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年報第17号をお届けします。
この年報には、2008年度の美術工芸資料館の活動を収録しております。
1981年の美術工芸資料館開館時から資料館で収蔵品の調査・研究、展示活動を担ってこられた竹
内次男先生が2008年3月に定年退官されたため、美術工芸資料館は2008年度からあらたな体制で再
出発をしました。竹内前館長が30年にわたりご尽力された成果を活かしながら、新しい切り口をも
示していければと考えています。
「コレクション展Ⅰ」は、館蔵品の幅の広さと質の高さを同時に示そうという試みで、日本の江
戸時代以前の武具関係、北京五輪にちなんだオリンピック関連ポスター、北欧モダンの椅子、現代
美術家白髪一雄の作品という多様なジャンルの収蔵品を資料館二階の四室に展示しました。ポス
ター史上有名な亀倉雄策の東京オリンピックポスターや江戸時代の甲冑が部屋を飾りました。
秋には「書物を巡る密かなよろこび－エクスリブリスの世界－」を開催しました。この展覧会は
美術工芸資料館が収蔵する13,000点を超えるエクスリブリス（蔵書票）のなかから200点あまりを選
んで展示したものです。一階の第一展示室をヨーロッパの愛書家の書斎に見立てるという展示も試
みました。この展示は博物館実習の一環としても企画したもので、会期終了後に博物館実習受講生
が松ヶ崎小学校の小学生に蔵書票の説明をし、小学生が作ってきた自分たちの蔵書票の展示をする
という「美術教室」もおこないました。
「第10回村野藤吾建築設計図展－アンビルト・ムラノ－」は、10年にわたる一連の村野展の一応
の区切りとして「アンビルト」作品の展示を企画しました。構想されたものの何らかの事情で建造
に至らなかった建築を、図面とその図面をもとに学生が作成した模型により示して、新たな建築展
示の可能性を示しました。
2009年1月には、本学が2007年度文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に採択された
「新たな工学的感性を養う教育プログラム」との共催で「コロタイプで蘇る法隆寺金堂壁画展」を
開催しました。1月26日は、昭和24年に法隆寺金堂が焼損した日で、この悲しい出来事を忘れない
ために「文化財防火デー」に定められています。この日に合わせた展示でした。12面の壁画は焼損
前の昭和10年に撮影され、23組だけ原寸大でコロタイプ印刷されて表具されました。この23組は、
東京国立博物館、京都国立博物館や大英博物館などに収められたのですが、そのうちの1組が美術
工芸資料館に収蔵されています。資料館一階の展示ホールを法隆寺金堂に見立てて、できる限り金
堂に近い位置関係でコロタイプ写真を掛けました。12面の大きな壁画写真をまとめて展示すること
は当館以外でもめったにないというものです。通常はポスターを展示している近代的な空間が一転
して厳かな雰囲気に包まれました。
3月からは「ヨーゼフ・フレイシャーを中心とした現代チェコポスター展」を開催しました。現
代チェコを代表するデザイナーであるヨーゼフ・フレイシャーを中心に、一般的にはあまりまと
まって見る機会の少ないチェコのポスターの展示をしました。
2008年度のさまざまな展示を通して、美術工芸資料館の収蔵資料の幅広さを見ていただけたと思
います。しかし、展示は、ただ収蔵しているものを並べるだけの場ではないと思います。「コレク
ション展Ⅰ」では、東京オリンピックの水泳ポスターのモデルになった方が来られて思い出を語り、
「コロタイプで蘇る法隆寺金堂壁画展」では、法隆寺の壁画を撮影されたカメラマンのご遺族が見
に来られました。松ヶ崎小学校の「美術教室」も含め、展示は、さまざまな人との出会いを生み出
します。これからも、このような出会いがひろがるような展示を目指していきたいと思います。
新しく収蔵した資料には、購入したものとして、建築家村野藤吾関連の資料、イギリスのデザイ
ナーであるウィリアム・モリスの壁紙、シャガールのポスターがあり、ほかに寄贈を受けたものに
福田繁雄のポスター作品やベネトンのポスターなどがあります。これらの購入・寄贈作品を有効に
効果的に活用してゆくこともまた、美術工芸資料館の重要な使命であると考えています。

2 0 0 9 年 1 2 月

美術工芸資料館館長
並 木 誠 士
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2 0 0 8 年度

収蔵品数

（2009.3.31現在）

分 類 記 号 点数（件数） 備 考
版 画 ・ ポ ス タ ー AG 5,018（1,226）
絵 画 PN 99（86）
東 洋 画 模 写 RO 201（191） 含 真本
墨 蹟 ・ 墨 蹟 模 写 SP 13（4）
大橋コレクション OC 549（549）
染 織 VT 1,590（762）
陶 磁 器 CP 675（577） 含 ガラス器
建 築 MD 24,107（339）
家 具 MB 144（98）
装 飾 OD 23（22）
彫 刻 OS 42（39）
漆 工 LQ 180（81）
金 工 OM 393（79）
楽 器 IM 16（15）
武 具 AR 113（72）
風 俗 TM 526（172）
考 古 OA 198（23）
生徒及び学生作品 OE 1,059（40）
文 献 ・ 資 料 DA 344（220）
原 版 PP 1,685（26）
石 膏 PL 154（23）
雑 標 本 EX 594（58）

計 37,723（4,606）

1



収蔵品件数一覧
基本財 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

版画・ポスター 13
購 入 2 20 1 1 47 17 105 6 5 1 4 4 2
寄 贈 4 12 704 3 3 4 3 5
その他 74 1

絵 画 38
購 入
寄 贈 3 4 6 4 1 6 1 2
その他 4 6 6

東 洋 画 模 写 8
購 入
寄 贈
その他 183

墨蹟・墨蹟模写 3
購 入
寄 贈 1
その他

大橋コレクション 550
購 入
寄 贈
その他

染 織 746
購 入 1 3 1
寄 贈 38 1 2 1
その他 2 1

陶 磁 器 569
購 入
寄 贈 4 1 1
その他 1

建 築 5
購 入
寄 贈 2 1 2
その他 15 6

家 具 88

購 入 2 5 2
寄 贈 3 2

その他 1 1

装 飾 19
購 入
寄 贈
その他

彫 刻 37
購 入 1 1
寄 贈
その他

漆 工 80
購 入
寄 贈 1
その他

金 工 85
購 入
寄 贈 1
その他

楽 器 15
購 入
寄 贈
その他

武 具 72
購 入
寄 贈
その他

風 俗 174
購 入
寄 贈
その他

考 古 25
購 入
寄 贈
その他

生徒及び学生作品 0
購 入
寄 贈 1 2 1
その他 9 11

文 献 ・ 資 料 0
購 入 2 4 5 11 3 1 3 1 2
寄 贈 2 76 2
その他 1 22 62

原 版 26
購 入
寄 贈
その他

石 膏 39
購 入
寄 贈
その他 △16

雑 標 本 163

購 入
寄 贈 1

その他 11
△109

計 2,755

購 入 4 21 7 10 54 29 108 7 9 1 5 4 4
寄 贈 3 42 18 24 785 9 7 7 8 8

その他 5 81 226
△125 31 11 63

計 7 26 130 129 109 825 117 77 16 1 13 12 4
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収蔵品件数一覧
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 計

購 入 3 6 4 1 1 2 3 4 10 4 2 2 5 4 5 11
1,226寄 贈 2 3 3 7 3 2 2 1 2 2 1 2 5 4 79

その他
購 入 1

86寄 贈 1 1 1 1
その他
購 入

191寄 贈
その他
購 入

4寄 贈
その他
購 入

549寄 贈
その他 △1
購 入

762寄 贈 1
その他 △35
購 入

577寄 贈 12
その他 △1 △9 △1
購 入

339寄 贈 1 8 33 57 76 52 20 26 19 15
その他 △1 2
購 入 2

98寄 贈

その他 2 △1 1
△2 △8

購 入 11
22寄 贈

その他 △8
購 入

39寄 贈
その他
購 入

81寄 贈
その他
購 入

79寄 贈
その他 △7
購 入

15寄 贈
その他
購 入

72寄 贈
その他
購 入

172寄 贈
その他 △2
購 入

23寄 贈
その他 △2
購 入

40寄 贈 1 15
その他
購 入 5

220寄 贈 7 1 1 4
その他 4 1
購 入

26寄 贈
その他
購 入

23寄 贈
その他
購 入 2

58寄 贈 1

その他 △3 △8

購 入 3 11 4 1 1 2 3 4 10 4 2 2 5 4 7 22

4,702
寄 贈 2 6 11 15 5 2 35 58 79 54 21 28 42 38 79

その他 4
△1

2
△1 △1 1

△14 △72 1 2

計 8 12 9 12 16 7 5 39 55 11 56 24 33 46 47 101
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常設展示の内容
主な展示内容

●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

期 間 概 要
2008.03.24～05.31 【第一展示室】

●浅井忠「猪図」（AN.3439）
●浅井忠「動物」（AN.3438）
●浅井忠「波間の船」（AN.3440）
●ダモリン，オレス「作品」（AN.3073）
●川端彌之助「帽子をかぶった女」（AN.3684）
●作者不詳「鉄鍔（オモダカ全彫）」（AN.0803-10 /（14））
●作者不詳「鉄鍔（馬透彫）」（AN.0806-03 /（23））
●作者不詳「鉄鍔（鶴亀透彫）」（AN.0806-04 /（23））
●作者不詳「鉄鍔（蜻蛉透彫）」（AN.0806-08 /（23））
●喜多河宗典「金造り鍔（唐山水透彫）」（AN.0807-1 /（2））
●喜多河宗典「金造り鍔（唐山水透彫）」（AN.0807-2 /（2））
●作者不詳「鉄鍔（木葉ニ虫象嵌）」（AN.0811-04 /（17））
●作者不詳「鉄鍔（唐獅子牡丹浮彫）」（AN.0811-06 /（17））
●作者不詳「鉄鍔（玉ニ雲竜透彫）」（AN.0811-17 /（17））
●作者不詳「鉄鍔（人物浮彫）」（AN.0823-1 /（6））
●作者不詳「鉄鍔（木葉透彫）」（AN.0823-2 /（6））
●作者不詳「鉄鍔（雪花象嵌透彫）」（AN.0823-6 /（6））
●後藤一乗「竹ニ梅鍔（烏金）」（AN.1764）
●初代安親「和同開珍鍔（鉄）」（AN.1765）
●序政「馬面透鍔（鉄）」（AN.1766）
●作者不詳「虎ニ人物鍔（鉄）」（AN.1767）
●肥後若芝「山水象嵌入鍔（鉄）大」（AN.1768-1 /（2））
●肥後若芝「山水象嵌入鍔（鉄）小」（AN.1768-2 /（2））
●作者不詳「猿猴ニ月鍔（宣徳）」（AN.1769）
●浅井忠「山狩図下画上」（AN.2658）
●浅井忠「正岡子規写生図」（AN.2669）
●浅井忠「中沢岩太博士像」（AN.3278）
●浅井忠「武士の山狩」（AN.3279）
●浅井忠「山狩図下画（人物）」（AN.3280）
●浅井忠「山狩図下画（馬）」（AN.3281）
●浅井忠「山狩図下画中」（AN.2659）
●浅井忠「山狩図下画下」（AN.2660）
■浅井忠「鬼ヶ島」（寄託品）
【第二展示室】
●アドルフ・ミュンツアー「工芸作品，機械展」（AN.3287）
●ジョルジュ・ムニエ「オペラ座仮面舞踏会」（AN.3357）
●藤田嗣治「ノルマンディー，フランス国鉄」（AN.4845）
●J・シェレ「海で遭難したフランス人の遺族の為の慈善事業に協賛を！」（AN.4921）
●P・アルノルディ「POSTERFORJAZZCLUBMONTMARTRE」（Ex.Aff-1011）
●H・トゥールーズ－ロートレック「ディヴァン・ジャポネ」（AN.4816）
●ボンフィス「1925年巴里万国装飾美術工芸博覧会」（AN.2694-43 /（59））
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1196）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1197）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花瓶」（AN.1206）
●板谷波山「磁器蕗模様花瓶」（AN.1541）
●熊倉順吉「陶オブジエ「城」」（AN.3688）
●作者不詳「煙草盆」（AN.1828）
●作者不詳「染付獅子模様花瓶」（AN.0805）
●作者不詳「鍋島焼大皿」（AN.1433）
●作者不詳「錫製壷」（AN.1522）
●作者不詳「明赤絵呉州花鳥画平鉢」（AN.1837）
●作者不詳「花瓶（細口丸形鹿模様）」（AN.1860）
●作者不詳「絵高麗花瓶」（AN.1921）
●作者不詳「名陶焼六人具」（AN.2494）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス皿」（AN.1193）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス小壷」（AN.1201）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花生」（AN.1202）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス水差し」（AN.1207）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス菓子皿」（AN.1208）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1511）
●作者不詳「燭台」（AN.1515）
●作者不詳「壷（硝子製）」（AN.1557）
●作者不詳「窓掛飾紐」（AN.1318）
●作者不詳「朝食珈琲碗及皿（草花之図）」（AN.2436）
●作者不詳「染付紅茶碗及皿」（AN.2437-1 /（6））
●作者不詳「染付紅茶碗及皿（椿之図）」（AN.2437-2 /（6））
●作者不詳「染付紅茶碗及皿（菖蒲之図）」（AN.2437-3 /（6））
●作者不詳「染付紅茶碗及皿（櫻花之図）」（AN.2437-4 /（6））
●作者不詳「染付紅茶碗及皿（バラ之図）」（AN.2437-5 /（6））
●作者不詳「染付紅茶碗及皿（色変り市松之図）」（AN.2437-6 /（6））
●作者不詳「染付紅茶碗及皿（牡丹之図）」（AN.2438-1 /（3））
●作者不詳「染付紅茶碗及皿（樹木之図）」（AN.2438-2 /（3））
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常設展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

期 間 概 要
2008.03.24～05.31 ●作者不詳「染付紅茶碗及皿（瑠璃地二金丸文散シ）」（AN.2438-3 /（3））

●作者不詳「草花紋果物皿（6枚）」（AN.2439）
【ホール】
●V. ナポリ「相棒」（AN.4817-15 /（52））
●作者不詳「昼顔」（AN.4817-16 /（52））
●作者不詳「静かなる男」（AN.4823-01 /（13））
●R・ド・ヴァレリオ「オペラ『唇を重ねましょう』公演」（AN.2679-15 /（35））
●ドランシー「ニコラ葡萄酒店」（AN.2679-34 /（35））
●ジュール・シェレ「ミュゼ・クレヴァン華麗なるパントミーム」（AN.3348）
●作者不詳「中央運転教習所」（AN.3351）
●ファリア「レモン一座公演」（AN.3352）
●ジュール・シェレ「帽子の市」（AN.3355）
●ジュール・シェレ「スケート場パレ・ド・グラース」（AN.3358）
●J・L・ビュレ「機械館，マッチ・コディ」（AN.3361）
●ジョルジュ・ムニエ「ロックス」（AN.3366）
●作者不詳「コンセール・パリジャン会館リシャール主演」（AN.3368）
●H・ダレシ「ヂュヴィーユ自転車」（AN.3370）
●ガストン・マレショ「マリエの花嫁衣装を選ぶことなく結婚するな」（AN.3867）
●A・モーザン「ストラスブール産エドゥアール・アルツナのフォア・グラ」（AN.3868）
●F・M・ヴァン・アッカー「1910年ブリュッセル万国博覧会」（AN.4278）
●作者不詳「夏の嵐」（AN.4817-14 /（52））
●ルクレフスキ，ステンベルグ兄弟「十月：ロシア革命10周年記念特別制作」（AN.4825-01 /（17））
●作者不詳「日本版画博覧会」（AN.4838）
●ベルナール・ヴィユモ「コントレックス水」（AN.4840-1 /（3））
●ベカン「夕刊紙ル・ソワールを読もう」（AN.2679-35 /（35））
●アルベール・アンドレ・ギョーム「帽子屋『デュリオン』開店」（AN.3339）
●フロッタージュ：藤本康雄，日向進，竹内次男「ユーグ・リベルジェ墓碑 / ランス大聖堂」（AN.4807）
●Ch・ジェスマール「レスリー」（AN.2679-01 /（35））
●キース・ヴァン・ドンゲン「恵まれない子供のための慈善舞踏会」（AN.2679-05 /（35））
●ジュール・シェレ「オペラ劇場謝肉祭第2回仮面舞踏会」（AN.3353）
●ジュール・シェレ「バレー・パントマイムロータスの花」（AN.3363）
●ジュール・シェレ「サクソレーヌ灯油」（AN.3347）
●作者不詳「ザ・イブニング・ニューヨーク・ポストを読もう」（AN.3866）
●フィルマン・ブルセ「リュのビスケット」（AN.4919-1 /（9））
●レム「『すべてのお客様に景品を差し上げます！』プラクリシィ広場百貨店」（AN.5033）
●H・フルニエ「世界中で飲まれている最高級食前酒コーラ」（AN.2679-24 /（35））
●作者不詳「映画『ムーラン・ルージュ』公開」（AN.4853）
●ルネ・グリュオ「ムーラン・ルージュ / 凄い！」（AN.5115-01）
●ベルナール・ヴィユモ「エール・フランスパリ－東京間就航」（AN.4878-25 /（36））

2008.08.04～08.30 【第一展示室】
●作者不詳「貝合」（AN.1628）
●作者不詳「大津絵鳩及鬼図」（AN.3551-01）
●作者不詳「大津絵鬼酒盛図」（AN.3551-02）
●作者不詳「大津絵鬼念仏図」（AN.3551-03）
●作者不詳「大津絵藤娘図」（AN.3551-04）
●作者不詳「大津絵藤娘図」（AN.3551-05）
●作者不詳「大津絵槍持奴図」（AN.3551-09）
●作者不詳「大津絵鬼念仏図」（AN.3551-12）
●浅井忠「山狩図下画上」（AN.2658）
●浅井忠「正岡子規写生図」（AN.2669）
●浅井忠「中沢岩太博士像」（AN.3278）
●浅井忠「武士の山狩」（AN.3279）
●浅井忠「山狩図下画（人物）」（AN.3280）
●浅井忠「山狩図下画（馬）」（AN.3281）
●浅井忠「山狩図下画中」（AN.2659）
●浅井忠「山狩図下画下」（AN.2660）
【第二展示室】
●オルブリッヒ「第2回ウィーン・ゼツェッシオン展」（AN.3332）
●コロマン・モーザー「第13回ウィーン・ゼツェッシオン展」（AN.3336）
●グスタフ・クリムト「第1回ウィーン・ゼツェッシオン展」（AN.3331）
●コロマン・モーザー「第5回ウィーンゼツェシオン展」（AN.3333）
●アドルフ・ベーム「第8回ウィーン・ゼツェッシオン展」（AN.3334）
●ミュッラー「貞奴（川上貞奴来演）」（AN.2679-31）
●アルフォンス・ミュシャ「椿姫」（AN.3274）
●ボンフィス「1925年巴里万国装飾美術工芸博覧会」（AN.2694-43 /（59））
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1196）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1197）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花瓶」（AN.1206）
●作者不詳「煙草盆」（AN.1828）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス皿」（AN.1193）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス小壷」（AN.1201）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花生」（AN.1202）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス水差し」（AN.1207）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス菓子皿」（AN.1208）
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常設展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

期 間 概 要
2008.08.04～08.30 ●作者不詳「蝋燭立」（AN.1511）

●作者不詳「燭台」（AN.1515）
●作者不詳「壷（硝子製）」（AN.1557）
●オルプリヒ，ヨーゼフ・マリア「イデーン」（AN.3429）
●作者不詳「ダルムシュタット美術家村展覧会」（AN.3435）
●作者不詳「ヴェール・サクルム2」（AN.3670）
●作者不詳「ヴェール・サクルム1」（AN.3713）
●アレクサンドル・コッホ「ダルムシュタット美術家村展覧会カタログ」（AN.3774）
●マーガレット・ビンガム・スティルウェル「ウィリアム・モリスとケルムスコットプレスの影響」（AN.3837）
●ウィリアム・モリス「ウィリアム・モリスのケルムスコット・プレス設立趣意書」（AN.4605）
●作者不詳「銅製インクスタンド」（AN.1066）
●作者不詳「灰盆（銅アシュトレー）」（AN.1068）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1192）
●作者不詳「陶製無艶釉花生」（AN.1338）
●作者不詳「陶製ティーポット」（AN.1369）
●作者不詳「陶製茶器」（AN.1371）
●作者不詳「真鍮張手函」（AN.1485）
●作者不詳「電燈用手燭」（AN.1491）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1512）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1513）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1514）
●作者不詳「練鉄製蝋燭立」（AN.1525）
●作者不詳「花盛（楕円形）」（AN.1542）
●作者不詳「銅製灰皿」（AN.1665）
●作者不詳「鉢」（AN.1717）
●作者不詳「植木鉢」（AN.1722）
●作者不詳「鉄細工物（葉付木枝形）」（AN.1822）
●作者不詳「鉄製燭台」（AN.1848）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.1907）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.2457）
●アレクサンドル・コッホ編ベイリー・スコット「室内芸術のマイスター」（AN.3777）
【ホール】
●R・ド・ヴァレリオ「オペラ『唇を重ねましょう』公演」（AN.2679-15 /（35））
●ドランシー「ニコラ葡萄酒店」（AN.2679-34 /（35））
●ジュール・シェレ「ミュゼ・クレヴァン華麗なるパントミーム」（AN.3348）
●作者不詳「中央運転教習所」（AN.3351）
●ファリア「レモン一座公演」（AN.3352）
●ジュール・シェレ「帽子の市」（AN.3355）
●ジュール・シェレ「スケート場パレ・ド・グラース」（AN.3358）
●J・L・ビュレ「機械館，マッチ・コディ」（AN.3361）
●ジョルジュ・ムニエ「ロックス」（AN.3366）
●作者不詳「コンセール・パリジャン会館リシャール主演」（AN.3368）
●H・ダレシ「ヂュヴィーユ自転車」（AN.3370）
●ガストン・マレショ「マリエの花嫁衣装を選ぶことなく結婚するな」（AN.3867）
●A・モーザン「ストラスブール産エドゥアール・アルツナのフォア・グラ」（AN.3868）
●F・M・ヴァン・アッカー「1910年ブリュッセル万国博覧会」（AN.4278）
●作者不詳「夏の嵐」（AN.4817-14 /（52））
●ルクレフスキ，ステンベルグ兄弟「十月：ロシア革命10周年記念特別制作」（AN.4825-01 /（17））
●作者不詳「日本版画博覧会」（AN.4838）
●ベルナール・ヴィユモ「コントレックス水」（AN.4840-1 /（3））
●ベカン「夕刊紙ル・ソワールを読もう」（AN.2679-35 /（35））
●アルベール・アンドレ・ギョーム「帽子屋『デュリオン』開店」（AN.3339）
●フロッタージュ：藤本康雄，日向進，竹内次男「ユーグ・リベルジェ墓碑 / ランス大聖堂」（AN.4807）
●Ch・ジェスマール「レスリー」（AN.2679-01 /（35））
●キース・ヴァン・ドンゲン「恵まれない子供のための慈善舞踏会」（AN.2679-05 /（35））
●ジュール・シェレ「オペラ劇場謝肉祭第2回仮面舞踏会」（AN.3353）
●ジュール・シェレ「バレー・パントマイムロータスの花」（AN.3363）
●ジュール・シェレ「サクソレーヌ灯油」（AN.3347）
●作者不詳「ザ・イブニング・ニューヨーク・ポストを読もう」（AN.3866）
●フィルマン・ブルセ「リュのビスケット」（AN.4919-1 /（9））
●レム「『すべてのお客様に景品を差し上げます！』プラクリシィ広場百貨店」（AN.5033）
●H・フルニエ「世界中で飲まれている最高級食前酒コーラ」（AN.2679-24 /（35））
●ベルナール・ヴィユモ「エール・フランス パリ－東京間就航」（AN.4878-25 /（36））
●ジャノエル「コルマール名産，ジャコベール桜桃酒」（AN.2679-11 /（35））
●ベルナール・ヴィユモ「ペリエ水」（AN.4840-2 /（3））
●真野岩男「OperaN,2-’84」（AN.3834）

2008.09.16～10.26 【第一展示室】
●作者不詳「銅製インクスタンド」（AN.1066）
●作者不詳「ブックエンド」（AN.2592）
●作者不詳「桐箱喫煙具」（AN.2595-2）
●浅井忠「山狩図下画上」（AN.2658）
●浅井忠「正岡子規写生図」（AN.2669）
●浅井忠「中沢岩太博士像」（AN.3278）
●浅井忠「武士の山狩」（AN.3279）
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常設展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

期 間 概 要
2008.09.16～10.26 ●浅井忠「山狩図下画（人物）」（AN.3280）

●浅井忠「山狩図下画（馬）」（AN.3281）
●浅井忠「山狩図下画中」（AN.2659）
●浅井忠「山狩図下画下」（AN.2660）
■TINKER, Edward Larocque「Lafcadio Hearn’s American days」（図書館資料 ID : 9851001677）
■ASHFORD, Frederick Charle「Designing for industry」（図書館資料 ID : 9851480975）
■WATT,Robert「Bibliotheca britannica」（図書館資料 ID : 9852335402）
■CHANCELLOR,E.Beresford「The lives of the British architects from William of Wykeham to Sir William Chambers」
（図書館資料 ID : 9853352518）
■FALKE,Jakobvon「Aesthetik des Kunstgewerbes」（図書館資料 ID : 9853393438）
■コンディヴィ，アスカニオ「Vita di Michelangelo Bvonarroti pittore scultore architetto e gentiluomo fiorentino pubblicata
mentre viueua dal suo scolare 2ed..」（図書館資料 ID : 9853624574）

