ��宮書院版 �14-15)午 冦鵜R��r�1枚 �#r綛��3r��� 

87 傅Y�靉ｲ�伊藤慶之助 � ��額1面 都2���纉���� 
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出品 番号 俥ﾉV冖ﾂ�作家名.版元 ��xﾞﾉD篳�LYD��技法.材質 �Y�B�画面寸法 (縦×構.単位crn) 傀ｩ���

88 ��田中忠雄 �� 乂｣�l｢�103.3×73.2 ��

89 冰��ﾒ� ��鼎�胤ｩ���R佻��絹本若色 滴ｼ����r� ��

90 �� �� 乂｣�l｢�116.2×91.0 偸�ﾟi���

91 �6x8ｨ4�� �� 乂｣�l｢�60.8×80.3 侘)�ﾉ���

92 �乂��恩地孝四郎 ��木版.紙 ��hr�34.3×25.0 ��

93 �4X4�8ﾈ8ﾈ,ﾈ��中山正賓 �� 乂｣�l｢�60.5×45.7 ��

94 �� ��木版.紙 ��hr�40,6×32.7 亊����

95 做ﾘ慊�中谷泰 ��鼎宙諸��#B佻�� 乂｣�l｢�80.3×100.0 ��

96 �4��ｸ5�5�6x8��川西英 ��木版.紘 ��hr�47.2×32.5 ��

97 ��川西英 ��木版一紙 ��hr�60.0×45.0 ��

98 �乂��小磯良平 �� 乂｣�l｢�116.8×91.0 ���ｸ�9zx抦侍ｴﾉD�ﾈ��ｭ����

99 �-��H�"�宮本三郎 �� 乂｣�{ﾂ�162.0×70.0 ��

100 佰�ｻ��堂本印象 ��紙本着色 乂｣�l｢� 偸�ｭ����

101 ���ﾂ�堂本印象 ��紙本着色 乂｣�l｢� 仍�79Wｹzy;�gｸ�8�ｹOﾂ���ｭ����

102 �8ﾈ6(5�92�小磯良平 ��都B胤ｩ��C著ﾍ�� 乂｣�l｢�loo.0×100.0 ��

出品 番号 俥ﾉV冖ﾂ�作家名.版元 ��xﾞﾉD粨�LYD��員数 �ilｩ��d��因8�陏�ﾉ%�絹6ﾒ��所蔵 

103 ��h抦�:(4ｨ6�8X�ｸ5h88,ﾂ��:2�竹久夢二 ����B��Y�32僖緝ﾈ��?ｩJﾘﾗ:B�1点 ��ゅ��������個人蔵 

104 ��h抦�9�c)]*(�,ﾈ八2�竹久夢二 ��1点 ��偵������"�個人蔵 

105 �,ﾈ�:2�竹久夢二 ��1点 ��ゅh�����"�個人蔵 

106 ��竹久夢二 ��1点 �3�綛��#2���個人蔵 

107 �5ｨ6ﾘ4乂儿��CJ)yi9Z2�竹久夢二 ����r��Y�3b僖緝ﾈ纖?ｩJﾘﾗ2�1点 �3�����#"絣�価人歳 

108 ���2�竹久夢二 ��1点 �3�����#2���個人蔵 

109 �5ｨ6ﾘ4乂儿���Sz).ｸ,ﾉ�y��2�竹久夢二 ���#���Y�3貯D��ﾈ�#Xｹ�ﾙJﾘﾗ2�1点 �3�繹��#"縒�個人蔵 

110 �5ｨ6ﾘ4乂儿���S�(4�7定7ﾘ8ｨ4�2�竹久夢二 ��1点 �3�����#"繧�個人蔵 

l二▲ �+ﾘ,8,ｸ,J2�竹久夢二 ���#���Y�3貯D��ﾈ�#Y?ｩJﾘﾗ:B�1点 �3�����#"綯�個人蔵 

112 坪6x7ｨ�ｸ8�2�竹久夢二 ���#���Y�3貯D�(ﾈ�#�?ｩJﾘﾗ:B�1点 �3�繆��#"縒�個人蔵 

113 �5ｨ6ﾘ4乂儿���c�(帽-2�-�,�2�竹久夢二 ��1点 �3�綛��#"綯�個人蔵 

114 ��h抦�9�c��]*(�ﾏZ2�竹久夢二 ���#���Y�3貯D綛ﾈ綺?ｩJﾘﾗ2�1点 ��ゅh�����2�個人蔵 

115 ��h抦�9�c�兢*(+ﾘ+�,(.｢�慂,ﾘ,�2�竹久夢二 ��1点 ��ゅx����縒�個人蔵 

116 ��竹久夢二 ���#���Y�3貯D繆ﾈ���?ｩJﾘﾗ2�1点 �3�����#"繧�個人蔵 

117 �5ｨ6ﾘ4價ﾘﾎｦ踉�##�(慂ﾈ�5�987｢�485ｸ8ｹ�h蕀hｸ�鰭,ﾈﾘx℡2�竹久夢二 ��1点 �3��8��#"縒�個人蔵 

118 �5ｨ6ﾘ4乂儿��#笛(5�8��竹久夢二 ��1点 �3�繹��#"纈�個人蔵 

119 �(9H4h6ｨ5�,ﾉ�H�:2�竹久夢二 ���#B��Y�3�2僖綛ﾈ��Y?ｩJﾘﾗ2�1点 �3�紿��#2���個人蔵 

120 �5ｨ6ﾘ4乂儿��33�(5�92�竹久夢二 ��1点 �3�����#"繧�個人蔵 

121 �(7H4�4X5�6z8,ﾉ(iF�EH慳2�竹久夢二 ��1点 �3�����#"綯�個人蔵 

122 ��竹久夢二 ���#B��Y�3�2僖纔ﾈ���?ｩJﾘﾗ2�1点 �3�����#"綯�個人蔵 

123 �(4ｨ8ｸ8�986ﾘ�:2�岡本帰一 ����忠�Y�3ｙD��ﾈ�#�?ｩJﾘﾗ:B�1冊 ��ゅ�����綯�個人蔵 
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(3)第85回特別展

創立250周年記念　大英博物館の至宝展
Treasures from the World's Cultures I The British Museum aHer 250 Years

内　　容/

ロンドン有数の文教地区･ブルームズベリーに建つ大英博物館は､総面積は14エーカー(約5万

7千平方メートル)という広さを誇り､ 700万点を超える文化遺産を収蔵する世界最大級の博物館

として知られている｡同館は､ 1753年に､医師ハンス･スローンが生涯をかけて収集した8万点の
コレクションが英国に託され､世界最初の一般公開を目的として創立された｡

すでに大英博物館の資料をもとにした展覧会は､日本でも数度開催されているが､今回の展覧会
は､同館の創立250周年を記念して､コレクションを構成する全部門から至宝の数々を一挙に展示

するというかつてかゝ取り組みで､一大プロジェクトでもあったoそのため､出品資料は､古代文

明の遺物､世界屈指の版画･素描コレクション､民族学資料など､多岐にわたっているのも大きな

特徴である｡
大英博物館の歴史をひもとく｢大英博物館の250年｣にはじまり､ ｢古代オリエント世界｣ ｢ヨ一

口ノバ｣ ｢アフリカ･アメリカ･オセアニア｣ ｢アジア｣と時代と地域を勘案して､ 5つのセクショ

ンに分けて展示を行ったが､これは自ずから同館の収蔵資料の幅広さ､奥行きの深さ､そしてその

魅力を余すことなく伝える絶好の機会となった｡

･会　　期/平成16年(2004) 1月17日(土) -3月28日(日)

･会　　場/1階ホール､特別展示室1 ･ 2､南蛮美術館主

･主　　催/神戸市､神戸市立博物館､大英博物館､朝日新聞社､朝日放送､

噺神戸国際観光コンベンション協会
･後　　援/外務省､英国大使館､ブリティッシュ･カウンシル

･特別協賛/日動火災海上保険株式会社
･協　　賛/昭和シェル石油株式会社､日本製紙株式会社､大日本印刷株式会社
･協　　力/全日本空輸株式会社､日本貨物航空株式会社
･入籍料/ (当日･一般) 1,300円

･開催日数/62日　　　　･入館者数/364,667人

･出品点数/226件

･関連事業/会場　地階講堂　午後2時-

(I)記念講演会
1月18日(日)　｢大英博物館の250年史｣

ビクター･ハリス氏(大英博物館前日本部長)

2月28日(土)　｢博物学の世紀一近代英国の世相･社会-｣

井野瀬久美恵氏(甲南大学文学部教授)
(2)子供のためのワークショップ｢古代エジプトの知恵｣

1月24日(土)､ 1月25日(日)講師:村治藍子氏(古代オリエント博物館)

2月21日(土)､ 3月6日(土)講師:当館職員
･障害者のための鑑賞会/3月22日(月)

ポスター　　　　　　　　　　こどものためのガイドブック
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チ650-0034神戸市中央区東町24番地　TEL 078-39110035

eB新野藤) &･神副から斉へ薮で約1()分宅別RE三ノ荒｣ ､地下長山手繰阪恩顧那三割から蒋西へ徒歩約10分
png院旭E苗Wトから蘭留へ徐嫉斬10舘脇R.下忠海磨娩rlE;屈ga地大知.邪｣から南繁へ徒歩釣5分
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特別展｢創立250周年記念　大英博物館の至宝展｣出品目録

大夫博物館の250年

No. 俥ﾉV冖ﾂ�作者 ��xﾞﾉD�� 

1 �� ��s#吋�� 

2 ��X��H饂渥囘���i4r�� ��sS9D緝ﾈ繦?｢� 

3 ��s�ID竏7H4�6x8ｨ6x4�8�7B�� ����ID�� 

4 �8(99uｸ4ﾘ8h�ｲ�6�4X5�,ﾈ､ｹ&俯｢瓜��ｲ�� ��イYD�� 

5 ��X��H饂渥�,ﾉ?ﾈｭ佶B瓜��ｲ�� �� 

6 ��サーミ人 �� 

7 �� ��s��ﾓ�9D�� 

8 �4x8ｸ4ﾘ92�4ﾘ888�8ｨ�ｲ瓜��ｲ�� ����僖�� 

9 ��4｢�984�92�� �� 

10 僖ﾂ� �8ﾈ�鳬�:B�中国 

ll �� ��s��D靺�� 

12 �8ﾘ5ｸ6(5粨5�6x�ｸ92瓜��ｲ�� �� 

13 �;ｩLX柬)�ﾉlｩtﾉx88�484�99�ﾈ,ﾉ9��(Z2�ンドン.ニューズ』紙 (1852年2月28日)より �� 

14 �� �� 

15 侘9�8*�.x7H486h4(4�5�,倩ｨ.�-ﾈ,R� ��イYD�� 

16-1 忠Z��ｲ�� ��イYD靺�� 

16-2 俾iw�5��ｸ5�B� ��イ�D��2� 

16-3 ��h了yx��6��ｸ8�,ﾈ6h5X4898沓�� ��ゴiD緝ﾈ�#�?｢� 

17-1 �� ��ゴYD�� 

17-2 �� ����yD�� 

18-i �(ﾇﾈ��徂,ﾉ?ｪ8,ﾈ4ﾘ�ｲ�5h82�8ﾒﾒ�7ﾙ�c9-�� ��ゴyD�� 

18-2 �(h匣ﾔﾈｭB� ��ピYD�� 

18-3 �� ��ピYD�� 

19 �� ��ン�D紿ﾈ��?｢� 

20 凉x�y駅���kﾂ瓜��ｲ�� ��ピID�� 

21 ��X��H饂渥�ｹyx�y駅���kﾂ瓜��ｲ�� ����)D�� 

22 �>ﾉ_ｸﾄi>ﾘ,ﾈ了yx�y駅�ﾉI�ﾉ���� ��ンYD紿ﾈ���?｢� 

23 ��X��H饂渥�,ﾉnYMH4X488ｨ4�8��� ��イ�D靺�� 

24 僣饂渥�,�9�(X+X+ﾙfｸｼ�%Hﾉ���,ﾉ�ﾈ悗�瓜��ｲ�� ����僖�� 

25 �� ��ャ�D�� 

26 �� ��鼎�D靺�� 

27 倡ﾈ,ﾈｿI�ﾂ� �� 

28 �� 僖靺�� 

29 从ﾙ:ｨ,ﾈ*�.傚x唏,ﾈ8ｨ8�� �� 
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No. 俥ﾉV冖ﾂ�俥ﾈ�"�制作年 ��

30 傚y�ｹ�ﾂ���時代､紀元前2500年頃 �6X8ﾒﾒ偉9�9kﾈ4ﾘ8ｸ5ｚH488��4�>ﾉYB�

31 ��餃(,ﾉ&i]����ラガシユ王臥シュメール時 代､紀元前2450-前2300年頃 �4�>ﾉYB�

32 ��餒�,ﾉ&i]���� �5h686�8ｲ��I.ｚH488�4�>ﾉYB�

33 ���� ��

34 ����新アッシリア時代､紀元前 �+�8�8ｸ6ｈﾌ9�9kﾈ4ｨ8ｸ7B鎚42�8�4馭ｹYB�

35 ����645年頃 �8ｸ,ﾉfｸｷｹ6�H488�4馭ｹYB�

36-1 ��9ｸ�8�ｨ��ｸ,ivXｮﾒ��� �488�4��

36-2 ��9ｸ�8�� ��初期王朝時代､紀元前2600年頃 �488�4��

36-3 ��9ｸ�8��太陽神 �� �488�4�>ﾉYB�

36-4 ��9ｸ�8��格闘 �� ��

36-5 僣�� ��古バビロニア時代､紀元前 1865年頃 �488�4�>ﾉYB�

36-6 ��9ｸ�8��神像 �� �(h匣488�4��

36-7 ��9ｸ�8�ｩ����,i~yG��"���新アッシリア時代､紀元前 9世紀後半-前8世紀 ��

37 ����アケメネス朝､紀元前5世紀 ��

38 ��(ﾝYw�ｾ��ｸ7ﾘ5�4鶇ｾ��ｴVｨ,ﾉZ(*"�L*Hｾ��ｸﾏｸ,ﾉZ(*)L"���紀 ��

39 ����すーすーン朝､紀元4世紀 �488�92�

40 ���� �488�92�

41 ����後期青銅器時代､紀元前15 世紀 ��

42 ����フェニキア時代､紀元前6 ��

43 ����1世紀 ��

44 ����新カルタゴ､紀元前2-節 1世紀 �4ｨ8ｸ5�5:Ifｸ4�7H8ｨ4｢斡ｸﾝﾘ,ﾂ�

45 ���ﾙﾈｮﾒ��� ��

46 ���� ��

47 ���� ��

48 ���� ��

49 ����第12王朝､紀元前1783年頃 ��

50 ����ｸ+8.ｨ+ﾘ4�8�987x6X7c��(,ﾈｹ�ｹN����第19王朝､紀元前1200年頃 ��

51 �5ｨ4�8�6x����ﾂ���世治世､紀元前1370年頃 ��

52 �4�5c��5����ﾈ,ﾈ*�.几ﾉ�b��� �4x5x7h6r�

53 ����末期モ朝時代､紀元前664-前㍊2年 �4x5x7h6r�

54 僖ﾈ,ﾈ��/�,h.�6�5�6X6x����ﾂ���末期王朝時代､紀元前664-前㍊2年 �4x5x7h6r�

55 �5�8ｸ7ﾘ,ﾉ-���� ��

56 ����第18王朝､紀元前1370年頃 ��

57 ����第20王朝､紀元前1150年頃 ��

58 ���� ��

59 ����第21王朝､紀元前1000年頃 �4x5x7h6r�

60 ���� ��

61 �7�488�7ﾘ5�4���� �4x5x7h6r�
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No. 俥ﾉV冖ﾂ�作者 ��xﾞﾉD�� 

62-1 �� �� 

62-2 �� ��c#�唔*唏ｴ侏9����#YD靺�� 

ネプトイシェルウの死者の書(第88束) 剪�

63 �� ��c#�唔*�� 

64 ��ｸｮ�w�,ﾉm｢� 冓hｯｨ唔*倬��:Hｴ侏9�����D闌為��ジプト 

65 �� �� 

66 �� 冓hｯｨ唔*倬��:Hｴ侏9����D闌為�� 

67 �� ��c#h唏栞ｴ侏9����c壷��ｸｩD��エジプト 

68 �� �� 

69 �� ��エジプト 

70,71, 72 �� ��c��I*佩8ｯ｢ﾙ�c#�唔*咤�ｴ侏9���3S�ﾙ������D靺��エジプト(72はテ-ベ出土) 

73 �� �*唏ｴ侏9���3S�ﾙ���#��D�� 

74,75 �� ��c��I*佩8ｯｪHｴ侏9���3��D靺��エジプト 

76 �� ��エジプト 

77 �� ��プト 

78 假��ﾈ.�� �� 

79 �� ��エジプト 

80 �� ��エジプト 

81 �� 僖靺��ト中部 

82 �� ��ト中部 

83 �� �8ﾘ�ｸ7ﾙ.俛�|ﾈ鳬�:Hｴ侏3"��(ｴ��ト中部 

84 �� 蔦9�(ｴ��エジプト 

85 �4��ｸ8ﾘ5�,ﾈ6x8ｸ5ﾂ� ��剪�

86 �4��ｸ8ﾘ5淫ﾉ]b� �4ﾘ8ｨ5h88鳬�:Hｴ侏9��#YD靺��劍485�8ｨ4�98,ﾈ4�7ﾈ8ﾘ99��jH4ﾈ7h8ﾘ5��

87 �5(8ﾂﾘ揵�ﾂ� ��劍4ﾈ7h8ﾘ5��ｲ�

88 �� ��剪�

89 �� ��剪�

90 �� �4ﾓ��ﾙ?｢�EJ510年頃 剪�

91 �� �4ﾖﾂ� ��C��ﾒ�480年頃 ��

92. 僮)&�8ﾈ4ﾈ4x6x5Κ-8+ﾘ.�,ﾈ��ｸ,ﾉe韃�� �4ﾖﾂ�ヤ時代､紀元 ��Cc�ﾔ��4帥年頃 ��

93 �� �7b�275年頃 剪�

94 �� ��劔6�H8ｨ7(4��

95 �� ��剪�

96 �7x8ｸ8�5淫ﾉ�ﾂ� 壷�����D��劍4��

97 �� ���D靺��剪�

98 �� �8ﾘ�ｸ7ﾘ鳬�:Hｴ侏3)�(ｴ��劍7ﾚH485�8ｨ4��
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No. 俥ﾉV冖ﾂ�作者 ��xﾞﾉD�� 

