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2018 年 9 月15 日～10 月21 日 和歌山市立博物館 

 

№ 作品・資料名 数 量 制作・発行年代 所 蔵 

備考（展示期間）

備考（展示期間）備考（展示期間）

備考（展示期間） 

  

 

序章～プロローグ 紀州徳川家 

1 江戸天下祭図屏風 
六曲一双 

江戸時代初期・明暦2 年

（1656）頃 

個人蔵 

左隻：9/15～9/30

右隻：10/2～10/21 

第１章 南葵文庫 

2 徳川頼倫肖像写真 一葉 明治29 年（1896） 個人蔵  

3 東京市麻布区地誌及地図 一鋪 大正10 年（1921） 個人蔵  

4 飯倉六丁目御邸御住居向図 一帖 明治時代（19 世紀） 個人蔵  

5 葵紋付風呂敷（飯倉徳川） 一枚 明治時代（19 世紀） 和歌山市立博物館  

6 徳川邸御門之図 一枚 明治33 年（1900） 個人蔵  

7 南葵文庫概要 三冊 明治41 年（1908）・大正2 年

（1913）・9 年（1920） 

和歌山県立図書館  

8 南葵文庫蔵書目録 三冊 明治41 年（1908）～大正2

年（1913） 

和歌山市立博物館  

9 Catalogue of the Nanki Bunko 一冊 大正3 年（1914） 和歌山県立図書館  

10 徳川慶喜 「南葵文庫」扁額 一面 明治時代（19 世紀） 東京大学総合図書館  

11 葵紋入椅子・机 二点 明治時代（19 世紀） 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

12 町見術 一冊 江戸時代 東京大学総合図書館  

13 対馬国図 一舗 江戸時代 東京大学総合図書館  

14 喎蘭新訳地球全図 一舗 寛政8 年（1796） 東京大学総合図書館  

15 各国旗図 一冊 江戸時代 東京大学総合図書館  

16 関氏雑著 一冊 江戸時代 東京大学総合図書館  

17 啓蒙蟲譜図 一冊 江戸時代後期（19 世紀） 東京大学総合図書館  

18 山海異形 一冊 江戸時代初期 東京大学総合図書館  

19 稲冨流砲術書 十冊 慶長14 年（1609） 東京大学総合図書館  

20 立花百瓶図 三冊 寛文13 年（1673） 東京大学総合図書館  

21 南葵文庫写真帖 一冊 明治43 年（1910） 個人蔵  

22 南葵文庫写真帖 一冊 明治45 年（1912） 個人蔵  

23 南葵文庫写真帖 一冊 明治45 年（1912） 個人蔵  

24 集合写真（南葵文庫前） 一枚 大正時代（20 世紀） 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 



25 喜多村進肖像（写真） 一葉 昭和時代（20 世紀） 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

26 南葵文庫内の喜多村進（写真） 一枚 大正時代（20 世紀） 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

27 封筒（喜多村進宛 東京帝国大学

附属図書館） 

一点 昭和時代初期 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

28 南葵文庫 月俸書（喜多村進） 四通 大正5 年（1916）～9 年

（1920） 

和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

29 東京帝国大学 司書給書（喜多村

進） 

二通 大正13 年（1924）・昭和元年

（1926） 

和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

第２章 南葵楽堂と南葵音楽文庫 

30 

L.v.ヴェートーベン 諸国の民謡集（全23

曲）からロシア民謡《可愛い娘さんが森に

ゆき》の編曲 WoO.158-15（自筆楽譜） 

一面 1815 年 読売日本交響楽団 

（和歌山県立博物館寄託） 

 

31 W.A.モーツァルト 交響曲第34 番

ハ長調K.338（筆写楽譜） 

一冊 1800 年頃 読売日本交響楽団 

（和歌山県立博物館寄託） 

 

32 G.F.ヘンデル オラトリオ《アタリ

ア》HWV.52（筆写楽譜） 

一冊 18 世紀 読売日本交響楽団 

（和歌山県立博物館寄託） 

 