■AVILER,Augustion-Charlesd’「Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole」
（図書館資料 ID : 9900042967）
【第二展示室】
●コロマン・モーザー「第5回ウィーンゼツェシオン展」（AN.3333）
●アドルフ・ベーム「第8回ウィーン・ゼツェッシオン展」（AN.3334）
●ミュッラー「貞奴（川上貞奴来演）」（AN.2679-31）
●アルフォンス・ミュシャ「椿姫」（AN.3274）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1196）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1197）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花瓶」（AN.1206）
●作者不詳「煙草盆」（AN.1828）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス皿」（AN.1193）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス小壷」（AN.1201）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花生」（AN.1202）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス水差し」（AN.1207）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス菓子皿」（AN.1208）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1511）
●作者不詳「燭台」（AN.1515）
●作者不詳「壷（硝子製）」（AN.1557）
●作者不詳「灰盆（銅アシュトレー）」（AN.1068）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1192）
●作者不詳「陶製無艶釉花生」（AN.1338）
●作者不詳「陶製ティーポット」（AN.1369）
●作者不詳「陶製茶器」（AN.1371）
●作者不詳「真鍮張手函」（AN.1485）
●作者不詳「電燈用手燭」（AN.1491）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1512）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1513）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1514）
●作者不詳「練鉄製蝋燭立」（AN.1525）
●作者不詳「花盛（楕円形）」（AN.1542）
●作者不詳「銅製灰皿」（AN.1665）
●作者不詳「鉢」（AN.1717）
●作者不詳「植木鉢」（AN.1722）
●作者不詳「鉄細工物（葉付木枝形）」（AN.1822）
●作者不詳「鉄製燭台」（AN.1848）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.1907）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.2457）
●アレクサンドル・コッホ編ベイリー・スコット「室内芸術のマイスター」（AN.3777）
【ホール】
●R・ド・ヴァレリオ「オペラ『唇を重ねましょう』公演」（AN.2679-15 /（35））
●ドランシー「ニコラ葡萄酒店」（AN.2679-34 /（35））
●ジュール・シェレ「ミュゼ・クレヴァン華麗なるパントミーム」（AN.3348）
●作者不詳「中央運転教習所」（AN.3351）
●ファリア「レモン一座公演」（AN.3352）
●ジュール・シェレ「帽子の市」（AN.3355）
●ジュール・シェレ「スケート場パレ・ド・グラース」（AN.3358）
●J・L・ビュレ「機械館，マッチ・コディ」（AN.3361）
●ジョルジュ・ムニエ「ロックス」（AN.3366）
●作者不詳「コンセール・パリジャン会館リシャール主演」（AN.3368）
●H・ダレシ「ヂュヴィーユ自転車」（AN.3370）
●ガストン・マレショ「マリエの花嫁衣装を選ぶことなく結婚するな」（AN.3867）
●A・モーザン「ストラスブール産エドゥアール・アルツナのフォア・グラ」（AN.3868）
●F・M・ヴァン・アッカー「1910年ブリュッセル万国博覧会」（AN.4278）
●作者不詳「夏の嵐」（AN.4817-14 /（52））
●ルクレフスキ，ステンベルグ兄弟「十月：ロシア革命10周年記念特別制作」（AN.4825-01 /（17））
●作者不詳「日本版画博覧会」（AN.4838）
●ベルナール・ヴィユモ「コントレックス水」（AN.4840-1 /（3））
●ベカン「夕刊紙ル・ソワールを読もう」（AN.2679-35 /（35））
●アルベール・アンドレ・ギョーム「帽子屋『デュリオン』開店」（AN.3339）
●フロッタージュ：藤本康雄，日向進，竹内次男「ユーグ・リベルジェ墓碑 / ランス大聖堂」（AN.4807）
●Ch・ジェスマール「レスリー」（AN.2679-01 /（35））
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常設展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

期 間 概 要
2008.09.16～10.26 ●キース・ヴァン・ドンゲン「恵まれない子供のための慈善舞踏会」（AN.2679-05 /（35））

●ジュール・シェレ「オペラ劇場謝肉祭第2回仮面舞踏会」（AN.3353）
●ジュール・シェレ「バレー・パントマイムロータスの花」（AN.3363）
●ジュール・シェレ「サクソレーヌ灯油」（AN.3347）
●作者不詳「ザ・イブニング・ニューヨーク・ポストを読もう」（AN.3866）
●フィルマン・ブルセ「リュのビスケット」（AN.4919-1 /（9））
●レム「『すべてのお客様に景品を差し上げます！』プラクリシィ広場百貨店」（AN.5033）
●H・フルニエ「世界中で飲まれている最高級食前酒コーラ」（AN.2679-24 /（35））
●ベルナール・ヴィユモ「エール・フランス パリ－東京間就航」（AN.4878-25 /（36））
●ジャノエル「コルマール名産，ジャコベール桜桃酒」（AN.2679-11 /（35））
●ベルナール・ヴィユモ「ペリエ水」（AN.4840-2 /（3））
●真野岩男「OperaN,2-’84」（AN.3834）

2008.11.25～12.26 【第一展示室】
●浅井忠「山狩図下絵研究」（AN.3282）
●浅井忠「朝顔花蒔絵手箱」（AN.1617）
●浅井忠「山狩図下画上」（AN.2658）
●浅井忠「正岡子規写生図」（AN.2669）
●浅井忠「中沢岩太博士像」（AN.3278）
●浅井忠「武士の山狩」（AN.3279）
●浅井忠「山狩図下画（人物）」（AN.3280）
●浅井忠「山狩図下画（馬）」（AN.3281）
●浅井忠「山狩図下画中」（AN.2659）
●浅井忠「山狩図下画下」（AN.2660）
●浅井忠「梅図花生」（AN.3283）
●浅井忠「七福神蒔絵菓子器」（AN.1620）
●浅井忠「菓子皿」（AN.3442）
【第二展示室】
●コロマン・モーザー「第5回ウィーンゼツェシオン展」（AN.3333）
●アドルフ・ベーム「第8回ウィーン・ゼツェッシオン展」（AN.3334）
●ミュッラー「貞奴（川上貞奴来演）」（AN.2679-31）
●アルフォンス・ミュシャ「椿姫」（AN.3274）
●ボンフィス「1925年巴里万国装飾美術工芸博覧会」（AN.2694-43 /（59））
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1196）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1197）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花瓶」（AN.1206）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス皿」（AN.1193）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス小壷」（AN.1201）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花生」（AN.1202）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス水差し」（AN.1207）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス菓子皿」（AN.1208）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1511）
●作者不詳「燭台」（AN.1515）
●作者不詳「壷（硝子製）」（AN.1557）
●作者不詳「銅製インクスタンド」（AN.1066）
●作者不詳「灰盆（銅アシュトレー）」（AN.1068）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1192）
●作者不詳「陶製無艶釉花生」（AN.1338）
●作者不詳「陶製ティーポット」（AN.1369）
●作者不詳「陶製茶器」（AN.1371）
●作者不詳「真鍮張手函」（AN.1485）
●作者不詳「電燈用手燭」（AN.1491）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1512）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1513）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1514）
●作者不詳「練鉄製蝋燭立」（AN.1525）
●作者不詳「花盛（楕円形）」（AN.1542）
●作者不詳「銅製灰皿」（AN.1665）
●作者不詳「鉢」（AN.1717）
●作者不詳「植木鉢」（AN.1722）
●作者不詳「鉄細工物（葉付木枝形）」（AN.1822）
●作者不詳「鉄製燭台」（AN.1848）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.1907）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.2457）
●アレクサンドル・コッホ編ベイリー・スコット「室内芸術のマイスター」（AN.3777）
【ホール】
●R・ド・ヴァレリオ「オペラ『唇を重ねましょう』公演」（AN.2679-15 /（35））
●ドランシー「ニコラ葡萄酒店」（AN.2679-34 /（35））
●ジュール・シェレ「ミュゼ・クレヴァン華麗なるパントミーム」（AN.3348）
●作者不詳「中央運転教習所」（AN.3351）
●ファリア「レモン一座公演」（AN.3352）
●ジュール・シェレ「帽子の市」（AN.3355）
●ジュール・シェレ「スケート場パレ・ド・グラース」（AN.3358）
●J・L・ビュレ「機械館，マッチ・コディ」（AN.3361）
●ジョルジュ・ムニエ「ロックス」（AN.3366）
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常設展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

期 間 概 要
2008.11.25～12.26 ●作者不詳「コンセール・パリジャン会館リシャール主演」（AN.3368）

●H・ダレシ「ヂュヴィーユ自転車」（AN.3370）
●ガストン・マレショ「マリエの花嫁衣装を選ぶことなく結婚するな」（AN.3867）
●A・モーザン「ストラスブール産エドゥアール・アルツナのフォア・グラ」（AN.3868）
●F・M・ヴァン・アッカー「1910年ブリュッセル万国博覧会」（AN.4278）
●作者不詳「夏の嵐」（AN.4817-14 /（52））
●ルクレフスキ，ステンベルグ兄弟「十月：ロシア革命10周年記念特別制作」（AN.4825-01 /（17））
●作者不詳「日本版画博覧会」（AN.4838）
●ベルナール・ヴィユモ「コントレックス水」（AN.4840-1 /（3））
●ベカン「夕刊紙ル・ソワールを読もう」（AN.2679-35 /（35））
●アルベール・アンドレ・ギョーム「帽子屋『デュリオン』開店」（AN.3339）
●フロッタージュ：藤本康雄，日向進，竹内次男「ユーグ・リベルジェ墓碑 / ランス大聖堂」（AN.4807）
●Ch・ジェスマール「レスリー」（AN.2679-01 /（35））
●キース・ヴァン・ドンゲン「恵まれない子供のための慈善舞踏会」（AN.2679-05 /（35））
●ジュール・シェレ「オペラ劇場謝肉祭第2回仮面舞踏会」（AN.3353）
●ジュール・シェレ「バレー・パントマイムロータスの花」（AN.3363）
●ジュール・シェレ「サクソレーヌ灯油」（AN.3347）
●作者不詳「ザ・イブニング・ニューヨーク・ポストを読もう」（AN.3866）
●ジャノエル「コルマール名産，ジャコベール桜桃酒」（AN.2679-11 /（35））
●ベルナール・ヴィユモ「ペリエ水」（AN.4840-2 /（3））
●真野岩男「OperaN,2-’84」（AN.3834）

2009.01.19～02.14 【ホール】
●フィルマン・ブルセ「リュのビスケット」（AN.4919-1 /（9））
●レム「『すべてのお客様に景品を差し上げます！』プラクリシィ広場百貨店」（AN.5033）
●ベルナール・ヴィユモ「エール・フランスパリ－東京間就航」（AN.4878-25 /（36））
●レーデル「『流浪の芸術家』上演，於ムーラン・ルージュ」（AN.2671）
●シャルル・ジェスマール「ミスタンゲット / ムーラン・ルージュ / 1926年」（AN.5113-68 /（70））

2009.03.23～05.01 【第一展示室】
●浅井忠「山狩図下画上」（AN.2658）
●浅井忠「正岡子規写生図」（AN.2669）
●浅井忠「中沢岩太博士像」（AN.3278）
●浅井忠「武士の山狩」（AN.3279）
●浅井忠「山狩図下画（人物）」（AN.3280）
●浅井忠「山狩図下画（馬）」（AN.3281）
●浅井忠「山狩図下画中」（AN.2659）
●浅井忠「山狩図下画下」（AN.2660）
●浅井忠「梅図花生」（AN.3283）
●浅井忠「七福神蒔絵菓子器」（AN.1620）
●浅井忠「菓子皿」（AN.3442）
■浅井忠「鬼ヶ島」（寄託品）
【第二展示室】
●コロマン・モーザー「第5回ウィーンゼツェシオン展」（AN.3333）
●アドルフ・ベーム「第8回ウィーン・ゼツェッシオン展」（AN.3334）
●ミュッラー「貞奴（川上貞奴来演）」（AN.2679-31）
●アルフォンス・ミュシャ「椿姫」（AN.3274）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス皿」（AN.1193）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス小壷」（AN.1201）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス花生」（AN.1202）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス水差し」（AN.1207）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス菓子皿」（AN.1208）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1511）
●作者不詳「燭台」（AN.1515）
●作者不詳「壷（硝子製）」（AN.1557）
●作者不詳「銅製インクスタンド」（AN.1066）
●作者不詳「灰盆（銅アシュトレー）」（AN.1068）
●ルイス・コンフォート・ティファニー「ティファニーガラス壷」（AN.1192）
●作者不詳「陶製無艶釉花生」（AN.1338）
●作者不詳「陶製ティーポット」（AN.1369）
●作者不詳「陶製茶器」（AN.1371）
●作者不詳「真鍮張手函」（AN.1485）
●作者不詳「電燈用手燭」（AN.1491）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1512）
●作者不詳「蝋燭立」（AN.1513）
●作者不詳「蝋燭立（鉄）」（AN.1514）
●作者不詳「練鉄製蝋燭立」（AN.1525）
●作者不詳「花盛（楕円形）」（AN.1542）
●作者不詳「銅製灰皿」（AN.1665）
●作者不詳「鉢」（AN.1717）
●作者不詳「植木鉢」（AN.1722）
●作者不詳「鉄細工物（葉付木枝形）」（AN.1822）
●作者不詳「鉄製燭台」（AN.1848）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.1907）
●作者不詳「電気スタンド」（AN.2457）
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常設展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

期 間 概 要
2009.03.23～05.01 ●アレクサンドル・コッホ編ベイリー・スコット「室内芸術のマイスター」（AN.3777）

●作者不詳「引き手金具見本」（AN.1267）
●作者不詳「階段用絨緞押え棒の見本」（AN.1268）
●作者不詳「引き手金具フックの見本」（AN.1272-1 /（6））
●作者不詳「引き手金具フックの見本」（AN.1272-2 /（6））
●作者不詳「引き手金具フックの見本」（AN.1272-5 /（6））
●モリス商会「室内装飾見本帳」（AN.4604）
【ホール】
●ベカン「夕刊紙ル・ソワールを読もう」（AN.2679-35 /（35））
●アルベール・アンドレ・ギョーム「帽子屋『デュリオン』開店」（AN.3339）
●フロッタージュ：藤本康雄，日向進，竹内次男「ユーグ・リベルジェ墓碑 / ランス大聖堂」（AN.4807）
●Ch・ジェスマール「レスリー」（AN.2679-01 /（35））
●キース・ヴァン・ドンゲン「恵まれない子供のための慈善舞踏会」（AN.2679-05 /（35））
●ジュール・シェレ「オペラ劇場謝肉祭第2回仮面舞踏会」（AN.3353）
●ジュール・シェレ「バレー・パントマイムロータスの花」（AN.3363）
●ジュール・シェレ「サクソレーヌ灯油」（AN.3347）
●作者不詳「ザ・イブニング・ニューヨーク・ポストを読もう」（AN.3866）
●フィルマン・ブルセ「リュのビスケット」（AN.4919-1 /（9））
●レム「『すべてのお客様に景品を差し上げます！』プラクリシィ広場百貨店」（AN.5033）
●ベルナール・ヴィユモ「エール・フランスパリ－東京間就航」（AN.4878-25 /（36））
●レーデル「『流浪の芸術家』上演，於ムーラン・ルージュ」（AN.2671）
●シャルル・ジェスマール「ミスタンゲット / ムーラン・ルージュ / 1926年」（AN.5113-68 /（70））
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主な企画展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

名 称 概 要
「裂地を辿る－京都
工芸繊維大学美術
工芸資料館館蔵染
織資料の初公開」
（2008.03.24～05.31）

●「小花唐草文様暹邏（シャム）更紗裂」（AN.0029）
●「阿蘭陀輸入品古裂地見本帳」（AN.0071）
●「書更紗手鑑」（AN.0086）
●「紅毛舩端切本帳」（AN.0090）
●「波濤龍文様綴錦の寄せ裂装飾幕」（AN.0374）
●「縹地波濤龍文様紗刺し龍袍裂」（AN.0387）
●「羅織九條袈裟－赤地雲模様」（AN.0433）
●「カシミア裂－段織小柄模様」（AN.0457）
●「龍に蜀江 天蓋など4枚一組の内黄地紗綾形に波濤雲龍文様綴錦裂」（AN.0527-2）
●「茶緑地蓮花唐草文様羅金裂」（AN.0566-ロ）
●「紺地蓮花唐草文様羅金裂」（AN.0566-ハ）
●「緋地牡丹唐草文様銀襴裂」（AN.0566-ニ）
●「紅地牡丹唐草文様錦裂」（AN.0566-ホ）
●「紅地牡丹唐草文様錦裂」（AN.0566-ヘ）
●「紅地小花間道文様緞子裂」（AN.0566-リ）
●「紅地蜀江形大丸文様錦裂」（AN.0566-ヌ＆B-c-4）
●「紅地蜀江文様錦裂」（AN.0566-ワ）
●「茶地牡丹唐草に瑞雲文様羅地印金裂」（AN.0566-カ）
●「緋色地牡丹唐草文様金襴織裂地」（AN.0566-タ）
●「古代裁手鑑」（AN.2678）
●「黄地牡丹唐草文様金襴裂」（A-a-3-1）
●「雷文地に向龍火炎宝珠文様金襴裂」（A-c-1-5）
●「紺地波濤雲龍文様繻珍錦裂」（A-c-8）
●「緋色地牡丹唐草文様金襴織裂地」（A-f-23）
●「縞織物裂地」（B-d-18）
●「白茶色地結束紐文様緞子織裂地」（D-a-1）
●「紫色羅地牡丹唐草文様印金裂地」（H-3）
●「紫色牡丹唐草文様印金裂地」（H-5）
●「茶地獅子に八宝文様天鵞絨紋織裂地」（J-3）
●「白色繻子地樹花に三光鳥文様刺繍裂地」（K-8）
●「紅色繻子地雲鶴文様刺繍飾布裂地」（K-12）
●「紺色地龍波濤文様綴織裂地」（G-1）
●「匹田縫裂－菊松竹梅に宝尽くし縫」（AN.0106）
●「宝相華唐草文様描更紗裂」（AN.0107）
●「裂地交張二枚折屏風」（AN.0201）
●「白地梅に鳥兜模様裂」（AN.0395）
●「しじら縮緬に藤の打敷」（AN.0396&0339）
●「ヒワ縮緬に縫打敷」（AN.0415）
●「繍の打敷－撫子模様」（AN.0416）
●「紫陽花と歌文様七條袈裟及横被」（AN.0423）
●「蓮に梵字縫」（AN.0486）
●「黄色松皮菱匹田裂－墨画四季の草花図」（AN.0524）
●「綸子打敷－櫻に紫の縫」（AN.0525）
●「赤地亀甲抱向鷹羽文様唐織裂」（AN.0529-1,2）
●「紅白締切に蝶桐唐草文様唐織裂」（AN.0529-3）
●「淡赤地菊唐草文様唐織裂」（AN.0529-4）
●「赤地梅文様唐織裂」（AN.0529-8）
●「赤地菊桐に亀甲文様唐織裂」（AN.0529-12&C-b-7）
●「赤地重ね亀甲繋ぎ文様唐織裂」（AN.0529-13）
●「白地菊文繍小袖裂」（AN.0529-14）
●「切りばめ文様紋織」（AN.0529-15）
●「琉球紅型染裂」（AN.0546）
●「萌葱地入子菱に菊唐草（大内菱）文様唐織裂」（AN.0566-ト）
●「紅地山道に鶴丸文様唐織裂」（AN.0566-チ）
●「萌葱紅地唐花円文様錦」（AN.0566-ル）
●「紅地若松文様唐織裂」（AN.0566-ヲ）
●「紫地菊に御所車顕文紗」（AN.0566-ヨ）
●「茶色麻地籠目に桜花文様帷子振袖裂」（AN.0780）
●「紋綸子（時色菊立枠）打敷」（AN.0848）
●「元禄式貝箱模様帛紗」（AN.1552）
●「萌葱地毘沙門亀甲文様錦織裂地」（A-d-7）
●「段に作土花兎文様錦織裂地」（A-j-1）
●「墨文様錦織裂地」（A-j-15）
●「緞子紋織裂地」（B-d-19）
●「萌葱地牡丹唐草文様唐織裂」（C-a-3）
●「萌葱地檜垣に牡丹唐草文様唐織裂」（C-a-7）
●「絹縞織物裂地」（E-a-4）
●「浅葱色地立涌に笹龍胆文様刺繍能装束裂地」（H-6）
●「練絹地桐に椿海松穂文様刺繍裂地（幡仕様）」（K-1）
●「山茶花に尾長鳥文様竹屋町刺繍裂地」（K-9）
●「黒地に波文と葦小花刺繍」（M-3）
●「染色標本（Samples of Textile Printing on Silk and Cotton Cloth byⅢYear Students of D. Dyeing）」（AN.0026）
●「友禅染標本帖」（AN.0038）
●「友禅染標本帖」（AN.0039）
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主な企画展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

名 称 概 要
「裂地を辿る－京都
工芸繊維大学美術
工芸資料館館蔵染
織資料の初公開」
（2008.03.24～05.31）

●「絞・板締め及友禅標本帖」（AN.0040）
●「絹裂地帖」（AN.00146）
●「染織標本帖」（AN.00148）
●「第五回内国勧業博覧会記念染織物裂地集」（AN.0151）
●「着尺裂地帖」（AN.0152）
●「帯裂地帖」（AN.0153）
●「雑織物裂地帖」（AN.0154）
●「織物標本帖」（AN.0199）
●「織物標本」（AN.0200）
●「板燕子花模様厚」（AN.0482）
●「壁布（天鵞絨大柄草花文様）」（AN.0744）
●「窓掛（綴錦地）御簾と梅に鶯の図」（AN.0824-3, 4）
●「秩父宮殿下御成年式服裂地帖・図案集（軸）・加工仕様書」（AN.2517）
●「麒麟鳳凰ローケツ染め屏風」（AN.9999（仮））
●「捺染標本帖」（AN.0012）
●「捺染裂地帖（毛織及絹綿布類）」（AN.0018）
●「染色整理標本」（AN.0019）
●「染色整理標本」（AN.0023）
●「捺染標本帖」（AN.0024）
●「染色標本帖」（AN.0025）
●「染色標本帖（捺染模様木綿手巾類）」（AN.0028）
●「佛國捺染模様綿布衣服専用地」（AN.0043）
●「佛國捺染模様綿布襯衣専用地」（AN.0044）
●「英國捺染模様綿布」（AN.0045）
●「毛織捺染模様衣服地」（AN.0048）
●「捺染模様絹布」（AN.0049）
●「綿フランネル更紗形」（AN.0055）
●「佛國捺染模様絹布類標本」（AN.0085）
●「染織見本布帖 FAGON MODERNE」（AN.0111）
●「佛國製織物裂地帖」（AN.0143）
●「リボン裂地帖」（AN.0159）
●「佛國製毛綿絹交織物裂地帖」（AN.0174）
●「佛國製洋服裂地帖（絹布及毛織類）」（AN.0180）
●「絹製リボン（裂帖）」（AN.0337）
●「婦人服地絹布類裂 クロード・フレール」（AN.0608）
●「図案標本（織物地）」（AN.0825）
●「椅子張地－銀色地に［幾何学？］模様」（AN.1090）
●「椅子張地－水色地に茶の草花［立］模様」（AN.1091）
●「椅子張地－薄紫地に［幾何学？の］地紋」（AN.1093）
●「椅子張地－洗朱色［に草花の地紋］」（AN.1094）

「美術工芸資料館コ
レクション展Ⅰ」
（2008.05.04～08.30）

第Ⅰ展示室「武将の装い」
●「大鎧」（AN.1555）
●「紺糸威具足」（AN.1443）
●「緋色威具足」（AN.1444）
●「白毛兜」（AN.1140）
●「梨子地葵紋散鞍」（AN.1447-6）
●「梨子地葵紋散鐙」（AN.1447-5）
●「朱漆塗桐文蒔絵鞍」（AN.1655-1）
●「朱漆塗桐文蒔絵鐙」（AN.1655-2）
●「青貝葡萄模様鞍」（AN.835）
●「銀鯉象眼入鉄鐙」（AN.809）
●「虫尽縁頭」（AN.1773）
●「仁王像縁頭」（AN.1785）
●「犬張子象眼入縁頭」（AN.1763）
●「唐山水透彫（大・小）」（AN.0807）
●「虎ニ人物鍔」（AN.1767）
●「山水象嵌入鍔（大・小）」（AN.1768）
●「馬具絵巻」（AN.3483）
第Ⅱ展示室「オリンピック・ポスター」
●「第8回パリ大会、1924年」（AN.2679-22）
●「第11回ベルリン大会、1936年」（AN.2694-41）
●「第15回ヘルシンキ大会、1952年」（AN.5235-1）
●「オスロ冬季大会、1952年」（AN.5235-2）
●「第17回ローマ大会、1960年」（AN.5028）
●「第18回東京大会、1964年」（AN.3822-1）
●「第18回東京大会、1964年」（AN.3822-2）
●「第18回東京大会、1964年」（AN.3822-3）
●「第18回東京大会、1964年」（AN.3822-4）
●「第19回メキシコ大会、1968年」（AN.4827-1）
●「札幌冬季大会、1972年」（AN.4841-16）
●「札幌冬季大会、1972年」（AN.4841-17）
●「札幌冬季大会、1972年」（AN.4841-18）
●「札幌冬季大会、1972年」（AN.4841-19）
●「インスブルック冬季大会、1976年」（AN.5031-2）