99 �� �� 

100 �� ��ペテリア(推定)､イタリア南 

前4世紀(?) 兀B�

101-1 �� ��アルカナこア(推定),ギリシャ 北西部 

10卜2 �� �4ﾘ8ｨ5h88鳬�:Hｴ侏9��3S��D靺�� 

101-3 �� 僖靺��ス､トルコ西部 

101-4 �� 亢侏9��3��ﾙ��#S�D靺�� 

101-5 �.�� �� 

101-6 �� �� 

101-7 �� �� 

101-8 �� 壷���D�� 

101-9 �� ��r�ジプト 

101-10 �� 侏3��(ｴ�� 

101-ll �� �� 

101-12 �� �� 

101-13 �� �� 

101-14 �� 凩b唏ｴ侏9���(ｴ宙ﾗi�竰� 

102-1 �� �� 

102-2, �� ��イラク 

3 ����

103-1, �� ��エジプト 

2 �484�5�)�"胃ﾘ肩ｴ侏9��#�2�"ﾙ��#CiD竰���

104-1 �6x6ｨ4X5ｈｴ侏9��3�D馮b�� 僖�� 

104-2 宙ﾝﾘ肩ｴ侏9��3�ﾘｴ侏3�ID竰� �� 

104-3 �4�4X8ﾈ4X5粟�旁ｨ6ﾈ8ﾙ.宙ﾝﾘ肩ｴ侏3S�ﾓc吋竰� 亢侏3cBﾓc吋�� 

104-4 宙ﾝﾘ肩ｴ侏3��rﾓ�3吋竰� �� 

104-5 �� 亢侏33�"ﾓ3�9D�� 

105 �� 亢侏3��(ｴ�(hﾚ�� 

106 �� ��ド 

107 �� �� 

108 乂�萪� �� 

109 仞�I84ｸ8�5��ｸ8�5�488�93ｩ�hﾚX,ﾂ� ��ローマ時代のカタコンベ(樵 

110 仞�I84ｸ8�5��ｸ8�5�488�93ｩ�hﾚX,ﾂ� ��ローマ時代のカタコンベ(樵 

夫婦とキリスト 剪�

111-1 �� �� 

の擬人像) 剪�

111--3 僥��ﾈ.��

11ト4, 5 ��

112 �� ��ア(推定) 
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No. 俥ﾉV冖ﾂ�作者 ��xﾞﾉD�� 

113 ��ｸ杠�ｹ���ﾉvXｮﾒ� 亢侏3i�(ｴ��エジプト 

114 �� 佩8ｯｨｸﾉ�隶ﾘ鳬�2ﾉo��#S���D����ク,フランス 

115 傚y�ｸ,iF�/�*H,�+ﾘ�ｧ�yﾈ6�6x92� 佩8ｯｨｸﾉ�隶ﾘ鳬�:Io��S����D���� 

116 傚y�ｸ/�*H,�+ﾘ�ｧ��ｹ;仞�� 僖����ク､フランス 

117-1 ��ﾙX�� ���ｩ�);ｨｮﾘ鳬�:Hｴ侏9���ルランド 

117-2 乖�e�:｢� 佩8ｯｩ�i�隶ﾘ鳬�:Hｴ侏9���ングランド 

118-1 ����ｸｸR� 佩8ｯｩ�i�隶ﾘ鳬�:Hｴ侏9���ンド 

118-2 ����ｸｸR� 佩8ｯｩ�i�隶ﾘ鳬�:Hｴ侏9���ド 

119 �� 佩8ｯｩ�i�隶ﾘ鳬�2�;ｨｮﾘ鰾��:Hｴ侏9��#X;�ﾓ#���D�� 

120 �� 佩8ｯｩ�);ｨｮﾘ鳬�:Hｴ侏9���グランド 

121 仞��ｸ��}b� 佩8ｯｩ�);ｨｮﾘ鳬�:Hｴ侏9�����S�ﾙ��S�D靺��イングランド 

122 �� 傀弍ｩ58ｮﾘ鳬�:Hｴ侏9�����ﾙ����D靺��ド 

123-1, 2 �(5H5ｨ6(4�5な8ｲﾘ7j8ﾅ�,ﾉ�)}b� �� 

124 ��);ｩ�ｸ,ﾈ�"� �(hｯ｢ﾘﾎ8ｯｩ�);ｨｮﾘ鳬�:Hｴ��ド､ウェールズ 

125 �� �� 

126 �� 壷����D靺�� 

127 仞��ｸ6x8ｸ4�� 亢侏9��S�ﾙ��2�4ｩD靺��フラ:/ス 

128 �� 佩8ｯｩ58ｮﾘ鳬�:Hｴ侏3�ﾓS��D靺�� 

129 �� 侘9�8487�8ｨ4�鳬�:Hｴ侏9������D靺�� 

130-1, �� �� 

2 ���5疫ｸ6X�ｸ8ｸ5�487d��� 

130-3, �� 亢侏9��)�(ｴ壷����(ｴ�� 

4 �7h,ﾈ5疫ｸ6X�ｸ8ｲ�刄梶[ 

130-5, 6 �7h,ﾈ5疫ｸ6X�ｸ8ｲ� �� 

130-7, 8 �5�8ｸ6x,ﾈｾ�旁ｨ4�6ﾘ7�8ｨ6ｸ5�,ﾉkﾂ� ��ブリテン島 

130-9, 10 �5�8ｸ6x,ﾈｾ�旁ｨ9H4x8ｨ4ｨ,ﾉkﾈ,�� ��ブリテン島 

131 �� �� 

132 �7�8ｸ6x,ﾉz�-��� 土�(ｴ�� 

133 �� 等�(ｴ�(hﾚ�� 

134 �8ｸ485�8x,ﾈ6�4h5粟�� ��ルイス島､スコットランド/刺 作地ノルウェー(推定) 

135 �� ��Y�(ｴ�� 

136 �� 塔syD窿��サン.ドウニ修道院(?)､パ リ､フランス 

137 �� �����D靺��フランス 

138 �� ��#��ﾓ�##�D�� 

139 �8ﾉ_ｸ蕀H韆ﾘ,ﾉ~yG�/�Uﾈ+X+ﾙ��)Z雨�� ��#��D靺�� 
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No. 俥ﾉV冖ﾂ�作者 ��xﾞﾉD�� 

140 �� �� 

141 �� ��I�(ｴ佩9Kﾂ�フランス 

142 �� ��CS�ﾓ�S��D靺��イングランド 

143 ��ナイダー ��ドイツ 

144 ��15世紀初頭 �4�8ﾉuｹ8r��I.ｒ� 

145 ��16世紀末 �4�6x5亥"��I.ｚH4ﾘ8ｨ5h82� 

146 ��竸ｨ7ﾘ8ｨ4�,ﾈ���ア- �� 

147 ��77-- ��S�吋�� 

148 �� ��S�9D�� 

149 �8�8�985(8ｨ4�� ��S�ID�� 

150 偃�*)&ｨ,ﾈ���ﾂ�7�8ｸ986�8ｸ6r�7H4�92�8ﾂﾘ5ｸ98,hﾖﾈ*h.x.ｨ.鋳� ��S#�D�� 

151 ��ルーカス.クラーナハ(父) ��S��ﾓ�YD靺�� 

152 亂8,ﾉ(h,ﾈ9H4x8ｸ4ﾘ8ｨ4X5�� ��S#YD�� 

153 �� ��S�僖�� 

154 �� ��Cs�D��2� 

155 傅ﾙD�,ﾈｮr� �� 

156 �� ��C��D��2� 

157 �� ��C迭ﾓ�S��D靺�� 

158 ��ラフアエツロ ��S��ﾓ�S�)D靺�� 

159 ��ロ-ティ ��S3�ﾓ�S3YD靺�� 

160 �� 倅ﾘ,ﾉ|�(4ｨ�,��S#ID�,ﾉD��ｴﾂ�イタリア 

161 倅ﾒ� ��S3�D靺�� 

162 �8ﾘ98,ﾈ､x萪� ��SC�ﾓ�SCYD靺�� 

163 俶y6ｸ7�4X8ﾘ/�Uﾈ+X+ﾙ:��ｸ�ﾈ.鵜"�右下に1583年の年記 儘影ｺH485�8ｨ4�� 

164-1 ��(比定) ��CciD��イタリア 

164-2 �� ��S��D靺��イタリア 

164-3 �� ��SS�D��イタリア 

164-4 �8ｲ� ��Ss吋靺��イタリア 

164-5 �� ��SsYD靺��オーストリア 

165 ��ｸ,ﾈﾕX股� ��SS�D靺�� 

166 ��テル.プリユ-ゲル(父) ��Sc�D�� 

167 佇hﾅ�,ﾉ&ｨ,ﾈ�ﾞﾂ� ��c�YD靺�� 

168 �� ��c3吋�� 

169 �� �� 

170-1 �� ��cS9D�� 

170-2 �� ��cS9D�� 

171-1 �� ���#YD�� 

171-2 �� ���#YD�� 

アフリカ･アメリカ･オセアニア

聖母子を就く塩入れ サピ人の｢アフロ･ボルト
ギース｣

15世紀または16世紀
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No. 俥ﾉV冖ﾂ�作者 ��xﾞﾉD�� 

173 �H,ﾉ:ｩ�ﾂ� ��Y�(ｴ�� 

174 �I��,ﾈ�ﾈ.鵜"�エド人 ��i�(ｴ�� 

175 �H,ﾉ�ﾂ� ����(ｴ佩8ｯ｢� 

176 侈iW｢�メリナ人 �#��(ｴ��マダガスカル 

177 �� 亢侏3���ﾓ���D��モチエ､ペルー 

178 �� 亢侏9�����ﾘｴ侏33��D�� 

179 ��マヤ 亢侏3���ﾓ���D��ヤ(推定) 

180 ��マヤ 亢侏3C��ﾓs��D�� 

181 �&ｩ�ｹ�ﾂ�タイノ人 ��i�(ｴ�����ジャマイカ 

182 �� �����D靺�� 

183 ��｢平原インディアン｣､ソ- )しト-人 ��ャ�D靺��カナダ 

184 仄ｸ､X,ﾉ?�����ﾂ�17-19世紀 �42唏6�8｢� 

185 ����ｹ*I�ﾂ�17-19世紀 �42唏6���� 

186 ���6�,ﾉ*I�ﾂ�18世紀後期-19世紀初頭 �6�8�42� 

187 丶9�ﾒ�19世紀頃 �� 

188 傚y�ｸ,ﾉ�ﾂ� �6ｨ8X�ｸ4ﾘ6ｨ4�� 

189 �&ｩ�ｸ,ﾉ�ﾂ� �� 

190 ���)��� 傅H鳬�:Hｴ侏9���S��ﾙ�����S�D靺��中国 

191 ��h��� �������D靺��中国 

192 仂ｩ�ｹu从ﾒ� 傅H鳬�:Hｴ侏9���bﾙ�����"�ｴ俑��中国 

193-1 兌ﾘ��W｢� ��ﾘﾙ�鳬�2�8ﾈ�唏ｴ侏9���CsRﾙ��##�D��中国 

193-2 �8�[ﾂ� ��ﾘﾙ�鳬�2�r唏ｴ侏9��sR�ﾙ��##�D��中国 

193-3 亳�T��ｲ� ��ﾘﾙ�鳬�2��笞Hｴ侏9��sR�ﾙ��##�D��中国 

193-4 僵ﾉ{ﾉ�ｲ� ���鳬�:Hｴ侏9��##�ﾙ��#�iD��中国 

194-1 ��饉ﾘ�韭驟ｨｾhﾅXﾛ飃饉i;ｩ�b� 坪ｴ侏3#�D��和歌山市書里 

194-2 �� 冢ﾙ�h鳬�8ﾎ8ｯｪHｴ侏3#�ﾓ#S�D��J+ 

194-3 ��靂�U(��ｾhﾅXﾛ馥�i;ｩ�b� 冢ﾙ�h鳬�9(hｯｨｴ侏9��#���ﾘｴ侏3#�D��日本 

196 �� 乘���鳬�:C�I�(ｴ��日本 

198 ��懐月堂度繁 俔ﾘﾌｸ鳬�:I_8亦ﾙ�9;�隴B�日本 

200 �*傲�ﾉ�ﾉ�ﾒ�喜多川歌麿 俔ﾘﾌｸ鳬�:Hｹﾙ]ｹD隴B������ﾓ���ID笘ﾚ��日本 

202 偃綾�/�ﾊ�.冖ｨﾙ�� ��日本 

203 ��(鷓58､xｶY8)��[iG餮"� 俘)~ﾘ鳬�:Hｴ侏3�)�(ｴ��珍LLI里窯産出､全羅南道､韓国 

207 �� 冉ｹ�h鳬�:H､ｩ_3ID窿都"��ｚI��(h,ﾉD雍ﾂ� 

210 乘Y�hﾊ俚冢Y5h*�.h-����ﾌR� 佻ﾉ�8鳬�:Hｴ侏3鼎yD�� 

213 兒xﾛ��ﾈ胸Ji:｢� 佻ﾉ�8鳬�:Hｴ侏3���(ｴ��敦捜､甘粛省,中国 

216 �� 亢侏3i�(ｴ�� 
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No. 俥ﾉV冖ﾂ�作者 ��xﾞﾉD�� 

217 �� 亢侏3i�(ｴ�� 

板絵(塞)絹の神 剪�

218 �� 亢侏3��(ｴ�(hﾚ�� 

219 兒y�ｹ�R� �� 

220 凉8�(ﾉ&i]�� 亢侏32ﾓI�(ｴ俑��ゴーリ(推定)､インド 

221 �� 亢�� 

222 傀�5ﾙd�}b� �9�(ｴ�� 

223 兒y��:ｩYB� �� 

224 兒y�凛y�ﾂ� �4x7H5�8ｺCi�(ｴ�� 

225 �� ��東インド 

226 豫�竸ﾈ臺Kﾉ'y�ﾂ� ��東インド 

227 �6�8h984�����ﾂ� ��ンド 

228 傚y��y�ﾂ� ��ラージャスターン(推定)､インド 

229 �� ��インド 

230 �7H7ﾒﾘ8h�ｸ99.��ﾂ� 俑��インド 

231 弍稲�/�Kｨ*H4�4�7�8ｹ�Y.��シャリーフ ��インド 

232 僥��8,ﾈ8�6�987ﾘ6り5h88自��� ��インド 

233 �� ��イラン 

像画 �42ﾘ8ｸ��kﾂ�1853-4年 

234 �5�42ﾘ,ﾈﾞﾙ�"� ��イ�D靺��イラン 

235 兌hｾ��� �� 

236 �4�5�6x8ﾘ8坪7忠5i�ﾈｬ��ｨｵb�� ��9�(ｴ��エジプト 

237 ����5�488ｲ� ��2ﾓ�I�(ｴ�� 

238 �8(5�4�8�987b� 俑��エジプト 

239-1 �6h4(6��ｸ8ｸｾ�旁ｨ4�6(7��ｸ5�*�4｢� �4�6(7��ｸ5�*唏485�8�8�~���syD糴�ﾉ~��2ﾓs的D��イラク(?) 

239-2 �6h488ｸ6�8�ｾ(旁ｨ5ｨ8ｲﾈ5x8X�ｸ4�*�� �485�8�8�~�3僖糴�ﾉ~��#B��ﾓ�#C)D��コ 

239-3 �� �� 

フラグーハ-ン �1年 �8�4��

239-4 �� ��イスラームポル(イスタンプ- 

暦1194年､7年/西暦1780 -1781年 ��

239-5 �� �8�4ｸ8ｹ*倬��:H485�8�8�~���c#)D�� 

作　　品　　名

ロンドン抜書13巻

ロントン抜書14巻
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2.企画展示

(1)企画展

a.神戸市立博物館新収蔵品展

平成15年(2003) 5月24日(土) ～7月6日(日)

･内　　容/

神戸市立博物館が所蔵する作品･資料の総数は､約3万9千点にのぼっている｡その新規収集活動は博物

館が永遠に継続すべき､大切な使命のひとつである｡久しぶりに｢新収蔵品展｣と銘打った本属では､この

数年間に新たに博物館コレクションに加わったものの中から､主要な資料を紹介した｡

新収蔵品展出品日食

近世･近代の絵画

番号 俥ﾉV冖ﾂ�作者 倬隸｢�員数 ��

1 ��独乳性獅筆 亅�[c��D窿�cs���1幅 ��

2 ��上野若元筆 ��1帽 ��

3 ��熊斐筆 俔ﾘﾌｸ鳬�2�1幅 ��

4 �� 偃慰偉ｸ鳬�2�1幅 兌ﾙ�ﾃ�ID�7為y?ﾂ�

5 冰竟9Y9�ｨ��ｬり�YID��ﾝiTﾘ畔飃��� 俔ﾘﾌｸ鳬�2�1幅 兌ﾙ�ﾃ��D�7胤ﾈ圸|x耳��ｯ����

6 �>��ﾉY���Vﾉ�ﾒ�司馬江漢筆 迄ﾔ偉ｸ鳬�2�1幅 兌ﾙ�ﾃ��D�7為y?ﾂ�

7 ��円山応震筆 俔ﾘﾌｸ鳬�2�1幅 ��

8 伜)�Y�ﾒ�室田霞亭筆 俔ﾘﾌｸ鳬�2�1枚 兌ﾙ�ﾃ��D�7為y?ﾂ�

9 ��森琴石筆 ��1帖 ��

10 �� ��1幅 兌ﾙ�ﾃ�9D�7為y?ﾊB�

近世舶来洋書とその影響

ll �� ����(ｴ��1冊 兌ﾙ�ﾃ吋�7為y?ﾂ�

12 弌�eX���G.ビドロー著､ ��s#吋��1冊 兌ﾙ�ﾃ僖�7為y?ﾂ�

13 舒�怏�h���杉田立卿著 兌h峙�"ﾓ9D������Rﾓb��6冊.袋付 ��

14 ��G.アダムス著 ��ss�D��1冊 ��

15 �� ��c唐ﾓ�s��D��3冊 兌ﾙ�ﾃ�ID�7為y?ﾂ�

16 ��JI ��ﾈ���昭和17年(1942) ��hr�平成11年度購入 

17 ��Jl ��ﾈ��� ��hr�平成11年度購入 

18 ���ｹYxﾆ��JE ��ﾈ���1950年代頃 ��hr� ��

19 仞�ｹｲ�JE ��ﾈ���1950年代頃 ��hr�平成12年度小路菊三氏寄 ��

20 仞(ｧH魎�神 侏Cxﾙ�� ��hr�平成14年度購入 
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古地図資料

番号 俥ﾉV冖ﾂ�作者 倬隸｢�員数 ��

21 �,�+X/�EIG"� ��1枚 ��

22 ��YWD曳ｸ��_ｸﾆ��V貽ﾂ� ��1枚 ��

23 仍�.h.洩��駟�;�(h､xｪ｢� ��1巻 ��

24 ��P.カエリウス ��c�yD��1枚 兌ﾙ�ﾃ��D�7為y?ﾂ�

25 �� ��SC吋靺��1枚 ��

26 �� 冖韭�ﾋ9D窿�ツｒ�1舗 ��

桜ケ丘銅鐸とその同箔銅鐸(同じ型で作られた銅鐸)

27 倚x5�ｷS�ﾘi;ｩ�b瓜��ｲ��神戸市灘区桜ケ丘出土 ��1点 ��作 

28 �� ��1点 兌ﾙ�ﾃ��D�7��作 

考古資料館蔵) 