33 G.ロッシーニ 書簡（直筆署名つ

き）アーサー・セガン宛 

一面 1827 年 読売日本交響楽団 

（和歌山県立博物館寄託） 

 

34 音楽形式論（南葵音楽双書２） 一冊 大正2 年（1923） 和歌山県立図書館  

35 南葵楽堂演奏会招待状・プログラ

ム 

一組 大正11 年（1922） 個人蔵  

36 

ホルマンと徳川頼貞（写真） 一葉 大正12 年（1923） 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

第３章 紀州徳川家伝来の美術 

37 紀州徳川家蔵品展観目録 一冊 昭和2 年（1927） 和歌山市立博物館  

38 静和園蔵品展観目録 一冊 昭和8 年（1933） 個人蔵  

39 静和園第二回蔵品展観目録 一冊 昭和9 年（1934） 個人蔵  

40 牧谿 老子図 （重要文化財） 一幅 中国・南宋時代末～元時代

（13 世紀） 

岡山県立美術館 10/2～10/21 

41 伝牧谿 江天暮雪図 一幅 中国・南宋時代（13 世紀） 鹿苑寺 9/15～9/30 

42 小栗宗湛 野菊鶉図 一幅 室町時代（15 世紀） 個人蔵  

43 狩野元信 桃図 一幅 室町時代（16 世紀） 個人蔵  

44 柳沢淇園 梅花小禽図 一幅 江戸時代（18 世紀） 個人蔵  

45 狩野常信 浦苫屋図 三幅 江戸時代初期（17～18 世紀） 和歌山市立博物館  

46 徳川吉宗 騎馬・野馬図 一巻 江戸時代中期（18 世紀） 和歌山市立博物館  



47 種姫 雪中富士図 一幅 江戸時代中期（18 世紀末） 個人蔵  

48 山本養和 桐に鳳凰図 一幅 明治38 年（1905） 個人蔵  

49 仇英 山水人物図巻 一巻 中国・明時代（16 世紀） 個人蔵  

50 六歌仙和歌巻 一巻 江戸時代末期（19 世紀） 個人蔵  

51 山澤与平 竹取物語絵巻 五巻 明治15 年（1882） 個人蔵  

52 古銅獅子香炉  一口 中国・南宋時代 

嘉定5 年（1212） 

個人蔵  

53 中川浄益 腰黒薬鑵 一口 江戸時代（17 世紀） 和歌山市立博物館  

54 灰釉平茶碗 銘「新樹」 一口 江戸時代後期（19 世紀） 和歌山県立博物館  

55 南紀男山焼 染付八ツ藤紋火鉢 一口 江戸時代後期（19 世紀） 和歌山県立博物館  

56 偕楽園御庭塗 堆朱中央卓 一基 江戸時代後期（19 世紀） 和歌山県立博物館  

57 香炉 十種香 一合 江戸時代後期（19 世紀） 個人蔵  

58 鳳凰葵紋散蒔絵盛管用箱蓋 一口 江戸時代 国立歴史民俗博物館  

59 笙 銘「真具寿」 一管 鎌倉時代 国立歴史民俗博物館  

60 龍笛 銘「青柳」 一管 鎌倉時代 国立歴史民俗博物館  

61 琵琶 銘「花月」 一面 江戸時代初期（17 世紀） 国立歴史民俗博物館  

62 徳川治宝 二大字「守学」 一幅 江戸時代後期（19 世紀） 個人蔵  

63 徳川治宝所用 翠簾 一箱 江戸時代後期（19 世紀） 個人蔵  

64 鶴蒔絵面箪笥（附・御分物目録） 一竿 江戸時代（17 世紀） 個人蔵  

65 能面（小尉・深井・般若） 三面 室町～桃山時代（16～17 世紀） 個人蔵  

66 桑透漆塗りたばこ盆 一基 江戸時代 たばこと塩の博物館  

67 黒漆塗り唐草蒔絵提げたばこ盆 一対 江戸時代 たばこと塩の博物館  

68 桑格子蓋付きたばこ盆 一基 江戸時代 たばこと塩の博物館  

69 黒漆塗り葵紋蒔絵提げたばこ盆 一基 江戸時代 たばこと塩の博物館  

70 紀州版群書治要 

二十五冊 

江戸時代後期（19 世紀） 和歌山県立博物館  