裂地を辿る
－京都工芸繊維大学美術

工芸資料館館蔵染色資料の初公開
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主な企画展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

名 称 概 要
「美術工芸資料館コ
レクション展Ⅰ」
（2008.05.04～08.30）

●「長野冬季大会、1998年」
●「長野冬季大会、1998年」
●「長野冬季大会、1998年」
第Ⅲ展示室「モダンチェアー」
●アンネ・ヤコブセン「椅子モデル No.3317「エッグ」」（AN.2703）
●ハンス・J・ワーグナー「椅子 No.501」（AN.2714）
●アルヴァ・アールト「肘掛椅子モデル No.406」（AN.3674）
●アルヴァ・アールト「肘掛椅子モデル No.41「パイミオ」」（AN.3675）
第Ⅳ展示室「白髪一雄」
●「［無題］」（AN.2720）
●「［無題］」（AN.2862）
●「三身」（AN.3031）
●「チャクラ」（AN.3032）
●「浄 I」（AN.3033）
●「［無題］」（AN.3034）
●「苦行」（AN.3036）
●「道心」（AN.3037）
●「蓮華」（AN.3038）
●「［無題］」（AN.3039）
●「執炎」（AN.3040）
●「天上」（AN.3041）
●「彩紅」（AN.3043）
●「阿修羅」（AN.3044）
●「白い作品」（AN.3045）
●「貞宗」（AN.3046）
●「［無題］」（AN.3048）
●「［無題］」（AN.3114）
●「紫輪」（AN.3163）
●「悉地」（AN.3164）
●「［無題］」（AN.3165）
●「空輪」（AN.3169）
●「青輪」（AN.3170）
●「無明」（AN.3171）

「エクスリブリスの
世界展－書物を巡
る密かな喜び－」

（2008.09.16～10.26）

●（AN.5198-01-053） ●（AN.5198-02-015） ●（AN.5198-02-055） ●（AN.5198-03-038）
●（AN.5198-03-123） ●（AN.5198-04-052） ●（AN.5198-04-053） ●（AN.5198-04-066）
●（AN.5198-04-067） ●（AN.5198-06-001） ●（AN.5198-06-002） ●（AN.5198-06-066）
●（AN.5198-07-076） ●（AN.5198-07-081） ●（AN.5198-07-095） ●（AN.5198-07-098）
●（AN.5198-07-119） ●（AN.5198-07-120） ●（AN.5198-07-128） ●（AN.5198-08-069）
●（AN.5198-08-088） ●（AN.5198-08-090） ●（AN.5198-08-091） ●（AN.5198-09-001）
●（AN.5198-09-005） ●（AN.5198-09-077） ●（AN.5198-09-123） ●（AN.5198-10-073）
●（AN.5198-10-074） ●（AN.5198-10-075） ●（AN.5198-10-076） ●（AN.5198-11-058）
●（AN.5198-11-059） ●（AN.5198-12-004） ●（AN.5198-12-009） ●（AN.5198-12-019）
●（AN.5198-12-039） ●（AN.5198-12-079） ●（AN.5198-12-081） ●（AN.5198-12-091）
●（AN.5198-13-092） ●（AN.5198-14-021） ●（AN.5198-14-046） ●（AN.5198-14-078）
●（AN.5198-14-081） ●（AN.5198-15-002） ●（AN.5198-15-031） ●（AN.5198-15-043）
●（AN.5198-15-068） ●（AN.5198-15-097） ●（AN.5198-16-016） ●（AN.5198-16-023）
●（AN.5198-16-028） ●（AN.5198-16-037） ●（AN.5198-16-049） ●（AN.5198-16-055）
●（AN.5198-16-056） ●（AN.5198-16-078） ●（AN.5198-17-025） ●（AN.5198-17-026）
●（AN.5198-17-059） ●（AN.5198-17-06） ●（AN.5198-17-068） ●（AN.5198-18-014）
●（AN.5198-18-015） ●（AN.5198-18-030） ●（AN.5198-18-053） ●（AN.5198-18-060）
●（AN.5198-18-061） ●（AN.5198-18-067） ●（AN.5198-18-090） ●（AN.5198-18-097）
●（AN.5198-18-098） ●（AN.5198-18-099） ●（AN.5198-19-037） ●（AN.5198-19-045）
●（AN.5198-19-046） ●（AN.5198-19-060） ●（AN.5198-20-027） ●（AN.5198-20-038）
●（AN.5198-20-068） ●（AN.5198-21-002） ●（AN.5198-21-039） ●（AN.5198-21-096）
●（AN.5198-22-017） ●（AN.5198-22-035） ●（AN.5198-22-036） ●（AN.5198-22-037）
●（AN.5198-22-038） ●（AN.5198-22-040） ●（AN.5198-22-041） ●（AN.5198-22-047）
●（AN.5198-22-084） ●（AN.5198-22-085） ●（AN.5198-22-090） ●（AN.5198-24-028）
●（AN.5198-25-022） ●（AN.5198-25-063） ●（AN.5198-25-120） ●（AN.5198-25-134）
●（AN.5198-26-074） ●（AN.5198-28-062） ●（AN.5198-30-016） ●（AN.5198-30-028）
●（AN.5198-30-062） ●（AN.5198-30-063） ●（AN.5198-30-064） ●（AN.5198-30-065）
●（AN.5198-30-100） ●（AN.5198-30-101） ●（AN.5198-31-003） ●（AN.5198-31-033）
●（AN.5198-31-043） ●（AN.5198-31-077） ●（AN.5198-31-119） ●（AN.5198-32-008）
●（AN.5198-32-009） ●（AN.5198-32-021） ●（AN.5198-32-022） ●（AN.5198-32-028）
●（AN.5198-32-029） ●（AN.5198-32-050） ●（AN.5198-32-077） ●（AN.5198-32-079）
●（AN.5198-32-134） ●（AN.5198-33-044） ●（AN.5198-33-085） ●（AN.5198-34-010）
●（AN.5198-34-034） ●（AN.5198-34-035） ●（AN.5198-34-039） ●（AN.5198-34-042）
●（AN.5198-34-060） ●（AN.5198-34-101） ●（AN.5198-34-106） ●（AN.5198-35-016）
●（AN.5198-35-018） ●（AN.5198-35-034） ●（AN.5198-35-035） ●（AN.5198-35-038）
●（AN.5198-35-075） ●（AN.5198-35-078） ●（AN.5198-35-082） ●（AN.5198-36-084）
●（AN.5198-37-046） ●（AN.5198-37-080） ●（AN.5198-37-081） ●（AN.5198-37-111）
●（AN.5198-38-004） ●（AN.5198-38-021） ●（AN.5198-38-022） ●（AN.5198-38-121）
●（AN.5198-38-122） ●（AN.5198-39-007） ●（AN.5198-39-053） ●（AN.5198-39-066）
●（AN.5198-39-081） ●（AN.5198-39-082） ●（AN.5198-40-009） ●（AN.5198-40-010）
●（AN.5198-40-023） ●（AN.5198-40-040） ●（AN.5198-40-047） ●（AN.5198-40-052）
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主な企画展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

名 称 概 要
「エクスリブリスの
世界展－書物を巡
る密かな喜び－」

（2008.09.16～10.26）

●（AN.5198-40-110） ●（AN.5198-41-037） ●（AN.5198-41-096） ●（AN.5198-41-109）
●（AN.5198-42-013） ●（AN.5198-43-023） ●（AN.5198-43-090） ●（AN.5198-41-109）
●（AN.5198-42-013） ●（AN.5198-43-023） ●（AN.5198-43-090） ●（AN.5198-43-102）
●（AN.5198-43-105） ●（AN.5198-43-106） ●（AN.5198-44-003） ●（AN.5198-44-013）
●（AN.5198-44-048） ●（AN.5198-44-116） ●（AN.5198-44-117） ●（AN.5198-44-120）
●（AN.5198-44-154） ●（AN.5198-45-024） ●（AN.5198-45-043） ●（AN.5198-45-078）
●（AN.5198-45-124） ●（AN.5198-46-005） ●（AN.5198-46-040） ●（AN.5198-46-048）
●（AN.5198-46-074） ●（AN.5198-46-100） ●（AN.5198-46-118） ●（AN.5198-47-061）
●（AN.5198-48-007） ●（AN.5198-48-073） ●（AN.5198-49-088） ●（AN.5198-51-001）
●（AN.5198-51-014） ●（AN.5198-51-023） ●（AN.5198-51-100） ●（AN.5198-52-051）
●（AN.5198-52-067） ●（AN.5198-56-056） ●（AN.5198-58-017） ●（AN.5198-58-039）
●（AN.5198-58-041） ●（AN.5198-59-005） ●（AN.5198-59-094） ●（AN.5198-59-105）
●（AN.5198-60-062） ●（AN.5198-60-118） ●（AN.5198-60-125） ●（AN.5198-61-056）
●（AN.5198-61-061） ●（AN.5198-62-004） ●（AN.5198-63-109） ●（AN.5198-65-002）
●（AN.5198-65-004） ●（AN.5198-67-015） ●（AN.5198-70-011） ●（AN.5198-71-099）
●（AN.5198-71-103） ●（AN.5198-72-022） ●（AN.5198-72-023） ●（AN.5198-73-067）
●（AN.5198-74-003） ●（AN.5198-74-010） ●（AN.5198-75-047） ●（AN.5198-75-078）
●（AN.5198-76-021） ●（AN.5198-76-063） ●（AN.5198-77-125） ●（AN.5198-77-126）
●（AN.5198-77-127） ●（AN.5198-78-089） ●（AN.5198-79-008） ●（AN.5198-80-059）
●（AN.5198-80-120） ●（AN.5198-81-007） ●（AN.5198-81-144） ●（AN.5198-82-031）
●（AN.5198-82-043） ●（AN.5198-82-047） ●AN.5198-83-008） ●（AN.5198-83-009）
●（AN.5198-83-129） ●（AN.5198-84-126） ●（AN.5198-85-074） ●（AN.5198-87-005）
●（AN.5198-87-060） ●（AN.5198-87-061） ●（AN.5198-87-104） ●（AN.5198-88-010）
●（AN.5198-90-094） ●（AN.5198-90-151） ●（AN.5198-91-005） ●（AN.5198-91-039）
●（AN.5198-91-041） ●（AN.5198-91-045） ●（AN.5198-91-056） ●（AN.5198-91-083）
●（AN.5198-91-095） ●（AN.5198-91-153） ●（AN.5198-92-016） ●（AN.5198-92-017）
●（AN.5198-92-106） ●（AN.5198-92-108） ●（AN.5198-93-013） ●（AN.5198-93-024）
●（AN.5198-93-025） ●（AN.5198-93-026） ●（AN.5198-93-080） ●（AN.5198-93-258）
●（AN.5198-94-004） ●（AN.5198-94-032） ●（AN.5198-94-033） ●（AN.5198-94-051）
●（AN.5198-94-079） ●（AN.5198-94-080） ●（AN.5198-94-222） ●（AN.5198-95-021）
●（AN.5198-95-192） ●（AN.5198-95-216） ●（AN.5198-96-074） ●（AN.5198-96-084）
●（AN.5198-96-093） ●（AN.5198-96-121） ●（AN.5198-96-153） ●（AN.5198-96-173）
●（AN.5198-96-183） ●（AN.5198-96-226） ●（AN.5198-97-005） ●（AN.5198-97-020）
●（AN.5198-97-031） ●（AN.5198-97-040） ●（AN.5198-97-094）
●（AN.5198-97-203） ●（AN.5198-98-034） ●（AN.5198-98-048）
●（AN.5198-98-051） ●（AN.5198-98-112） ●（AN.5198-99-049）
●（AN.5198-99-050） ●（AN.5198-99-062） ●（AN.5198-99-063）
●（AN.5198-99-093） ●（AN.5198-99-097） ●（AN.5198-99-098）
●（AN.5198-99-109） ●（AN.5198-99-110） ●（AN.5198-25-111）
Schiaerren Harry
●（AN.5198-01-045） ●（AN.5198-07-117） ●（AN.5198-08-080）
●（AN.5198-13-013） ●（AN.5198-13-014） ●（AN.5198-13-015）
●（AN.5198-13-017） ●（AN.5198-13-018） ●（AN.5198-14-041）
●（AN.5198-14-042） ●（AN.5198-14-096） ●（AN.5198-16-092）
●（AN.5198-19-026） ●（AN.5198-19-048） ●（AN.5198-22-033）
●（AN.5198-22-034） ●（AN.5198-23-006） ●（AN.5198-28-053）
●（AN.5198-31-064） ●（AN.5198-34-043） ●（AN.5198-35-036）
●（AN.5198-35-037） ●（AN.5198-35-038） ●（AN.5198-37-043）
●（AN.5198-37-091） ●（AN.5198-39-002） ●（AN.5198-40-064）
●（AN.5198-41-043） ●（AN.5198-41-044） ●（AN.5198-45-090）
●（AN.5198-51-007） ●（AN.5198-94-040）

「第10回村野藤吾
建築設計図展
－アンビルト・ムラノ－」
（2008.011.25～12.26）

ダンスホール
●「配置図」（AN.4958-64）●「1階平面図」（AN.4958-63）●「正面立面図」（AN.4958-69）●「断面図」（AN.4958-70）
大阪メトロポリタンホテル
●「1階平面図」（AN.5178-56）●「2階平面図」（AN.5178-57）●「基準階（3,4,5階）」（AN.5178-58）●「6階平面図」（AN.5178-
59）●「正面立面及びパース」（AN.5178-47）●「正面・側面立面図及びパース」（AN.5178-46）●「立面スタディ」（AN.5178-
71）●「立面スタディ」（AN.5178-73）●「立面スタディ及びスケッチパース」（AN.5178-69）●「立面スタディ」（AN.5178-
68）
西川商店
●「1階平面図」（AN.5077-70）●「地下1階平面図」（AN.5077-65）●「正面及背面図」（AN.5077-82）●「断面図」（AN.5077-
66）●「側面図」（AN.5077-52）●「側面図」（AN.5077-83）●「正面側面矩計図」（AN.5077-84）●「1階平面図」（AN.5077-78）
大丸元町食堂
●断面図〈37年案〉」（＃050-B-7）●立面図〈37年案〉」（＃050-B-4）●詳細図〈38年案〉」（AN.4970-1）●正面及側面矩計
図〈37年案〉」（＃050-B-15）●詳細図〈38年案〉」（AN.4970-5）●各階平面図〈38年案〉」（AN.4970-6）
中山製鋼所附属病院
●「正立面図（第1次案」（Ⅱ-016-A-38）●「断面図」（Ⅱ-016-A-41）●「4.5階平面図（第2次案）」（Ⅱ-016-A-49）●「1階平面図
（第2次案）」（Ⅱ-016-A-45）●「正立面図（一部展開図）（第2次案）」（Ⅱ-016-A-55）●「北側立面図」（Ⅱ-016-A-54）●「断面
図」（Ⅱ-016-A-51）●「正面入口並主要階矩計図（第2次案）」（Ⅱ-016-A-52）●「1階平面図（第3次案）」（Ⅱ-016-A-44）●「平面
図（地下室）」（Ⅱ-016-A-42）
宇部ゴルフクラブハウス
●「宇部ゴルフクラブ舎」（I-015-H-1）●「断面図」（I-015-H-7）●「南側立面図」（I-015-H-5）●「西側立面図」（I-015-H-6）
●「地階平面図」（I-015-H-4）●「一階平面図」（I-015-H-3）
橿原丸
●「1st.CL VERAN.DAH CEILING PLAN．」（AN.4952-41）●「1st.CL VERAN.DAH FLLOR CEILEING PLAN．」（AN.4952-
38）●「1st.CL VERAN.DAH DIMENSION PLAN．」（AN.4952-40）●「2nd.CL SMOKING RM DIMENSION PLAN．」

エクスリブリスの世界展
－書物を巡る密かな喜び－
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主な企画展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

名 称 概 要
「第10回村野藤吾
建築設計図展
－アンビルト・ムラノ－」
（2008.011.25～12.26）

（AN.4952-44）●「一等ベランダ天井間接照明廻り原寸図」（AN.4952-52）●「一等ベランダ窓つき柱型原寸図」（AN.4952-
53）●「1st.CL VERAN.DA DIMENSION PLAN．」（AN.4952-39）●「2nd.CL SMOKING RM DIMENTION PLAN．」
（AN.4952-43）●「2nd.CL SMOKING RM CEILEING PLAN．」（AN.4952-45）●「2nd.CL SMOKING RM FLLOR PLAN．」
（AN.4952-42）●「一等スモーキングルーム 平面図天井伏図壁面展開図」（AN.4952-57）●「一等スモーキングルーム
各部詳細図」（AN.4952-55）
川崎会館
●「正面矩計図」（AN.4957-62）●「2階倶楽部室廻り展開図」（AN.4957-58）●「2階集会室展開図」（AN.4957-55）●「一階食
堂廻り展開図」（AN.4957-54）●「川崎会館 東立面図」（AN.4957-44）●「正面図（北側）」（AN.4957-45）●「第三階平面図」
（AN.4957-50）●「断面図（A）」（AN.4957-53）●「第2階平面図」（AN.4957-49）●「第一階平面図」（AN.4957-48）●「スタディ
（立面パース）」（AN.4957-85）●「スタディ（立面）」（AN.4957-86）●「2階平面図」（AN.4957-82）●「1階平面図」（AN.4957-
80）
宇部油化工業
●「S.T．［宇部油化工業株式会社硫安倉庫］」（AN.5305-30）●「工事立面図」（AN.4955-7）●「硫安倉庫設計図一般図（A
案）」（AN.4954-74）●「硫安倉庫設計図一般図（B案）」（AN.4954-75）●「硫安倉庫設計図一般図（C案）」（AN.4954-76）
●「硫安工場設計図一般図」（AN.4954-78）●「硫安工場新築工事構造図各リスト」（AN.4955-10）●「合成工場新築工事矩
計図（其ノ1）」（AN.4955-17）●「水添工場構造詳細図」（AN.4955-25）●「瓦斯轉化工場構造詳細図」（AN.4955-28）
宇部図書館
●「1階平面図2階平面図」（AN.4954-54）●「地階平面図」（AN.4954-55）●「断面図」（AN.4954-56）●「2階平面図」
（AN.4954-62）
宇部鉱業会館
●「1階平面図」（AN.4954-31）●「2階平面図」（AN.4954-32）●「1階平面図」（AN.4954-21）●「断面図」（AN.4954-36）●「4階
平面図」（AN.4954-34）
飯田家納骨堂
●「礼拝堂設計図」（＃013-1）●「礼拝堂設計図」（＃013-2）●「飯田家納骨堂設計図」
（＃013-3）
八幡製鉄労働会館
●「平面図（スタディ）」（AN.5049-36）●「平面図（スタディ）」（AN.5049-35）●「1F平
面図」（AN.5049-25）●「BF平面図」（AN.5049-24）●「3F平面図」（AN.5049-27）●「Ⅱ
F平面図」（AN.5049-26）
志摩グランドホテル
●「立面図1」（V-029-A-10）●「立面図2」（V-029-A-11）●「配置図」（V-029-A-35）●「一
階平面図」（V-029-A-6）●「基準階平面図」（V-029-A-7）●「地下一階平面図」（V-029-A-
8）●「客室詳細図 A」（V-029-A-3）●「客室詳細図 B」（V-029-A-2）●「外観パース」（V-
029-A-51）●「断面スケッチ」（V-029-A-49）●「断面図」（V-029-A-12）
晴山ホテル
●「1階平面図」（V-028-A-2）●「1階平面図」（V-028-A-11）●「1階平面図」（V-028-A-
19）
福岡文化センター公会堂
●「2階平面図」（＃-107-007）●「1階平面図」（AN.5228-46）●「配置図兼1階平面図」
（AN.5228-45）●「地階平面図及び南立面図」（AN.5228-47）
東京都庁舎
●「配置図」（AN.5228-1）●「地盤階平面図」（AN.5228-2）●「1階平面図」（AN.5228-3）●「2階平面図」（AN.5228-4）●「北立
面図」（AN.5228-10）●「南北断面図」（AN.5228-14）
文京学園仁愛講堂
●「1階平面図」（AN.5144-65）●「2階平面図」（AN.5144-66）●「5階平面図」（AN.5144-69）●「文京学園仁愛講堂新築工事
断面図（1）」（AN.5144-72）●「S59.8.3 先生スケッチ」（Ⅹ-501-01）●「1階展開スケッチ」（AN.5143-47）●「断面詳細」

（AN.5144-87）●「文京学園仁愛講堂新築工事 矩計図（1）」（AN.5144-83）●「1階スケッチ」（AN.5143-22）●「1階平面ス
ケッチ」（Ⅹ-501-58）●「文京女子短期大学」（AN.5305-83）●「文京女子短期大学」（AN.5305-82）

「文化財保護デー関
連企画コロタイプ
で蘇る法隆寺金堂
壁 画 展－コ レ ク
ション展Ⅱ－」
（2009.01.19～02.14）

法隆寺金堂壁画（コロタイプ印刷）
●「第一号壁釈迦浄土図」（AN.3625-01）
●「第二号壁半跏菩薩像」（AN.3625-02）
●「第三号壁観音菩薩像」（AN.3625-03）
●「第四号壁勢至菩薩像」（AN.3625-04）
●「第五号壁半跏菩薩像」（AN.3625-05）
●「第六号壁阿弥陀浄土図」（AN.3625-06）
●「第七号壁観音菩薩像」（AN.3625-07）
●「第八号壁文殊菩薩像」（AN.3625-08）
●「第九号壁弥勒浄土図」（AN.3625-09）
●「第十号壁薬師浄土図」（AN.3625-10）
●「第十一号壁普賢菩薩像」（AN.3625-11）
●「第十二号壁十一面観音菩薩像」（AN.3625-12）

「ヨーゼフ・フレイ
シャーを中心とし
た 現代チェコポ
スター展」
（2009.03.23～05.01）

第Ⅰ展示室「ヨーゼフ・フレイシャーⅠ」
●「リディツェ 私は生きる」（AN.5200-24 /（42））
●「「ドン・ファン」リヒャルト・シュトラウス「春の祭典」イゴール・ストラビンスキー」（AN.5200-30 /（42））
●「「リゴレット」ジュッペ・ベルディ」（AN.5200-04 /（42））
●「コッペリア」（AN.5200-10 /（42））
●「バレエ「シルエット」（AN.5200-06 /（42））
●「「ドン・ジョヴァンニ」W.A．モーツァルト」（AN.5200-35 /（42））
●「「リブシェ」ベドルジハ・スメタナ」（AN.5200-01 /（42））
●「プラヴォスラフ・ラダ回顧展」（AN.5200-07 /（42））
●「京都環境ポスターデザイン展」（AN.5200-03 /（42））
●「「ストラコニツェのバグパイプ」ヨーゼフ・K・ティル」（AN.5200-02 /（42））
●「第35回ストラージュニツェ国際フォークロア・フェスティバル」（AN.5200-18 /（42））
●「チェコの民俗音楽」（AN.5200-05 /（42））

第10回村野藤吾建築設計図展
アンビルト・ムラノ

コロタイプで蘇る法隆寺金堂壁画展
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主な企画展示の内容 ●：美術工芸資料館所蔵品 ■：展示のため特別借用