29 �� ��1点 ��作 

30 僮�;ｩ�b瓜��ｲ�� ��1点 宙ﾋｹV陶8ﾈｹ鞁�羌�rるH饂渥�����

31 �Hﾄi�ｩj�驟��� 陶hｹih*��40巻 兌ﾖfﾂ�10年度購入 

32 ��� 冖韭��iD窿�ャ2��1巻 侘��2�11年度鮮人 

33 估�Ix騫ﾘﾛh･穎X吃思ﾄﾄﾈﾔｹy移���2逢ﾈ棈ﾙ�JｩYHﾅ8玖扞x陷h誼�[hｶx,ﾈ*H+��� ��1帖 ��

34 ���ﾘ��矢田部郡一一一一里LL山論親許 � 亅�[c��D窿�cs���1舗 兌ﾙ�ﾃ�9D�7悦靼xｷh����ｯ����

35 刎�Θﾉjid9�H､r�唳[h��� ��1枚一2冊 ��

36 ����ﾉLYm�� ��2点 兌ﾙ�ﾃ����)D�7��ﾙgｸ齪��檍ｯ����

歴史資料(写真･絵画類)

37 侈h5H6X98���?��ﾈ,ﾈ晴��� 剞ｻ作 ����hr� � 

38 侈h5H6X999佇ｩg����(ｩx���僞lf ��製作 ����hr� � 

39 ���ｸ�[ｩ*��� 剞ｻ作 僥��冶中期 粕ﾒ�(参考出alnー当館蔵) 

40 ����B� 劔k��治後期-大正期 ��hr� ������

41 ���� 剪���hr� 兌ﾙ�ﾃ��D�7�:�69�ﾘ��ｯ���%2�

42 ��� 剪���hr� 

43 ���ｹuiyx轌>ﾂ�� 劍諸���YD窿�鼎�����ﾟｲ�平成13年度小西一正氏寄 劔 

44 ��� 剪���hr� 剪� 

45 �� � 剪���hr� 剪�

46 从�� � 劔k韭���D窿�ピr����hr� 剪�

47 ��劼Y.Kojima｣のサイン 剪���l｢�平成8年度神戸生綿取引所寄贈 

48 ���*ｸ4ｸ8�5��X･yW"�ヴェネツィア系 ��y�(ｴ佩8ｯ｢�1点 兌ﾙ�ﾃ�ID�7為y?ﾂ�

49 ��育�h8,ﾉwI[i��自?�*H*ｨ*(�ｲ�X�� ��3点 ��

50 �� ��5日 ��

51 �,ｸ+h.稲姥H4ｸ8�5��Y(ﾒ� ��1点 ��

52 ��育�yY�hｷ)WH4ｸ8�5烏B�薩摩系 ��1点 兌ﾙ�ﾃ�9D�7為y?ﾂ�

53 ��(､ﾈﾝxﾔ�I+兌io)%ﾉ���京都 ��1点 ��

54 ��h､xｶX扞[i�Y-忠��ｸ臺h���神戸｢湊光｣ ��1点 兌ﾙ�ﾃ�)D�7為y?ﾂ�

55 唸8ﾈ486�8ｲ�(イギリス) �� ��

56 �8ﾙ�i&陜I+�(饉ivﾈﾆ�Xﾙl�5i�8ｾ｢� 茶���(ｴ�(hｯ｢��1点 ��

57 ��&霹�Xﾙ��扞[ivﾉxX���x秤�B� ��1領 ��
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b.深山龍洞･かな書の美

平成15年(2003) 9月6日(土) -10月19日(日)

内　　容/

深山龍洞(1903-1980)は淡路に生まれ､神戸で活躍した現代かな書道の革新的作家である｡本展はその

生誕100年記念として､館蔵品の中から罷風などの大作を中心に出品し､龍洞の書風の変遷をたどってみた｡

後　　援/神戸新聞社

出品目録

1小町集･高光集　　　　　　　小野小町･藤原高光　　昭和12年

2　清正集(及び草稿)　　　　　藤原清正

3　朝恩集抄(及び草稿)　　　　藤原朝恩

4　和泉式部集第二秒(及び草稿)　和泉式部

5　みなづき

昭和26年･日展

昭和29年･日展

昭和31年･日展

昭和35年･毎日書道展

みなづきの朝空はれてそよかぜふきゆらぐこのはにあきかとおどろく

6　藤原佐理筆　離洛帖節臨

(未有)一定｡著府之後｡追可聞二子細｡恐憧頓首｡

五月十九日　放土佐理　謹上　春宮権大夫殿政M-,

7　万葉長歌　　　　　　　　　　山部赤人

昭和48年･和様書作家協会臨書展

昭和35年･日展

山部宿祢赤人のつくれるうた一首井に短詞

あめつちの　遠きがごとく　日月の　長きがごとく　押照る　難波の富に　わご大王　くに知らすし

御撰つ国　日の御調と　淡路の　野島のあまの　海の底　奥つ海中石に　鰻疎　さはに潜き出

船並めて　仕へまつるし　貴し見れば

反歌一首　あさなぎに椙の青さこゆ御撰つくに野嶋の海人のふねにしあるらし

8　高千穂　　　　　　　　　　　斎藤茂吉　　　　　　昭和37年･日展

たかちほをくだり来てここにあしとどむ　国つ群山あまつむらくも

9　酒をはむる歌　　　　　　　　大伴旅人･万葉集　　昭和38年･日展

太宰帥大伴卿さけをはむる歌十三首のうち

あな醜さかしらをすと酒飲まぬ　ひとをよくみれば猿にかもにる

10　海へ来て　　　　　　　　　　清水比庵　　　　　　昭和36午

海へ来ていとはろぼろとみわたしぬ　海のはてには祈りのあるか

11海　【10と同一歌】　　　　　清水比庵　　　　　　製作年不詳

12　海恋し　　　　　　　　　　　与謝野晶子　　　　　昭和39年･日展

うみこいLLほのとほなりかぞへては　をとめとなりしちちははのいへ

深山龍洞･かな蕗の発展
-･ I, .-　J
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13　万葉海の歌二首　　　　　　　　万葉集　　　　　　　　昭和40年･日展

いなみ野はゆきすぎぬらしあまづたふ　ひかさのうらになみたてりみゆ

ありそこすなみをかしこみあはぢしま　みずやすぎなむここだちかきを

14　家持の歌　　　　　　　　　　　大伴家持･万葉集　　　昭和35年頃

わがやどのいささ群たけふくかぜの　おとのかそけきこの夕鴨

15　比庵のうた　　　　　　　　　清水比庵　　　　　　昭和36年･一束書道会展

このみゆるそらに朝あり夕あり　くものをることをらぬこともあり　龍洞書

16　あはぢがた　　　　　　　　　　西行･山家集　　　　　昭和37年･一束書道会展

あはぢがた瀬戸のしはひのゆふぐれに　すまよりかよふ千鳥なくなり

17　万葉長歌並びに反歌　　　　　万葉集　　　　　　　昭和48年･日展

しきしまの　日本のくにに　ひとさはに　みちてあれども　ふぢなみの　おもひまつはり

若草の　おもひつきにし　きみがめに　こひゃあかさむ　ながき此夜を

反歌　しきしまの日本のくにに人ふたり　ありとし念はばなにかなげかむ

18　万葉長歌　　　　　　　　　　万葉集　　　　　　　昭和49年･日展

八千梓の　かみのみよより　百船の　泊つるとまりと　八島くに　百船人の　さだめてし

敏馬のうらは　朝かぜに　うらなみさわき　夕なみに　玉藻は来よる　自沙　きよきはま達は

ゆきかへり　みれども飽かず　諾しこそ　見る人ごとに　かたりつぎ　しぬびけらしき

百世へて　しぬはえゆかむ　きよきしらはま

19　蘭亭清遊　　　　　　　　　　自詠　　　　　　　　昭和48年･日本書芸院　昭和突丑蘭亭展

さかづきをふくみてはまた詩をつくる　賢しき人等のうたげしづか也　蘭亭清遊を偲びて　龍洞作

20　鳴戸観潮　　　　　　　　　　白詠　　　　　　　　昭和49年･関西綜合美術展

しはさゐに桜かつちる断崖の　鳴戸観潮はいまこそみごろ

21春の海　　　　　　　　　　　　自詠　　　　　　　　　昭和15年頃

巣まゆみしおきはなぎたるうみながら　潮路しろく遠続きゐて　素舟

22　いろはうた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和34年･束書道会展

23　鳥暗歌〔新いろは歌〕　　　　坂本百次郎　　　　　昭和45年.一束書道会展

24　かたかご　　　　　　　　　　　大伴家持･万葉集　　　昭和46年頃

かたか子草のはなをよばをる歌

もののふの八十をとめらがくみまがふ　寺井の上の堅香子のはな　龍洞書

25　はるのその　　　　　　　　　　大伴家持･万葉集　　　昭和43年･日展

はるのそのくれなゐにほふ桃の花　したてるみちにいでたつをとめ

26　たのしみ帖　　　　　　　　　橘曙覧　　　　　　　昭和44年

たのしみはあづきのめしのひえたるを　茶づけてふものになしてくふとき　他6首

27　乗付二句　　　　　　　　　　与謝蕪村　　　　　　昭和52年･かな書展

美くしや　野分のあとの　唐辛子

山は暮れ　野は誰そ彼の　薄かな　蕪村二句を

28　絶筆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和55年･一束書道会展

てんやわんや　龍洞余生書

29　ふくはうち〔萩焼皿1枚〕　　十四代板倉新兵街道　　昭和45年

富久者有智　環仁者疎遠　一九七〇年　龍洞書

30　春慶塗皿〔六枚〕　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和47年･一束書道会展

はるのあめ　龍　　　はぎのつゆ　龍　　　あきしの　龍

こがらし　龍　　　　はつあられ　龍　　　のさばのゆき　龍

31免状箱　清水比庵･大伴旅人･小林一茶.大島夢太　昭和54年･一束書道会展

ほのぼのと紫にはふ朝朗　うぐひすのこゑ山よりきこゆ

沫雪のほどろほどろにふり重けば　平城の京師しおもはゆるかち

ことしや世がよいぞ小がへる大蛙　一茶の旬を

菜の花にのどけき大和かはち哉

32　科紙箱　　　　　　　　　　　大伴家持･額田王　　昭和53年･一束書道会展

わがやどのいささむらたけふくかぜの　おとのかそけさこのゆふべかも

にぎたつにふなのりせむと月まてば　しほもかなひぬいまはこぎいでな
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(2)南蛮紅毛美術企画展示

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

a.東西交流の美術展

平成15年(2003) 9月6日(土) ～10月19日(目)

･内　　容/

大槻玄沢や桂川甫周など､江戸時代を代表する蘭学者の周辺で生み出された洋風画､遠近法や陰影

法､異国趣味のモティーフなど洋風画の要素を効果的に取り入れた浮世絵などを展示o

東西交流の美術展出品目録
Ⅰ　蘭学者と洋風画家
(桂川 番号 竸��,i��8y(i5��ﾞﾉV冖ﾂ�剄�ﾒ 儉Xﾋ9�ﾂ�時代 亰ｩd��･材質 �Y�B�

1 ��請 剞X島中良著 �� ��鷲 店ﾟｲ�

2 ��活 剞X島中良著 �� 冦鵜R菷�ｩ��管 店ﾟｲ�

3 �8�488ﾂ� � �6��ｸ8ﾈ8�ｪr�1740年 ����ﾟｲ�

4 ��儿�� ��1660年 ����ﾟｲ�

5 �5�8�988�8ｸ5�8���� �8h6x8ﾈ7�6xｪr�1669年 ����ﾟｲ�

6 ��仍ﾕ��5�� ��1608年 ����ﾟｲ�

7 ��� �� ����]ﾂ�

※大 l8 �� 繁LXﾋ8敬ｴﾂ� 冦鵜X,俘x秤���hr�

9 �� �� ��1両 

10 �� �� ��1面 

ll 売�ﾄ�腑U"� ��江戸時代後期 ��1枚 

12 �� �� ��1帽 

13 ��大槻玄沢題.晴舶筆 ��貨政3年(1791) ��双幅 

天明6年(1786)刊

文化14年(1817)刺

文化11年(1814)

(蘭学 17 倆(.H*�.�,ﾂ�兀x枴(��伝小町野直武筆 剪� ��双幅 

18 �6x8ｸ5(,ﾉ?｢����ﾈ自F�,ﾈ�霻� 剪�1752年 ��1冊 

19 ��剋i. ���� ��1帽 

20 ��� 剪� �;ｩLR�1枚 

21 �&�� � 剩怏� �� ��1幅 

22 啗ECﾒr�怒lET図説 剋i �*(耳ﾕﾒ�普 �� 倩igｹm鵜R�1冊 

23 ��剋i ���� 倩igｹm鵜R�2冊 

?_-クシート
古地Bgiに見る｢日本J展

東西交流の美術展
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以顕微鏡観虫類国(｢天球全図｣)

ヒポクラテス像

Ⅱ　長崎の洋風画

27 �I{H,i���ﾒ�若杉五十八筆 �� 冕��ﾘh.��1面 

28 �� �� 倩igｸ���b�1幅 

29 ��西苦楽筆 �� 末ﾈ��x/��1幅 

30 ��城義憐筆 �� 倩igｹ)��b�1帽 

Ⅱ　浮世絵にみる東西交流

31 ��小二1- 剿L春画 �� 冦鵜Y�i���1枚 

32 ��歌~′l 剿L春画 ��安永-天明頃(1772-89) 冦鵜Y�i���1枚 

33 ��G.E 刄泣�7イウス著 ��1705年 ��1冊 

34 ��iL(�)>ﾉ�儿(枴�廼ﾙ�ﾘﾙ��ｸﾆ�ﾘ(ｮ�� ��x�｢�国長画 �� 冦鵜Y�i���1枚 

35 ��iL(�)yi�况ﾘ柯恢ﾝx恢�F)Tｸ儿��� 免ﾂ�国長画 ��孝和-文政頃(1801-30) 冦鵜Y�i���1枚 

36 仗�ﾘ,ﾈﾙ�,ﾉtYWx凅ﾉ2� 筈��国芳画 ��天保初期(1830)頃 冦鵜Y�i���1枚 

37 �� 剪�1810年頃 �;ｩLR�1冊 

38 �� ��ﾈﾙ�dh枌��� 冦鵜Y�i���1枚 

39 �?��貶ﾔi;h��ｭ99��� 筈R�国芳画 ��天保末-弘化初斯(1843-4) 冦鵜Y�i���1枚 

40 �� 幡ﾂ�国芳画 �� 冦鵜Y�i���1枚 

41 ��- �-ホフ著 ��1682年 ��1冊 

42 �� 筈b�国貞画 �� 冦鵜Y�i���1枚 

43 �� 巳b�貞虎画 ��文政-天保(1818-44) 冦鵜Y�i���1枚 

44 俔ﾘﾌｸｾ�{H�)�9��鮑ｬ��(尨ｺｹ>��ﾒ� 儖ﾈﾝh���(枌���天保頃(1830-44) 冦鵜Y�i���1枚 

45 �� 剪� 冦鵜Y�i���1枚 

46 俔ﾘﾌｹJｨﾆ��葛飾北斎画 剪�寛政9-文政2 (1797-1819) 冦鵜Y�i���9枚 の内 

47 �8ﾉub�葛飾北斎画 剪� 冦鵜Yf����1冊 

Ⅳ　工芸品

(江戸後期にヨーロッパから輸入された陶器)

番号 俥ﾉV冖ﾂ� 剋條� �Y�B�

48 �� �1827-43年 ��ﾘr�

49 �� �1860年頃 ��hr�

50 �� ��1860年頃 ��hr�

51 �� ��1860年頃 ��hr�

52 �� �1860年頃 ��hr�

(江戸後期にヨ一口ノバから輸入されたカラス)

53 �� ��1枚 

54 仞�ﾜｨ4ｨ6(6x4ｸ8�5井ﾙWH･yZ��イギリス製 ��､1合 

55 �� ����(ｴ�(hｯ｢�1口 

56 仞�ﾜｩ|��iY);閏hｷ)WH4ｸ8�5烏B� ��4口 

57 �� ����(ｴ�(hｯ｢�1[コ 

58 �7h8ﾈ5�4ｸ8�5井ﾒ�る|粨���イギリス梨 ����(ｴ�(hｯ｢�4枚 

(東西交流によって生まれた工芸品)

59 �� ����(ｴ���ﾈｯ｢�1合 

60 ��日本製 ��1合 

61 ��イギリス梨 ��1点 

62 ��日本製 俔ﾘﾌｸﾎ8ｯ｢�1点 

63 ��育�h8,ﾈ栗[hｿ定+�*H*ｨ*"隰r�日本製 ��3点 

64 ��日本製 ��1点 

65 ��長崎製 兌i�ﾓID窿��#���2点 

66 ��h､x��_ｨ,�)yi���ﾉ[iJｲ�有田窯 俔ﾘﾌｸﾎ8ｯ｢�1ロ 

67 ��京都製 俔ﾘﾌｸﾎ8ｯ｢�1点 

68 �� 俔ﾘﾌｸﾎ8ｯ｢�1[コ 

(日本から輸出された磁器と漆器)

69 ��冲ﾄTVﾅ�ﾒ�窯 俔ﾘﾌｹ(hｯ｢��y�(ｴ佩8ｯ｢����hr�

70 ��冲ﾉ62� ����hr�

71 ��冲ﾉ62� 俔ﾘﾌｹ(hｯ｢��y�(ｴ佩8ｯ｢����hr�

72 ���+xﾞ��A 俔ﾘﾌｸﾎ8ｯ｢ﾙF��冶前期 ��5��

73 ��(､ﾈﾝxﾔ�B�Bl机 �+xﾞぴ�製 ��冶前期 ��5��

74 ��(､ﾈﾝxﾔ�B�図裁縫台 �+xﾞ�B�製 俔ﾘﾌｸﾎ8ｯ｢ﾙk韭���｢���5��
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(3)古地図企画展示

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

にテーマを設定した企画展示を行う｡

a.第37回古地図企画展示

『山と海の古地図展』

平成15年(2003) 5月24日(土) -7月6日(日)