71 大辺路図（大辺路・中辺路及熊野川

図のうち） 

一帖 江戸時代後期 和歌山県立博物館  

72 心の双紙 一巻 天保5 年（1834） 和歌山県立博物館  

73 川合春川 遊友島記 一巻 寛政10 年（1798） 和歌山市立博物館  

74 山中信古「南海包譜」 

上辻木海「柑橘図絵」 

一冊 

一帖 

慶応元年（1865） 

慶応3 年（1867） 

和歌山市立博物館  

75 玉露叢 

四十二冊 

江戸時代 個人蔵  

76 家忠日記増補 

二十五冊 

江戸時代 個人蔵  

77 鏡公遺事 一冊 江戸時代 個人蔵  

第４章 二人のお殿様―頼倫と頼貞 

78 バルコニーに座る頼貞（写真） 一葉 大正時代（20 世紀） 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 



79 徳川頼倫旧蔵写真帖 

三十九冊 

大正5 年（1916）～11 年

（1922） 

和歌山市立博物館  

80 徳川頼倫旧蔵写真（美濃・飛騨・

加賀旅行） 

一括 明治37 年（1904） 和歌山市立博物館  

81 徳川頼倫旧蔵写真（韓満旅行） 一括 明治41 年（1908） 和歌山市立博物館  

82 ステレオカメラ（ヴェラスコープ） 一基 1910 年頃 個人蔵  

83 ステレオカメラ（ステレルックス） 一基 1920 年頃 個人蔵  

84 カメラ（コダック社） 一基 1908 年 個人蔵  

85 ステレオスコープ 一点 1900 年頃 個人蔵  

86 鳥居龍蔵・柴田常恵宛書簡 一通 明治37 年（1904） 個人蔵  

87 『大日本植物誌』第一巻第四集

（徳川頼倫宛牧野富太郎献本） 

一冊 明治44 年（1911） 和歌山市立博物館  

88 頼貞夫妻とホルマン氏（写真） 一葉 大正12 年（1923） 和歌山県立博物館  

89 徳川頼貞書簡 喜多村進宛 一通 昭和20 年（1945） 和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

90 葵紋等釘隠 四個 大正時代（20 世紀） 和歌山市立博物館  

91 葵紋付風呂敷 一枚 明治時代（19 世紀） 和歌山市立博物館  

92 高麗園実測全図 一枚 明治時代後期（19～20 世紀） 和歌山市立博物館  

93 紀州徳川家別邸高麗園（絵はがき） 

二十五枚

のうち 

大正時代（20 世紀） 和歌山市立博物館  

94 紀州徳川別邸高麗園風呂敷 一枚 明治時代後期（19～20 世紀） 和歌山市立博物館  

95 

紀州徳川家大礒別邸書簡連絡用袋 

一点 明治時代後期（19～20 世紀） 個人蔵  

終章～エピローグ 紀州徳川家の残したもの 

96 南葵文庫創立紀念陳列目録 

九冊合綴 

明治42 年（1909）～大正7

年（1918） 

和歌山県立図書館  

97 南葵文庫展覧会入場券 三枚 明治42 年（1909）・大正2 年

（1913）・大正3 年（1914） 

和歌山県立博物館

（喜多村浩氏寄贈） 

 

98 紀念帖 一冊 明治45 年（1912） 個人蔵  

99 史蹟名勝天然紀念物 一冊 大正3 年（1914） 和歌山市立博物館  

100 桑山玉洲 熊野奇勝図巻 一巻 寛政6 年（1794） 個人蔵  

101 桑山玉洲 桃李狸奴図 一幅 江戸時代中期（18 世紀） 個人蔵  

102 須藤久甫 御召船絵図 三巻 天保13 年（1842） 個人蔵  

103 坂昇春 赤坂御庭図画帖 

 （和歌山市指定文化財） 

一帖 江戸時代後期・19 世紀 和歌山市立博物館  

 