名 称 概 要
「ヨーゼフ・フレイ
シャーを中心とし
た 現代チェコポ
スター展」
（2009.03.23～05.01）

●「タイポグラフィーとカリグラフィー」（AN.5200-37 /（42））
●「IS：イゴール・ストラビンスキー展」（AN.5200-33 /（42））
●「ガラス工芸展」（AN.5200-08 /（42））
第Ⅱ展示室「現代映画ポスター」
●二グルー「映画「軽蔑」（1963フランス）」（AN.4738-38 /（69））
●グリガル，ミラン「映画「皆殺しの天使」（1962メキシコ）」（AN.4738-37 /（69））
●ヴィレチャル，ヨーゼフ「映画「私は幸せだった」（1966イギリス）」（AN.4738-33 /（69））
●ヴィレチャル，ヨーゼフ「映画「黒いチューリップ」（1964フランス）」（AN.4738-45 /（69））
●ヴィレチャル，ヨーゼフ「映画「顔を隠した殺人」（1966チェコスロヴァキア）」（AN.4738-50 /（69））
●ヴァツァ，カレル「映画「丘」（1965イギリス）」（AN.4738-44 /（69））
●ヴァツァ，カレル「映画「被告人」（1963チェコスロヴァキア）」（AN.4738-41 /（69））
●ヴァツァ，カレル「映画「素晴らしき飛行機野郎」（1965アメリカ）」（AN.4738-40 /（69））
●フレイシャー，ヨーゼフ「映画「鳥」（1963アメリカ）」（AN.5200-27 /（42））
●ドロウヒー，ベドジフ「映画「ピンク・パンサー」（1963アメリカ）」（AN.4738-68 /（69））
●グリガル，ミラン「映画「最高の男」（1965アメリカ）」（AN.4738-60 /（69））
●カプラン，ツデニェク「映画「ペンギン」（1965ポーランド）」（AN.4738-61 /（69））
●ドゥダ，スタニスラフ「映画「喜劇の王様たち」（1960アメリカ）」（AN.4738-62 /（69））
●ヴィレチャル，ヨーゼフ「映画「河畔の村」（1958オランダ）」（AN.4738-65 /（69））
●ヴィレチャル，ヨーゼフ「映画「ドン・ガブリエル」（1966ポーランド）」（AN.4738-66 /（69））
●ヴィレチャル，ヨーゼフ「映画「英雄はかく闘えり」（1966チェコスロヴァキア）」（AN.4738-58 /（69））
●ヴィレチャル，ヨーゼフ「映画「愛のイメージ」（1964イギリス）」（AN.4738-59 /（69））
●ツィーグレル，ツデニェク「映画「霧」（1962イタリア）」（AN.4738-57 /（69））
●ツィーグレル，ツデニェク「映画「極秘事項」（1963ドイツ）」（AN.4738-64 /（69））
●カプラン，ツデニェク「映画「被写体」（1964ドイツ）」（AN.4738-67 /（69））
●タイスィク，カレル「映画「悪魔」（1963イタリア）」（AN.4738-69 /（69））
●パルクル，ツデニェク「映画「プロムナードでお買い物」（1965チェコスロヴァキア）」（AN.4738-49 /（69））
●カプラン，ツデニェク「映画「証拠」（1965ハンガリー）」（AN.4738-52 /（69））
●タイスィク，カレル「映画「困難な年」（1948イタリア）」（AN.4738-48 /（69））
●ツィーグレル，ツデニェク「映画「ウイーンへの馬車」（1966チェコスロヴァキア）」（AN.4738-46 /（69））
●ツィーグレル，ツデニェク「映画「若き日のキャシディ」（1965イギリス）」（AN.4738-34 /（69））
●ツィーグレル，ツデニェク「映画「盗まれた飛行船」（1967チェコスロヴァキア）」（AN.4738-36 /（69））
●ツィーグレル，ツデニェク「映画「誘惑されて棄てられて」（1964イタリア）」（AN.4738-43 /（69））
●スフォバーダ，イリ「映画「アイーダ」（1953イタリア）」（AN.4738-32 /（69））
●ドロウヒー，ベドジフ「映画「赤い砂漠」（1964イタリア）」（AN.4738-39 /（69））
第Ⅲ展示室「ヨーゼフ・フレイシャーⅡ」
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-12 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-09 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-14 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-39 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-42 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-17 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-40 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-13 /（42））
●「変身：フランツ・カフカ」（AN.5200-16 /（42））
●「エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-38 /（42））
●「神秘の街プラハ」（AN.5200-15 /（42））
●「マジック・プラハ」（AN.5200-36 /（42））
●「マジック・プラハ：エクスポジション・フランツ・カフカ」（AN.5200-41 /（42））
●「マジック・ランタン プラハの一日」（AN.5200-34 /（42））
●「エミー」（AN.5200-19 /（42））
第Ⅳ展示室「展覧会ポスター」
●フレイシャー，ヨーゼフ「民族収蔵品展」（AN.4738-01 /（69））
●ツェレンカ，フランチシェク「アフリカは解放されつつある展」（AN.4738-19 /（69））
●作者不詳「ポトポトの画家たち コンゴ共和国の現代絵画展」（AN.4738-03 /（69））
●ブラゼック，イリ「メキシコ美術展」（AN.4738-06 /（69））
●作者不詳「現代シリア美術展」（AN.4738-20 /（69））
●オイデック「インド美術展」（AN.4738-05 /（69））
●フレイシャー，ヨーゼフ「モラヴィアのテクスタイル展」（AN.5200-11 /（42））
●フレイシャー，ヨーゼフ「国立博物館の至宝展」（AN.4738-15 /（69））
●作者不詳「ジュール・ヴェルヌ展」（AN.4738-53 /（69））
●作者不詳「クリストフ・コロンブス展」（AN.4738-56 /（69））
●ビルコーヴァ「チェコ国民美術展」（AN.4738-09 /（69））
●作者不詳「キューバのグラフィック展」（AN.4738-11 /（69））
●作者不詳「広島 原爆の黙示録展」（AN.4738-28 /（69））
●リデルス「日本の子供展」（AN.4738-27 /（69））
●フーナウ「日本の根付展」（AN.4738-31 /（69））
●作者不詳「広重 東海道五十三次展」（AN.4738-29 /（69））
●作者不詳「日本刀の装飾展」（AN.4738-26 /（69））
●フィゲル「現代日本版画展」（AN.4738-30 /（69））
●ペカク，ミラン「カンボジア展」（AN.4738-25 /（69））
●ロソル「アジア・スポーツ展」（AN.4738-54 /（69））
●オイデック「知られざるチベット展」（AN.4738-55 /（69））

ヨーゼフ・フレイシャーを中心とした
現代チェコポスター展
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写真掲載許可状況

学外貸出状況

許 可 の 相 手 方 掲 載 誌 掲 載 作 品
朝日新聞出版分冊百科
編集部

朝日ビジュアルシリーズ「週刊 昭和」第19
号「昭和43年特集」

大島弘義「尼僧ヨアンナ」（AN.5229-01）

「住宅建築」編集部 月刊「住宅建築」平成20年8月号 村野藤吾建築設計図面「箱根樹木園休憩所」平面図（AN.4972-02）
「世界平和記念聖堂」平面図 （N0.I-006-IJ-015）
「箱根プリンスホテル」立体断面図（X-011-34）

株式会社桜風舎 「京の形と文様の辞典」 浅井忠「筒形梅図花生」（AN.3283）
紫地総縫取宝尽襠（AN.1164）

株式会社シーズ・プラン
ニング

100隻の船が集う紙模型の世界展 里見宗次「躍進日本郵船」（AN.4725-24）

株式会社虎屋とらや東京
ミッドタウン店

「日本の遊び展」配布小冊子 合せ貝のうちの「若紫」、「花宴」、「蓬生」、「宿木」、「橋姫」（AN.1628）

関西ハンガリー交流会 関西ハンガリー交流会会報 ジョルナイ工房「磁製花瓶」（AN.709-01）
「磁製植木鉢」（AN.709-02）
「エオシン釉花瓶」（AN.1239）
「陶製婦人像付花生」（AN.1241）
「陶製水差し」（AN.1253）

株式会社青龍社 華道家元池坊・機関誌「華道（月刊情報誌）」
平成21年2月号

白髪一雄「貞宗」（AN.3046）

株式会社布引礦泉所 社史資料 「布引タンサンダイヤモンド・オレンヂ」（AN.3754）

株式会社世界文化社 「家庭画報」平成21年1月号 合せ貝のうち5点（AN.1628）

朝日新聞出版分冊百科
編集部

週刊朝日百科「国宝探訪」 浅井忠図案、杉林古香作「朝顔花蒔絵手箱」（AN.1617）

株式会社中央公論社 中公新書「絵画の変ー日本美術の絢爛たる開
花」

合せ貝のうち3点（AN.1628）

NPO法人カルショック 日本郵船歴史博物館ホームページ中『日本郵
船ものがたり「華やかな客船ポスター」』

里見宗次「日本郵船」（AN.4725-15）
里見宗次「躍進日本郵船」（AN.4725-24）
小磯良平「N.Y.K. LINE日本郵船会社」（AN.2694-08）

有限会社イーズワークス 長崎の総合情報誌『樂』春号 中山文孝「紀元2600年記念日本万国博覽会」（AN.2694-37）

貸 出 先 展 覧 会 名 等（会 期 等） 貸 出 作 品
山梨県立美術館 「開館30周年記念展

富士山 近代に展開した日本の象徴」展
山梨県立美術館（2008.06.07～2008.07.21）

中山文孝「紀元二千六百年記念日本万国博覧会」（AN.2694-37）

奥田元宋・小由女美術館
読売新聞大阪本社

「憧れのヨーロッパ陶磁
－マイセン・セーヴル・ミントンとの出会い－」展
奥 田 元 宋・小 由 女 美 術 館（2008.09.05～
10.26）

ジョルナイ工房「水差し」（AN.1251）
ジョルナイ工房「磁器花瓶」（AN.708）
ジョルナイ工房「磁製植木鉢」（AN.709-2）
ジョルナイ工房「陶製婦人像付花生」（AN.1241）
ジョルナイ工房「陶製花生」（AN.1257）
「ウェッジウッド写真絵付浮彫額」（AN.1303）
アルフォンス・ミュシャ「装飾資料集」（AN.3775）

松下電工汐留ミュージアム
（現パナソニック電工汐
留ミュージアム）

「村野藤吾 建築とインテリア展－ひとをつ
くる空間の美学－」
松下電工汐留ミュージアム
（現パナソニック電工汐留ミュージアム）
（2008.08.02～2008.10.26）

村野藤吾設計作品
そごう百貨店 心斎橋筋側内部階段立面図（AN.4930-67）
そごう百貨店 中2階階段手摺鼻現寸図（AN.4930-81）
広島平和記念聖堂 立面図（実施図面）（AN.4995-01）
広島平和記念聖堂 内観パース図（AN.4995-08）
広島平和記念聖堂 立面習作（AN.4996-57）
広島平和記念聖堂 立面習作（AN.4996-88）
広島平和記念聖堂 立面習作（AN.4996-89）
広島平和記念聖堂 立面習作（AN.4996-97）
新歌舞伎座 矩計り詳細図（AN.4983-56）
新歌舞伎座 連続唐破風 曲線オリジナルスケッチ（AN.4985-58）
新歌舞伎座 1F茶席障子詳細図（AN.4986-57）
箱根樹木園休息所 矩計り詳細図（AN.4972-16）
箱根樹木園休息所 貴賓室 シャンデリア部分詳細図（AN.4972-29）
ぶらじる丸 一等スモーキングルームベランダ境鉄製グリル詳細
図（AN.4950-28）

ぶらじる丸 一等スモーキングルーム 一等ベランダ持出シ天井
付丸彫り彫刻現寸図（AN.4950-32）

ぶらじる丸 一等スモーキングルーム 壁面展開図（AN.4950-41）
ぶらじる丸 一等ローンヂ電器時計（AN.4950-52）
戎橋プランタン 詳細図（AN.5117-48）
日本生命日比谷ビル 劇場1階広間天井伏 詳細図（AN.5062-05）
日本生命日比谷ビル ホール縦断面図（AN.5062-09）
日本生命日比谷ビル ホール横断面図（AN.5062-29）
日本生命日比谷ビル （南立面 辻晋堂）オブジェ詳細図
（AN.5062-47）
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貸 出 先 展 覧 会 名 等（会 期 等） 貸 出 作 品
松下電工汐留ミュージアム
（現パナソニック電工汐
留ミュージアム）

「村野藤吾 建築とインテリア展－ひとをつ
くる空間の美学－」
松下電工汐留ミュージアム
（現パナソニック電工汐留ミュージアム）
（2008.08.02～2008.10.26）

日本生命日比谷ビル 劇場M3FL-3FLの鉄骨階段サポート
（AN.5062-52）
新高輪プリンスホテル 妻側エレベーション図（AN.4900-02）
谷村美術館 平面図（AN.4974-01）
谷村美術館 展示室 B平面 詳細図（AN.4974-56）
谷村美術館 展示室 B断面図 矩計り図（AN.4974-66）
ぶらじる丸 1等ロンヂ、カラースキーム（I-019-C-73）
ぶらじる丸 スモーキング及びベランダ第2案カラースキーム（I-
019-C-76）

あるぜんちな丸 一等食堂、カラースキーム（I-019-C-77）
戎橋プランタン 1,2Fレジスター机及び椅子（X-126-57）
戎橋プランタン 1F喫茶室籐いす4人がけ用28個（X-126-60）
箱根プリンスホテル スワンチェアデザイン詳細（X-11-73）
新高輪プリンスホテル茶室恵庵平面図図番5（V-24-C-54）
新高輪プリンスホテル茶室恵庵広間まわり断面展開図（V-24-C-63）
村野自邸 茶室展開図（II-019-B-001）
村野自邸 平面図（II-019-A-003）
村野自邸 敷地図（第二原図）（II-019-A-004）

西宮市大谷記念美術館 「関西のグラフィックデザイン 1920-40年
代」展
西宮市大谷記念美術館（2008.09.26～2008.12.05）

早川源一「甲子園・香櫨園海水浴場 阪神電車」（AN.2694-02 /
（59））
松田富喬「清酒白鶴」（（AN.2694-04 /（59））
福永俊吉「国粋文化の地・京都へ 京都市」（（AN.2694-05 /（59））
山田伸吉「十誡 松竹座」（（AN.2694-22 /（59））
山田伸吉「ドン・Q 松竹座」（（AN.2694-23 /（59））
山田伸吉「ロイドの人気者 松竹座」（（AN.2694-25 /（59））
山田伸吉「ドロシー・ヴァーノン 松竹座」（（AN.2694-26 /（59））
山田伸吉「禁断の楽園 松竹座」（（AN.2694-27 /（59））
山田伸吉「大尉の娘 松竹座」（（AN.2694-28 /（59））
山田伸吉「罪と罰 松竹座」（（AN.2694-29 /（59））
福永俊吉「京都へ 大阪鉄道局」（（AN.2694-35 /（59））
早川源一「鍛えよ海に 甲子園・香櫨園海水浴場 阪神電車」
（（AN.2694-42 /（59））
山田伸吉「桃色の夜は更けて 松竹座」（（AN.2694-52 /（59））
山田伸吉「冬来りなば 松竹座」（（AN.2694-58 /（59））
作者不詳「キートンの栃面棒 七巻 松竹座」（（AN.3710-01 /
（34））
作者不詳「雀 九巻 松竹座」（（AN.3710-03 /（34））
作者不詳「盲嬌 松竹座」（（AN.3710-04 /（34））
作者不詳「青い鳥 松竹座」（（AN.3710-11 /（34））
作者不詳「ダグラスの海賊 松竹座」（（AN.3710-12 /（34））
作者不詳「復活 松竹座」（（AN.3710-13 /（34））
作者不詳「海賊ピエトロ 八巻 松竹座」（（AN.3710-14 /（34））
井上木它、片岡敏郎「赤玉ポートワイン」（（AN.3725）
松田冨喬「清酒白鶴」（（AN.3734）
作者不詳「特製、月桂冠・壜詰 株式会社明治屋」（AN.3738）
作者不詳「ダイヤモンドレモン、オレンヂ、サイダーシトロン」
（（AN.3754）
作者不詳「大禮記念京都大博覽會」（AN.4855）

京都国立近代美術館
朝日新聞社

「生活と芸術－アーツ＆クラフツ展－ウィリ
アム・モリスから民芸まで－」
京都国立近代美術館（2008.09.13～2008.11.09）
東京都美術館（2009.01.24～2009.04.05）
愛知県美術館（2009.06～2009.08）

ジョルナイ工房「磁製花瓶」（AN.0709-1）
ジョルナイ工房「花瓶」（AN.1239）
ジョルナイ工房「陶製水差し」（AN.1253）
ジョルナイ工房「陶製花生」（AN.1256）
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資料補修状況

開館日数及び入館者数

（特別見学：展覧会期間外の見学）

通常開館 特別見学 施設利用（概数） 計
日数（日） 入数（人） 日数（日） 入数（人） 日数（日） 入数（人） 日数（日） 入数（人）

4月 25 432 6 153 8 98 25 683
5月 25 941 3 353 12 131 25 1,424
6月 0 0 6 101 13 122 13 222
7月 0 0 5 225 17 209 17 434
8月 20 736 3 131 16 147 20 1,014
9月 12 109 5 123 16 149 16 381
10月 22 793 5 206 17 357 22 1,356
11月 17 403 5 299 22 399 22 1,101
12月 22 938 4 165 22 338 22 1,441
1月 12 341 0 0 10 215 12 556
2月 11 393 4 44 14 198 14 635
3月 8 105 6 201 14 80 14 386
合計 174 5,191 52 1,998 181 2,439 222 9,628

所蔵番号 分 類 作 品 名 補修内容

AN. 4920 文 献 建築ファンタジー 裏打補強

AN. 5277 ポスター 「皇国を護る我等の健康」 裏打補強

AN. 5278-03 ポスター 空の神兵 裏打補強

AN. 5278-04 ポスター 東洋の凱歌バタアンコレヒドール攻略戦 / 現地軍製作一大記録映画 裏打補強

AN. 5278-05 ポスター 大東亜戦争 帝国海軍 勝利の記録 裏打補強

AN. 5278-06 ポスター ビルマ戰記 裏打補強

AN. 5281 ポスター 資生堂石鹸 / ご贈答用に絶好の金織美粧箱 新発売 裏打補強

AN. 5282-01 ポスター ボロの特別回収 / 戦ふ近代兵器にボロが絶対必要です 裏打補強

AN. 5282-02 ポスター 陸軍省ポスター 第三十八回陸軍記念日 撃ちてし止まむ 裏打補強

AN. 5283-01 ポスター 三月十日 / 陸軍省 裏打補強

AN. 5283-02 ポスター エビスビール / 品質第一 信用第一 製産第一 裏打補強

AN. 5317-01 ポスター 國冨セル 裏打補強

AN. 5317-02 ポスター 大阪商船 裏打補強

AN. 5317-03 ポスター 銘酒白雪 / 小西醸 裏打補強

AN. 5317-04 ポスター 支那事変国債 / 大蔵省 裏打補強

AN. 5317-05 ポスター 第一回貯蓄債権 / 日本勧業銀行 裏打補強

AN. 5317-06 ポスター 支那事変の国債 裏打補強

AN. 5317-07 ポスター 支那事変国債 / 大蔵省 裏打補強

AN. 5317-08 ポスター 明るい選挙・棄てるな一票 裏打補強

AN. 5317-09 ポスター 関税引上 / 小麦を作れ 裏打補強

AN. 5317-10 ポスター 作れ小麦 / 休閑地の利用 裏打補強

AN. 5317-11 ポスター 火の用心 / 国民精神総動員 裏打補強

AN. 5317-12 ポスター 第二回東丘社展 / 堂本印象画塾 裏打補強

AN. 5317-13 ポスター ブラジル建築展 / 国立近代美術館 裏打補強

AN. 5317-14 ポスター 国勢調査 / 総理府統計局 裏打補強

AN. 5317-15 ポスター EXPO70・OSAKA 裏打補強

AN. 5317-16 ポスター EXPO70・OSAKA 裏打補強

AN. 5317-17 ポスター EXPO70・OSAKA 裏打補強

AN. 5317-18 ポスター EXPO70・OSAKA 裏打補強
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新収蔵品（装飾）

作者名（生没年）
タイトル
制作年 ＊s.d.：年代不詳
発行元
寸法
技法

●蔵品番号（詳細番号）
●蔵品番号登録日
●入手経緯 ＊Achat：購入，Don：寄贈

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
ぶどう / Vine
1874
モリス商会 / Morris & Co.
74.0×52.0 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-01/(11) (OD-21-01/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
どんぐり / Acorn
1876
モリス商会 / Morris & Co.
71.4×55.6 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-02/(11)(OD-21-02/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
菊（茶）/ Chrysanthemum（Brown）
1877
モリス商会 / Morris & Co.
74.0×52.1 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-03/(11) (OD-21-03/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
菊（緑）/ Chrysanthemum（Green）
1877
モリス商会 / Morris & Co.
74.0×52.2 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-04/(11) (OD-21-04/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

Morris, William（1834-1896）
ひまわり / Sunflower
1879
モリス商会 / Morris & Co.
72.4×57.3 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-05/(11) (OD-21-05/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA
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ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
ポピー / Poppy
1881
モリス商会 / Morris & Co.
71.0×56.1 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-06/(11)(OD-21-06/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
すいかずら（ベージュ）/ Honeysuckle（Beige）
1883
モリス商会 / Morris & Co.
74.0×52.3 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-07/(11)(OD-21-07/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
すいかずら（緑）/ Honeysuckle（Green）
1883
モリス商会 / Morris & Co.
74.0×52.2 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-08/(11)(OD-21-08/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
やなぎ / Willow
1884
モリス商会 / Morris & Co.
71.2×52.9 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-09/(11)(OD-21-09/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
やなぎの枝 / Willow Boughs
1887
モリス商会 / Morris & Co.
74.5×55.8 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-10/(11)(OD-21-10/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

ウィリアム・モリス Morris, William（1834-1896）
ひなぎく / Daisy

72.3×55.4 m/m
Woodcut Print

●AN.5327-11/(11)(OD-21-11/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA
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新収蔵品（ポスター）

作者名（生没年）
タイトル /タイトル（欧）
印刷所 ＊s. Imp.：印刷所不明
制作年 ＊c.：頃，av.：以降，s.d.：年代不詳
サイン ＊n.s.：サインなし
サイズ
印刷方法

●蔵品番号（詳細番号）
旧番号（受入日）

●蔵品番号登録日
●入手経緯 ＊Achat：購入，Don：寄贈
（oEx.Aff.－ 入手経緯）

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
マルク・シャガール版画作品展 /
Marc Chagall: Exposition de l’œuvre gravé
Imp. Mourlot (France)
1957
n.s.
560×448 m/m
lithograph

●AN.5326-01/(11) (AG-2647-01/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
革命 / Revolution
Imp. Mourlot (France)
1963
s.b.d. / Marc Chagall
779×558 m/m
lithograph

●AN.5326-02/(11) (AG-2647-02/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
サンルイフェスティバル / Festival de L’Ile Saint-
Louis
Imp. Mourlot（France）
1965
s.b.d. / d’Après ChAgAll Marc
670×522 m/m
lithograph

●AN.5326-03/(11) (AG-2647-03/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
雄鶏の愛 / Les amoureux au coq
Imp. Daniel Jacomet（France）
1968
s.b.d. / MArc ChAgAll
557×467 m/m
lithograph

●AN.5326-04/(11) (AG-2647-04/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
マルク・シャガール版画作品展（家族の肖像）/
Marc Chagall: œuvre gravé
Imp. Mourlot（France）
1970
n.s.
593×477 m/m
lithograph

●AN.5326-05/(11) (AG-2647-05/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA
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マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
記念碑のための習作展 /
Marc Chagall: Maquettes pour l’oeuvre
monumental
Imp. Mourlot（France）
1974
n.s.
762×523 m/m
lithograph

●AN.5326-06/(11) (AG-2647-06/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
マルク・シャガール聖書絵画近作展（ヤコブの梯
子 青）/ Marc Chagall: Peintures bibliques
recentes
Imp. Mourlot（France）
1977
n.s.
762×523 m/m
lithograph

●AN.5326-07/(11) (AG-2647-07/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
ラルーシュとモンパルナスの画家たち展 /
La Ruche et Montparnasse
Imp. Mourlot（France）
1978
s.b.g. / ChAgAll
741×541 m/m
lithograph

●AN.5326-08/(11) (AG-2647-08/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
朝のミステリー / Morning Mystery
s.Imp. (Italy)
1983
s.b.g. / Marc ChAgAll
730×610 m/m
offset

●AN.5326-09/(11) (AG-2647-09/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
ブーケと恋人達 / Bouquet with Flying Lovers
Imp. Hillingdon Press, Uxbridge, Middx（England）
1985
s.b.g. / Marc ChAgAll
761×506 m/m
offset

●AN.5326-10/(11) (AG-2647-10/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA

マルク・シャガール Chagall, Marc (1887-1985)
マルク・シャガール版画展（ダフニスとクロエ）/
Marc Chagall: Graveur
Imp. Mourlot（France）
1987
n.s.
770×528 m/m
lithograph

●AN.5326-11/(11) (AG-2647-11/(11))
●Acq.: 2008.07.17
●Achat fait à l’Art graphics AOYAMA
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
空間の美＝美は生きている展
s. Imp., (Japon)
1978
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-01/(66) (AG-2648-01/(66))
(1986.7.26)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
GROPIUS EXHIBITION
s. Imp., (Japon)
1980
n.s.
726×514 m/m
offset

●AN. 5328-02/(66) (AG-2648-02/(66))
(1986.7.25)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. Fumio Matsunaga

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
まがいものの光景 現代美術とユーモア展
s. Imp., (Japon)
1980
n.s.
728×515 m/m
offset

●AN. 5328-03/(66) (AG-2648-03/(66))
(1986.7.26)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
東京野外現代彫刻展 テーマ緑と人間
s. Imp., (Japon)
1983
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-04/(66) (AG-2648-04/(66))
(1986.7.26)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
視覚サーカス’85 公募
s. Imp., (Japon)
1984
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-05/(66) (AG-2648-05/(66))
oEx.Aff.-776 (1984.6.12)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
視覚サーカス’85展
s. Imp., (Japon)
1985
n.s.
728×516 m/m
offset

●AN. 5328-06/(66) (AG-2648-06/(66))
(1993.11.16)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de Otani Memorial Museum Nishinomiya
City)
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
’85アトリエ・ヌーボーコンペ
s. Imp., (Japon)
1985
n.s.
840×593 m/m
offset