･内　　容/

富士山をはじめ各地の山々の図､そして港や瀬戸内海を中心とした航路図などを展示し､江戸時代

の人々の｢山｣や｢海｣への思いや描き方を探ったo　また､神戸付近の近代の地図も並べて､江戸時

代との比較も試みた｡

『山と海の古地図展』出品目録

I  『鳥の眼で見れば--』

NG 倬�{�ﾂ�作者等 倬��2�版種 �Y�B�寸法(cm) 儖Xﾖﾂ�

1 ��岡田春燈斎画 �5i]ｳ��D窿�イ��� 壷]ﾂ�38.5×53.0 �>ﾉM��

2 ��Y?ｩgｹkﾈ�自yr�>��ｒ� ��木版刷彩 壷]��36.5×122.9 几ﾈ唯�

3 �8ﾈ､9;冖ﾈ�自yr�葛飾北斎画 兌i�ﾘﾋ9D窿���ｒ�木版刷彩 壷]ﾂ�43.6×58.4 �>ﾉN"�

4 �8ﾈ､9;兒ｨｭH､y�ﾙ�2�桑楊編 �� �ｨﾟｲ� �>ﾉN"�

5 偸咽(ｶxﾋH�､y�ﾒ�>��ｒ�吉野保五郎板 兌i�ﾓ��D窿��#r��木版 壷]ﾂ�34.2×44.0 �>ﾉ%r�

6 儻域ﾘﾊ偖ﾈ蓼�)v�&颱i�9�ﾒ� ��木版刷彩 坪幵� 几ﾈ唯�

7 �� �� ��37.3×74.0 �')+r�

8 僞i�ﾒ�五裏革貞秀画 ��木版刷彩 ��36.7×74.2 ��

9 儻域ﾘﾇy<h栗>��橋本玉蘭斎画 ���ﾓiD窿�ゴ鋳�木版刷彩 ��37.3×74.0 �')+r�

10 俟)N8ﾙ��9�ﾒ� 佝8吶ID窿�ツｒ�木版刷彩 壷]ﾂ�96.5×124.4 几ﾈ唯�

ll 偸�ﾘﾙ�zｩ�ﾘ�r�木邑氏歳 ��木版刷彩 壷]ﾂ�46.7×70.0 �>ﾉFr�

第37国　吉鯛企園展示

㌻ llは海のlキ地図展』

2003年5月24Eヨ(土) -7月8日(日)

r'　ニ■　FtttAl(ち

蓮華転
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(2) 12 丿Y&�,ﾈ�(���ﾘ)nﾈ�)Ei�ﾒ�林吉永刊 ��木版 壷]ﾂ�69.6×42.0 �>ﾉFr�

13 俘)nﾈ�)�ﾘﾝxﾊ丶y�ﾘ�8屬�橘保春画 兌h峙��D窿���2��手書手彩 �?�]ﾂ� ��

14 亢做)69(h泚'ﾉeｸ�(鬨ｬ�伜)�iJ｢�妹背堂刊 ���ﾓYD窿�ゴｒ�木版刷彩 椿夢�36.6×51.6 几ﾈ唯�

15 儂H�(�(ﾙ��ﾂ�� �� 壷]��54.2×77.5 �>ﾂ�皮 

16 �� ��木版 壷]ﾂ�63.0×90.8 �>ﾂ�波 

17 �� ��木版刷彩 壷]ﾂ�26.0×37.8 �>ﾉFr�

+ 18 俎�ч�ﾘ,h�ｭﾘ,ﾈ�霹��槍渓画 ��木版手彩 �-捕 �3�緝�紊ゅ"�做�｢�

19 �� 册阮土D窿�ゴB��木版刷彩 �-舗 鼎���6��8×70.7 15.0×34.3) �>ﾉN"�

20 ��橋本玉蘭斎識 佝8呵ﾋ9D窿�ツR�� �-iB 都"紿���s"絣��>ﾉN"�

21 �8ﾈ､9;俤xﾊ��ﾒ��ﾈ､9zHﾝxﾊ��ﾒ�依2��り謔餽鋳� 俔ﾘﾌｸ鳬�9��｢�木版 剋l帖 丿S3B綛���R�2�蔚ﾈ鐫���>ﾈ唯�

22 ��Iц､y�ﾙ.兀r閲ﾉl｢�� �� 劍Z曲一隻 都"繹��#cB�����

23 �� 俔ﾘﾌｸ鳬�9(hｯ｢�手書手彩 刪鼕ｪ �3R�0×1791.0 ��

24 俔ﾘﾌｸ.h.�+xﾞ�;�(h����2陋ｨｪ｢�� 俔ﾘﾌｸ鳬�9(hｯ｢�手書手彩 剴�ｪ ��2�屬�46.5×1000.0 45.5×700.0 ��

25 ��須原屋茂兵衛他刊 ��木版 剞ﾜ本二帖 ��b�2×6.3(表紙) 做�｢�

26 俾�8ﾉ79�ﾈﾙ�ｽ閲y(h泗_2� �� 刪齟� ��B�6×731.0 �>ﾉFr�

27 丶9zI;�(h枴X��r� 侏8��ﾋ9D窿�ツB��木版刷彩 剔ﾜ綴一冊 ��r�5×11.9 �>ﾉ%r�

28 俟8ﾙ��/i�9�ﾒ依2��り謔餒r��疋田棟隆誌 �� 剋l帖 ����

29 忠�2靈2��り謔餽鋳�山本伊三郎 冖韭�ﾋ9D窿�ツｒ�銅版 剏ﾜ冊 �#"�(���R縒���

30 �� 侏8��ﾋ9D窿�ツB��木版吊 俐｢�-舗 �3b繆���C偵B��')+r�

31 ��ﾈﾙ�>�､9kﾈ�自yr� 佝8呵ﾋ9D窿�ツR��木版屑 佝�� �2�2×141.6 ��

32 仞�O凅X��ﾇx､9zHｴﾂ� ��木版屑 佝��一帖 ���9×495.0 �>ﾉFr�

33 ��ｹ:ｨ�(��ﾇy;亢做(��688�8ｨ袙ｯ"�櫞鯖FIh�kﾈ�Xﾒ�>��ｒ�美玉堂刊 ��木版刷彩 �--舗 �3B緝�紊r����>ﾉFr�

34 ��:Ieｹ�ﾙKﾉ8y�ﾒ�ﾂ�� �5i]ｳ��D窿�イ���木版手彩 �-舗 都"�(�繝�綯�做�｢�

35 價ｨ�8�)�IчEi�ﾒ�>��ｒ�一貫堂刊 兌hｷc9D窿�ツ2��木版刷彩 �-捕 鼎2���緜ゅB�做渥B�

(2) 36 俟�,ﾈ�霹��8)�Ix�*�&ﾂ�+xﾞ異��� ��木版手彩 壷]ﾂ�64.8×145.1 �')+r�

37 ��宮島屋刊 亅��ﾓ吋窿�s澱��木版刷彩 壷]ﾂ�35.4×46.2 几ﾈ唯�

38 ��文錦堂刊 俔ﾘﾌｸ鳬�8ﾎ8ｯ｢�木版 壷]��34.8×46.8 �>ﾉFr�

39 �+xﾞ椅�股�>��ｒ� 冓ﾈ路ﾋ9D窿�ツ���木版刷彩 壷]ﾂ�40.8×48.4 几ﾈ唯�

40 佩Ifh更�｢�>��ｒ� ���ﾓiD窿�ゴ鋳�木版 壷]��37.6×52.3 �>ﾉFr�

41 ���=��ﾈﾖ�ﾎIfh更�ｨﾎHｭY&��一五着画 �� 壷]��52.1×74.8 几ﾈ唯�

42 佩H､ｨﾖ���Vﾉ�Xｸｴ&ﾈｪ�� 冓ﾈ路ﾋ9D窿�ツ���木版刷彩 壷]ﾂ�69.3×189.8 几ﾈ唯�

43 佩H､ｨﾖ���VﾉEi�8ﾙ�y�ﾙ^(ﾜHﾘ��橋本玉蘭斎画 �� �ｨ鐫�69.4×187.7 �')+r�

44 ��橋本玉蘭斎画 佝8吶ID窿�ツｒ�木版刷彩 椿��67.2×101.0 �>ﾉFr�

45 俥H�ｶy&��ﾒ�趨陶斎画 俔ﾘﾌｸ鳬�9(hｯ｢�紙本着色 �ｨｪ｢�47.4×171.2 �')+r�

46 �+8*�*"� 俔ﾘﾌｸ鳬�2�手書手彩 壷]ﾂ�108.6×82.5 �>ﾉFr�

47 �� ���ﾓ)D窿�ゴR��木版刷彩 壷]ﾂ�74.0×51,5 ��

48 僮���霹�� 冖韭�ﾋ9D窿�ツｒ�木版刷彩 倅�y���37.2×75.6 �')+r�

ⅣF 49 仗��8,ﾄﾄﾄｨ,h､8,ﾉ&��ﾒﾒ籐��ｸ�9WB�[ｨﾌ���ｸ���ｨ蕀�yZｨ�9Eh��ﾒ�近』 冖韭�YD窿�ピ"��木版刷彩 �-捕 鉄偵x����r縒�池長 

50 �?ｩgｹ>�､9�Xﾞ(ｷ���ｲ�水路部刊 冖韭�#�D窿�ャｒ�印席 ��-捕 鼎偵��緜b綯� 

51 �?ｩgｹ>�､9��ｸﾖ��水路部刊 ��Y�3�ID窿��#R��即席 ��-a ���2綛�縱"��� 

52 俐Y�i�ﾖ(�)+斡ﾉD�姥Hｽ�鞏y&���ﾒ� 傴ｩ��iD窿��3���印刷 �-舗 �3ゅh�經"繧� 

53 ��直木重一郎著 傴ｩ��僖窿��3B��印刷 刪齠H 鉄2繆�縱r綯� 

54 �?ｩgｹ�8ﾙ�7�6ﾘ8�7ﾙ&陂��cHｪ｢�清水吉康著 ��印刷 刪齟� �#"繹�繝�2纈� 

55 ��Y��ｸ�8/�(i�8,h+�.冖ﾈ�+偃b���､r� 傴ｩ��YD窿��3���印刷 �-舗 ��ゅ��纉r綯� 

*出品資料はすべて神戸市立博物館蔵品で､備考欄の南波は両液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｡
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b.第38回古地図企画展示

古地図にみる｢日本｣展　出品目録

平成15年(2003) 9月6日(土) ～10月19日(日)

･内　　容/

｢日本｣の姿･かたちが､どのように地図に表現されてきたのかを､西洋製の地図や日本製の地図

をもとに､時代背景などを含めてたどった｡あわせて､皿や鏡などのデザインとして用いられた｢E】

本｣の姿も紹介した｡

古地図に見る｢日本｣展出品日銀

No. 倬�{�ﾂ�作者など 倬��2�版種 剞｡法(cm) 儖Xﾖﾂ�

1 ��M_ペハイム ��C�)D��[複製] 剏a51 ��

2 �� ��S��D��木版 �43.0×29.5 ��

3 �� ��i�(ｴ�(hﾚ��木版手彩 �28.8×38.5 ��

4 �� ��Ss�D�� 儉X訷ﾜ｢�41.0×53.3 ��

5 �4�5x4�ﾌR� ��Ss�D�� 儉X訷ﾜ｢�42.8×55.5 ��

6 冰ｸ8ｹuｸ8ｨ4���� ��Ss�D��穿 儉X訷ﾜ｢�38.4×51.0 ��

7 �� ��S妬D��夢 儉X訷ﾜ｢�40.3×53.2 ��

8 �� 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�手書手彩 � �')+r�

(八曲一双.重要文化財)-出品は世界図犀風のみ 

9 俑9v�iﾈﾙ��9�ﾘﾝ)Yr怨ｨｼ�ｩ�r�� 俔ﾘﾌｸ鳬�2�手書手彩 � 几ﾈ唯�

10 �8ﾋ39D窿�3�R�?ｩgｸﾙ�依ｹV仍�79�ﾙ��鮖���� ��手番手彩 �38.5×134.4 几ﾈ唯�

ll �� ��木版 �80.4×42.3 �>ﾉ%r�

12 �?ｩgｸﾙ�[i�Xｻ��藤原政親 �� 剏a91.8 ��

13 �� �� � 几ﾈ唯�

14 �� �5i]ｹD��ｲ� 剏a48.3 ��

15 儻ﾘﾄｴ%ﾙ79�YzI&騫ﾙ�ﾒ怨ｨｼ�ｩ�r�� 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�手書手彩 � ��

16 �?ｩgｹv�&��ｨﾊ弌�栄ｹWｹ���9]ｹ?ｩgｸﾌX��� 兩8迄ﾚ���s�Bﾖﾆﾂ�� � �>ﾉFr�

17 �� 亅�[c)D窿�cc"��木版 �59.1×88,3 �>ﾉ%r�

18 冏ｹ*��ﾘｭ8ﾖｩm｢� �.X馗ID窿�cビ��木版手彩 �59.9×130.8 �>ﾉFr�

19 �� ��木版手彩 �89.9×170.4 �>ﾉ%r�

20 �� �.X馗YD窿�cモ��木版手彩 �126.9×57.7 �')+r�

21 �� ����(ｴ傀弍｢�木版手彩 �78.8×126.5 �>ﾉFr�

22 ��長久保赤水 ��俣吋窿�ss鋳�木版手彩 �85.1×133.2 做�｢�

23 ��長久保赤水 ����(ｴ冓b�木版手彩 �104.3×153.0 做�｢�

24-1 倅��,ｩyyv�&驗�/i�8ﾙ��林子平 �5ik綺D窿�sコ��木版手彩 �75.4×53.2 做�｢�

24-2 ��林子平 ��木版 �26.5×17.8 �')+r�

25 �?ｩgｹv�&��ﾙ��伊能忠敬 兌h峙iD窿���鋳�手書手彩 �120.5×204.0 几ﾈ唯�

26 �?ｩgｹ]8､Yzｩ�ﾒ�高橋景保 ��銅版手彩 �23.4×95.0 �')+r�

27 俟9k騅�&颱i�ﾒ�臨泉堂 ��木版 �123.2×57.1 �>ﾉ%r�

28 ��浪華子 兩8俣yD窿�s����木版手彩 �17.4×144.0 做�｢�

29 ��華坊兵蔵 ��木版手形 �64.4×90.5 �>ﾉFr�

30 ��鍬形書斎 ��木版刷彩 �39.8×57.4 几ﾈ唯�

31 冖9Tﾘ�_8ﾙ��8栗>�� ��木版刷彩 �26.0×36.4 �>ﾉFr�

32 ��醇雅子 亅�呂ID窿�sS���木版 �16.0×6,6 (全長570.0) 几ﾈ唯�

33 俛�ﾅ9�8ﾙ���2陋｣(ﾟｲ��市川東襖 ��木版刷彩 �28.2×19.6 �>ﾉ%r�

34 ��LUE]佐助 �5i]ｳ�YD窿�イB��木版 �18.2×12.6 做�｢�

*備考欄の両液は南披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､空自は博物館収集資料である｡
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(4)ギャラリー

a.神戸ゆかりの芸術家たち

平成15年(2003) 4月1日(火) -5月22日(日)

･内　　容/

林　重義､田村孝之介､小松益書､別車博資､神原　浩､川端謹次ら神戸にゆかりのある洋画家た

ちの作品20点を展示したo別事博資の水彩画と神原　浩の銅版画は新収蔵作品o

出品日銀

作家名 俥ﾉV冖ﾂ�制作年 亰ｩd�鞏齏��寸法 儖Xﾖﾂ�

1 ��ﾉ%ｸｽ韜��潮風 �� ��神戸市蔵 

2 �69�ｨﾔiEh樞�黄衣婦人像 �� 涛�繆�縱"綯�昭和61年度購入 

3 �69�ｨﾔiEh樞�きもの �� 都�繹�緜�纈� 

4 兔ｨ鋹H韜�� ��鉄�D��8ﾚ��水彩一紙 鉄R纔�縱R綯�平成14年度(伊勢 

5 兔ｨ鋹H韜��秋の鶴林寺 ��田�胤ｩ��3R佻�� �3r纔�經2繧�平成14年度(伊勢 

6 兔ｨ鋹H韜��箱根風景 �� 田r紿�����紕�平成14年度(伊勢 上仁子氏)寄贈 

7 兔ｨ駟H韜��石の宝殿 ��水彩,舵 田ゅ�����"纈� 

8 汀�Hﾕｨ揺ｮﾂ� �� �3偵x�經R���昭和63年度(′ト松 益喜氏)寄贈 

9 �� ��コンテ.紙 鼎�紿�經r纈�昭和63年度(小松 益喜氏)寄贈 

10 ��元居留地.トンプソン商会 �� �3偵h�經R���昭和63年度(小松 益喜氏)寄贈 

ll 傅ﾈ鉙揺���元居留地.両町 ��コンテ､鉛筆.舵 �3偵X�經R���昭和63年度(小松 益喜氏)寄贈 

12 傅ﾈ鉙揺ｮﾂ�元居留地.取り壊される異人館 ���3b胤ｩ����僖靺��コンテ､鉛筆.舵 �3偵��經B繧�昭和63年度(小松 

13 碇ｪH鉙揺ｮﾂ�元居留地.カナディアン.パシ ���3宙諸���B僖靺��コンテ,舵 �3偵h�經R���益喜氏)寄贈 

14 ���Hﾕ��芝川梅林 �� ��R�(��#"綯��il｢��平成13年度購入 

15 ���Hﾕ��銀汀(波切海岸) ��アナント一紙 �#R紿��#ゅ���il｢��平成14年度購入 

16 ���Hﾕ�� �� ��ゅH����紕��il｢��平成12年度構入 

17 ���Hｨr� ��鉄�D��8ﾚ��アチント.紙 ��B繹��3"�2��il｢�� 

18 凩��ｶ��フェートの小屋 ���32ﾓ3B胤ｩ��ふ貯D靺�� �3B繹�經�����il｢��平成8年度購入 

19 凩��ｶ��曲馬 ���32ﾓ3B胤ｩ��ふ貯D靺�� �3ゅ��經�繧��il｢��平成6年度購入 

20 凩��ｶ��漁蹄 �� 鉄�綛��3ゅ���il｢��平成6年度購入 
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b.浮世絵の中の神戸　～太平記を中心として～

平成15年(2003) 5月24日(土) -7月17日(木)

･内　　容/

本属は､江戸時代の絵師たちがそれぞれの場面を想像たくましく描いた神戸における『太平記』の
世界やいにしえの名所旧跡を､古写真や現在の風景を交えて展示｡

太平記～楠公･蕎貞･そして尊氏～

番号 俥ﾉV冖ﾂ�作者 剋條� 儼��員数 �5H485��備考 

1 �� 剳ｶ化12年(1815ト天保13年(1842) 冦鵜Y�i���3枚続 �3ゅ(�縱r���M 

2 �� ��ﾉdhﾍX枌� 冦鵜Y�i���3枚続 �3R���縱�綯�M 

3 �� ��天保14年(1843ト弘化4年(1847) 冦鵜Y�i���3枚続 �3R繹�縱B���M 

4 �� ��ﾉ.X�枌� 冦鵜Y�i���3枚続 �32纔�縱2縒�M 

5 ��i69(h弴ｶ�.Y�ｸ�)j��ﾈ��x,ﾉ�ﾙnr� 幡ﾇ(ﾙ�dh枌� 冦鵜Y�i���3枚耗 �3R���縱B�"�M 

6 �� 肌&ﾉdh醜枌�安政元年(1854) 冦鵜Y�i���3枚続 �3b�8�縱b綯�M 

7 �� ��ﾉdhﾍX枌� 冦鵜Y�i���3枚続 �3b繆�縱R絣�M 

8 冏ｸｭI�x賈�� 剳ｶ化3年(1806)頃 冦鵜Y�i���1枚 �3b����#"纈�M 

9 �� ��ﾉ.X�枌� 冦鵜Y�i���3枚続 �3b�(�縱B�"�M 

10 兌ｨﾌ儷ﾉ�Xﾘy�ﾘﾌR� ��ﾈﾙ�dh枌�天保14年(1843)-弘化4年(1朗7) 冦鵜Y�i���3枚続 �3b繹�縱R縒�M 

ll �� ��ﾈﾙ�dh枌� 冦鵜Y�i���2枚続 �3b�8�經�紕�M 

12 �� ��ﾉdhﾍX枌�弘化4年(1847)-嘉永5年(1852) 冦鵜Y�i���3枚続 �3b�(�縱R���N 

13 �� ��ﾉdhﾍX枌� 冦鵜Y�i���3枚続 �3b紿�縱b�"�M 

14 �(iEｸﾋ颱I[ﾙ*��(ﾛi�ｩ�ｹh�葺楽�ｨ箸�月岡芳年画 剿ｾ治初期 冦鵜Y�i���2枚続 �32紿�紊r�"�B 

15 ��三代 二代 �� 冦鵜Y�i���3枚続 �3b纔�縱B紕� 

16 ��二代 ��ﾈﾙ�.X枌� 冦鵜Y�i���3枚続 �3R緝�縱B�2� 

皇B]美人名処合･播州舞子の浜 二代長谷川貞信画

六十余州名所図会･播磨舞子の浜

安政元年(1854)