●AN. 5328-07/(66) (AG-2648-07/(66))
oEx.Aff.-2724 (1987.1.9)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
日米平和ポスター展
Imp. Toppan printing co., ltd.
1985
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-08/(66) (AG-2648-08/(66))
(1986.7.26)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
福田繁雄展
Imp. Shobundo co., ltd.
1986
n.s.
726×515 m/m
offset

●AN. 5328-09/(66) (AG-2648-09/(66))
oEx.Aff.-2860 (1986.12.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
国際イラストレーションビエンナーレ1986
s. Imp., (Japon)
1986
n.s.
365×514 m/m
offset

●AN. 5328-10/(66) (AG-2648-10/(66))
(1987.1.21)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
’87アトリエ・ヌーボーコンペ
s. Imp., (Japon)
1987
n.s.
836×591 m/m
offset

●AN. 5328-11/(66) (AG-2648-11/(66))
(1987.4.7)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
JAGDA平和ポスター国際展
Imp. Dai Nippon co., Ltd.
1987
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-12/(66) (AG-2648-12/(66))
(1987.8.17)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第2回国民文化祭・熊本
Imp. Toppan printing co., ltd.
1987
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-13/(66) (AG-2648-13/(66))
(1987.11.2)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
FACE（文字）
Imp. Toppan printing co., ltd.
1987
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-14/(66) (AG-2648-14/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
FACE（自由の女神）
Imp. Toppan printing co., ltd.
1987
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-15/(66) (AG-2648-15/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
FACE（ピサの斜塔）
Imp. Toppan printing co., ltd.
1987
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-16/(66) (AG-2648-16/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
FACE（地球）
Imp. Toppan printing co., ltd.
1987
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-17/(66) (AG-2648-17/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
福田繁雄の遊気百倍博（黄）
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-18/(66) (AG-2648-18/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
Exhibition of Shigeo Fukuda（アルチンボルド）
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-19/(66) (AG-2648-19/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
Exhibition of Shigeo Fukuda（ブロック）
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-20/(66) (AG-2648-20/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
Exhibition of Shigeo Fukuda（船）
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-21/(66) (AG-2648-21/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
Exhibition of Shigeo Fukuda（ダンサー）
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-22/(66) (AG-2648-22/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
SHIGEO FUKUDA（オートバイ）
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-23/(66) (AG-2648-23/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
SHIGEO FUKUDA（野球）
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-24/(66) (AG-2648-24/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第3回国民文化祭ひょうご88
Imp. Toppan printing co., ltd.
1988
n.s.
726×515 m/m
offset

●AN. 5328-25/(66) (AG-2648-25/(66))
(1988.11.14)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de MOMAK)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
’89アトリエ・ヌーボーコンペ
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-26/(66) (AG-2648-26/(66))
(1989.3.22)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
福田繁雄のポスター展
s. Imp., (Japon)
1988
n.s.
1030×730 m/m
offset

●AN. 5328-27/(66) (AG-2648-27/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
JAGDA平和ポスター展
Imp. Toppan printing co., ltd.
1989
n.s.
1030×730 m/m
offset

●AN. 5328-28/(66) (AG-2648-28/(66))
(1989.11.17)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
’89海と島の博覧会・ひろしま
s. Imp., (Japon)
1989
n.s.
1027×727 m/m
offset

●AN. 5328-29/(66) (AG-2648-29/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第3回東京野外現代彫刻展
s. Imp., (Japon)
1989
n.s.
726×515 m/m
offset

●AN. 5328-30/(66) (AG-2648-30/(66))
(1989.11.17)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
ザ・トリック
＝世界のトリック・アートの世界＝展
s. Imp., (Japon)
1989
n.s.
727×516 m/m
offset

●AN. 5328-31/(66) (AG-2648-31/(66))
(1990.9.8)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
クラフトピア SANJO’89 作品募集
s. Imp., (Japon)
1989
n.s.
730×516 m/m
offset

●AN. 5328-32/(66) (AG-2648-32/(66))
(1989.7.17)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
クラフトピア SANJO’90 作品募集
s. Imp., (Japon)
1990
n.s.
730×516 m/m
offset

●AN. 5328-33/(66) (AG-2648-33/(66))
(1990.7.31)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
福田繁雄展
s. Imp., (Japon)
1990
n.s.
1027×726 m/m
offset

●AN. 5328-34/(66) (AG-2648-34/(66))
(1993.7.14)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
ラスト・ディケイド1990
デザインのサンプリング展
s. Imp., (Japon)
1990
n.s.
1029×729 m/m
offset

●AN. 5328-35/(66) (AG-2648-35/(66))
(1991.1.25)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
’90東京デイリーアートコンペ 公募
s. Imp., (Japon)
1990
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-36/(66) (AG-2648-36/(66))
(1990.10.11)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
’90東京デイリーアートコンペ展
Imp. Dai Nippon co., Ltd.
1990
n.s.
1029×726 m/m
offset

●AN. 5328-37/(66) (AG-2648-37/(66))
(1990.10.11)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
グラフィックデザインの今日展
Imp. Toppan printing co., ltd.
1990
n.s.
726×517 m/m
offset

●AN. 5328-38/(66) (AG-2648-38/(66))
(1990.10.11)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
福田繁雄のイラストリック
Imp. Dai Nippon co., Ltd.
1990
n.s.
364×515 m/m
offset

●AN. 5328-39/(66) (AG-2648-39/(66))
(1998.5.20)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
’91ADC展
Imp. Dai Nippon co., Ltd.
1991
n.s.
1027×757 m/m
offset

●AN. 5328-40/(66) (AG-2648-40/(66))
(1991.12.20)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de La maison Shiseido)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
三国トリックアートフェスティバル
Imp. Deguchi printing co., ltd.
1991
n.s.
1026×727 m/m
offset

●AN. 5328-41/(66) (AG-2648-41/(66))
(1991.11.19)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
株式会社大林組創業100年記念国際シンポジウム
21世紀《世界都市大阪》の空間と文化の条件
s. Imp., (Japon)
1991
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-42/(66) (AG-2648-42/(66))
(1991.8.23)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de Kyoto Transportation Bureau)
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
池田満寿夫展
s. Imp., (Japon)
1991
n.s.
724×515 m/m
offset

●AN. 5328-43/(66) (AG-2648-43/(66))
(1998.7.15)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. T. Kimura

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第1回紙わざ大賞
s. Imp., (Japon)
1991
n.s.
1029×726 m/m
offset

●AN. 5328-44/(66) (AG-2648-44/(66))
(1991.9.24)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第2回紙わざ大賞
s. Imp., (Japon)
1992
n.s.
1029×726 m/m
offset

●AN. 5328-45/(66) (AG-2648-45/(66))
(1992.8.7)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第1回トリックアートコンペ
Imp. Exit co., ltd.
1993
n.s.
1030×729 m/m
offset

●AN. 5328-46/(66) (AG-2648-46/(66))
(1993.7.14)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第1回造幣東京フェア
芸術メダルデザインコンペ
s. Imp., (Japon)
1994
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-47/(66) (AG-2648-47/(66))
(1994.6.2)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
現代ポスター競作展21vs.21
Imp. Toppan printing co., ltd.
1994
n.s.
1029×727 m/m
offset

●AN. 5328-48/(66) (AG-2648-48/(66))
(1994.11.8)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de NMAO)
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
遊迷アート・福田繁雄展
Imp. Toppan printing co., ltd.
1995
n.s.
1029×728 m/m
offset

●AN. 5328-49/(66) (AG-2648-49/(66))
(1996.10.8)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. Masami Kikuchi

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
YOU MAY ART SHIGEO FUKUDA EXHIBITION
Imp. Toppan printing co., ltd.
1995
n.s.
1029×728 m/m
offset

●AN. 5328-50/(66) (AG-2648-50/(66))
(1996.10.8)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. Masami Kikuchi

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第2回トリックアートコンペ
s. Imp., (Japon)
1995
n.s.
1029×727 m/m
offset

●AN. 5328-51/(66) (AG-2648-51/(66))
(1995.6.13)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de Hyogo Prefectural Museum of Art)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
彩りとやま緑化祭’96（花）
s. Imp., (Japon)
1995
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-52/(66) (AG-2648-52/(66))
(1996.7.25)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. Hiromi Kawabata & Mme. Makiko
Honda

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
彩りとやま緑化祭’96（人）
s. Imp., (Japon)
1995
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-53/(66) (AG-2648-53/(66))
(1996.7.25)

●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. Hiromi Kawabata & Mme. Makiko
Honda

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
田名網敬一の［版画100展］
s. Imp., (Japon)
1996
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-54/(66) (AG-2648-54/(66))
(2001.4.12)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第3回造幣東京フェア 芸術メダルデザインコンペ
s. Imp., (Japon)
1996
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-55/(66) (AG-2648-55/(66))
(1996.5.28)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
ユーモア陶彫展 / 福田繁雄ポスター展
s. Imp., (Japon)
1997
n.s.
728×515 m/m
offset

●AN. 5328-56/(66) (AG-2648-56/(66))
(1997.11.25)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de MOMAK)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
福田繁雄のポスター 視覚の遊気展
s. Imp., (Japon)
1997
n.s.
726×515 m/m
offset

●AN. 5328-57/(66) (AG-2648-57/(66))
(1997.9.8)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de MOMAK)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
デザインフォーラム’97公募展
s. Imp., (Japon)
1997
n.s.
1029×727 m/m
offset

●AN. 5328-58/(66) (AG-2648-58/(66))
(1997.9.8)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de MOMAK)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第3回トリックアートコンペ
s. Imp., (Japon)
1997
n.s.
1029×728 m/m
offset

●AN. 5328-59/(66) (AG-2648-59/(66))
(1997.9.8)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de MOMAK)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第5回造幣局芸術メダルデザインコンペ
s. Imp., (Japon)
1998
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-60/(66) (AG-2648-60/(66))
(1998.4.17)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien
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福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第4回トリックアートコンペ
s. Imp., (Japon)
1999
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-61/(66) (AG-2648-61/(66))
(2000.4.14)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de MOMAK)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
国際カーペットデザインコンペティション
作品募集
s. Imp., (Japon)
2000
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-62/(66) (AG-2648-62/(66))
(2000.12.18)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
第5回トリックアートコンペ
s. Imp., (Japon)
2001
n.s.
1030×727 m/m
offset

●AN. 5328-63/(66) (AG-2648-63/(66))
(2002.3.11)

●Acq.: 2009.03.31
●Don d’un soutien

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
FUKUDAポスター大賞2004 公募
s. Imp., (Japon)
2004
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-64/(66) (AG-2648-64/(66))
(2005.1.14)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de Hyogo Prefectural Museum of Art)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
FUKUDAポスター大賞2005 公募
s. Imp., (Japon)
2005
n.s.
727×514 m/m
offset

●AN. 5328-65/(66) (AG-2648-65/(66))
(2005.10.27)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de Hyogo Prefectural Museum of Art)

福田繁雄 FUKUDA, Shigeo (1932-2009)
福田繁雄展 トリックアート面白世界
s. Imp., (Japon)
2005
n.s.
727×515 m/m
offset

●AN. 5328-66/(66) (AG-2648-66/(66))
(2006.3.2)

●Acq.: 2009.03.31
●(Don de Hakutsuru Fine Art Museum)
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オリビエーロ・トスカーニ Toscani, Oliviero
(1942- )
ユナイテッド・カラーズ・オブ・ベネトン（ボス
ニアの兵士 1994年2月）/ United Colors of
Benetton (Bosnian Soldier February 1994)
s.Imp.
1994
n.s.
1500×1200 m/m each (10 sheets)
offset

●AN.5329-01~10/(10) (AG-2649-01~10/(10))
●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. Shinji Koumoto

オリビエーロ・トスカーニ Toscani, Oliviero
(1942- )
エイズ－顔 1994年9月 / AIDS - Faces
September 1994
s.Imp.
1994
n.s.
1278×904 m/m each (3 sheets)
offset

●AN.5330-01~03/(3) (AG-2650-01~03/(3))
●Acq.: 2009.03.31
●Don de M. Shinji Koumoto
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略、凡例一覧 建物名・施工年は「新建築」1984日本現代建築家シリーズ9・村野藤吾にならった。
■：上記以外より判断物件 ＊：写真フィルムがシートにつき明記物件も含む s.a．：年代表記なし

略、凡例一覧 建物名・施工年は「新建築」1984日本現代建築家シリーズ9・村野藤吾にならった。
■：上記以外より判断物件 ＊：写真フィルムがシートにつき明記物件も含む s.a．：年代表記なし

TOHGOMURANO ARCHITECTUAL DOCUMENTS : 508fols.

TOHGOMURANO ARCHITECTUAL DOCUMENTS : 494fols.

1931 : 神戸大丸舎藍の家
AN.5235-0001 MuYo-158-EX-001 ［神戸大丸舎藍の家西側建図コピー］ s.a. 西側建図 － 257×363 B4普通紙1枚
AN.5235-0002 MuYo-158-EX-002 ［神戸大丸舎藍の家北側建図コピー］ s.a. 北側建図 － 256×363 B4普通紙1枚
AN.5235-0003 MuYo-158-EX-003 ［神戸大丸舎藍の家南側建図、断面図コピー］ s.a. 南側建図/断面図 － 256×363 B4普通紙1枚
AN.5235-0004 MuYo-133-F-006 写真フィルム1点（＊そごう百貨店）
AN.5235-0005 MuYo-113-P-004他 写真紙焼き5点

1933？ : 百楽荘
AN.5235-0006 MuYo-151-EX-071 ［百楽荘ホールのドアの上拓本］ s.a. 百楽荘、ホール、ドアの上 － 427×596 トレーシングペーパー
AN.5235-0007 MuYo-151-EX-072 ［百楽荘一階階段書院装飾？拓本］ s.a. 書院/百楽荘1F座敷書院 － 595×415 トレーシングペーパー
AN.5235-0008 MuYo-151-EX-073 ［百楽荘一階座敷欄間拓本］ s.a. 座敷ヨリみる/百楽荘1F座敷＿欄間 － 420×1682 トレーシングペーパー3枚テープ留め
AN.5235-0009 MuYo-151-EX-074 ［百楽荘二階ひじ掛け、一階欄間拓本］ s.a. 百楽荘_2F_ヒヂカケ/百楽荘_1F_欄干 － 597×420 トレーシングペーパー
AN.5235-0010 MuYo-161-EX-001 ［百楽荘姫百合平面図コピー］ s.a. （姫百合） － 296×358 普通紙6枚（MuYo-161-EX-001-01～06）
AN.5235-0011 MuYo-161-EX-002 ［百楽荘鈴蘭平面図コピー］ s.a. （鈴蘭） － 296×326 普通紙6枚（MuYo-161-EX-002-01～06）
AN.5235-0012 MuYo-161-EX-003 ［百楽荘平面図コピー］ 昭和18年

3月9日
［1943.03.09］

昭和18年3月9日旅館組合提出/凌雪荘
_泉岡宗助/No.2 / 2号/（すみれ）/（つつ
じ）/（鈴蘭）/（香蘭）/（本館階立）/（貸出_
あおい）/（撫子）/（千草）/（貸出）さつき/
黄菊/（姫百合）

－ 258×363 普通紙15枚ホッチキス留め

AN.5235-0013 MuYo-161-EX-004 ［百楽荘？ファサードデザインの変遷（仮
定）］

s.a. デザインの変遷（仮定）/①案/パース/B
案立面/C案立面/②案パース/2’案立面/
実施パース

－ 298×420 A3普通紙2枚（MuYo-161-EX-004-01～02）

AN.5235-0014 MuYo-161-EX-005 ［百楽荘姫百合平面図コピー］ s.a. ［記載無し］ － 298×420 A3普通紙1枚
AN.5235-0015 MuYo-161-EX-008 ［百楽荘客室見取図、平面図コピー］ s.a. 料理旅館百楽荘客室見取図/No.2 / 2号/

（すみれ）/（つつじ）/（鈴蘭）/（香蘭）/（本
館階立）/（貸出あおい）/（撫子）/（千草）/
（貸出）さつき/黄菊/（姫百合）

－ 257×363 B4普通紙16枚ホッチキス留め

AN.5235-0016 MuYo-161-EX-009 ［百楽荘ひめゆりホール、2F前室造作材
メモコピー］

s.a. ひめゆり/床柱/栂蟹杢_落掛/栂椹四方
柾？/天井/霧島杢板（スス竹3本挟み
込）/スギ化粧梁/桧サレ木_杉サレ木_
鴨居ノ杉見付柾/広間柱ノ栂柾柱/長押
ノ北山磨キ丸太半割…［（書ききれず）］

－ 297×420 A3普通紙1枚

AN.5235-0017 MuYo-161-EX-010 ［百楽荘玄関廻り平面実測図コピー］ s.a. 玄関廻り － 418×560 普通紙2枚テープ留め、図面コピーに書
込有

AN.5235-0018 MuYo-161-EX-011 ［百楽荘姫百合平面実測図］ s.a. ［記載無し］ － 418×550 普通紙2枚のり留め、図面コピーに書込
有

AN.5235-0019 MuYo-161-EX-012 ［百楽荘撫子？床廻り展開実測図］ s.a. ［記載無し］ － 297×419 A3普通紙1枚、図面コピーに書込有
AN.5235-0020 MuYo-161-EX-013 ［百楽荘姫百合？展開実測図］ s.a. ［記載無し］ － 297×419 A3普通紙1枚、図面コピーに書込有
AN.5235-0021 MuYo-161-EX-014 ［百楽荘姫百合2階平面実測図］ s.a. 百楽荘_2F_PLAN － 297×419 A3普通紙1枚、図面コピーに書込有
AN.5235-0022 MuYo-161-EX-015 ［百楽荘外構敷石実測図］ s.a. 13,14,13/ヨシムラ順三_図面 － 420×593 トレーシングペーパー、別途保管
AN.5235-0023 MuYo-161-EX-016 ［百楽荘姫百合？建具実測図］ s.a. ［記載無し］ － 210×296 A4方眼紙2枚（MuYo-161-EX-016-01～02）
AN.5235-0024 MuYo-161-EX-017 ［百楽荘姫百合？玄関展開実測図］ s.a. ［記載無し］ － 258×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0025 MuYo-161-EX-018 ［百楽荘姫百合？配膳室廻り実測図］ s.a. ［記載無し］ － 257×363 B4方眼紙1枚

AN.5235-0026 MuYo-161-EX-019 ［百楽荘姫百合玄関廻り実測図］ s.a. ［記載無し］ － 258×363 B4方眼紙1枚
AN.5235-0027 MuYo-161-EX-020 ［百楽荘姫百合ホール詳細実測図］ s.a. ホール詳細 － 258×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0028 MuYo-161-EX-021 ［百楽荘姫百合ホール窓断面実測図］ s.a. ホール_窓_断面 － 364×258 B4方眼紙1枚

AN. 5325（MD-962） 村野藤吾（吉田氏旧蔵）資料 : 14 fols. [MuYo-01～171]
No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考

AN. 5324（MD-961） 村野藤吾（みずほ銀行旧蔵）資料 : 14 fols.
No. title date format(mm)

AN.5324-01/(14) 建築関係取扱要領書・竣工検査表等 s.a. 590×417×41
AN.5324-02/(14) 構造設計図 s.a. 650×530×40
AN.5324-03/(14) 外部プレキャストコンクリート工事1 昭和49年1月 590×417×14
AN.5324-04/(14) 外部プレキャストコンクリート工事2 昭和49年1月 590×417×12
AN.5324-05/(14) 石工事 昭和49年1月 590×417×31
AN.5324-06/(14) 木工事2 昭和49年1月 590×417×15
AN.5324-07/(14) 金属工事1（内部金物他） 昭和49年1月 590×417×20
AN.5324-08/(14) 空気調和・換気Ⅰ s.a. 590×600×22
AN.5324-09/(14) 空気調和・換気Ⅱ s.a. 590×600×22×14
AN.5324-10/(14) 冷却塔設置全体図 s.a. 305×220（254×313）

AN.5324-11/(14) 集中真空清掃設備 昭和49年1月17日 590×600×8
AN.5324-12/(14) 日本興業銀行本店新築設計説明書 昭和45年11月 185×206（254×313）
AN.5324-13/(14) 日本興業銀行本店新築工事設計説明書 昭和47年4月 284×206（254×313）
AN.5324-14/(14) 日本建築協会賞 受賞盾 350×505
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No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
AN.5235-0029 MuYo-161-EX-022 ［百楽荘姫百合二階展開実測図］ s.a. 百楽荘2F展開_No2 － 259×363 B4方眼紙1枚
AN.5235-0030 MuYo-161-EX-023 ［百楽荘姫百合二階展開実測図］ s.a. 百楽荘_姫百合展開/No1 － 259×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0031 MuYo-161-EX-024 ［百楽荘姫百合二階？展開実測図］ s.a. ［記載無し］ － 258×363 B4方眼紙1枚
AN.5235-0032 MuYo-161-EX-025 ［百楽荘姫百合？二階六畳断面実測図］ s.a. 百楽荘_2F_6畳 － 259×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0033 MuYo-161-EX-026 ［百楽荘姫百合天井見上実測図］ s.a. ［記載無し］ － 259×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0034 MuYo-161-EX-027 ［百楽荘姫百合？母屋・垂木_実測図］ s.a. ［記載無し］ － 259×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0035 MuYo-161-EX-028 ［百楽荘姫百合？屋根、高欄実測図］ s.a. ［記載無し］ － 259×364 B4方眼紙1枚

AN.5235-0036 MuYo-161-EX-029 ［百楽荘姫百合外構実測図］ s.a. ［記載無し］ － 259×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0037 MuYo-161-EX-030 ［百楽荘姫百合立面実測図］ s.a. ［記載無し］ － 259×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0038 MuYo-161-EX-031 ［百楽荘姫百合流し台廻り？実測図］ s.a. ［記載無し］ － 259×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0039 MuYo-161-EX-032 ［百楽荘姫百合一階十畳実測図］ s.a. ［記載無し］ － 296×420 A3普通紙1枚
AN.5235-0040 MuYo-161-EX-033 ［百楽荘姫百合？外構実測図］ s.a. ［記載無し］ － 296×420 A3普通紙1枚
AN.5235-0041 MuYo-161-EX-034 ［百楽荘姫百合？東側展開実測図］ s.a. 東（庭）側展開 － 296×420 A3普通紙1枚
AN.5235-0042 MuYo-161-EX-035 ［百楽荘姫百合一階十一畳間北側展開実測図］ s.a. 11帖間_1F/北側展開 － 296×420 A3普通紙1枚
AN.5235-0043 MuYo-161-EX-036 ［百楽荘姫百合一階十畳南側展開実測図］ 86.3.31 南側展開/86.3.31/谷川 － 296×420 A3方眼紙1枚
AN.5235-0044 MuYo-161-EX-037 ［百楽荘姫百合一階十一畳間西側展開実測図］ 1986.03.31 11帖間_1F/西側展開/86.3.31/記録：谷川 － 296×420 A3方眼紙1枚
AN.5235-0045 MuYo-161-EX-038 ［百楽荘一階十畳天井見上実測図］ s.a. ［記載無し］ － 296×420 A3方眼紙1枚

1937 : 叡山ホテル
AN.5235-0046 MuYo-158-EX-022 ［叡山ホテル外観写真コピー］ s.a. 外観/屋根・北陸瓦及銅版葺き/外壁・

小壁色モルタル吹付/下部杉板二重張
り/“叡山ホテル”－設計・村野建築事
務所・施工・清水組/5x / MURANO
〈5〉P.6-2［（シールに記載）］/MURANO
〈7〉P.7［（シールに記載）］

－ 282×183

AN.5235-0047 MuYo-158-EX-035 ［叡山ホテル平面図コピー］ s.a. 叡山ホテル平面図/地階平面図/1階平
面図/2階平面図/西方に京都市を展望
し、東方は琵琶湖を俯瞰する雄大なる
景観。構造/地階及一階テレースは鐵
筋コンクリ/ート造…［（書ききれず）］

－ 363×256 B4普通紙1枚

AN.5235-0048 MuYo-133-F-009他 写真フィルム3点（＊都ホテル/宝塚カトリ
ック/ぶらじる丸）

AN.5235-0049 MuYo-49-P-001他 写真紙焼き7点

1938 : 船
AN.5235-0050 MuYo-157-EX-048 ［図面スケッチ］ s.a. ［記載無し］ － 420×590 印刷図面、スケッチ有
AN.5235-0051 MuYo-158-EX-015 ［ぶらじる丸一等スモーキングルーム壁面

展開図コピー］
1938.08.
13

（図－k）/ぶらじる丸/一等_スモーキン
グ/壁面展開図/1 : 20 / 2 / T.MURANO /
ARCHITECT_OFFICE_OSA / 1等スモ
ーキングルーム壁面展開図（1 : 20）_
73%

－ 256×363 B4普通紙1枚

AN.5235-0052 94-F-002他 写真フィルム7点（＊キャバレーアカダマ）
AN.5235-0053 94-P-004他 写真紙焼き38点

1938 : 大庄村役場
AN.5235-0054 MuYo-158-EX-018 ［大庄村役場塔屋天井伏図コピー］ s.a. 大庄村役場/Osho_Town_Hall/塔屋天

井伏図（1 : 10）_40% / MURANO7_
P.91 / TIFF

－ 210×296 A4普通紙1枚

AN.5235-0055 MuYo-14-F-001他 写真フィルム21点（＊横浜市庁舎/中山半邸）
AN.5235-0056 MuYo-14-P-001他 写真紙焼き16点

1941 : 倉橋邸（旧・中橋武一邸）
AN.5235-0057 MuYo-6-EX-001 ［倉橋邸］ ［なし］ 一時大阪府の迎賓館に使用する_/_中

橋武一郎（倉橋邸）（文部大臣）昭和14
年_/_設計：長谷部鋭吉_/_村野藤吾_
施行大林組

［なし］ 420×594

AN.5235-0058 6-F-001 写真フィルム40点（＊キャバレーアカダマ）
AN.5235-0059 6-P-001 写真紙焼き25点

1941 : 中林邸
AN.5235-0060 MuYo-151-EX-009 ［中林邸主寝室出書院欄間拓本］ s.a. 中林邸_主寝室_出書院/ランマ － 297×799 トレーシングペーパー2枚テープ留め
AN.5235-0061 MuYo-151-EX-010 ［中林邸夫人室本脇棚拓本］ s.a. 中林邸_夫人室/本棚_棚 主人室_タナ 593×418 トレーシングペーパー
AN.5235-0062 MuYo-151-EX-011 ［中林邸応接室天井喚起ガラリ拓本］ s.a. 中林邸_応接室_天井喚起ガラリ － 416×593 トレーシングペーパー
AN.5235-0063 MuYo-151-EX-012 ［中林邸玄関ホール階段手摺拓本］ s.a. 中林邸_玄関ホール/階段_手摺 － 210×1867 トレーシングペーパー
AN.5235-0064 MuYo-151-EX-013 ［中林邸談話室？拓本］ s.a. 中林邸/談話室？ － 1095×210 トレーシングペーパー2枚テープ留め
AN.5235-0065 MuYo-151-EX-014 ［中林邸談話室天井喚起ガラリ拓本］ s.a. 中林邸/談話室_天井カンキ_ガラリ － 592×417 トレーシングペーパー
AN.5235-0066 MuYo-151-EX-015 ［中林邸奥階段手摺拓本］ s.a. 中林邸_奥階段_手摺 － 418×295 A3トレーシングペーパー
AN.5235-0067 MuYo-151-EX-019 ［中林邸食堂東1、東2欄間拓本］ s.a. 食堂_東1/東2 中林邸 593×417 トレーシングペーパー
AN.5235-0068 MuYo-151-EX-020 ［中林邸二階階段手摺拓本］ s.a. 上 中林邸_2F階段

_手摺
210×1023 トレーシングペーパー

AN.5235-0069 MuYo-151-EX-021 ［中林邸二階残月書院窓右側？拓本］ s.a. 中林邸2F残月書院 － 834×530 トレーシングペーパー

AN.5235-0070 MuYo-151-EX-022 ［中林邸二階残月書院窓左側？拓本］ s.a. 中林邸_2F_残月書院 － 830×545 トレーシングペーパー

AN.5235-0071 MuYo-151-EX-023 ［中林邸玄関ホール階段手摺拓本］ s.a. 下 中林邸_玄関ホ
ール_階段手摺

210×754 トレーシングペーパー

AN.5235-0072 MuYo-151-EX-024 ［中林邸夫人室～仏間欄間拓本］ s.a. 南主寝室 中林邸_夫人室
～仏間_ランマ］

208×1650 トレーシングペーパー

AN.5235-0073 MuYo-151-EX-025 ［中林邸残月欄間拓本］ s.a. 中林邸_残月_欄間 － 420×1910 トレーシングペーパー
AN.5235-0074 MuYo-151-EX-026 ［中林邸残月欄間？拓本］ s.a. ［記載無し］ － 419×1930 トレーシングペーパー
AN.5235-0075 MuYo-151-EX-027 ［中林邸玄関ホール階段手摺拓本］ s.a. ［記載無し］ 中林邸_玄関ホ

ール_階段手摺
210×1020 トレーシングペーパー
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AN.5235-0076 MuYo-151-EX-028-01［中林邸仏間のステンドグラス拓本］ s.a. 中林邸/仏間のステンドグラス － 419×591 A2トレーシングペーパー
AN.5235-0077 MuYo-151-EX-028-02［中林邸仏間のステンドグラス］ s.a. ［記載無し］ － 419×591 A2トレーシングペーパー
AN.5235-0078 MuYo-151-EX-029 ［中林邸主人室欄間拓本］ s.a. ［記載無し］ 中林邸_主人室蘭間 294×2665 トレーシングペーパー
AN.5235-0079 MuYo-151-EX-030-01［中林邸二階階段手摺拓本］ s.a. 中林邸_2F階段手摺 － 210×938 トレーシングペーパー

AN.5235-0080 MuYo-151-EX-030-02［中林邸二階階段手摺拓本］ s.a. 上/右端 中林邸2F階段/手摺 210×930 トレーシングペーパー
AN.5235-0081 MuYo-151-EX-031 ［中林邸夫人室～仏間欄間拓本］ s.a. 中林邸_夫人室～欄間 － 594×417 トレーシングペーパー
AN.5235-0082 MuYo-151-EX-032 ［中林邸二階座敷八帖引き手類、網代拓本］ s.a. 中林邸2F_座敷8帖_引き手類/令嬢室/

和室8帖側/縁地袋/床脇_天袋/ビワ床地
袋/床脇地袋/押入天袋/障子引手/襖引手

－ 419×594 トレーシングペーパー

AN.5235-0083 MuYo-151-EX-033 ［中林邸奥階段拓本］ s.a. 中林奥階段 － 210×1865 トレーシングペーパー
AN.5235-0084 MuYo-151-EX-034 ［中林邸奥階段拓本］ s.a. 中林邸奥階段 － 210×1864 トレーシングペーパー
AN.5235-0085 MuYo-151-EX-035 ［中林邸奥階段拓本］ s.a. 中林邸奥の階段/上 － 210×1024 トレーシングペーパー
AN.5235-0086 MuYo-151-EX-036 ［中林邸談話室空調ガラリ拓本］ s.a. 中林邸/談話室空調ガラリ － 593×807 トレーシングペーパー2枚テープ留め
AN.5235-0087 MuYo-152-EX-001 中林邸玄関ホール s.a. 玄関ホール/玄関天井伏せ図/東展開図/

西展開図/玄関北展開図
－ 255×363 方眼紙4枚クリップ留め、MuYo-152-EX-

001-01～04
AN.5235-0088 MuYo-152-EX-002 中林邸玄関ホール s.a. 玄関ホール/玄関ホール南展開図/玄関

階段手スリ詳細図/玄関ホール東展開
図/玄関ホール西展開図

－ 255×363 方眼紙7枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
002-01～07、一部拓本あり

AN.5235-0089 MuYo-152-EX-003 中林邸和室応接室 s.a. 中林邸/ホール和風応接室/①～⑦/中林
邸/Z和応/⑥/中林邸/和風応接室②/天
井伏/中林邸/和応 Y/④/中林邸/和風応
接室はき出し断面詳細/⑦/中林邸/X和
応/③/中林邸/食堂

－ 363×255 方眼紙8枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
003-01～08、一部裏に拓本あり

AN.5235-0090 MuYo-152-EX-004 中林邸談話室 s.a. 談話室/談話室/天井伏セ図 － 255×363 方眼紙3枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
004-01～03、談話室の平面図、展開図、
天井伏せ図

AN.5235-0091 MuYo-152-EX-005 中林邸、内玄関、便所 s.a. 内玄関平面詳細図/内玄関天井伏セ図/
展開図 A/展開図 C/内玄関/展開図 D詳
細図/展開図 C/内玄関脇便所平面詳細
図/便所

－ 255×363 方眼紙5枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
005-01～05

AN.5235-0092 MuYo-152-EX-006 ［中林邸玄関ホール階段］ s.a. 玄関先階段ホール2F踊場部分/2F座
敷前廊下/開口部展開図/階段手スリ詳
細図

食堂前階段上り
口

255×363 方眼紙3枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
006-01～03

AN.5235-0093 MuYo-152-EX-007 ［中林邸2F子供室他］ s.a. 2F子供室/ロ面/B詳細/A詳細/天井伏
図/2F子供室/AB詳細/D詳細/C詳細/E
詳細/A面/B面

－ 255×363 方眼紙11枚、コピー用紙1枚クリップ留
め、MuYo-152-EX-007-01～12、一部2F
書斎と思われる実測図が混ざっている、
MuYo-152-EX-010にいれるべきか

AN.5235-0094 MuYo-152-EX-008 ［中林邸2階女中部屋］ s.a. 2階女中部屋平面図/2階女中室南面/2
階女中室西面/2階女中室東面/2階女中
室北面

－ 255×363 方眼紙5枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
008-01～05

AN.5235-0095 MuYo-152-EX-009 中林邸主人室前エンガワ水屋詳細 s.a. 中林邸/主人室前エンガワ水屋詳細/水
屋正面引違い戸

－ 255×363 方眼紙1枚

AN.5235-0096 MuYo-152-EX-010 中林邸2F書斎 s.a. 2F書斎/A詳細/B / C詳細/イ面/B付室
ニ面/D詳細/ハ面/ニ面

－ 255×363 方眼紙9枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
010-01～09、平面図、展開図、天井伏
図

AN.5235-0097 MuYo-152-EX-011 ［中林邸大広間］ s.a. 詳細 A / B / D詳細/E詳細/詳細 C/エン
B面/エン D面/A / B / 6帖 A / 10帖 C
面/D面/B詳細

－ 255×363 方眼紙10枚クリップ留め、MuYo-152-EX
-011-01～10、平面図、展開図、天井伏
図

AN.5235-0098 MuYo-152-EX-012 中林邸納戸 s.a. 1階納戸/納戸/東/納戸/西/納戸/北/納戸/
S

－ 255×363 方眼紙5枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
012-01～05、平面図、展開図

AN.5235-0099 MuYo-152-EX-013 中林邸応接室 s.a. 応接室平面/応接室東面/応接室北側タ
ナ/応接室北面/応接室南側/タナマワリ
詳細/応接室南面/応接室西面/応接室西
面

－ 255×363 方眼紙8枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
013-01～08、平面図、展開図

AN.5235-0100 MuYo-152-EX-014 中林邸主人室、仏間 s.a. 中林邸（比■壮）/主人室①/主人室10帖/
次の間6帖/仏間/次の間/中林邸/仏間/仏
次 Y/仏次W/仏W/仏 Y/仏 Z/天井伏/中
林邸/仏間詳細/仏壇/中林邸/比■壮/仏
間/仏間四帖/次の間/仏 X/仏次 X

－ 255×363 方眼紙4枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
014-01～04、平面図、展開図

AN.5235-0101 MuYo-152-EX-015 中林邸主人室、次の間 s.a. 中林邸/主人室2/和室10帖/中林邸/主人
室3/主人室/主 Z/中林邸/主人室4/主 Y/
中林邸/主人室5/主 X/中林邸/天井伏/中
林邸主人室10帖横6帖（次の間）/次の間
⑥/主次 X/主次 X/主次 Y/主次W/主W

－ 255×363 方眼紙6枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
015-01～06、平面図、展開図、天井伏
図

AN.5235-0102 MuYo-152-EX-016 中林邸外マドマワリ s.a. 外マドマワリ － 255×363 方眼紙2枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
016-01～02

AN.5235-0103 MuYo-152-EX-017 ［中林邸2F座敷8畳他］ s.a. 2F座敷8畳/縁北側展開図/中林邸玄関
連子/中林邸2F座敷、窓

－ 255×363 方眼紙8枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
017-01～08、平面図、展開図、天井伏図

AN.5235-0104 MuYo-152-EX-018 中林邸1F南主人室 s.a. 1F南主人室/主人室平面/主人室南面/
主人室西面/主人室南面/障子部分/南側
主人室タナ/主人室天井伏

－ 255×363 方眼紙8枚クリップ留め、MuYo-152-EX-
018-01～08

AN.5235-0105 MuYo-151-EX-016 ［引き手、網代拓本］ s.a. 主人室/吊押入/主人室/食堂側和風応接
室/取合/和風応接/上/下

－ 594×419 トレーシングペーパー

AN.5235-0106 MuYo-151-EX-017 ［仏間引き手？拓本］ s.a. 仏間 － 419×593 トレーシングペーパー
AN.5235-0107 MuYo-151-EX-018 ［食堂東3東4欄間拓本］ s.a. 食堂_東3/東4 － 593×418 トレーシングペーパー
AN.5235-0108 MuYo-4-F-001他 写真フィルム51点
AN.5235-0109 MuYo-4-P-001他 写真紙焼き53点

1951 : 宇部興産
AN.5235-0110 MuYo-158-EX-026 ［宇部興産中央実験所玄関庇詳細図コピー］ s.a. 宇部興産中央実験所設計図/玄関庇/玄

関庇詳細図（1 : 50）_50％）/MURANO7
_P.128

－ 210×296 A4普通紙1枚

AN.5235-0111 MuYo-158-EX-027 ［宇部興産中央実験所玄関庇詳細図コピー］ s.a. 195 / MURANO7_P.128 － 297×210 A4普通紙1枚
AN.5235-0112 128-F-001他 写真フィルム22点

No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
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No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
AN.5235-0113 128-P-001他 写真紙焼き13点

1951 : 志摩観光ホテル
AN.5235-0114 MuYo-154-EX-017 志摩観光ホテル造作工事A階段6F上部廻

りハ部現寸その3
［1969.04.19］仮 No.112 / S1·1/志摩観光ホテル造作

工事/A階段6F上部廻り/ハ部現寸その
3/内外木材工業株式会社/製図ヨネタ/
決定圖/昭和44年4月19日/91 / 12/記事/
4/20訂正

－ 565×840

AN.5235-0115 MuYo-154-EX-018 志摩観光ホテル造作工事A階段イ部平断
面現寸その1

［1969.04.19］仮 No.106 / S1·1/志摩観光ホテル造作
工事/A階段イ部平断面/現寸その1/内
外木材工業株式会社/製図■■/決定圖/
昭和44年4月19日/87 / 8 / 4/20訂正

－ 565×840

AN.5235-0116 MuYo-154-EX-019 志摩観光ホテル造作工事A階段廻り34F
踊り場現寸その2

［1969.04.19］仮 No.107 / S1·1/志摩観光ホテル造作
工事/A階段廻り現寸図/34階踊り場現
寸その2/内外木材工業株式会社/製図
■■/記事/決定圖/昭和44年4月19日/88
/ 9 / 4/13訂正

－ 565×840

AN.5235-0117 MuYo-154-EX-020 志摩観光ホテル造作工事6FA階段ハ部廻
り現寸その1

［1969.04.13,04.19］ 仮 No.110 / S1·1/志摩観光ホテル造作
工事/6FA階段ハ部廻り/現寸その1/内
外木材工業株式会社/4月13日/製図■
■/記事/決定圖/昭和44年4月19日/89 /
10 / 4/20訂正

－ 565×840

AN.5235-0118 MuYo-154-EX-021 志摩観光ホテル造作工事6F上部廻りハ部
現寸（A階段）その2

［1969.04.13,04.19］ 仮 No.111 / S1·1/志摩観光ホテル造作
工事/6F上部廻りハ部現寸/（A階段）そ
の2/内外木材工業株式会社/昭和4月13
日/製図■■/記事/決定圖/昭和44年4月
19日/90 / 11 / 4/20訂正

－ 565×840

AN.5235-0119 MuYo-154-EX-022 志摩観光ホテル造作工事5～6FA階段展
開図

［1969.04.14］仮 No.103 / S1·20/志摩観光ホテル造
作工事/5～6FA階段展開図/内外木材
工業株式会社/4月14日/製図■■/84 / 5

－ 565×840

AN.5235-0120 MuYo-154-EX-023 ［志摩観光ホテル造作工事］A階段曲り部詳
細

［1969.04.24］仮 No.102 / S1·10 / 5～6FA階段曲り
部詳細/内外木材工業株式会社/4月24
日/製図■■/83 / 4

－ 565×840

AN.5235-0121 MuYo-154-EX-024 志摩観光ホテル造作工事A階段1F平面図 ［1969.04.19］仮 No.100 / S1·20/志摩観光ホテル造
作工事/A階段1F平面図/内外木材工業
株式会社/昭和44年4月19日/製図■■/
80 / 1

－ 565×840

AN.5235-0122 MuYo-154-EX-025 志摩観光ホテル造作工事A階段1Fニ部現
寸その2

［1969.04.19］仮 No.114/志摩観光ホテル造作工事/A
階段1F平面図/内外木材工業株式会社/
決定圖/昭和44年4月19日/製図■■/93
/ 14

－ 565×840

AN.5235-0123 MuYo-154-EX-026 志摩観光ホテル造作工事A階段1Fニ部現
寸図

［1969.04.19］仮 No.113/志摩観光ホテル造作工事/A
階段1Fニ部現寸図/内外木材工業株式
会社/S1·1/記事/4/20訂正/決定圖/昭和
44年4月19日/製図ヨネタ/92 / 13

－ 565×840

AN.5235-0124 MuYo-154-EX-027 志摩観光ホテル造作工事A階段廻り現寸
図

［1969.04.19］仮 No.105/志摩観光ホテル造作工事/A
階段廻り現寸図/内外木材工業株式会
社/S1·1/記事/4/13訂正/4/20訂正/決定
圖/昭和44年4月19日/製図ヨネタ/86 /
7

－ 565×840

AN.5235-0125 MuYo-154-EX-028 志摩観光ホテル造作工事345F2FA階段
平面図

［1969.04.19］仮 No.101/志摩観光ホテル造作工事/
345F2FA階段廻り現寸図/内外木材工
業株式会社/S1·20/決定圖/昭和44年4
月19日/製図ヨネタ/81 / 2

－ 565×840

AN.5235-0126 MuYo-154-EX-029 志摩観光ホテル造作工事A階段廻り現寸 ［1969.04.19,02.15］ 仮 No.104/志摩観光ホテル造作工事/A
階段廻り現寸/内外木材工業株式会社/
昭和44年4月13日/S1·20/決定圖/昭和
44年4月19日/記事/製図ヨネタ/85 / 6

－ 565×840

AN.5235-0127 MuYo-154-EX-030 志摩観光ホテル造作工事A階段展開図1F
～4F

［1969.02.19］仮 No.102/志摩観光ホテル造作工事/A
階段展開図/1F～4F/内外木材工業株式
会社/昭和44年2月19日/S1·20/決定圖/
昭和44年4月19日/記事/製図ヨネタ/82
/ 3

－ 565×840

AN.5235-0128 MuYo-158-EX-005 ［志摩観光ホテル平面図コピー］ s.a. 志摩観光/ホテル/二階平面図/一階平面
図

－ 256×363 B4普通紙1枚

AN.5235-0129 MuYo-166-EX-005 志摩観光ホテル s.a. 「志マ観光 Hotel」A/志摩観光ホテル
新館 No.11 / 1969家具他/志摩観光ホ
テル/T.MURANOM～ORI / Architect_
Office / …

－ 295×420 A3用61枚を製本

AN.5235-0130 MuYo-167-EX-003 ［志摩観光ホテル地図］ S57.7.31
［1982.07.31］

附近見取図_1 : 1500/名称/志摩観光ホ
テル新宴会場建築工事/図面/附近見取
図/面積表/村野、森建築事務所/志摩観
光ホテル地図［（付属メモに記載）］

－ 420×594 A2普通紙1枚

AN.5235-0131 MuYo-28-F-001他 写真フィルム72点（＊東銀宝塚クラブハウス）
AN.5235-0132 MuYo-28-P-001他 写真紙焼き13点

1952 : 中川邸
AN.5235-0133 MuYo-151-EX-001 ［中林邸幻住庵実測図］ s.a. 中川邸/幻住庵/外側/内側/右側袖塀/門

内外側ヨリ左側袖壁/をみる。/門左側
袖塀断面図/門左柱

表札/照明/左側/
右袖壁/右側

251×171 B5ノートの紙4枚ホッチキス留め

AN.5235-0134 MuYo-16-F-001他 写真フィルム45点（＊東銀宝塚クラブハウス）

1953 : 世界平和記念聖堂
AN.5235-0135 MuYo-158-EX-017 ［広島平和記念聖堂塔屋スケッチコピー］ s.a. 広島平和記念聖堂/原寸_万年筆（青）/

MURANO7_P.110 / TIFF
－ 296×210 A4普通紙1枚
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AN.5235-0136 MuYo-120-F-001他 写真フィルム21点
AN.5235-0137 MuYo-120-P-014他 写真紙焼き47点

1957 : 村野邸増築
AN.5235-0138 MuYo-146-EX-001 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 260×370 方眼紙
AN.5235-0139 MuYo-146-EX-002 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 260×370 方眼紙、展開図
AN.5235-0140 MuYo-146-EX-003 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 260×370 方眼紙、展開図
AN.5235-0141 MuYo-146-EX-004 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 255×365 方眼紙
AN.5235-0142 MuYo-146-EX-005 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 260×370 方眼紙、断面詳細図
AN.5235-0143 MuYo-146-EX-006 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 260×370 方眼紙
AN.5235-0144 MuYo-146-EX-007 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 370×260 方眼紙、断面詳細図
AN.5235-0145 MuYo-146-EX-008 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 295×417 方眼紙、展開図
AN.5235-0146 MuYo-146-EX-009 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 295×417 方眼紙、展開図
AN.5235-0147 MuYo-146-EX-010 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 295×417 方眼紙、展開図

AN.5235-0148 MuYo-146-EX-011 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 255×363 方眼紙、断面詳細図
AN.5235-0149 MuYo-146-EX-012 村野邸茶室風炉先窓詳細 s.a. 村野邸茶室風炉先窓詳細 － 255×363 方眼紙、断面詳細図
AN.5235-0150 MuYo-146-EX-013 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 295×417 図面コピーに実測寸法書込有
AN.5235-0151 MuYo-146-EX-014 ［村野邸実測図茶室］ s.a. ［記載無し］ － 417×295 図面コピーに実測寸法書込有
AN.5235-0152 MuYo-146-EX-016 書斎北窓平面詳細図、書斎北窓断面詳細図 s.a. 書斎北窓平面詳細図/書斎北窓断面詳

細図
－ 255×365 方眼紙

AN.5235-0153 MuYo-146-EX-017 書斎東面展開図（1） s.a. 書斎東面展開図（1） － 255×365 方眼紙
AN.5235-0154 MuYo-146-EX-018 書斎東面展開図（2） s.a. 書斎東面展開図（2） － 255×365 方眼紙
AN.5235-0155 MuYo-146-EX-019 村野邸書斎北側展開図 s.a. 村野邸書斎北側展開図 － 255×365 方眼紙
AN.5235-0156 MuYo-146-EX-020 村野邸書斎北側平面詳細図 s.a. 村野邸書斎北側平面詳細図 － 255×365 方眼紙
AN.5235-0157 MuYo-146-EX-021 応接間南面開口断面 s.a. 応接間南面開口断面 － 365×255 方眼紙

AN.5235-0158 MuYo-146-EX-022 居間展開図南面 s.a. 居間展開図南面 － 255×365 方眼紙
AN.5235-0159 MuYo-146-EX-023 天井伏 s.a. 天井伏_採寸谷川人見 － 365×255 方眼紙
AN.5235-0160 MuYo-146-EX-024 居間入口とって原寸図、玄関ガラス窓原寸図 s.a. 居間入口とって原寸図/玄関ガラス窓

原寸図
－ 255×365 方眼紙

AN.5235-0161 MuYo-146-EX-025 居間展開図西面 s.a. 居間展開図西面 － 255×365 方眼紙
AN.5235-0162 MuYo-146-EX-026 食堂南面展開 s.a. 食堂/南西/展開/記録：谷川 － 255×365 方眼紙
AN.5235-0163 MuYo-146-EX-027 ［食堂実測図］ s.a. ［記載無し］ － 255×365 方眼紙
AN.5235-0164 MuYo-146-EX-028 食堂障子詳細 s.a. 食堂障子詳細 － 365×255 方眼紙
AN.5235-0165 MuYo-146-EX-029 居間展開図東面 s.a. 居間展開図東面 － 255×365 方眼紙
AN.5235-0166 MuYo-146-EX-030 ［村野邸実測図］ s.a. ［記載無し］ － 255×365 居間か食堂かと思われる、方眼紙
AN.5235-0167 MuYo-146-EX-031 食堂西側ガラス戸廻り ［1986.05.31］食堂西側/ガラス戸廻り/86.05.31_谷川 － 362×258 方眼紙

AN.5235-0168 MuYo-146-EX-032 食堂南側窓ディテール ［1986.05.31］食堂南側窓/ディテール/86.05.31/谷川 － 362×258 方眼紙
AN.5235-0169 MuYo-146-EX-033 食堂東展開 ［1986.05.24］食堂東展開/86.05.24谷川 － 258×362 方眼紙
AN.5235-0170 MuYo-146-EX-034 食堂南面壁障子 s.a. 食堂/南面壁/障子 － 258×362 方眼紙
AN.5235-0171 MuYo-146-EX-035 食堂北展開 ［1986.05.24］食堂/北展開/860524谷川 － 258×362 方眼紙
AN.5235-0172 MuYo-146-EX-036 食堂西展開 ［1986.05.24］ 86.05.24谷川/食堂西展開 － 258×362 方眼紙
AN.5235-0173 MuYo-146-EX-037 ［居間実測図］ s.a. 居間 － 415×295 ［記載無し］
AN.5235-0174 MuYo-146-EX-038 ［村野邸実測図］ s.a. ［記載無し］ － 255×365 方眼紙、床詳細図か
AN.5235-0175 MuYo-146-EX-039 ［村野邸実測図］ s.a. ［記載無し］ － 295×415 平面図か
AN.5235-0176 MuYo-146-EX-040 玄関ポーチ正面右、食堂ブラケット s.a. 玄関ポーチ正面右/食堂ブラケット － 255×363 方眼紙
AN.5235-0177 MuYo-146-EX-041 イス s.a. イス － 255×245 方眼紙、切断有、MuYo-146-EX-042と