諸国名所百景･摂州布引の瀧 二代歌川広重画 安政6年(1859)

摂州神戸布引滝より海岸を見る図 二代長谷川貞信画

[兵庫]

22匝国名所之内兵庫磯乃町　　l歌川貞秀画　l 19世紀中期　　　　　　l木版色刺1枚l21･9×15･2 l

[有馬]

23　山海見立相撲摂津有馬山　　　　　歌川広重画　　　　安政5午(1858)　　　　　　　　木版色摺　1枚　　24.1×36.3　Ⅰ

資料名 倬隸｢�

写真1 ���ｹkﾈ����*��ﾂ��#��WF�ｶ要�FW&f���ｴ�$R�明治中期 

写真2 ���ｹkﾈ����*���B��#cTﾖ匁�ﾆ��v�ｴ�$R�明治中期 

写真3 ��明治中期 

写真4 �?ｩgｹkﾈ����*�uB�#r兀���Vﾂ�明治中期 

写真5 ���ｸｭhﾅx��窿�儻ｨ処*�.y��ｸﾖ�/�eﾘ-��明治4年 

写真6 冑�nｸ�(､ywH����冑�nｸ5��ｸ7X8ｸ4ｨ�ｹ.(棈�ｨ8�8ｨﾊ冰ｸ8ｲ� 
神戸市 

写真7 �� 

写真8 ���ｹkﾈ���窿�併fｹnﾈ*�.y��ｸﾖ�/�eﾘ-袵�明治2年 

写真9 �� 

写真10 ��ｹh�kﾈ�､xﾄ��ィ��ｹh�ﾘ6ﾙ$ｩ�ﾘ,ﾉVﾂ��Bﾒ�� 

備考　凡例: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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C.山下摩起展　　平成15年(2003) 7月19日(土) ～9月4日(木)
･内　　容/

山下摩起は明治23年(1890)に有馬に生まれた画家で､日本画の新しい表現と精神世界を模索した｡
本展では当館の所蔵品を中心にし､この神戸ゆかりの画家の足跡を概観した｡

一出品目線-

作品名 倬隸｢�技法.材質 � 

1 儁H來� ����

2 冢�,ﾉG�� ��氏本墨画 ��

3 僮)G��昭和43年(1968) �� ��

4 俟yG�� ��政本若色 ��

5 ����� ��氏本塁画 ��

6 刋�'"� ��政本若色 ��

7 兀);�� ��氏本塁画 ��

8 �(�� �� ��

9 �-�� ��政本塁画 ��

10 �� ��氏本塁画 ��

ll 佩�� 亰�ｹ}ｸ枌���

12 ��Y+�� 倩igｹ}ｸ枌���

13 ���+�� ����

14 刎�� 倩igｹ}ｸ枌���

15 仞�ﾘI|ﾘ贇宙賈5h唏鮑ﾍﾈ�89*Hﾘ��� 倩igｹ}ｸ枌���

16 仞�ﾘI|ﾘ齎uR域ﾉ5h唏鮑ﾍﾈ�89*Hﾘ�r�� 倩igｹ}ｸ枌���

17 �� 倩igｹf陞b���

18 ��ﾙ[y5b� 倩igｹ)��b���

19 儻9:駝陏B� 倩igｹ)��b���

20 兌h鉀^ﾈ臙� 倩igｹ)��b���

21 竸ﾈ臙� 倩igｸ���b���

22 竸ﾈ臧ﾜ��ﾂ� ����

23 僖�x緯��ﾂ�昭和41年(1966) ����

24 �� 倩igｹ)��b�侘)�ﾈﾜ��

山下欝起居
平JEIB年1月1Bq lJ:ら -8月18 (*)

■■▼こ1JN　.■●'●　■-

d.神戸の書　　平成15年(2003) 9月6日(土) -10月30日(木)
･内　　容/

企画展｢深山龍洞･かな書の美｣にあわせて､現代かな書道の先駆者･安東聖空をはじめ､神戸で活
躍した書道作家たちの多彩な作品を展示した｡

作品名 俥ﾈ�"�剋條� ��

1 ��上田桑鳩 剪� 

2 凩�ﾕ飛��宇野雪村 剪�毎日書道展 

3 冓ﾈﾙﾈ,ﾈ*H+ﾒ�-ﾘ,�+ｸ+���安東聖空 劍諸��3YD窿�田��� 

4 ��安東聖空 剪�日展 

5 ��安東聖空 剪�日展 

t. ��安東聖空 剪�日展 

7 �+8/�ﾜ｢�安東聖空 剪�日展 

8 俾僣ｲ�,(*ﾘ,�-�."��安東聖空 剪�日展 

9 ��安東聖空 剪�聖空百人一首展 

10 冉�,ﾈﾘ�."�安東聖空 剪� 

∴ 佇���截洩霾�.)�ﾉ?�����安東聖空 劍諸��SYD窿�塔���日展 

12 �.(*H.(*ﾘ,��安東里空 剪�日本の書風 

13 ��ﾈ*ｨ+ﾘ.�� 凅汎ﾄｩ{I;B�傴ｩ��3YD窿�田��� 

14 �,(*ｸ,ﾉn�� 凅汎ﾄｩ{I;B�傴ｩ��3yD窿�田"�� 

15 �ﾈ耳��� ��4ﾄﾄｩ{I;B�傴ｩ��3yD窿�田"�� 

16 ��ﾉh9�9{x,ﾈ慊� ��茶�田"ﾓs��� 

17 冰竟9nﾈ鄕��*H+ﾒ� 俤�ﾄﾄｩ{F�� �� 

18 �.h+X,ﾂ� 估汎ﾇ){F�� �� 

19 偃��)g��X,ﾈ*H+ﾒ� 估伜){F�� �� 

20 侘y�r� 仂(�){H."� 傴ｩ��S�D窿�都R��日本の番展 

21 僥ﾘ�IF�Y?�ｾR�深山龍i � 傴ｩ��S)D窿�塔"��日展 

出品日額

(No 13-21は企画展｢深山龍洞･かな番の美展｣と共通出品になります)

e.神戸ゆかりの芸術家たち～館蔵の日本画～　　平成15年(2003) 11月1日(土)
･内　　容/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-平成16年(2004) 1月12日(月･視)

所蔵の日本画の中から池田遥郡｢雪の神戸港｣をはじめ､村上華岳｢観音之国｣､山下摩起｢雪竹｣､
土肥武雄｢月明｣ほか､昇外義､菖蒲大悦の作品を展示した｡
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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o常設展示では十分に展示･表硯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､必要な情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｡

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.模造土器.模造埴輪に触れてみよう.考えてみよう(Q&A) 

･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.錦絵を刷ってみよう.南蛮犀風パズルを完成させよう 

･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｡

■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

プログラムを提供している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　措かれた日本と世

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

41-



4.普及事業

1.博物館独自の事業

(一般向け事業)

(1)ミュージアム講座

6. 12　｢古地図にみる『山』と『海』｣

7. 10　｢神戸の考古学｣

8. 21 ｢池長孟･南蛮堂コレクションの軌跡｣

9. ll ｢東西交流美術史入門｣

10. 9　｢神戸の中世を訪ねて｣

11. 13　｢西洋音楽事始め｣

(2)講座｢博物館を楽しむ｣

｢神戸の考古学｣

12. 12　｢神戸の考古学　その始まり｣

12. 19　｢銅鐸絵画から読み取る弥生時代｣

1. 9　｢古墳時代の神戸｣

(3)展覧会関連事業

スライド解説会

4. 12　特別展｢ティトブリテン発　ヴィクトリアン･ヌード展｣

5. 24　企画展｢山と海の古地図展｣

5. 31ギャラリー｢浮世絵のなかの神戸｣

6. 14　企画展｢山と海の古地図展｣

6. 21ギャラリー｢浮世絵のなかの神戸｣

特別展｢南蛮堂コレクションと池長孟｣モノクロフイルム上映会

人人人人人人9　3　5　5　8　41　1　0　9　0　01　　1　　1　　　　　　1　　1⊥負芸貞貞　　員学芸芸員芸貝田学学芸学芸木木鐸草屋学国斎成岡間岡

人人人4　4　4=　　　　=　　　日日

.L'Xr=臼

芸芸芸学学学木田山意地富

人人人人人90105195

貞　　員

員芸員芸貞芸学芸学芸学田学田学井木山木山全国富国富

7. 19 16人､　7. 26　37人､　8. 9　48人､　8. 16　36人､　8.30 119人

ギャラリートーク

9. 13　企画展｢東西交流の美術展｣

9. 20　企画展｢古地Plに見る『日本』展｣

10. 4　企画展｢古地図に見る　F日本』展｣

10. 11企画展｢東西交流の美術展｣

人人人人4　18　10　4

貞員芸芸貞

貞学学芸芸田田学学野木盛岡小国勝

講演会　特別展｢南蛮堂コレクションと池長孟｣

8. 2　｢パトロンとしての池長孟｣　　　　　　　　　　　勝盛学芸員

8. 23　｢化して南蛮の鬼となった男｣　　　　　　　　　　成滞学芸負

コンサート　特別展｢措かれた音楽-西洋楽器と出会った日本絵画-｣

ピアノコンサート｢お雇い外国人が見た日本-日本洋楽事始｣　前田健治氏

11. 8　　92人､　11. 9　103人

弦楽四重奏コンサート｢西洋音楽之楽しみ｣神戸市室内合奏団11. 22 183人

記念講演会　特別展｢大英博物館の至宝展｣

1. 18　｢大英博物館の250年史｣

大英博物館前日本部長　ビクター･ハリス氏

2. 28　｢博物学の世紀一近代英国の世相･社会-｣

甲南大学文学部教授　井野瀬久美恵氏

障害者のための鑑賞会

3. 22
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(学校との連携事業)

(1)ジュニアミュージアム講座

第9回｢紙であそぶ｣

5. 24　江戸時代のペーパークラフト　立版古に挑戦!

6. 7　江戸時代のイラストなぞなぞ　｢判じ絵｣の世界

6. 21江戸時代の人生ゲーム　双六あそび

第10回｢考古学｣

1. 10　国宝の秘密にせまる　銅鐸クラフト

2. 14　古代の音色はどんな音　土笛をつくろう

3. 13　君の名前をハンコにすると　蒙亥IJに挑戦

(2)夏休み土器づくり教室

7. 30　成形A

7. 31成形B

8. 12　土器焼き(神戸市立自然の家)

8. 18　展示作業(8月30日まで展示)

(3)博物館たんけん隊

10. ll

(4)こうべ歴史たんけん隊　｢東灘区内の西国街道を歩く｣

5. 10

(5)こうベキッズふるさと学

9. 23　トライ&リサーチ　THE　農村歌舞伎

10. 4　トライ&リサーチ　THE　農村歌舞伎

ll. 9

ll. 22

ション　イン　Hyogo-tsuWalker　編集局

ション　イン　Hyogo-tsuWalker　編集局

12. 6　まぼろしの神戸人形ものがたり

12. 14　いにしえの源平のしらべ

(6)こどもワークショyプ｢古代エジプトの知恵｣

1. 24　村治笠子氏

1. 25　村胎生子氏

2. 21麻田指導主事

3. 6　麻田指導主事

(7)教員のための博物館活用研修

3. 4

(8)学校団体受入数

幼　稚　園　　　0園　　　　0人　　　　小　学　校

中　学　校　　86校　　6,318人　　　　高等学校

大　　学　　14校　1,008人　　　　専門学校

盲養護学校　　　2校　　　17人　　　　(計　180校

(9)学校授業への職員派遣:

(10)教職員研究会職員派遣:

㈹　中学校｢トライやるウイーク｣の受入

2.共催事業

(1)第8回神戸100年映画祭｢家族の杵｣　11. 28-30

共催者: NPO神戸100年映画祭事務局
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5.事業一覧

月 ��特別展示室1L南蛮美術館室l特別展示室2 劍4ﾘ888�8ｨ�ｲ�普及事業 

4 �?｢�特別展ティト.ブリテン発世界巡回展 劍�y��ｸ.H*�.�,ﾈﾇﾂ���徂+ﾘ+����スライド解説会4/12 『ヴィクトリアン.ヌード-19世紀英国のモラルと芸術-』 

2/8(土)-5/5(月.梶)(14年度44日間) 

5 6 7 8 �75日間64,489人(15年度31日間36,338人) 剴B����6sR�#"盈ｒ�こうベ歴史たんけん隊 5/10 

講座5/24.6/7.6/21 

企画展 舒�i5r�『浮世絵の中の神 侘9&阡�5x5�8�486亜����橦R�#B綯��B�

本 凵w山と海の古地図 ��y�h���V�5x���戸-太平記を中心 浮世絵展スライド解説 
と 外 国 と の 文 剴W』 5/24(土)-7/6(日) 38日間5,276人 迭�#B�7�6sr��?｢��としで-』 5//′24(土卜7/17(木) ��3ﾘ�"�橦R�3�綯�#��

ミユ-ジアム講座 6/12.7/10.8/21. 9/ll.10/9.ll/13 

特別展 劍�x�(岔h�ｴ�5x���特別展モノクロフイルム上映会 7ノノ19.7/26.8凡8/■■16.8′/30 

化 ��y>ﾉM�;�5(8ﾈ4�5h8x98,i')+ym����劔<�¥ｩ5xﾗX�橙��"繧�#2�

交 流 の よ ∵ す を 神 戸 に 隻 点 途��忠7鋳ﾓ�3��?｢�3�?ｨｭC��ﾃ�等�ﾂ��7/19(土ト9/4(木) �Hｷ�-ﾙ7舒ﾘ,8*ﾘ.綾8��r�3�縒�3�繧��"繧����

9 10 � 劔 企画展 舒�i5r�企画展 ��y��ｸ,ﾈ�����汀b�7�6s���3�盈ｒ�美術展ギャラリートク9/13.10/ll 

『古地図に見る ｢日本｣展』 ��y8ﾉ�ﾈﾏ�zﾈ,ﾉOﾈ���5x���『深山龍洞,かな 香の美展』 剏ﾃ鯛展ギャラリートク9/20.10:4 

こうベキッズふるさと学 ①9/23.10/4.①11/9, ll/22.③12/6.④12/14 9/6(土ト10/19(日) 37日間7,525人 湯��7�6s����忠m｢��9/6(土ト10/19(日) 

博物館たんけん隊10/ll 

ll � �<�¥ｩ5r��y�ｸ*�.ｨ+ﾘ尨ｧ壷�ﾉvﾘｧ舒ﾘ,h�檍,��+ﾙ?ｩgｸ､x枌ﾘ�����y��ｸ.H*�.�,ﾈﾇﾂ�特別展ピアノコンサート11/8.ll/9 特別展弦細重奏コンサート11/22 

神戸100年映画祭11/28-30 

12 �/��*��,B�,��*｢�.r�5r�鹵�免ﾂ���7鋳ﾓ�"�#R盈ｒ�偸�ｻ8+ﾘ+�ｭ���,ﾂ�?ｩgｸ枌ﾘ���講座｢博物館を楽しむ｣ 12/12.12/19.1/9 
48日間12,536人 冤l/1(土)-1/12 (月.覗) 

1 劔剄u座1/10.2/14.3/13 

特別展記念講演会 1/18.2/28 

特別展創立250周年記念 
2 劔凾ｱどもワークショップ 1/24.1/25.2/21, 3/6 

『大英博物館の至宝展-世界一周1万年の旅-』 

1/17(土)-3/28(日) 

3 劔刹ｳ員のための博物館活 用研修3/4 

62日間364,667人 

障害者のための鑑賞会 3/22 

特別展開催日数179日､開館日数297日
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6.刊行物

平成15年度の刊行物

特別展図録

館蔵晶目録

研究紀要
年　　　報

博物館だより

刊行物一覧

研　究　紀　要

南蛮堂コレクションと池長孟

措かれた音楽

美術の部　NQ20　外国製陶磁器

歴史･考古の部　NQ20　神戸市関係版本I

Nc120

NQ19 (平成14年度)

NG80 (平成15年4月) ～NQ83 (平成16年1月)

No 價ﾘﾗ9D�7��内容 

1 鉄ｂs�2��ポルトガル地図学史上におけるE]本地国の変遷 

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

航路図尿風考 

2 鉄窒sィ��狩野内膳考 

600円 ��

安田雷州筆｢赤穂義士報復囲｣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- 

晶切 僥Ih��Xﾜ韃(�)�S�ﾙ>ｩ[i7舒ﾒﾒ�

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 ��

十六-十七世紀初期の摂津国兵庫津史料二ついて一指井家文書の紹介- 

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�

渡辺鶴洲家襲蔵粉本の研究 

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����｢石峯寺経塚｣遣物の再検討 

300円 佻ﾉ}i88ﾆ�幌Z)�)�刋�,�,(*(,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��ﾇｩ,Y��8�,ﾉ]ｹ�h�yﾒ�
透過試験による頚椎太刀の観察 

10 釘Ｔ�"��r伊能剛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�� 

500円 ��

石峯寺如法大般若経について 

12 途Ｔ迭��｢大日本国地震之固｣の資料紹介 

500円 俥9��%yч�Y�ｸﾝ�,�.h.儂ﾘ･�,iYﾈｸﾂ�

13 唐Ｔ澱��神戸市立考古館史稿 

500円 ���ｸ�9zyH饂渥傀ｩ��ｧ�9ｸ,ﾈﾝ齏�,�,(*(,B�

播州村上家文書について-特別展｢鎖国長崎貿易の輩｣補遺- 

14 湯Ｔ途��外国人と土地所有権 

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

柳田糞-氏蒐集瓦経資料について 

15 ���Ｔ唐��中国の酉湖貫と日本の浮絵-阿英｢閑話西湖景r洋別発展史略｣をめぐって- 

500円 �.X�ﾘｼｩyiV�6ﾒﾘ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 
初代玄々堂於本保居の銅版画 

ー45

1, 500円

1, 500円

300円

200円

500円

400円

展　覧　会　図　銀

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 舒�ｻ隍x,i8ﾈ､9;佻ﾈ�蓼鴿5r�品切 

('84) ��品切 

品切 

60 ��品切 

('85) �8ﾘ�(鳬�8,ﾉk9~x,iuhｧ��品切 

61 ��1,700 

('86) ��1,3(刀 

62 ��品切 

('87) ���ｸ,ﾘ+h-�夷ｩ5r�品切 

品切 

63 ��1,500 

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

晶切 

品切 

品切 

元 ��2,000 

('89) 做�ｨﾌ9&��ﾘ5(8ﾈ4�5h8x99kﾉV�5r�品切 

小磯良平展 儼����

2 疋Ч-(*�,x.ｹ5rﾘﾕﾘﾌｸ鳬�8,ﾈ4ｸ8�5掩x,iOﾂﾒ�1,900 

('90) ��品切 

石峯寺展 儼����

3 ('91) �>ﾉM位兌y�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) �(i�(,ﾉ��ﾆ�5r�400 

5 ��2,000 

('93) ��2,000 

栄光のオランダ絵画と日本 儼����

6 俚ﾘﾙ�+xﾞ映h更,ﾈ揩ﾘ4ﾘ8H7ﾘ98ﾕ維ｸｾ�8)��ﾒ�2,000 

('94) 假9��ｴﾉD��6ﾆﾄﾈ泚?��5(8ﾈ4�5h8x92ﾙk韭�59;仗�､y5r�品切 

7 ('95) ��300 

8 ��品切 

('96) ��2,200 

9 ��2,000 

('97) ��2,000 

10 ��1,400 

('98) ��品切 

2,000 



研　究　紀　要

Nci 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�

大池から国芳--美術にみる蘭書受容のかたち- 
r岡山藩家老日置忠自筆御用勤番上』と神戸事件 

17 ��"�#�����近代美術と地図-川上冬崖と岩禰散華- 

500円 佩ｨ.�*�*�.��ﾙ�ﾂﾙ�韃(鮖��(ﾊigｹ(Y�h蟹�Yz)=騙Z8/�-��
ぐつて- 

r御用唐木細工物雛形』について-近世後期長崎におけ 

18 ��2�#����� 

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- 

新出の毘蔑遮那化変相周について一高農末期華厳教仏画の一棟相- 

19 ��B�#��"��池長孟と牧野富太郎 

500円 ��

-｢連携授業｣への取組ー実践を中心として- 

｢万国絵図犀風｣の原図について 
-1609年版p.カユリウス世界地図の復元- 

20 ��R�#��2��｢和田岬.湊川崎砲台関係文書｣について- 

500円 ��

発行年 ��ﾙ�kﾂ�単価 

57('82) ��品切 

57('82) ��品切 

57('82) ��500 

57('82) ��品切 

60('85) ��品切 

63('88) ��800 

3('91) ��2,300 

1('89) ��- 

6('94) ��2,000 

9('97) ��2,000 

10('98) �>ﾉM碓ﾈ��5ｨ8ﾈ4�5h8x92�2,000 

12(loo) ��2,000 

展　覧　会　図　録

開催年度 �5yyx檠kﾂ�単価 

ll ��1,800 

('99) ��1,800 

12 兌h嶌ﾞ�]ｸｧﾈｸ經�D雍ﾉD�8,ﾈﾖﾈﾌ8ｧr�800 

(2000) ��2000 

13 ��ﾉ�ﾈ��,ﾉ�b雕ﾊ)��ｹU8ﾆ�2�1,500 

(2001) �俛�､x,ﾉf�ﾊ��2,000 

14 ��1,800 

(2002) ��800 

15 �>ﾉM�;�5(8ﾈ4�5h8x98,i')+ym��1,500 

(2003) ��1,500 

NQ �>�vR�価格 泌��内容 ����

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 ����14年度 鉄���

10l 的D�7��l500 

博物館だよりNcL80　　　　　Hyogo-tsu Walker
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館　蔵　晶　目　録

地　　図　　の　　部 美　　術　　の　　部 考　古･歴　史　の　部

南波コレクション
世界図I E]本図

南波コレクション
分国図･地方図･郡相国

南披コレクション
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
外国関係国･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･日本図･江戸園
都市図･諸国図等

秋囲コレクション
天文暦学関係図･暦

秋岡コレクション
外国製地図　外国製図書

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
適中関係図･周辺地域固
(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

黄韓美術･長崎派･長崎版画

江戸時代諸派

浮世絵版画Ⅰ
江戸系

浮世絵版画Ⅱ
江戸系補遺･上方系･
大坂系･椎系

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･開化推絵･御国
･外国人物園等･中華船破損

救助感謝状綴･輸出茶商標･
騎舵図等綴･図書

近代絵画

文書Ⅱ
川村家文書･村上家(阿蘭陀
楕)文書　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･ Bl雷原稿類･その

他

文書V

錆雫儒者豊富㌣ ■同欧文

村上金次郎コレクション
桶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]
江戸東京版行の浮世絵資料

文書Ⅵ
筏井家旧蔵沓

外国製陶磁器

写真･絵葉書Ⅱ

引札Ⅱ

神戸市関係絵地図[

.I;こ戸11

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
兼吉家文番

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

神戸市関係版本Ⅰ

200

200

200

200

200

oo oo oo　　00　　8　　00　　00　　02　　　　　　　2　　　　　2　　　　　3　　　　　2　　　　　2　　　　　2　　　　　2
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収蔵資料

1.新収蔵資料

(1)平成15年度　受贈資料

【博物館受贈】

土肥武雄筆余呉潮静農 ��{ﾂ� ��68�����

神戸関係絵はがき �ｩ�sCy5�� 傴ﾉOil騏��

有限責任神戸貯船貨車会社創立主意書.定款 ��ﾟｲ� 伜(ﾏｸ裵�

レフアート家資料 �ｨｨr� ��

教科書類 店ﾟｲ� 俤i:��8���

横浜正金銀行神戸支店新築落成記念絵葉書 �ｨｸ添hr� 儻�$ｩOﾉ���

神原浩作｢田園詩趣(西ノ宮)｣ ��{ﾂ� 做以��8��

神原浩作｢銀汀｣ ��{ﾂ� �(i�ﾈﾄ韈��

池長美術館来館者揮毒帳 �ｨｨs�#Yhr� �')+yh��

大森啓助作｢ブルターニュコンカルーオの港｣ ��l｢� ��Y�影ｸ���

大森啓助作｢ダンス(群像)｣ ��l｢� ��Y�影ｸ���

大森啓助作｢新生平和国家(群像)｣ ��l｢� ��Y�影ｸ���

大森啓助作｢洋裁店｣ ��{ﾂ� ��Y�影ｸ���

大森啓助作｢ギタリスト｣ ��{ﾂ� ��Y�影ｸ���

大森啓助作｢魚の静物｣ ��{ﾂ� ��Y�影ｸ���

大森啓助作｢潮騒｣ ��l｢� ��Y�影ｸ���

青谷遺跡出土弥生土器121点他 ��Xﾈ�c�5�� �ﾙnﾉ,ｨﾜb�

【神戸市受贈･博物館保管】

木村荘八画舟橋聖-｢花の生涯｣新聞挿絵原画 ��ﾈ���i5��株)オリエンタルホテル �ﾉ+伜)�ﾙ�B�

シャルル-フエルデイナン.セラマノ｢森外れでの休息｣ ��{ﾂ� 傴ﾈ�)H饉b�

中川-政｢鉄線花｣ ��{ﾂ� 傴ﾈ�)H饉b�

藤原雄｢備前措座壷｣ ��5�� 傴ﾈ�)H饉b�

梅原龍三郎｢椿｣ ��{ﾂ� 傴ﾈ�)H饉b�

(受贈順･敬称略)

(2)平成15年度購入資料

ア.書画作品

鶴林筆白梅蓄蔵黄鳥図 �1幅 

陳星筆福禄寿三星図 �1幅 

石川大浪筆西洋婦人図 �1面 

klll国芳画唐土二十四孝妻詩 ��hr�

川国芳画二十四孝童子鑑妻詩 ��hr�

川国芳画二十四孝童子鑑王祥 ��hr�

神原浩神戸岩井商会 �1枚 

ィ.工芸品

型吹きガラス鉢

ラ.古地図賃料

大坂絵図 ��]ﾒ�

丸亀ヨリ金毘羅善通寺弥谷寺道案内図 ��]ﾒ�

測量二十九ヶ条之記 ��ｪ｢�

規矩元秘伝十九箇条絵図目録 ��ﾟｲ�

算法地方大成 店ﾟｲ�

測量三角或間 �(ﾟｲ�
'路上測図教法 ��ﾟｲ�

測地学講本 ��ﾟｲ�

測図学教程 ��ﾟｲ�
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工.歴史資料 播磨国明石郡押部組下村文書 鉄Y5��

奥蔵寺大般若経 ���ｪ｢�

教育ボート組上 ��hr�

新棟虫つくし組上 ��hr�

しん板出しの組上 ��hr�

御料理書附朝鮮通信使上洛時兵庫七五三献立 ��ﾟｲ�
末正氏江関スル書類留 ��ﾟｲ�

外国人旅行免状 ��,｢�

兵庫県地券証 �3Ihr�

貿易史徴 ��ﾟｲ�

摂津国惣国高附控 ��ﾟｲ�

兵庫灘西国筋播州路米飛脚出所引札 ��hr�

オ.彫刻作品

柳原義連　道標

柳原義達　道標

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��CSR�#R�考第34号 倚x5�ｷY;ｩ�bﾉ;ｨ���21口 冢ﾙ�h鳬�9(hｯ｢�

重要文化財 傴ｩ��#�33��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��C3C#R�絵第1625号 俶ﾉ78股��(､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�fﾉ?ｨ抦鮑徂譜�,ﾉXﾙ�韈y.��

重要文化財 兌ﾙ�ﾃsc�R�絵第1938号 �>ﾉM胃)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�#c#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��涛�� ��ﾉvﾙ?�Y��ﾉ�ﾒ韈IX9?�;h��股�2両 俔ﾘﾌｸ鳬�8�ｯ｢�

重要美術品 傴ｩ��#3C#r� �6�Y�:�y>�ﾆ�,ｸ�7�)Z��lo貞 兌ﾘ��鳬�8迄ｷcYD窿���r��

登垂最文化財 兌ﾙ�ﾃ��纈�"�第28-0026号 ���ｸ�9zyH饂渥��虻ﾈ��Vﾉ�8ｾ�ｾ(ﾗ9��ｸ迚5ｒ�1棟 傴ｩ����D窿��3R��

3.資料補修

作者 剄�i名 �Y�B�補修 

沢田貞矩 剪n球分双卯酉五帯之図 ���hs��r�本紙補修.台紙新調 

福田眉仙 劼丘庫県大鳥瞭図｣ ��5��本紙補修.額仕立 

渡辺鶴洲 儺ﾒ�朝陽高昇囲(渡辺鶴洲家襲蔵粉本) ��5��本紙補修.軸装仕立 

上杉九郎次筆 剴ｐl物固(渡辺鶴洲家襲蔵粉本) ��5��本紙補修.軸装仕立 

上杉九郎次筆 剴ｐl物囲(渡辺鶴洲家襲蔵粉本) ��5��本紙補修.軸装仕立 
ロダン作 劼ジャン.ド,フイエンヌ像｣ ���ﾂ�洗浄.保護剤塗布 

(池長孟コレクション和本) 茶sxﾟｲ�� 
･宗鑑録 �(ﾟｸ�r�糸綴直し 

･清俗紀聞(第二) ��ﾟｲ�糸綴直し 

･物類品隠(第一.五)- �(ﾟｲ�糸綴直し 

･宋紫石画譜(第二.≡.六) �8ﾟｲ�糸綴直し 

･項浦集 ��ﾟｸ�r�糸綴直し 

･長崎先民伝(坤冊) ��ﾟｲ�蘇 �+ﾈ+R�

･西遊旅言草 店ﾟｹ�2�蘇 儖ｩ+ﾈ+R�

･地球全図略説 ��ﾟｹ�2�蘇 途y+ﾈ+R�

･和蘭陀国談.おらんだ俗語 ��ﾟｹ�2�蘇 �+ﾈ+R�

･万国略説 �8ﾟｸ�r�糸 都y+ﾈ+R�

･万国略説 �8ﾟｹ�2�蘇 ��ﾙ+ﾈ+R�

･六物新志 �(ﾟｸ�r�糸 都y+ﾈ+R�

･一角纂考 ��ﾟｸ�r�糸 �&�+ﾈ+R�
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作者 俥ﾉV冖ﾂ�員数 竸(�2�
･雲遊文蔚 店ﾟｸ�r�糸綴直し 

･ひとり発句 ��ﾟｸ�r�糸綴直し 

･蘭国通覧(第-.四) �(ﾟｲ�糸 �5�+ﾈ+R�

･紅毛雑話 店ﾟｹ�2�糸 从)+ﾈ+R�

･紅毛雑話(第四.五) �(ﾟｲ�糸 俐Y+ﾈ+R�

･万国新話(第二.≡) �(ﾟｲ�糸 俐Y+ﾈ+R�

ー万国新話(第五) ��ﾟｲ�糸 �6ｹ+ﾈ+R�

･鳶録 �8ﾟｹ�2�糸 俐Y+ﾈ+R�

･EI本名山図会(第-.ニ) �(ﾟｲ�糸 �&�+ﾈ+R�

･新撰名山勝概図(第二) ��ﾟｲ�糸 �&�+ﾈ+R�

･白川古事考 ��ﾟｸ�r�糸 都y+ﾈ+R�

･茅窓漫録(第-) ��ﾟｲ�蘇 ��ﾉ+ﾈ+R�

･柳斎松嶋紀行 ��ﾟｸ�r�蘇 ��ﾉ+ﾈ+R�

･列儒図賛 �8ﾟｸ�r�糸 ��ﾉ+ﾈ+R�

･金維医談 ��ﾟｸ�r�糸 俐Y+ﾈ+R�

･南村乃夢(第一) ��ﾟｲ�同株コハゼ直し 

･天狗通(第二) ��ﾟｲ�同株コハゼ直し 

･訓蒙国衆(第二､三､五-七) 店ﾟｲ�同幌コハゼ直し 

･訓蒙図桑大成(第-,二､七､十) 滴ﾟｲ�同帳コハゼ直し 

一世界七不思議(栄-) ��ﾟｲ�同帳コハゼ直し 

･北斎漫画.前編 ��険コハゼ直し 

一北斎漫画.後編(第七､十一) �(ﾟｲ�同険コハゼ直し 

･山海名産図会(第一-四) 滴ﾟｲ�同幌コハゼ直し 

･唐土名勝図会(第二､五) �(ﾟｲ�同幌コハゼ直し 

(筏井家旧蔵書) 茶S�ﾟｲ�� 
･新考日食法 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･文化二年乙丑二十四気七十二候土用事朔弦望交食紫案細草 ��ﾟｲ�蘇 ��ﾙ+ﾈ+R�
･[世界地名経緯度表] 店ﾟｲ�糸 ��ﾙ+ﾈ+R�

･文化元年甲子六月十六El突酉月食細草稿 ��ﾟｲ�蘇 儖ｩ+ﾈ+R�

･消長法 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･享和二壬成二月望推順天府実望実時El随月経細草 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･日月並行細草 ��ﾟｲ�糸織直し 

･東都節季各時鐘太陽距天頂及地平日昼上時刻距午度和革 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･[E]月食推算研究ノ-ト] ��ﾟｲ�糸桜直し 

･[享和4年甲子暦稿] ��ﾟｲ�糸桜直し 

･寛政六年甲寅十二月E]食本術 ��ﾟｲ�糸 ��ﾙ'X+R�

･文化五戊辰九月望食十月朔食江都之諸数 ��ﾟｲ�蘇 俐Y+ﾈ+R�

･日月平行 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･推E]食法丙辰 ��ﾟｲ�糸綴直し 

[晴代暦法及び天文制度] ��ﾟｲ�糸綴直し 
･局題類集 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･三斜中遂円 ��ﾟｲ�糸 ��ﾙ+ﾈ+R�

[稚題] ��ﾟｲ�糸 儖ｩ+ﾈ+R�
･拾磯分乗 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･拾磯変数 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･拾磯約術 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･逐作類集 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･歩天歌 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･西歩天歌 ��ﾟｲ�糸桜直し 

･日纏暦指一巻 ��ﾟｲ�糸綴直し 

･地理測量 �8ﾟｲ�蘇 佩ﾉ+ﾈ+R�

･御製暦象考成下縮 嶋ﾟｲ�糸 ��ﾙ+ﾈ+R�

･御製暦象考成後編 �(ﾟｲ�蘇 ��ﾙ+ﾈ+R�

･球頼通考初編久保EEl氏解 ��ﾟｲ�蘇 ��+ﾈ+R�

･算法考州円内交斜容円術 ��ﾟｲ�蘇 俤�+ﾈ+R�

･算法考州三斜之三円術 ��ﾟｲ�糸 ��ﾙ+ﾈ+R�

･算法助術円理括発解 ��ﾟｲ�糸 ��ﾙ+ﾈ+R�

･続算学′｣､笠解 ��ﾟｲ�糸 儖ｩ+ﾈ+R�

･宇宙堂測円初門補 ��ﾟｲ�糸 ��+ﾈ+R�

･算法考川 ��ﾟｲ�蘇 都9+ﾈ+R�

･円理称平術後編 ��ﾟｲ�糸 俐Y+ﾈ+R�

･探険算法附録解 ��ﾟｲ�糸 俐Y+ﾈ+R�
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作者 ��作品名 ��xﾞﾉD��員数 竸(�2�

昇外義 ��｢風景｣ ��1点 冏ｸ鑛^"�伜�自�H�"隗ｩ�R�

川西英 冦鵜X枌�ハムレット ���#��1枚 冖8褸7b��4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�少女 ���#��1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�湊川公園 ���3��1枚 ��消変ブックマウント(半切) 

川西英 冦鵜X枌�ミス.コウベ(後摺) ���3��1枚 ��､酸ブックマウント(半切) 

川西英 冦鵜X枌�曲馬天幕裏 ���3B�1枚 ��消変ブックマウント(半切) 

川西英 冦鵜X枌�大阪城 ���3B�1枚 ��､酸ブックマウント(半切) 

川西英 冦鵜X枌�室内洋燈 ���3R�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�潮岬 ���3��1枚 ��酒変プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�雪積小村 ��鼎��1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�山村(大山寺村) ��鼎��1枚 ��消変プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�スイートピー ��鼎2�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�茶事秋色(桂離宮松琴 ��鼎B�1枚 ��消変プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�喬扱(茂木写生赤絵壷) ��鉄��1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�神戸菅山 ��鉄��1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�六甲山 ��鉄��1枚 ��.酸ブ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�インコ ��鉄R�1枚 ��.酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�菊(障子の背景) ��鉄b�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�蓄積と壷 ��鉄b�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�パンン- ��鉄r�1枚 ��､酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�神戸風景(パンジー) ��鉄r�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�室内静物 ��鉄��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�航海 ��鉄��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�シンフォニー ��鉄��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�観光船 ��田��1枚 ��酸ブ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�茶亭(大徳寺) ��田2�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r卯ﾉ�ｒ�

川西英 冦鵜X枌�軽業 ���3��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�支那人形 ���3��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�黄色い家 ���3"�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�ダンスホール ���3"�1枚 ��酸ブックマウント(小全紙) 

川西英 冦鵜X枌�お蝶夫人第一幕 ���32�1枚 ��酸ブックマウント(小全紙) 