つながっていたと思われる

AN.5235-0178 MuYo-146-EX-042 ［照明器具］ s.a. ［記載無し］ － 255×115 方眼紙、切断有、MuYo-146-EX-041と
つながっていたと思われる

AN.5235-0179 MuYo-146-EX-043 ［イス］ s.a. ［記載無し］ － 220×255 方眼紙、MuYo-146-EX-044とホッチキ
ス留め

AN.5235-0180 MuYo-146-EX-044 ［家具］ s.a. ［記載無し］ － 255×363 方眼紙、MuYo-146-EX-043とホッチキ
ス留め

AN.5235-0181 MuYo-146-EX-045 村野邸書斎長いす s.a. 村野邸書斎長いす/正面図 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0182 MuYo-146-EX-046 村野邸書斎長いす s.a. 村野邸書斎長いす/平面 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0183 MuYo-146-EX-047 ［イス］ s.a. ［記載無し］ － 255×363 方眼紙、イスの側面図と見下げ図
AN.5235-0184 MuYo-146-EX-049 食堂テーブル、イス、食堂天井 ［1986.05.24,05.31］ 食堂テーブル/イス/食堂天井/86.05.24

谷川/86.05.31谷川
－ 255×363 方眼紙、テーブルとイスの側面図と見下

げ図、天井伏図
AN.5235-0185 MuYo-146-EX-050 村野邸書斎テーブル s.a. 村野邸書斎テーブル/平面/側面/側面 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0186 MuYo-146-EX-051 玄関照明 s.a. 玄関照明/側面/枠・金属_黒 － 255×363 方眼紙、側面図とスケッチ
AN.5235-0187 MuYo-146-EX-052 2F子供室照明器具 s.a. 2F子供室/照明器具 － 363×255 方眼トレーシングペーパー、用紙右切取部分有

AN.5235-0188 MuYo-146-EX-053 吊り照明 s.a. 吊り照明/枠・塗り_赤茶/A面/断面/枠・
木材（塗装）/障子ばり/白色蛍光灯20w
仕込

－ 255×363 方眼紙、照明器具の側面図、断面図

AN.5235-0189 MuYo-146-EX-054 吊り照明〈仏間・次の間〉 s.a. 吊り照明〈仏間・次の間〉/平面/側面/断
面/S=1 : 3

－ 295×420 トレーシングペーパー

AN.5235-0190 MuYo-146-EX-055 照明（トイレ） s.a. 照明（トイレ）/側面/裏面 － 255×363 方眼紙、スケッチ、側面図
AN.5235-0191 MuYo-146-EX-056 ［照明器具］ s.a. ［記載無し］ － 255×363 方眼紙、村野邸茶室天井埋込照明か
AN.5235-0192 MuYo-146-EX-057 ［照明器具］ s.a. 村野邸/天井埋込 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0193 MuYo-146-EX-058 床の間照明 s.a. 床の間照明/平面/断面 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0194 MuYo-146-EX-059 玄関カベツキ照明 s.a. 玄関カベツキ照明/単位：㎜ － 255×363 方眼紙、側面図と断面図スケッチか
AN.5235-0195 MuYo-146-EX-060 応接間照明 s.a. 応接間照明/平面・見下げ/正面 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0196 MuYo-146-EX-061 応接間照明 s.a. 応接間照明/取付位置タナ上端＋880 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0197 MuYo-146-EX-062 照明器具エン s.a. 2F座敷①/照明器具エン/見上/側面 － 255×363 方眼トレーシングペーパー

AN.5235-0198 MuYo-146-EX-063 応接室照明 s.a. 応接室照明 － 255×363 方眼紙、スケッチ
AN.5235-0199 MuYo-146-EX-064 ［照明器具］ s.a. ［記載無し］ － 255×363 方眼紙
AN.5235-0200 MuYo-146-EX-065 階段・カベ取付照明 s.a. 階段・カベ取付照明/底面/上面 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0201 MuYo-146-EX-066 玄関から入ったところ s.a. 玄関から入ったところ － 255×363 方眼紙
AN.5235-0202 MuYo-146-EX-067 ［家具］ s.a. ［記載無し］ － 295×203 トレーシングペーパー
AN.5235-0203 MuYo-146-EX-068 2階廊下天井取付照明 s.a. 2階廊下天井取付照明/平面図（見上）/

正面図/側面図/断面図/天地273×左右
399

－ 295×420 トレーシングペーパー

No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
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No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
AN.5235-0204 MuYo-146-EX-069 吊り照明（1階女中室） s.a. 吊り照明（1階女中室）/平面図（見上げ）/

正面図/断面図/天地273×左右399
－ 293×420 トレーシングペーパー

AN.5235-0205 MuYo-146-EX-070 壁付照明（便所） s.a. 壁付照明（便所）/白熱球/平面図/正面/
側面/S=1 : 2/天地273×左右399

－ 293×416 トレーシングペーパー

AN.5235-0206 MuYo-146-EX-071 ［家具］ s.a. ［記載無し］ － 255×360 方眼紙
AN.5235-0207 MuYo-146-EX-072 2階廊下天井照明 s.a. 2階廊下天井照明/枠・塗り赤茶/金属/

蛍光灯一本/単位：寸
－ 255×360 方眼紙

AN.5235-0208 MuYo-146-EX-073 床ノ間下り壁取付照明 s.a. 床ノ間下り壁取付照明/平面/正面/側面/
S=1 : 2/天地273×左右399

－ 295×418 トレーシングペーパー

AN.5235-0209 MuYo-146-EX-074 玄関壁取付照明 s.a. 玄関壁取付照明/底面/正面/側面/左右
399×天地273

－ 295×415 トレーシングペーパー

AN.5235-0210 MuYo-146-EX-075 仏間照明 s.a. 仏間照明/金属、塗装障子バリ/中蛍光灯 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0211 MuYo-146-EX-076 階段前、書斎、吊り照明 s.a. 階段前/書斎 /吊り照明 － 255×363 方眼紙
AN.5235-0212 MuYo-151-EX-002 ［村野邸？玄関障子上幕板正面中央拓本］ s.a. 村/玄関障子上幕板―正面中央 － 258×685 方眼紙2枚テープ留め
AN.5235-0213 MuYo-151-EX-003 ［村野邸？引き手？拓本］ s.a. ［記載無し］ － 443×825 トレーシングペーパー
AN.5235-0214 MuYo-151-EX-004-01［村野邸？玄関幕板正面右端拓本］ s.a. 玄関幕板_正面右はし － 258×363 方眼紙
AN.5235-0215 MuYo-151-EX-004-02［村野邸？玄関障子上幕板正面左拓本］ s.a. 村_玄関障子上幕板_正面左 － 258×365 方眼紙
AN.5235-0216 MuYo-151-EX-005-01［村野邸拓本］ s.a. 床側/タタミ寄せヨリ/①/②/③/④/⑤/⑥

/村野邸［（付属メモに記載）］
－ 215×227 トレーシングペーパー、MuYo-151-EX-

005-01～03クリップ留め
AN.5235-0217 MuYo-151-EX-005-02［村野邸玄関茶室入口引き手拓本］ s.a. 玄関茶室入口とって/村野邸［（付属メ

モに記載）］
－ 258×363 方眼紙、MuYo-151-EX-005-01～03クリ

ップ留め

AN.5235-0218 MuYo-151-EX-005-03［村野邸外部喚起ガラリ拓本］ s.a. 村野邸/外部/喚起ガラリ/村野邸［（付属
メモに記載）］

－ 258×363 方眼紙、MuYo-151-EX-005-01～03クリ
ップ留め

AN.5235-0219 MuYo-151-EX-006 ［村野邸書斎椅子拓本］ s.a. 村野邸書斎椅子/上/右/下/左 － 258×364 方眼紙
AN.5235-0220 MuYo-151-EX-007 ［村野邸書斎椅子拓本］ s.a. 村野邸書斎椅子/65%65%65%65% － 258×363 方眼紙
AN.5235-0221 MuYo-151-EX-008 ［拓本］ s.a. 天/地 － 297×418 A3トレーシングペーパー
AN.5235-0222 MuYo-151-EX-043 ［村野邸玄関入口ポーチ実測図］ s.a. 村野邸玄関入口ポーチ － 256×363 B4方眼紙
AN.5235-0223 MuYo-151-EX-044 ［村野邸玄関平面詳細実測図］ s.a. 村野邸/玄関_平詳 － 258×364 B4方眼紙
AN.5235-0224 MuYo-151-EX-045 ［村野邸玄関北側展開実測図］ s.a. 村野邸/玄関北側展開 － 260×364 方眼紙
AN.5235-0225 MuYo-151-EX-046 ［村野邸腰壁？実測図］ s.a. ［記載無し］ － 258×364 B4方眼紙
AN.5235-0226 MuYo-151-EX-047 ［村野邸玄関実測図］ s.a. 村野邸_玄関 － 256×365 B4方眼紙
AN.5235-0227 MuYo-151-EX-048 ［村野邸玄関実測図］ s.a. 村野邸 － 258×364 B4方眼紙

AN.5235-0228 MuYo-151-EX-049 ［村野邸窓実測図］ s.a. 窓 A － 258×364 B4方眼紙
AN.5235-0229 MuYo-151-EX-050 ［村野邸玄関外部手摺実測図］ s.a. 外部玄関テスリ － 365×257 B4方眼紙
AN.5235-0230 MuYo-151-EX-051 ［村野邸玄関北側実測図］ s.a. 玄関_北側 － 364×259 B4方眼紙
AN.5235-0231 MuYo-151-EX-052 ［村野邸残月平面実測図］ s.a. ［記載無し］ － 305×420 トレーシングペーパー
AN.5235-0232 MuYo-151-EX-053 ［村野邸実測図］ s.a. 村野邸_実測図/東側/床柱東側/西側 － 420×297 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有
AN.5235-0233 MuYo-151-EX-054 ［村野邸玄関廻り詳細実測図］ s.a. 玄関南側_座敷入口ワキ下地窓裏/玄関

西側_入口廻り詳細
－ 297×420 A3方眼紙1枚

AN.5235-0234 MuYo-151-EX-055 ［村野邸実測図］ s.a. 玄関の間西側/土間西側 － 297×417 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有
AN.5235-0235 MuYo-151-EX-056 ［村野邸天井伏実測図］ s.a. ［記載無し］ － 417×296 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有
AN.5235-0236 MuYo-151-EX-057 ［村野邸天井伏実測図］ s.a. 玄関・茶室・座敷天井伏図_縮尺1 : 30 － 419×296 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有
AN.5235-0237 MuYo-151-EX-058 ［村野邸玄関廻り実測図］ s.a. 玄関平面詳細及び展開図_縮尺1 : 50 － 417×296 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有

AN.5235-0238 MuYo-151-EX-059 ［村野邸玄関廻り実測図］ s.a. 玄関の間西側/土間西側 － 296×420 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有
AN.5235-0239 MuYo-151-EX-060 ［村野邸接ぎ木？拓本］ s.a. ［記載無し］ － 193×445 トレーシングペーパー
AN.5235-0240 MuYo-151-EX-061 ［村野邸残月平面実測図］ s.a. ［記載無し］ － 297×420 A3普通紙4枚、図版コピーに書込有
AN.5235-0241 MuYo-151-EX-062 ［村野邸座敷実測図］ s.a. 座敷西側入側断面図/入側下地窓詳細図 － 257×364 B4方眼紙
AN.5235-0242 MuYo-151-EX-063 ［村野邸窓実測図］ s.a. ［記載無し］ － 364×257 B4方眼紙
AN.5235-0243 MuYo-151-EX-064 ［村野邸縁側断面実測図］ s.a. 縁側断面図 － 257×363 B4方眼紙
AN.5235-0244 MuYo-151-EX-065 ［村野邸入側～座敷断面実測図］ s.a. ［記載無し］ － 363×257 B4方眼紙
AN.5235-0245 MuYo-151-EX-066 ［村野邸三同床実測図］ s.a. 三同床 － 259×365 B4方眼紙
AN.5235-0246 MuYo-151-EX-067 ［村野邸縁平面詳細実測図］ s.a. 縁平面詳細図 － 364×257 B4方眼紙
AN.5235-0247 MuYo-151-EX-068 ［村野邸敷居・鴨居詳細実測図］ s.a. 上/下 － 257×365 B4方眼紙

AN.5235-0248 MuYo-151-EX-069 ［村野邸座敷平面実測図］ s.a. 座敷平面詳細図_縮尺1 : 30/村野邸_実
測図

－ 417×297 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有

AN.5235-0249 MuYo-151-EX-070 ［村野邸天井伏実測図］ s.a. 村野邸_実測図 － 417×297 A3普通紙1枚、図版コピーに書込有
AN.5235-0250 17-F-001他 写真フィルム345点
AN.5235-0251 17-P-001他 写真紙焼き139点

1958 : 大阪新歌舞伎座
AN.5235-0252 MuYo-154-EX-007 新歌舞伎座造作工事腰付グリル現寸図 ［1958.08.30,09.24］ No.55/縮尺1·1/新歌舞伎座造作工事/■

席/腰付グリル現寸図/昭和33年8月30
日/作図神原［ハンコ］/内外木材工業株
式会社/決定圖/昭和33年9月24日/新歌
舞伎座新築工事設計図/Dete起工
32.11.12/竣工33.10.25 / TITLE竣工図/
村野、森建築事務所

－ 565×840

AN.5235-0253 MuYo-154-EX-008 新歌舞伎座造作工事1階茶席廻りスクリー
ン（東）B

［1958.09.20,09.21］ No.90/縮尺1·1/新歌舞伎座造作工事/1
階茶席廻り/スクリーン（東）B/昭和33
年9月20日/作図神原［ハンコ］/内外木
材工業株式会社工作部/決定圖/昭和33
年9月21日/33.9.27訂 正/33.9.29訂 正/
33.10.2訂正/新歌舞伎座新築工事設計
図/Dete起工32.11.12/竣工33.10.25 /
TITLE竣工図/村野、森建築事務所

－ 565×840

AN.5235-0254 MuYo-154-EX-009 新歌舞伎座造作工事1階茶席廻りスクリー
ン（南）A

［1958.09.
20,09.21］

No.89/縮尺1 : 1/新歌舞伎座造作工事/1
階茶席廻り/スクリーン（南）A/昭和33
年9月20日/作図神原［ハンコ］/内外木
材工業株式会社工作部/決定圖/昭和33
年9月21日/33.9.27訂 正/33.9.29訂 正/
新歌舞伎座新築工事設計図/Dete起工
32.11.12/竣工33.10.25 / TITLE竣工図/
村野、森建築事務所

－ 565×840
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AN.5235-0255 MuYo-154-EX-010 新歌舞伎座造作工事1階茶席廻り南側スク
リーン・バーカウンター

［1958.09.29］No.79/縮尺1 : 20/新歌舞伎座造作工事/
1階茶席廻り/南側スクリーン・バーカ
ウンター/昭和33年9月29日/作図神原［ハ
ンコ］/内外木材工業株式会社工作部/
決定圖/昭和33年9月29日/新歌舞伎座
新築工事設計図/Dete起工32.11.12/竣
工33.10.25 / TITLE竣工図/村野、森建
築事務所

－ 565×840

AN.5235-0256 MuYo-154-EX-011 新歌舞伎座造作工事客席マス席割付詳細図
②

［1958.08.25,08.31］ No.53/縮尺1 : 20/新歌舞伎座造作工事/
客席マス席/割付詳細図②/昭和33年8
月25日/作図弓瀬［ハンコ］/内外木材工
業株式会社工作部/決定圖/昭和33年8
月31日/新歌舞伎座新築工事設計図/
Dete起 工32.11.12/竣 工33.10.25 /
TITLE竣工図/村野、森建築事務所

－ 565×840

AN.5235-0257 MuYo-154-EX-012 新歌舞伎座造作工事1階茶席廻り間仕切割
付図

［1958.09.28］No.78 /縮尺1 : 50/新歌舞伎座造作工
事/1階茶席廻り/間仕切割付図/昭和33
年9月28日/作図神原［ハンコ］/内外木
材工業株式会社工作部/決定圖/昭和33
年9月28日/新歌舞伎座新築工事設計図/
Dete起 工32.11.12/竣 工33.10.25 /
TITLE竣工図/村野、森建築事務所

－ 565×840

AN.5235-0258 MuYo-158-EX-007 ［階段室矩計図］ s.a. 図－h / MURANO8_P.18_上［（シールに
記載）］

－ 296×210 A4普通紙1枚

AN.5235-0259 MuYo-70-F-001他 写真フィルム11点（＊佳水園）
AN.5235-0260 MuYo-70-P-001他 写真紙焼き38点

1959 : 泉州銀行本店
AN.5235-0261 MuYo-154-EX-016 泉州銀行

本店造作
工事地階
クーポン
ブース間
仕切パネ
ル詳細及
現寸図

図 泉州銀行本店造
作工事/地階ク
ーポンブース/
間仕切パネル/
詳細及現寸図/
縮尺1 : 1 / 1 : 20/
昭和34年3月10
日/作図弓瀬［ハ
ンコ］/内外木材
工業株式会社工
作部/34.3.17訂正/
34.3.23訂正/
34.4.2訂正/
34.4.14訂正/
34.4.26訂正

［記載無し］ 弓瀬

AN.5235-0262 MuYo-51-F-001他 写真フィルム12点
AN.5235-0263 MuYo-122-P-001他 写真紙焼き2点

1960 : 都ホテル；佳水園
AN.5235-0264 MuYo-150-EX-002 佳水園 s.a. 佳水園/床スタンド/ロビー天井コーナ

ー/見上図/浴室入口/二帖ブラケット/
雪の間7/エンガワ、ランマ上/スタン
ド/渡り廊下、ダウンライトカバー/1/10
/階段手摺ブラケット

－ 255×363 方眼紙6枚ホッチキス留め

AN.5235-0265 MuYo-150-EX-003 佳水園門 s.a. 佳水園/門 － 255×363 方眼紙5枚ホッチキス留め、外構平面図、
見上げ図、立面図、断面図

AN.5235-0266 MuYo-150-EX-004 佳水園 s.a. 玄関ワキ格子/玄関戸/佳水園/ロビー棚
下窓/8F大広間手摺/佳水園/玄関正面
障子窓/佳水園ロビースクリーン（正
面）/月の間9,10廊下附近図面/佳水園門
入左手窓格子詳細図/階段ワキ壁/佳水
園/簾

－ 255×363 方眼紙14枚ホッチキス留め

AN.5235-0267 MuYo-150-EX-005 佳水園月の間 ［1986.06.20］佳水園月の間/61.6.20/平面/断面/玄関/
月の間天井伏図/月の間展開図（単位：
尺）/佳水園月の間/（単位：尺）/月の間
玄関横障子/月の間

－ 255×363 方眼紙11枚と半紙1枚のホッチキス留め

AN.5235-0268 MuYo-150-EX-008 佳水園地階入口玄関の階段手スリ s.a. 佳水園地階入口玄関の/階段手スリ － 1650×207 拓本

AN.5235-0269 MuYo-133-F-047他 写真フィルム3点（＊宝塚市庁舎/村野ポー
トレート）

AN.5235-0270 MuYo-56-P-001他 写真紙焼き13点

1969 : 近鉄上本町ターミナルビル
AN.5235-0271 MuYo-154-EX-013 上本町ターミナルビル新築造作工事花台断

面現寸納り
［1969.11.05］上本町ターミナルビル新築造作工事/

花台断面現寸納り/S1/1.1/10/昭和44年
11月5日/内外木材工業株式会社/製図
フジオカ

－ 1003×835

AN.5235-0272 MuYo-154-EX-014 上本町ターミナルビル新築造作工事グリル
花台詳細図

［1969.11.08、
10.31］

65 / No.63/上本町ターミナルビル新築
造作工事/グリル花台詳細図/S1/1.1/10/
田管［ハンコ］/昭和44年10月18日/内外
木材工業株式会社/製図フジオカ/承認
昭和44年10月31日/近畿・日本鉄道株
式会社/伊藤［ハンコ］/杉浦［ハンコ］

－ 565×840

No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
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No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
AN.5235-0273 MuYo-154-EX-015 上本町ターミナルビル新築造作工事グリル

花生現寸断面納り
［1969.10.18,10.31］ 66 / No.64/上本町ターミナルビル新築

造作工事/グリル花生現寸断面納り/S1/
1.1/10/田管［ハンコ］/昭和44年10月18
日/内外木材工業株式会社工作課/製図
フジオカ/承認昭和44年10月31日/近畿・
日本鉄道株式会社/村野森建築事務所/
杉浦［ハンコ］

－ 1003×835

AN.5235-0274 MuYo-40-F-001他 写真フィルム9点

1975 : 新都ホテル
AN.5235-0275 MuYo-154-EX-001 グリルスクリーン入口テンバライ［ト］ドア

ー詳細図
s.a. No.5 / S1/10/新都ホテル改造工事/グ

リルスクリーン入口テンバライドアー
/詳細図/内外木材工業株式会社

－ 565×840

AN.5235-0276 MuYo-154-EX-002 地下1Fバーダンシングフロアー上部天井
伏図

［1974.08.01］京都新都ホテル造作工事/地下1Fバー
ダンシングフロアー上部/天井伏図/昭
和49年8月1日/内外木材工業株式会社/
S1·10

－ 565×840

AN.5235-0277 MuYo-154-EX-003 1Fグリルスクリーン現寸 s.a. No.2 / S1·1/京都新都ホテル改造工事/
1Fグリルスクリーン現寸/内外木材工
業株式会社

－ 565×840

AN.5235-0278 MuYo-154-EX-004 1Fグリルスクリーン入口明り現寸図 s.a. No.3 / S1·1 / 1·2/京都新都ホテル改造
工事/1Fグリルスクリーン入口明り/現
寸図/内外木材工業株式会社

－ 565×840

AN.5235-0279 MuYo-154-EX-005 1Fグリルスクリーン詳細図 s.a. No.1 / S1·20/京都新都ホテル改造工事/
1Fグリルスクリーン詳細図/内外木材
工業株式会社

－ 565×840

AN.5235-0280 MuYo-154-EX-006 グリルスクリーン現寸図 s.a. No.4 / S1·1/京都新都ホテル改造工事/
グリルスクリーン現寸図/内外木材工
業株式会社

－ 565×840

AN.5235-0281 MuYo-53-F-001他 写真フィルム19点（＊宝塚市庁舎/村野ポ
ートレート）

AN.5235-0282 MuYo-53-P-001他 写真紙焼き2点

長谷部邸
AN.5235-0283 MuYo-147-EX-001 ［長谷部邸？欄間拓本］ s.a. ［記載無し］ － 414×834 トレーシングペーパーに拓本
AN.5235-0284 MuYo-147-EX-002 ［長谷部邸？欄間拓本］ s.a. ［記載無し］ － 343×834 トレーシングペーパーに拓本
AN.5235-0285 MuYo-147-EX-003 ［長谷部邸？拓本］ s.a. ［記載無し］ － 466×834 トレーシングペーパーに拓本
AN.5235-0286 MuYo-147-EX-005 ［長谷部邸？引手拓本］ s.a. ［記載無し］ － 230×357 トレーシングペーパーに拓本
AN.5235-0287 MuYo-147-EX-007 ［長谷部邸八帖西面実測図コピー］ s.a. 長谷部邸_八帖_西面 － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0288 MuYo-147-EX-008 ［長谷部邸座敷南面展開実測図コピー］ s.a. 長谷部邸座敷/南面展開/No.2/〈単位：㎝〉－ 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0289 MuYo-147-EX-009 ［長谷部邸座敷南面展開実測図コピー］ s.a. 長谷部邸/座敷南面展開/No1 － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0290 MuYo-147-EX-010 ［長谷部邸飾り棚実測図コピー］ s.a. 長谷部邸/No4 － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0291 MuYo-147-EX-011 ［長谷部邸火灯口襖廻り実測図コピー］ s.a. 長谷部邸/No3 － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0292 MuYo-147-EX-012 ［長谷部邸八帖北面実測図コピー］ s.a. 長谷部邸_八帖_北面 － 210×297 A4普通紙1枚

AN.5235-0293 MuYo-147-EX-013 ［長谷部邸六帖西面実測図コピー］ s.a. 長谷部邸_六帖_西面 － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0294 MuYo-147-EX-014 ［長谷部邸吊り棚廻り実測図コピー］ s.a. ［記載無し］ － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0295 MuYo-147-EX-015 ［長谷部邸押入廻り実測図コピー］ s.a. ［記載無し］ － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0296 MuYo-147-EX-016 ［長谷部邸六帖北面実測図コピー］ s.a. 長谷部邸_六帖_北面 － 210×297 A4普通紙1枚
AN.5235-0297 MuYo-147-EX-017 ［長谷部邸天井伏実測図コピー］ S8年10月

［1933.10］
長谷部_天井伏/S8年10月/中西□英 － 210×297 A4普通紙1枚

AN.5235-0298 MuYo-147-EX-032 ［長谷部邸平面図コピー］ s.a. 廊下/化粧室/納戸4.5帖/ロビー/ホール － 420×297 A3普通紙1枚
AN.5235-0299 MuYo-147-EX-033 ［長谷部邸平面図コピー］ s.a. 和室6.0/押入/踏込/地袋/床/脇/居マ/押

入/書斎/文字/□マド/地袋/押入/広縁
－ 420×297 A3普通紙6枚（MuYo-147-EX-035-01～06）

AN.5235-0300 MuYo-147-EX-034 ［長谷部鋭一邸平面図コピー］ s.a. 長谷部鋭一邸/笠坊邸_現況平面図/宝
塚市南口1丁目6番15号（〒665）1級建
築士事務所/（有）浅井建築設計事務所/
電話0797-72-2861 / 0797-73-0210

－ 420×297 A3普通紙5枚（MuYo-147-EX-034-01～05）

AN.5235-0301 MuYo-147-EX-035 ［長谷部邸平面図コピー］ s.a. 既設/現況平面図/S : 1/100/工事名/笠
坊邸_増築工事/図面名/現況平面図/縮
尺/S : 1/100

－ 420×297 A3普通紙4枚（MuYo-147-EX-034-01～04）

AN.5235-0302 MuYo-147-EX-036 ［長谷部邸平面実測図］ 昭和8年10月
［1933.10］

屋根裏_昭和8年10月/中西康英 － 257×364 B4方眼紙1枚

AN.5235-0303 MuYo-147-EX-037 ［長谷部邸天井伏実測図］ S8年10月
［1933.10］

長谷部_天伏/S8年10月/中西康英 － 257×365 B4方眼紙1枚

AN.5235-0304 MuYo-147-EX-038 ［長谷部邸八帖北面実測図］ s.a. 長谷部邸_八帖_北面 － 256×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0305 MuYo-147-EX-039 ［長谷部火灯口廻り実測図］ s.a. 長谷部邸_No3 － 256×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0306 MuYo-147-EX-040 ［長谷部邸飾り棚廻り実測図］ s.a. 長谷部邸/No4 － 256×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0307 MuYo-147-EX-041 ［長谷部邸座敷南面実測図］ s.a. 長谷部邸/座敷南面展開/No1 － 256×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0308 MuYo-147-EX-042 ［長谷部邸座敷南面実測図］ s.a. 長谷部邸座敷/南面展開/No2/〈単位：㎝〉－ 257×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0309 MuYo-147-EX-043 ［長谷部邸八帖西面実測図］ s.a. 長谷部邸_八帖_西面 － 257×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0310 MuYo-147-EX-044 ［長谷部邸六帖北面実測図］ s.a. 長谷部邸_六帖_北面 － 257×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0311 MuYo-147-EX-045 ［長谷部邸押入廻り実測図］ s.a. ［記載無し］ － 257×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0312 MuYo-147-EX-046 ［長谷部邸吊り棚廻り実測図］ s.a. ［記載無し］ － 256×364 B4方眼紙1枚

AN.5235-0313 MuYo-147-EX-047 ［長谷部邸六帖西面実測図］ s.a. 長谷部邸_六帖_西面 － 256×364 B4方眼紙1枚
AN.5235-0314 MuYo-147-EX-048 ［長谷部邸平面図コピー］ s.a. 和室6.0帖/居マ8.0帖/化粧室/納戸/ロビ

ー/ホール/広縁
－ 297×420 A3普通紙2枚（MuYo-147-EX-048-01～02）

AN.5235-0315 MuYo-147-EX-049 ［長谷部邸平面図コピー］ s.a. 和室6.0帖/押入/踏込/テラス/廊下/居マ
8.0帖/広縁/押入/ロビー/書斎/文字/□
マド

－ 364×257 B4普通紙1枚

AN.5235-0316 MuYo-147-EX-050 ［長谷部邸平面図コピー］ s.a. 和室6.0帖/押入/踏込/床/脇/地袋/広縁/
居マ8.0帖/押入/書斎/文字/□マド/地袋

－ 420×297 A3普通紙2枚（MuYo-147-EX-050-01～02）

AN.5235-0317 MuYo-119-F-001他 写真フィルム47点
AN.5235-0318 MuYo-119-P-001他 写真紙焼き15点
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笠坊邸
AN.5235-0319 MuYo-147-EX-051 ［笠坊邸増築工事現況平面図1/100］ s.a. 既設屋根伏図/既設現況平面図 S : 1/

100/（有）浅井建築設計事務所/笠坊邸_
増築工事/現況平面図

－ 418×594 A2青焼きコピー［?］

AN.5235-0320 MuYo-147-EX-052 ［笠坊邸現況平面図1/50］ s.a. 長谷部鋭一邸/笠坊邸_現況平面図/S :
1/50/（有）浅井建築設計事務所/既設平
面図

－ 419×595 A2青焼きコピー［?］

不明分
AN.5235-0321 MuYo-106-EX-002 ［記載なし］ ［記載なし］［西立面図_北立面図_南面_東面］ － 364×256 袋アリ（MuYo-106-EX-001）
AN.5235-0322 MuYo-106-EX-004 ［記載なし］ ［記載なし］［記載なし］ － 364×256 袋アリ（MuYo-106-EX-001）
AN.5235-0323 MuYo-146-EX-077 応接室タナ照明分 s.a. 応接室タナ照明分 － 415×590 拓本（スイセンの模様）
AN.5235-0324 MuYo-158-EX-034 ［大宴会場詳細図コピー］ s.a. 大宴会場詳細図（1）/1 : 50/（是非文中

で使ってください。）/K1色・4色 K/C＋
－〈多・中・少・少少（）〉［（貼付メモに
記載）］/MURANO〈7〉P.10［（貼付メモ
に記載）］

－ 256×363 B4普通紙1枚

1920？ : 菖蒲池温泉場
AN.5235-0325 MuYo-77-P-001他 写真紙焼き4点

1928 : 南大阪教会
AN.5235-0326 MuYo-101-F-001 写真フィルム1点
AN.5235-0327 MuYo-101-P-001他 写真紙焼き6点

1930～33 : キャバレーアカダマ■
AN.5235-0328 MuYo-133-F-018他 写真フィルム2点
AN.5235-0329 MuYo-98-P-001他 写真紙焼き6点

1931,56 : 合名会社森五商店東京支店
AN.5235-0330 MuYo-133-F-001他 写真フィルム2点
AN.5235-0331 MuYo-12-P-001他 写真紙焼き7点

1931 : 大阪パンション
AN.5235-0331 MuYo-133-F-31 写真フィルム1点
AN.5235-0332 MuYo-7-P-001他 写真紙焼き3点

1931 : 綿業会館■
AN.5235-0333 MuYo-73-P-001他 写真紙焼き13点

1932 : 加納合同銀行本店
AN.5235-0334 MuYo-96-F-001他 写真フィルム10点
AN.5235-0335 MuYo-96-P-001他 写真紙焼き25点

1932 : 紙卸商中島商店
AN.5235-0336 MuYo-11-F-001他 写真フィルム12点
AN.5235-0337 MuYo-11-P-001他 写真紙焼き12点

1935 : ドイツ文化研究所
AN.5235-0338 MuYo-133-F-003他 写真フィルム2点
AN.5235-0339 MuYo-55-P-001他 写真紙焼き19点

1936,39 : 都ホテル
AN.5235-0340 MuYo-102-F-001他 写真フィルム54点
AN.5235-0341 MuYo-102-P-001他 写真紙焼き35点

1937,76 : 宇部市民館（渡邊翁記念館）
AN.5235-0342 MuYo-123-F-001他 写真フィルム16点
AN.5235-0343 MuYo-123-P-001他 写真紙焼き36点

1939 : 中山悦治氏邸
AN.5235-0344 MuYo-46-F-001他 写真フィルム72点
AN.5235-0345 MuYo-46-P-001他 写真紙焼き29点

1940 : 芳泉堂［長谷部鋭吉］
AN.5235-0346 MuYo-103-P-1 写真紙焼1点

1941 : 宇部油化工業工場諸建物
AN.5235-0347 MuYo-88-F-001他 写真フィルム16点
AN.5235-0348 MuYo-88-P-001他 写真紙焼き14点

No. 旧 No. title dete 記載内容（表） 記載内容（裏） format(mm) 備考
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1941 : 中林仁一氏邸
AN.5235-0349 MuYo-133-F-023 写真フィルム1点

1941 : 石原産業本社■
AN.5235-0350 MuYo-64-P-001他 写真紙焼き2点

1946 : なにわ組本社■
AN.5235-0351 MuYo-138-F-005他 写真フィルム2点

1947 : マキノホテル■
AN.5235-0352 MuYo-133-F-035 写真フィルム1点
AN.5235-0353 MuYo-63-P-001他 写真紙焼き7点

1950 : 近畿映画アポロ劇場
AN.5235-0354 MuYo-138-F-002 写真フィルム1点
AN.5235-0355 MuYo-82-P-001 写真紙焼き1点

1951 : 東京銀行宝塚クラブハウス
AN.5235-0356 MuYo-138-F-006 写真フィルム1点
AN.5235-0357 MuYo-54-P-001他 写真紙焼き3点

1951～80 : 関西大学
AN.5235-0358 MuYo-138-F-022他 写真フィルム1点

1952,54,65,72,73 : 高島屋東京支店（日本生命東京総局）
AN.5235-0359 MuYo-67-F-001他 写真フィルム9点
AN.5235-0360 MuYo-67-P-001他 写真紙焼き2点

1952 : 東京銀行大阪船場支店
AN.5235-0361 MuYo-133-F-054 写真フィルム1点
AN.5235-0362 MuYo-58-P-001 写真紙焼き1点

1953,56 : 丸栄百貨店増築
AN.5235-0363 MuYo-10-F-001 写真フィルム11点
AN.5235-0364 MuYo-10-P-001 写真紙焼き3点

1953 : 千日前グランド劇場
AN.5235-0365 MuYo-138-F-012他 写真フィルム1点
AN.5235-0366 MuYo-113-P-001他 写真紙焼き3点

1953 : フジカワ画廊
AN.5235-0367 MuYo-100-F-001 写真フィルム12点（＊大成閣/高橋ビル/心

斎橋吉本ビル）
AN.5235-0368 MuYo-100-P-001 写真紙焼き37点

1954 : 近映会館
AN.5235-0369 MuYo-93-F-001他 写真フィルム2点
AN.5235-0370 MuYo-92-P-001他 写真紙焼き10点

1954 : 八幡駅前アパート■
AN.5235-0371 MuYo-68-P-001他 写真紙焼き2点

1954 : 近映会館
AN.5235-0372 MuYo-133-F-052 写真フィルム1点

1955 : ドウトン
AN.5235-0373 MuYo-56-F-001他 写真フィルム10点
AN.5235-0374 MuYo-57-P-001他 写真紙焼き3点

1956 : 神戸新聞会館
AN.5235-0375 MuYo-113-P-009他 写真紙焼き3点

1956 : プランタン
AN.5235-0376 MuYo-5-F-001他 写真フィルム11点
AN.5235-0377 MuYo-5-P-001他 写真紙焼き6点
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1957 : 富田屋
AN.5235-0378 MuYo-32-F-001他 写真フィルム2点
AN.5235-0379 MuYo-32-P- 001他 写真紙焼き9点

1957 : 吉本梅田劇場
AN.5235-0380 MuYo-78-P-001 写真紙焼き1点

1957 : 読売会館（そごう百貨店）
AN.5235-0381 MuYo-18-F-001他 写真フィルム42点（＊心斎橋プランタン）
AN.5235-0382 MuYo-18-P-001他 写真紙焼き122点

1957 : 六甲学院体育館・講堂
AN.5235-0383 MuYo-79-P-001他 写真紙焼き2点

1958,68 : 新大阪ビル
AN.5235-0384 MuYo-138-F-016他 写真フィルム3点
AN.5235-0385 MuYo-126-P-006他 写真紙焼き32点

1958, 80 : 米子市公会堂
AN.5235-0386 MuYo-126-F-014他 写真フィルム14点

1958 : 凮月堂
AN.5235-0387 MuYo-125-P-057他 写真紙焼き2点

1958 : 八幡中央公民館（八幡市民会館）
AN.5235-0388 MuYo-126-F-001他 写真フィルム13点
AN.5235-0389 MuYo-76-P-001他 写真紙焼き4点

1959 : 小倉市民館
AN.5235-0390 MuYo-113-F-001他 写真フィルム7点
AN.5235-0391 MuYo-113-P-030他 写真紙焼き6点

1959 : 指月亭（北川邸・数寄屋造りの家）
AN.5235-0392 MuYo-9-F-001他 写真フィルム4点
AN.5235-0393 MuYo-9-P-001他 写真紙焼き2点

1959 : 宝塚ゴルフクラブ
AN.5235-0394 MuYo-125-F-001他 写真フィルム13点
AN.5235-0395 MuYo-125-P-001他 写真紙焼き56点

1959 : 横浜市庁舎
AN.5235-0396 MuYo-15-F-001他 写真フィルム6点
AN.5235-0397 MuYo-15-P-001他 写真紙焼き10点

1959 : 高木産業ビル
AN.5235-0398 MuYo-34-P-001他 写真紙焼き2点

1959 : 比叡山回転展望閣
AN.5235-0399 MuYo-119-F-019他 写真フィルム4点
AN.5235-0400 MuYo-119-P-016他 写真紙焼き2点

1960 : 輸出繊維会館
AN.5235-0401 MuYo-22-F-001他 写真フィルム23点
AN.5235-0402 MuYo-22-P-001他 写真紙焼き34点

1960 : 吉本ビル
AN.5235-0403 MuYo-71-P-001他 写真紙焼き2点

1961 : なだ万
AN.5235-0404 MuYo-111-P-001他 写真紙焼き2点

1962, 84 : 尼崎市庁舎
AN.5235-0405 MuYo-127-F-001他 写真フィルム39点
AN.5235-0406 MuYo-127-P-001他 写真紙焼き20点

1962 : 出光興産高松給油所
AN.5235-0407 MuYo-126-P-001他 写真紙焼き5点
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1962 : 森田ビル
AN.5235-0408 MuYo-75-P-001他 写真紙焼き2点

1963,70 : 名古屋都ホテル
AN.5235-0409 MuYo-23-F-001他 写真フィルム15点
AN.5235-0410 MuYo-23-P-001他 写真紙焼き21点

1963 : 梅田換気口塔■
AN.5235-0411 MuYo-3-F-001他 写真フィルム16点
AN.5235-0412 MuYo-3-P-001他 写真紙焼き30点

1963 : 熊本市水道局庁舎
AN.5235-0413 MuYo-39-F-001他 写真フィルム6点

1963 : 高知県知事公邸
AN.5235-0414 MuYo-110-F-001他 写真フィルム59点
AN.5235-0415 MuYo-110-P-001他 写真紙焼き45点

1963 : 日本生命日比谷ビル（日生劇場）
AN.5235-0416 MuYo-24-F-001他 写真フィルム11点
AN.5235-0417 MuYo-24-P-001他 写真紙焼き15点

1964,80 : 大成閣
AN.5235-0418 MuYo-44-F-001他 写真フィルム2点

1964 : 住実ビル（住友実業ビル）？/浪速組本社ビル
AN.5235-0419 MuYo-19-F-001他 写真フィルム2点
AN.5235-0420 MuYo-19-P-001他 写真紙焼き16点

1965 : 愛知県森林公園センター
AN.5235-0421 MuYo-30-F-001他 写真フィルム14点
AN.5235-0422 MuYo-30-P-001 写真紙焼き11点

1965 : 喫茶店・戎橋プランタン
AN.5235-0423 MuYo-138-F-020他 写真フィルム2点

1965 : 佐伯邸
AN.5235-0424 MuYo-112-F-001他 写真フィルム66点
AN.5235-0425 MuYo-112-P-001他 写真紙焼29点

1966 : 出光興産京都支店
AN.5235-0426 MuYo-131-P-001他 写真紙焼5点

1966 : 宝塚カトリック教会
AN.5235-0427 MuYo-48-F-001他 写真フィルム11点（＊村野ポートレート/

西宮トラピチス）
AN.5235-0428 MuYo-48-P-001他 写真紙焼4点

1966 : 千代田生命本社ビル
AN.5235-0429 MuYo-29-F-001他 写真フィルム41点
AN.5235-0430 MuYo-29-P-001他 写真紙焼27点

1966 : 西宮商工会館
AN.5235-0431 MuYo-135-F-004 写真フィルム1点

1966 : 村野・森建築事務所
AN.5235-0432 MuYo-69-F-001他 写真フィルム14点
AN.5235-0433 MuYo-69-P-001他 写真紙焼5点

1967, 68, 69, 70, 75, 76 : 高橋ビル
AN.5235-0434 MuYo-31-P- 001他

1967 : 大阪ビル（東京八重洲）
AN.5235-0435 MuYo-1-F-001他 写真フィルム9点

1967 : 桜井寺
AN.5235-0436 MuYo-113-P-012他 写真紙焼12点

No. 旧 No. title dete

47



1969 : 西宮トラピスチヌ修道院
AN.5235-0437 MuYo-20-F-001他 写真フィルム32点
AN.5235-0438 MuYo-20-P-001他 写真紙焼5点

1969 : 日本ルーテル神学大学
AN.5235-0439 MuYo-116-F-001他 写真フィルム33点

1970,78 : 東京銀行大阪支店
AN.5235-0440 MuYo-60-F-001 写真フィルム1点
AN.5235-0441 MuYo-59-P-001他 写真紙焼4点

1970 : 阿倍野センタービル
AN.5235-0442 MuYo-47-F-001他 写真フィル6点

1970 : 黒田電気株式会社
AN.5235-0443 MuYo-38-F-001他 写真フィル2点

1970 : 信貴山成福院■
AN.5235-0444 MuYo-91-F-001他 写真フィルム17点
AN.5235-0445 MuYo-91-P-001他 写真紙焼8点

1970 : 帝国ホテル茶室
AN.5235-0446 MuYo-74-F-001他 写真フィルム17点

1970 : 東京銀行大阪支店
AN.5235-0447 MuYo-138-F-009 写真フィルム1点

1970 : 兵庫県立近代美術館
AN.5235-0448 MuYo-120-P-002他 写真紙焼12点

1971 : 箱根樹木園休息所
AN.5235-0449 MuYo-117-F-001他 写真フィルム24点
AN.5235-0450 MuYo-117-P-001他 写真紙焼27点

1971 : 八幡信用金庫本店
AN.5235-0451 MuYo-83-F-001他 写真フィルム2点
AN.5235-0452 MuYo-83-P-001他 写真紙焼4点

1972 : 堺海員会館■
AN.5235-0453 MuYo-8-F-001他 写真フィルム7点

1973 : 日本生命岡山駅前ビル（岡山高島屋）
AN.5235-0454 MuYo-21-F-001他 写真フィルム6点
AN.5235-0455 MuYo-21-P-001他 写真紙焼13点

1974 : 迎賓館（旧赤坂離宮）改修工事
AN.5235-0456 MuYo-65-F-001他 写真フィルム4点
AN.5235-0457 MuYo-65-P-001 写真紙焼1点

1974 : 日本興業銀行本店
AN.5235-0458 MuYo-2-F-001他 写真フィルム35点

1975 : 川崎製鉄西山記念館
AN.5235-0459 MuYo-52-F-001他 写真フィルム7点（＊その他）
AN.5235-0460 MuYo-52-P-001他 写真紙焼39点

1975 : 小山敬三美術館
AN.5235-0461 MuYo-90-F-001他 写真フィルム13点
AN.5235-0462 MuYo-90-P-001他 写真紙焼27点

1976 : 常陸宮邸
AN.5235-0463 MuYo-120-P-001 写真紙焼1点

1976 : なだ万山茶花荘
AN.5235-0464 MuYo-89-F-001他 写真フィルム24点
AN.5235-0465 MuYo-89-P-001他 写真紙焼5点
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1976 : 浪花組名古屋支店
AN.5235-0466 MuYo-25-F-001他 写真フィルム13点

1978 : 京橋3丁目ビル
AN.5235-0467 MuYo-37-F-001他 写真フィルム4点

1978 : 箱根プリンスホテル
AN.5235-0468 MuYo-118-F-001他 写真フィルム28点

1979 : 松寿荘
AN.5235-0469 MuYo-129-F-001他 写真フィルム67点
AN.5235-0470 MuYo-129-P-001他 写真紙焼6点

1979 : 都ホテル東京内装設計
AN.5235-0471 MuYo-104-F-001他 写真フィルム59点

1979 : 八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資館）
AN.5235-0472 MuYo-13-F-001他 写真フィルム14点
AN.5235-0473 MuYo-13-P-001他 写真紙焼10点

1980 : 紀尾井町南部ビル
AN.5235-0474 MuYo-97-P-001他 写真紙焼5点

1980 : 宝塚市庁舎
AN.5235-0475 MuYo-35-F-001他 写真フィルム6点
AN.5235-0476 MuYo-35-P- 001他 写真紙焼23点

1982 : 新高輪プリンスホテル
AN.5235-0477 MuYo-133-F-076他 写真フィルム124点
AN.5235-0478 MuYo-109-P-001他 写真紙焼42点

1983 : 谷村美術館（澤田政廣作品展示館）
AN.5235-0479 MuYo-26-F-002他 写真フィルム31点

1984 : 栂文化会館■
AN.5235-0480 MuYo-62-P-001他 写真紙焼2点

1984 : 村野建築研究所心斎橋事務所
AN.5235-0481 MuYo-105-F-001他 写真フィルム2点
AN.5235-0482 MuYo-105-P-001他 写真紙焼8点

1985 : 笠間東洋ゴルフクラブ■
AN.5235-0483 MuYo-95-P-001他 写真紙焼5点

1985 : 都ホテル■
AN.5235-0484 MuYo-133-F-079他 写真フィルム3点

1985 : 都ホテル大阪■
AN.5235-0485 MuYo-87-F-001他 写真フィルム150点
AN.5235-0486 MuYo-87-P-001他 写真紙焼14点

1986 : プリンスホテル■
AN.5235-0487 MuYo-36-F-001他 写真フィルム12点

1986 : 京都宝ケ池プリンスホテル■
AN.5235-0488 MuYo-115-F-001他 写真フィルム14点
AN.5235-0489 MuYo-115-P-001他 写真紙焼17点

1988 : 伊豆三養荘
AN.5235-0490 MuYo-108-F-001他 写真フィルム179点

1988 : 天寿園 瞑想館■
AN.5235-0491 MuYo-107-F-001他 写真フィルム115点
AN.5235-0492 MuYo-72-P-001他 写真紙焼103点

: 飯田邸茶室
AN.5235-0493 MuYo-42-F-001他 写真フィルム9点
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: 泉岡邸
AN.5235-0494 MuYo-43-F-001 写真フィルム1点

: 出光興産
AN.5235-0495 MuYo-43-F-001他 写真フィルム21点

: 猪崎邸
AN.5235-0496 MuYo-81-F-001 写真フィルム1点

: 心斎橋ビル
AN.5235-0497 MuYo-85-F-001他 写真フィルム7点
AN.5235-0498 MuYo-85-P-001他 写真紙焼6点

: 谷川邸
AN.5235-0499 MuYo-27-F-001他 写真フィルム26点

: 錦帯橋
AN.5235-0500 MuYo-120-P-061他 写真紙焼10点

: 植嶋邸
AN.5235-0501 MuYo-41-F-001他 写真フィルム113点
AN.5235-0502 MuYo-132-P-001他 写真紙焼175点

: 植嶋邸季生庵
AN.5235-0503 MuYo-133-F-086他 写真フィルム29点

: 中山半邸
AN.5235-0504 MuYo-133-F-022 写真フィルム1点
AN.5235-0505 MuYo-99-P-001 写真紙焼11点

: 天理教
AN.5235-0506 MuYo-61-P-001他 写真紙焼8点

: 不明
AN.5235-0506 MuYo-45-F-001他 写真フィルム64点
AN.5235-0507 MuYo-45-P-001他 写真紙焼160点
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美術工芸資料館 鉄筋3階建 延2,296㎡ （1981年6月30日建築 船越暉由 設計）

展示スペース（展示ホール等） 785m2

資料庫スペース（資料庫1等） 373m2

教育・研究スペース 211m2

管理スペース（事務室等） 927m2

美術工芸資料館組織図

施設概要

（2009.3.31現在）

美 術 工 芸 資 料 館 館 長（ 併 任 ）

大学院 工芸科学研究科

教 授 並 木 誠 士

美術工芸資料館運営委員会

委員長 大学院 工芸科学研究科 教授 並 木 誠 士

〃 〃 〃 山 本 建 太 郎

〃 〃 〃 石 田 潤 一 郎

〃 〃 〃 中 川 理

美術工芸資料館 教授 松 隈 洋

〃 准教授 平 芳 幸 浩

情報課長 中 川 英 人

美術工芸資料館 教授 松 隈 洋

美術工芸資料館 准教授 平 芳 幸 浩

情報課長 中 川 英 人

資料館事業係長 垣 中 至

技術補佐員 亀 野 晶 子

事務補佐員 鴻 池 容 子

〃 和 田 積 希
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