川西英 冦鵜X枌�お味夫人第二幕 ���32�1枚 ��酸ブックマウント(小全紙) 

川西英 冦鵜X枌�カルメン第一幕 ���32�1枚 ��酸ブックマウント(小全紙) 

川西英 冦鵜X枌�カルメン第二幕 ���32�1枚 ��酸ブックマウント(小全紙) 

川西英 冦鵜X枌�カルメン第三幕 ���32�1枚 ��酸ブックマウント(′ト全紙) 

川西英 冦鵜X枌�カルメン第四幕 ���32�1枚 ��酸ブックマウント(小全紙) 

川西英 冦鵜X枌�裸体 ���3R�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�山道 ���3b�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�庭の雪 ��鼎R�1枚 ��酸ブ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�室内コスモス ��鼎r�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�落日干汐(高砂) ��鼎��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�瀬戸内海朝陽 ��鼎��1枚 ��酸ブ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�元町初夏 ��鼎��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�牡丹(九谷瓢壷) ��鉄��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�池(別府不老固) ��鉄B�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�初秋庭園 ��鉄r�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�すだれの庭 ��鉄r�1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�画室 ��鉄��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r淫ﾉ�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�秋篠川 ��鉄��1枚 ��酸ブ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�梅日和室津浄蓮寺の庭 ��田��1枚 ��醸ブ �4�7ﾘ4X986r��ﾈ6y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�ファウスト五幕 ���3B�1枚 ��酸ブ �4�7ﾘ4X986r��Y�8鐫��

川西英 冦鵜X枌�池長孟氏肖像習作ほか ��鼎��1枚 ��酸プ �4�7ﾘ4X986r��Y�8鐫��

Jrr西英 冦鵜X枌�管弦楽(楽器) ��鉄2�1枚 ��酸ブックマウント(910×725) 

神原浩 �;ｩLX枌�銀汀 ���3r�1枚 乂ｩ�R�

神原浩 �;ｩLX枌�神戸岩井商会 ��鼎�ﾓc�D��8ﾚ��1枚 乂ｩ�R�

神原浩 �;ｩLX枌�田際詩趣 ���3�D��8ﾎ9Kﾈﾚ��1枚 乂ｩ^(�2�
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4.資料の特別利用

(1)館外貸出

貸出先く会場) �5yyx檠kﾂ�会某月 �5��B�資料名 

興協会(神戸海洋 博物館) 做9'｢�15.4.1- 16.3.31 ���ブロンズ製平清盛坐像(西村公朝) 

武雄市教育委員会 ��15.4.4- 途�有馬景勝図諸国温泉効能鑑(小)稲野笹有馬小鑑摂 
5.25 剌B有馬湯女滑稽有馬紀行有馬温泉入場遊覧電車往復券 

神戸有馬電鉄沿線名所園 

15.4.22- ��"�池長孟氏輯影16ミリカラーフィルム(No.85-92､94- 

究(複製) 釘�#2�涛r��

物館 ��15.4.26- 6.15 ��� 

京都造形芸術大学 ��15.4.28- �2�朝鮮通信使来朝図(羽川藤永)朝鮮人渡海船之図朝鮮 
5.25 � 

15.5.2- 5.ll �"� 

15.6.7- 7.6 ���京都一覧図画(五雲亭貞秀) 

15.6.24- ���� 

づくり日本一 唐�3���.�,ﾈ+ﾈ*ｸｮ�ｻ竕+ﾈ雕��)yi�兀xﾆ��ﾘｪｩWB�,ﾈ+ﾈ*ｸｮ�ｻ���+ﾈ雕��(ﾏｹ�h卿ｮ�ｻ雕ｹWB�育�L(ﾅ�?ｩgｹ�ﾙWHﾋ�Oxｻ��ﾌ��ｸｬ���ﾘｴﾉ�}�*�.x/�+�-�*(,H*H�)yi���H鰮6駘B��ｸｼ俤y;ｩLX枴*8ﾏ��?��8ﾋｨ��;�凉i��]刎b�

栃木市教育委員会 (とちぎ蔵の街美 術館) �.(-ﾈ/��15.7.15- 9.7 ���婦人職人分類ぴぃどろ師(喜多川歌麿) 

15.7.17- 澱�東アジア図(1522年)東インド諸島園(1570年)夕ル 

8.31 剽[リア園(1570年)チ.ヨ-デアジア図(1593年)オ 

19 ��$(,ﾉu阡X��nXﾞ)8ﾈ蕀,8ﾍﾉ�*�+8,ｸｮ(鯖Kﾈ賈�*ﾘ+x,ﾉwB��9�ﾈｶYEh�Z)�h+X*ﾘ,ﾙ��x�,H-ﾘ.i���(,�.��ﾙ68,ﾉ��,ﾈﾚhｨｲ�,ﾉwJ8ﾍﾉ�9mｩцﾖﾈｹ倡Hﾖｩ��ﾞ)8ﾉTh蕀�ﾙ依8*�,(.�.ｸ*ﾘ.ｲ���岑.碓h�9�ﾘﾊ����X*�+ﾘ.碓h�9�ﾘﾊ���?�o��i69G韜�儖h�2��ﾘﾊ���}ﾘ.H*H+�/�u9D��9�ﾄTVﾈ�kｨ*�.�*ｲ���8慄�ﾈ���.R俾囘I�Y�8��6韶�=��扞nﾉ�ｩEI�x顗��6阡x�(�ﾞﾉ(ﾂ�ｭH蓼��*旭(,ﾉe9~ﾈﾞ)8ﾉTh蕀�j�$ｨ堅嚢��nY]�圸�ﾘﾛh��nR�揵Zx揵[ﾙe9~ﾈﾞ)�儺h蕀�ﾛ):�u駘雜xﾞ)8ﾉTh蕀����8蔗��8慄�ﾉdﾈﾙ��*旭(,ﾘ-8+�/�Oh�8ｶXﾍﾉ�嫌�靫穎YKH蓼���u駘齏YOh�8ｶXﾍﾉ�wh���6雜y68,ﾈ晴��79+�,ﾈ*�+X,9nﾉZ｢�U�,ﾈ-�*H+�/�d�､Yeh-�*H+�/�岔YHﾅ(�d�､Yeh-�*H+�/�屬�YHﾅ(�m��ﾘ･�;刔ｨ�ｾ8遥Ei>�岔�ｩdｹJｨ�･�����8慄�ﾂ�ﾙ�db���i�ｨ,ﾉu阡X4ynX鉑gｸﾔｸ賈��eｸ*�+8,ｸｮ(鯖Kﾈ貭�=�慄�ﾉdﾈﾙ�傅ﾈﾟ僞i_ｹDﾈ,ﾉ�萎)8ﾉTh蕀�u)�ﾙm�,ﾈﾏi$"�ti�y�8ﾞ)gｸﾙ�nﾙ8ﾈ､9;佻ﾈ�蓼鴿Eh*H+�7伜(-8.����Y;仞��Eh�ｨﾎ8���6颯ﾉEh欹�)�ｩ69Eh�I(皐ﾊ�Jｩ�)�ｩEｸ���)YI]ｲ�kﾈ憙��ﾞ位����ﾙ68*ﾘ+�,ﾉwI�Y$ｩth嚢4ynZ)�h+X*ﾘ,ﾙ��,ｲ�x�,Hﾊ�.h*(,(-ﾘ,�.��ﾙ68,ﾈ.�.�,ﾈ*H.x-ﾘ*ﾘ+�,ﾉwJ9u阡R���nY(i�ｩY�X*�+8,ｸﾞ)8ﾉ�驟�8ﾈ､9;佻ﾈ�蓼鵁圷ﾞ吋ﾉ��,ﾂ�殃Oh�9G靫ｸ朱wIEh�ﾞ)8ﾈ蓼68ﾍﾉ�*H+x捧~ﾉOh�8ｶXﾍﾉ�m��ｻI�h,ﾈ晥[h鬪(ｵ8ｨｸ.)<ﾘ*�+X/�訷,ﾙzｨ,ﾈ�:8������ﾎ�冾�,ﾈｧﾘ�9�ﾉ��68鵁�(�ﾍﾉ[ﾙ��(i�ｨｪ囲ﾉ����9dﾈﾋHﾙ����15.7.19- 8.31 

の世はきつとある- ��R繧��ﾒ�ゅ3��1 �5hｾy��Txｭ9.����

15.8.2- ��共楽美術館模型(参考資料) 

オークラ東京 �8ﾈ4�5h8�92�8.28 ��

15.8.5- 唐�吹きガラス仙蓋瓶グラヴエール紋章文付大杯緑色角瓶 
9.21 � 

彩植物文酒器揃金彩草花文栓付角瓶金彩装飾文脚付杯 
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15.8.8- �3ｈ*B�阿蘭陀入船固阿蘭陀船園阿蘭陀人唆噌肥黒妨HOL 

(JejuNationa1 �3S��D雍ﾉD��､2�10.12 �+��ﾖﾂ�LANDERE]本(シ-ボルト)長崎港図(川原慶賀 

Museum) ��倬�{����複製)連合東インド会社遭船所職員の行進図(J.H.ト ロツプ)アムステルダム連合東インド会社倉庫と造船所 (I,A.デルゼンバッハ)オランダ商船図(∫.フアルテ ンバッハ)メルカトル.ホンデイウスE]本国ヤンソン 日本国ヤンソン日本エゾ囲ダネアジア園染付牡丹に 宝尽し文手付水注(ヴイテレ-ウ号積載)染付芙蓉手水 愈文皿(ヴイテレ-ウ号積載)染付魚藻文小碗(ヴイテ レ-ウ号積載)塩粕手付水注(ヴイテレ-ウ号穂載) ピューク-皿(ヴイテレ-ウ号積載)染付芙蓉手挿花に 蝶文大皿(南シナ海引き掛ヂ)染付芙蓉手水禽文大皿 染付芙蓉手樹下人物文大皿染付芙蓉手押花文大皿染付 芙蓉手花鳥文V.0.C.マーク入り大皿毅付芙蓉手花鳥文 V.0.C.マーク入り大皿染付婦女造遥文皿色絵婦女起 遥文皿染付婦女避遥文皿色絵婦女進退文皿染付遠眼 鏡に阿蘭陀人文皿金唐草望遠鏡OIC文字入り真鈷コン パスピユ-タ-製スプーンⅠHD文字入りピューター ク入りクレーパイプボウルV.0,C,マーク刻印の本V. 0.C.マークの刻まれた両刀剣V.0.C.マーク入り小型 艦載砲 

落博物館 �(4ｨ8ｸ6�8X4�,ﾘ,(,b�.�8､ｨｭ亢ﾉD��b�,ﾈﾚ��ﾂ�15,9.2- 9.15 ���伝讃岐出土銅鐸(複製) 

福岡市博物館 �6�88486�5�4X995r��15.9.6- ����蛇蹄磯方長崎港(無題)長崎唐寺唐人参詣之図唐錯 
もうひとつの日本史 ����#b�傚�eｹEi�ﾙ8(ｭ兀H夐Ed&ﾉ8)�ﾉ�ﾈ��6ﾙ�ﾙ8(���ﾈ��雇8"�
-博多.那覇.長崎 劔�ﾈ劦w�8)�ﾉ�H涅.�5hﾔ��竸ｩ?ﾈ鮖�ﾙ8)�ﾉ�Ivｹ�ﾒ���9+r�

崎版画)摂州神戸海岸繁栄囲(長谷川小信)居留地西 側の境界(C.B.バーナード)兵庫神戸実測三千分箇之 縮図イラストレイテッド.ロンドンニュースマッチラ ベル明治初期の雑居海岸(絵図)神戸写真帳実業須 知神戸居留地の下水道管 

庫にみる ��R纈��2ﾒ�������1 冰竟9Y9�ｨ��ｬり�坙&ﾘ�ﾝiTﾘ畔飃���

鉄道と絵画 ��R纈�#�ﾒ�13 俥9��&陋ｩ58,ﾈ.�,靼(愡�ﾈ�)wｩ6I59[ｨﾌ做�5�俥8ｷﾘ��
10.26/15.1 剽^(以上神戸百景川西英仝会場)西京神戸之間鉄道 

法人ひろしま美術 �1.1-12.23 刳J業庶民拝見之図(三代歌川広重)福嶋中佐着車之図(梶 
/16.1.6- 剴ｰ小国政)(以上ひろしま)/亜墨利加蒸気車高輪鉄道 

鰭.福岡市美術館 �2.8 剩V国(月岡芳年.年延)横浜海岸鉄道蒸気車図(三代歌 
･株式会社西日本 劔川広重)大日本鉄道発車之図(東洲勝月)(以上栃木) 

/高輪鉄道蒸気車之全図(昇斎-景)東京汐留鉄道蒸気 
車通行園(二代歌川Bl輝)鉄道停車場(歌川国保)(以 

術飴) 劔上福岡) 

尼崎市教育委員会 (尼崎市立田能資 料館) 冢ﾙ�h,ﾈ､2�15924-1 �"�桜ケ丘5号銅鐸(模造品)赤穂ノ浦遺跡出土銅鐸鋳型(複 製) 
1.9 

財団法人東日本鉄 ��15.9.27- 途�阿蘭陀フランスカノ伽藍図(歌川豊春)阿蘭陀風俗園(松 
ルドと現代 免ﾂ纈�儖h��"��iL(�)yi�况ﾘ柯�)xYF(�)���ﾈｹ�����ﾈﾆ�枌���

上歌川国長)浮絵紅毛フランカイノ湊万里鎧響囲(歌川 
ラリー) 劔豊春)紅毛伝法あらひこ(斉藤月琴)風流さや絵(敬 川芳虎) 

鹿児島県歴史資料 ��15.10.3- 迭�神戸海軍操練所の鬼瓦神戸海軍操練所絵図満次郎漂流 
センター寮明館 冤l.3 刹L天保LLJ魯船図山崎合戦官軍大勝利之囲 

館 �+ﾘ+��15.10.3- ll.16 ��� 

和泉市久保惣記念 美術館 �*�*�.�,ﾉ��譴ﾒ�15.10.5- ll.24 �"� 

15.10.4- ��2�微風電車の通る街銭湯街黄色い家菊曲芸 
12.7 刄qツポ.ドローム(以上川西英)市電線路鯉川筋神戸 

年時代 劍枴�ｸﾈ哩*ﾉYxﾆ丶8ｭﾙ,ｨ蓼ｷｹYxﾆ宙決�9¥ｨ鋹H韜���

7 �8ﾈ､9;們ｩ�靉ﾈ�蓼踊�ﾆ仍�78自yy�ﾘ枴�Xﾞ)kﾈ�自yr�8ﾈ､9;倅i��;ｹEhﾆ價�ﾚｨ�)W域ﾘﾊ兌ﾘﾗIuiyx���8ﾆ僞i�ﾒ�
r五票亭貞秀』 ��R���紕ﾒ�ﾆﾂ��b�

徳島市教育委員会 ��15.10.8- ��"�桜ケ丘1号銅鐸(複製)泊銅鐸(複製)気比1号銅鐸 
ll.24 �(複製)気比3号銅鐸(複製)気比4号銅鐸(複製) 

料館) 劔桜ケ丘2号銅鐸(複数)桜ケ丘4号銅鐸(複製)桜 ケ丘5号銅鐸(複製)桜ケ丘6号銅鐸(複製)絵画銅 鐸(複製伝香川県内出土)銅鐸鋳型(東奈良遺跡出土) 銅鐸鋳型(複製唐古,鍵遺跡出土) 
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鰭 ��1 1 ���貳ﾂﾒ���1 ��

1 ���貳ﾂﾒ�1 ��

1 偵#B�

1 ���貳ﾂﾒ�17 ��

ll.24 劔�ﾈﾘ�.��-�ｨｷI[ﾘ彿x��乖�ﾋI:ﾙ�ﾘﾜｸﾝﾂ馭ﾘ�ｹ�ｹh�>�z���i69��,x訷ﾋ兌ﾙ�Xﾘy�ﾒ�ﾉ�ﾈﾙ�db兀�I6��歟�甑Ei�ﾒ葵ｸ�ﾉfｸ荒�h���ﾉ�i�y���ﾙ�Y��ﾙ���nﾂ�

15.10.ll- �9 ��

夕- �.�)�R�ll.24 劔;�､xｪｨ�?�瓜��ｲ兀�I6��殄甑Eh��以陏ｩdiD竰�gｹ*ﾉI�夐��ﾍﾉ�L"冲ﾉF霹傚��ﾙtﾉF餾xﾆ丶ywH���

姫路文学館 ��15.10.17- �5 ��

ll.30 劍細6中VVu�Hﾆ俔�,f�&僥�ﾅ9�Hﾘh�Oｩe鋳&�����

15.10.18- �4(うち 坪,ﾉ$｢陏�8xﾘy�ﾙ�ﾘﾝ)Yx夐8xﾘy�ﾘ��ﾝ)Yx揵=i�r�
ll.24 剽ｿ1) ��

15.10.21- �7 �>ﾉM胃)Yr��hｴｲ俑9v�iﾈﾙ��9�ﾘﾝ)YtUﾙgｹ&靂Xﾝ"�

(TheArtofOribe ��b��貳ﾂ�� 

美術館) �7X而GW&R��劍��6X4(5ｨ8�?ｩgｹ�ﾙ>ﾉM��ﾈ�､y[iJ��

5 亢9d2異�ti:�[ｨ��兒ﾉ�Xｮﾙ�駢ｨ腰ﾆ��ﾒ�(h堅���

がる世界- 劔那)月輪真形図(中伊三郎)窺天鏡 

15.10.25- �5 ��

知県陶磁資料館 ��ll.30/15. 剪�

文様- ��"綯ﾓ�b�������剽ﾎ粕E]本地図脚付角鉢唐土訓読図額 

巾■→L-∴車 ��15.10.25- 12.7 �2 ��(､Yiﾈﾙ�?ｩgｸ8��丶8�9z)�H唏���ﾉZ��ﾘｪ�i�hｪyv��&��9�ﾘｪ��

15 免ﾂ��ﾒ�13(1点 ��

見世物 ��"��B��,ﾘ��ﾖﾂ���{��乾烏与各駅園(窪田雪鷹)騒配園(窪田雪鷹) 彊業表望雷集貨去占交.驚%Ai雷漂若)近)覗glFikPhan((檀 製参考資料) 

円山応挙 ��R貳ﾂ�2ﾒ�釘� 

12.14′16. 劍�9Y�8r艇ｹ騙ﾈｷ�-�(hﾙ�Yxﾆ舒�ｻ隍y+ﾈ雕�,ﾈ+ﾈ*ｲ�

日本放送協会(福島県立 博物館) �2.3-3.21 剪�

倉敷市立美術館 ��15 12 免ﾂ繧ﾒ�#��2 儘ﾉOi�YX9(8壺域僥靱ﾘｫ�ｪ乂yn佝��ﾒ���UﾘｶyTb��

兵庫県立美術館 �(枴�8/�-�*�.俥ﾂ�15 免ﾂ�#�ﾒ�10 ��

家たち ��b�"�#��� 

東京都江戸東京博物館. ��15.ll.29- 凵� 儻9DY')�ﾒ域僥靱ﾘｫ����8ﾕﾘﾌｹH竰�>ﾉfｸ4�8�8｢�
16.1.18/1 剪�

6.2.14-3. 劔>�魲俟ym�樣X��餽厩ﾒ�8ｸ987H484X5ｘﾖym�(��

21 剪�

江戸東京博物館/東北歴 劔忠~冦姻I�ﾒ宙決�98ﾉfｲ艇8��ｸ8ﾘ6(7��ｹKﾘ��,ﾂ�
史博物館) 劔�+ﾈ*ｸｮ�ｻ��YWIvﾙ[h鬨,倩(��雇�X轌�ﾉvﾙWy�ﾈ股����3(檍�｢��

長崎市立博物館 ��16.1.13- �7 �依8自m����iO��ﾈ�(ﾋ9Gｸｵ(�)�ﾂ���8ｮﾉ�ﾙ+y[｢�
2.15 劍��乖h��xXｫ��ﾒ�,(ﾊｲ�$)h��ﾒ旭ﾉ�ﾘﾋ8ｴｲ��

ひようご美術館連携事業 ��16.1.17- �3 �')+yOﾈ��ｭ�+y�ﾂ��ﾄｪH児|y[ﾒ侏8ｸ��&�,ﾈ甑�ﾈｭ宙ﾋ2�
2.22/16.2. 劔�ﾈｪﾙ,9Oﾂ儻y�ﾉ�ﾂ異X*(6�8ﾈ5Хeﾙ�ｨﾔiEh���

土資料館) ��28-3.21 

読売書法会(東京銀座画 ��16.2.3-2. 8 �3 �,�,X+X+�ﾘ)�佇���截���8��8ﾉ�仭2��
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(2)特別利用

1.館外貸出

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

6 鼎��55 �#s��

7 �#��36 �#���

8 �3b�47 鼎#��

9 鉄2�59 �3���

10 鼎R�55 ��ﾃ�3b�

年度 佇��B�貸出先 ��ﾘ�5��B�

ll 鼎r�58 鼎釘�

12 �3R�39 鼎s2�

13 �3"�33 �#S��

14 �3b�42 �#3B�

15 鼎R�51 �3�R�

昭和57-平成4年度 �5年度 �6年度 �7年度 

許可件数 剴2ﾃ�3��b�鉄sB�鼎����3cb�

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �382 �2ﾃ�S��42 �#sr�24 �#3"�ll ��c��

模造 �35 鉄��4 迭�2 釘�2 �"�

梶 影 �h柯6X8ﾈ7"�299 ��ﾃ����51 �##��27 ��C��4 湯�

写真 鼎C2�2,963 鼎B�198 �#R�169 免ﾂ�109 

掲載許可 �2,852 途ﾃcヲ�367 都Cr�272 鉄c��314 都���

原版使用 �2,118 澱ﾃssB�312 塔s��181 鼎澱�195 鼎���

紙焼付与 �296 ��ﾃC���27 塔2�21 �#cR�8 ��R�

その他 �209 涛sr�74 �#cR�47 �����21 塔b�

合計 �6,634 �#Bﾃ�#2�921 �"ﾃc�2�599 ��ﾃ都R�566 ��ﾃSs��

8年度 �9年度 �10年度 �11年度 

許可件数 剴Cs��鼎ッ�鉄#R�田S��

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�点数 
熟覧 �33 ���"�41 �3�B�44 �#SB�41 涛c2�

模造 �1 ���0 ���2 �2�2 �"�

撮 影 �h柯6X8ﾈ7"�13 �3��14 鼎R�10 都��10 鼎"�

写真 �3��155 �#2�110 �3��229 �3��383 

掲載許可 �368 ��ﾃ�C��380 涛ビ�517 涛#��470 ��ﾃ#�R�

原版使用 �229 塔�r�276 塔3��288 塔�B�326 涛c��

紙焼付与 �9 �����12 都R�17 ��迭�14 鼎R�

その他 �56 ��Cr�52 �##b�42 ��S��71 ��ﾃC#��

合計 �739 �"ﾃCcB�798 �"ﾃSs��950 �"ﾃc3r�973 迭ﾃ�3r�

12年度 �13年度 �14年度 �15年度 

許可件数 剴c�b�田���鉄ビ�田C��

餐 料 内 釈 ��佇��B�点数 佇��B�点数 佇��B�有数 佇��B�点数 
熟覧 �48 鉄�"�61 田���71 田cb�57 田3R�

模造 �3 唐�2 �"�2 釘�1 �2�

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

写真 鼎��374 鼎r�423 鉄r�544 鉄B�740 

掲載許可 �475 ��ﾃ�#��481 ��ﾃ�cR�469 ��ﾃ��"�503 ��ﾃSCb�

原版使用 �338 塔�r�320 涛3"�283 都�"�331 涛湯�

紙焼付与 �17 鼎��10 都b�15 涛R�10 �3��

その他 �52 �#C��65 �#���38 ��cb�58 鼎3"�

合計 �987 �2ﾃ�Sr�1,008 �2ﾃCc"�940 �2ﾃ3sR�1,025 釘ﾃC�b�

※の件数は昭和60年度以降
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ぐr) 剪�N tj �7#��LD CYl N � 
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～ ����,ﾂ�CYl ��ﾈ�ﾒ�ﾒ�ｪ2�CY') ��#ﾘ6r�
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Ln �5鳴��r�tJyT cO 披���Uつ α ����の O7 ����,ﾂ�亡ー 03 

N ��LD �4���+ZB�m ��8��"�

二ト < 版B��B�oく⊃ 冉ﾒﾒ�e8�ｲ���ﾒ�～ �7韮�

･.千 舒��01 寸 ���ﾒ�(=) LL? 白�⊂⊃ 冉ﾒﾒ�5�2�I- ⊂⊃ 

ニ】 ��⊂⊃ ��～ ����亡ー ��

LL) の 板�,"�ﾄB�の 塘ﾂ�����

さト 着��ﾒ�e8�ｲ�U⊃ こ1ニ 犯��6��く_Q 亡ー �6��*ﾕ��〇〇 ��2�Lr⊃ 
LD ��8����∝⊃ �,ﾂ�Ln ��&H爾�し~ �4��

諾芯 披� �+W���咤���α N 册8�ｲ�e2ﾒ�CY') cO 寸 

> 也 俚��蛸 ��ｲ��h�"�喋 ������缶 倆B�嘩 

<N 之��贅�辛 佰ｹ(b�2�感 軸 剋ｲ 佰ｸ�8+��2�
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日　　　誌

平成15年(2月8日)　特別展｢神戸市立博物館開館20周年記念　ティト･ブリテン発世界巡回展　ウイクトリ

アン･ヌード　ー19世紀英国のモラルと芸術｣開催(～5/5)　観覧者数64,489名

4月1日　　ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち展｣開催(-5/22)

4月12日　　特別展　スライド解説会　参加者90名

4月15日　　『博物館だより』 NQ80発行

5月1日　　杉田文夫館長､石山靖男副館長就任

5月10日　　こうべ歴史たんけん隊｢東灘区内の西国街道を歩く｣　参加者11名

5月18日　　｢国際博物館の日｣により入館無料

5月24日　　企画展｢山と海の古地図展｣ ｢新収蔵品展｣開催　ト7/6)

ギャラリー｢浮世絵の中の神戸-太平記を中心として～｣開催(-7/17)

企画展｢山と梅の古地図展｣スライド解説会　参加者10名

第9回ジュニアミュージアム講座(1回目)

｢江戸時代のペーパークラフト　立版古に挑戦!｣　参加者1名

5月27日　　｢トライやるウイーク｣の受入　山田中学校3名　ト5/30)

5月29日　　｢トライやるウイーク｣の受入　西神中学校2名(-5/30)

5月31日　　ギャラリー｢浮世絵の中の神戸｣スライド解説会　参加者5名

6月3日　　｢トライやるウイーク｣の受入　駒ケ林中学校3名　ト6/6)

6月7日　　第9回ジュニアミュージアム講座(2匝Ⅰ目)

｢江戸時代のイラストなぞなぞ　｢判じ絵｣の世界｣　参加者8名

6月10E]　｢トライやるウイーク｣の受入　御影中学校2名､高倉中学校2名､須磨北中学校2名､

井吹台中学校2名､歌敷山中学校1名､竜が台中学校1名(-6/13)

6月12E]　第8回ミュージアム講座1回目｢古地図に見る『山』と　F海』｣　参加者119名

6月14日　　企画展｢山と海の古地図展｣スライド解説会　参加者19名

6月21日　　第9回ジュニアミュージアム講座(3回目)

｢江戸時代の人生ゲーム　双六あそび｣　参加者7名

ギャラリ- ｢浮世絵の中の神戸｣スライド解説会　参加者5名

7月1日　　『博物館だより』 NQ81発行

7月10日　　第8回ミュージアム講座　2回目｢神戸の考古学｣　参加者113名

7月19日　　特別展｢南蛮堂コレクションと池長孟｣開催(-8/31)　観覧者数10,099名

ギャラリー｢山下摩起展｣開催(-9/4)

特別展　モノクロフイルム上映会　参加者16名

7月26E]　特別展　モノクロフイルム上映会　参加者37名

7月29日　　博物館実習生受入(丑7月29日-8月2日　8校11名

(参8月19日-　　23E] 8校13名

(丑8月26日-　　30日　9校14名

7月30日　　土器づくり教室開催

土器成形A斑　参加者10名

7月31日　　土器成形B班　参加者10名

8月12日　　土器焼成　参加者20名

8月18日　　作品展示　参加者15名(8/19-8/30展示)

8月2日　　特別展　記念講演会(勝盛学芸員) ｢パトロンとしての池長孟｣　参加者65名

8月9日　　特別展　モノクロフイルム上映会　参加者48名

8月16日　　特別展　モノクロフイルム上映会　参加者36名

8月21日　　第8匝】ミュージアム講座　3回目

｢池長孟･南蛮堂コレクションの軌跡｣　参加者105名

8月23日　　特別展　記念講演会(成揮学芸員) ｢化して南蛮の鬼となった男｣　参加者117名

8月30日　　特別展　モノクロフイルム上映会　参加者119名

9月6日　　企画展｢古地図に見る｢日本｣展｣ ｢東西交流の美術展｣ ｢深山龍洞･かな書の美展｣開

催(-10/19)

ギャラリ- ｢神戸の書｣開催(-10/30)

9月11日　　第8回ミュージアム講rJf　4B]目　｢東西交流美術史入門｣　参加者95名

9月13日　　企画展｢東西交流の美術展｣ギャラリートーク　参加者4名

9月20日　　企画展｢古地図に見る｢日本｣展｣ギャラリートーク　参加者18名

9月23日　　｢こうベキノズふるさと学｣ステージ1

トライ&リサーチTHE農村歌舞伎(1匝Ⅰ目)　参加者27名
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10月1日　　『博物館だより』 NQ82発行

第20期インフォメーション･スタッフ着任

10月4日　　企画展｢古地図に見る｢日本｣展｣ギャラリートーク　参加者10名

｢こうベキッズふるさと学｣ステージユ

トライ&リサーチTHE農村歌舞伎(2匝旧)　参加者20名

10月9日　　第8E]ミュージアム講座　5回日　｢神戸の中世をたずねて｣　参加者108名

10月11日　　企画展｢東西交流の美術展｣ギャラリートーク　参加者4名

博物館たんけん隊　参加者50名

11月1日　　特別展｢描かれた音楽一酉洋楽器と出会った日本絵画一｣開催　(-12/25)

観覧者数12, 536名

ギャラリー｢神戸ゆかりの芸術家たち～館蔵の日本画-｣開催　(-H16/1/12)

11月8日　　特別展　ピアノコンサート｢お雇い外国人が見た日本-日本洋楽事始｣

前田健治氏(-ll/9)　参加者92名､ 103名

11月■9日　　｢こうベキッズふるさと学｣ステージ2

ミノション　イン　Hyogo-tsuWalker編集局(1回目)　参加者13名

11月11日　　｢トライやるウイーク｣の受入　鴇台中学校2名､鷹匠中学校2名

高取台中学校2名､小部中学校2名､丸山中学校2名(-ll/14)

11月13E]　第8回ミュージアム講座　6回目　｢西洋音楽事始め｣　参加者104名

11月14日　　神戸市立博物館協議会(15年度第1回)

11月15日　　｢関西文化の日｣により入館無料(～ll/16)

11月18E]　｢トライやるウイーク｣の受入　太田中学校2名　ト11/21)

11月22日　　特別展　弦楽四重奏コンサート｢西洋音楽之楽しみ｣　神戸市室内合奏団

参加者183名

｢こうベキッズふるさと学｣ステージ2

ミノション　イン　Hyogo-tsu Walker病集局(2回目)　参加者14名

11月28日　　第8回神戸ユ00年映画祭｢家族の鮮｣ (-ll/30)　参加者843名

12月1日　　｢トライやるウイーク｣の受入　兵庫中学校6名(-12/4)

12月6日　　｢こうベキッズふるさと学｣ステージ3

まぼろしの神戸人形ものがたり　参加者46令

12月12日　　講座博物館を楽しむ｢神戸の考古学｣ ( 1回目)

｢神戸の考古学　その始まり｣　参加者14名

｢神戸ルミナリエ｣に伴い午後7時まで開館時間延長(-12/25)

12月14日　　｢こうベキッズふるさと学｣ステージ4　いにしえの源平のしらべ　参加者32名

12月19日　　講座博物館を楽しむ｢神戸の考古学｣ (2回日)

｢銅鐸絵画から読み取る弥生時代｣　参加者14名

平成16年1月9日　　講座博物館を楽しむ｢神戸の考古学｣ (3回目) ｢古墳時代の神戸｣参加者14名

1月10日　　第10回ジュニアミュージアム講座(1回日)

｢国宝の秘密にせまる　銅鐸クラフト｣　参加者2名

1月16日　　消防訓練

1月17日　　特別展｢創立250周年記念　大英博物館の至宝展｣開催(-3/28)

観覧者数364, 667名

1月18日　　特別展　記念講演会　大英博物館前日本部長ビクター･ハリス氏

｢大英博物館の250年史｣　参加者157人

1月24日　　こどもワークショノブ｢古代エジプトの知悪｣古代オリエント博物館村治笠子氏

参加者75人　1/25　参加者72人

2月14日　　第10匝】ジュニアミュージアム講座(2回Ej)

｢古代の音色はどんな普　土笛をつくろう｣　参加者17名

2月21E]　こどもワークショップ｢古代エジプトの知恵｣　74人　　3/6　69人

2月27日　　特別展期間中の時間延長　土･日曜日の開館時間を午前9時30分､金･土曜日の閉館時

間を午後7時(入館は6時)に変更

2月28El　　特別展　記念講演会　甲南大学文学部教授　井野瀬久美恵氏

｢博物学の世紀一近代英国の世相･社会-｣　参加者117人

3月2 E]　神戸市立博物館協議会(15年度第2回)

3月4日　　教員のための博物館活用研修　参加者44人

3月13日　　第10回ジュニアミュージアム講座(3回日)

｢君の名前をハンコにすると　策刻に挑戦｣　参加者27名

3月22日　　障害者のための鑑賞会　参加者486人
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予　　　算

(単位　千円)

年度 項目 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ��2�14 ��R�

資料購入費 ���10,000 ���ﾃ����10,000 湯ﾃ����9,000 ��Rﾃ����6,300 澱ﾃ����

資料整理費等 ��2ﾃ3c��22,221 ��津s�"�18,303 ��づs���17,027 ��rﾃ�#r�17,027 ��"ﾃ3S"�

特別展等開催費 �#2ﾃccb�168,146 ���"ﾃS#��89,313 ��cRﾃ��b�81,228 田Rﾃ3�B�123,194 �#"ﾃs���

普及事業費 ��bﾃ��b�19,203 ��津#���21,722 �#�ﾃャ��22,556 ��津c���18,189 ��Rﾃ3#��

光熱水費 �#bﾃcc2�29,623 �#づCCr�28,447 �#づCCr�27,737 �#rﾃs3r�27,737 �#rﾃs3r�

施設管理費等 都rﾃss��86,411 塔rﾃS3��88,605 塔津Sコ�89,585 塔bﾃS���83,147 都�ﾃ#c��

事務費等 �#"ﾃ�c��14,898 ��Bﾃ�釘�13,805 ��2ﾃ�c��12,238 免ﾂﾃ鉄B�ll,955 湯ﾃ��R�

合計 ����ﾃCCB�350,502 �#��ﾃSィ�270,195 �3CBﾃ��R�259,371 �#C2ﾃ�C"�287,549 ��c2ﾃS�"�

博物館協議会

平成15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

中　島　卓　三　神戸市立小学校教育研究会社会科部長(魚崎小学校長)　　　　　　　　(学校教育)

紺　谷　宜　孝　神戸市立中学校教育研究会社会科部長(渚中学校長)

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副理事長

原　　　仁　美　　神戸市婦人団体協議会会長

山　下　深　雪　神戸市PTA協議会前家庭教育専門委員長

酒　井　行　雄　　神戸労働者福祉協議会会長

神　木　哲　男　　奈良県立大学学長

岡　村　道　雄　准立行政法人文化財研究所　奈良文化財研究所平城宮跡発掘調査部長

田　端　泰　子　　京都橘女子大学教授

百　橋　明　穂　　神戸大学文学部教授

奥　平　俊　六　　大阪大学大学院教授

森　田　恒　之　　国立民族学博物館名誉教授

-61-

( ;/ )

( ,, )

(社会教育)

( ,, )

( ,I )

( ,, )

(学識経験)

( ,, )

( ,/ )

( /, )

( ,/ )

( ,, )



名誉館長一館長

長　長　兼長館　　長局

員　誉　　館務

名館　副手

職

副館長

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

俊　夫　夫　男幸　文　和　靖山　田　林　山笹　杉　小　石

昌　尚　安　昭　　　　則一隆　　信　広　　　　善　真本　田　田　下　　　　村　屋岸　舌　福　木　　　　中　間

管理課　　　　管理係

学　主　指　学 係　　主芸　　導

芸

長査事貞

生　子巌典　子幸広　正　嗣　志　子　子　人　毅　晃明　明　　宏　紀一智　泰　勝　連　玲　典　直田　田　木　杯　井　EE　久　　滞　藤　井　盛　山　田　原

木　　　　　　野

麻　園斎松金　小　高　岡成　近　田　勝宮地　壕

〔平成16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

職員の移動

15. 3.31神内良彦(事務局長兼副館長)退職　15, 4. 1小林和夫(副館長兼事務局長)

15. 4. 1三好唯義(学芸係長)転出　　　　　　　　　　　　　　　　　クリーン神戸リサイクル㈱より転入

15. 4.28　前田佳世(学芸課)転出　　　　　15. 4. 1問屋真一(事業係長)小磯記念美術館より転入

15.4.28　藤井太郎(学芸課)転出　　　　　15.4. 1成揮勝嗣(主　　査)昇格

15.4.30　崎山昌贋(副館長)退職　　　　　15.4.28　池田　毅(学芸課)神戸市体育協会より転入

15. 5. 1杉田文夫(館　　長)就任

15. 5. 1石山靖男(副館長)就任
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