
No. 資料・作品名 作者　出版社など 制作年 出版年 材質・技法
寸法（縦×横㎝） 所　蔵

第1章　大阪中之島大パノラマ　ー江戸・明治・大正から「大大阪」へー

1 「大阪名所図」 林景造制作・林金札堂発売元 大正6年（1917） 印刷、39.8×54.6 個人

2 「改正増補　國寶大阪全圖」 積典堂蔵版 文化 3 年（1803） 紙本、木版多色摺、
100.0×68.5

個人

3 「なにわ十六橋智恵の渡」 板元・玉江亭 年代不詳
（弘化 2 年・1845 頃か）

紙本、木版墨摺、
34.2×47.7

個人

4 「西国武家方御息女 大坂蔵屋敷着岸の図」
（『女藝文三才図会』より）

板元・吉文字屋市兵衞 明和 8 年（1771） 版本 個人

5 「中之島の蔵屋敷（大坂の北 中ノ島のほとり諸侯の蔵屋敷）」（『摂
津名所図会』大坂部四上より）

秋里籬島著・竹原春朝斎ほか画 寛政8年 （1796） 版本 個人

6 「蛸松」（『浪華の賑ひ』より） 暁鐘成著・松川半山画 安政2年（1855） 版本 個人

7 《中の嶋蛸の松》（《浪花百景》より） 長谷川貞信画 幕末～明治初年頃 紙本、木版多色摺、
17.3 × 24.4

大阪大学総合学術博物館

8 《梅石図》（《梅厓先生戯墨帖》より） 十時梅厓 享和 3 年（1803） 紙本墨画 個人

9 《土佐堀川》（《大阪風景》より）（複製） 織田一磨画 原画：大正８年（1819） 印刷 大阪大学総合学術博物館

10 中之島パノラマ写真帖 明治 35 年（1902）頃 写真 株式会社カワチ

11 『郷土研究 上方』第117号（尊皇と先覚号） 上方郷土研究会編 ・創元社発行 昭和 15 年（1940） 印刷 個人

12 「諸摺物調進処　壽榮堂」引き札 松川半山画・壽榮堂発行 19 世紀後半（幕末か） 紙本、木版多色摺 個人

13 「浪花名産引札」 大阪市淀屋橋南詰・かぎや五兵衛発行 明治 36 年（1903）頃 紙本、木版墨摺 個人

14 『夜の大阪』 明治 35 年（1902）頃 印刷 個人

15 「中の島公園招魂碑」（『寫眞画報 京阪近傍名所』より） 春陽堂発行 明治28年（1895） 印刷 個人

16 松盛堂版「中ノ島公園地」（『万国名所図絵』下巻より） 青木恒三郎発行 明治19年（1886） 印刷 個人

17 「第五回内国勧業博覧会必携 大阪全図及神戸」 清水吉康制作・田村定助発行 明治 35 年 （1902） 印刷、53.6×77.0 個人

18 「俯瞰式大大阪案内図」
 （THE AEROPLANE VIEW OF THE GREAT OSAKA）

土山隆克制作・和楽路屋発行 大正8 年（1919） 印刷、76.8×108.0 個人

19 「大阪市パノラマ地図」
（THE MOCK PAINTED PICTURE OF THE GREAT OSAKA）

美濃部政次郎作・わらじや発行 大正 13 年（1924） 印刷、74.0×108.0 個人

第2章　シビックセンター遊覧　ーモダン・ライフと都市施設ー

大阪市中央公会堂

20 銀製皿・スプーン・フォーク 大正 7 年（1918） 銀製 大阪市

21 利久（リキュール）グラス 大正 7 年（1918） ガラス、
直径5.0×高さ18.0

大阪市

22 中央公会堂 建築過程 写真アルバム 大正 2～7 年（1913~1918） 写真 大阪市

23 「壮麗典雅・豊公大阪入城」報道写真（寫眞特報大阪毎日」より） 大阪毎日新聞社 昭和 10 年（1935）10 月 4 日 写真、44.0×29.5 個人

24 「政友會の臨時全國大会開く」報道写真（寫眞特報大阪毎日」より） 大阪毎日新聞社 昭和 10 年（1935）8 月 19 日 写真、44.0×29.5 個人

25 「山田耕作氏帰朝記念演奏会」ポスター 大阪朝日新聞社主催
大阪市中央公会堂会場

昭和６年（1931） 印刷、52.5×38.0 個人

26 三浦環公演「オペラお蝶夫人」 パンフレットと半券 同声会大阪支部主催 昭和 12 年（1937） 印刷 個人

27 「東京音楽学校管弦合唱団大演奏会曲目」 大阪市教育会主催 大正 10 年（1921） 印刷 個人

28 「泰西名映画河合ダンス慈善大会」 大阪毎日新聞慈善団主催 印刷 個人

29 大阪市中央公会堂 保存・再生工事完成模型 平成 14 年（2002） 大阪市

大阪市役所

30 旧大阪市庁舎 楣（まぐさ） 大正 10 年（1921） 木材、最大54.0×153.0 大阪くらしの今昔館

31 旧大阪市庁舎 ステンドグラス 扇型 大正 10 年（1921） ガラス、60.0×73.0 大阪くらしの今昔館

32 「大阪市庁訪問の大阪工大生の示威行動」
（ 「ASAHI PHOTO NEWS」より）

大阪朝日新聞社 昭和 6 年（1931）2 月 23 日 写真、40.5×25.0 個人

33 “TRAFFIC ORGANS IN OSAKA, TOMORROW”
（明日の大阪の交通機関）（PRESENT-DAY NIPPONより）

朝日新聞社発行 昭和 5 年（1930） 印刷 個人

34 「大大阪」創刊号 大阪都市協会 大正 14 年（1925） 印刷 個人

35 『大阪市民と特別市制』 大阪特別市制期成同盟会 昭和 7 年（1932） 印刷 個人

36 「ミス大阪」ビクター超特選楽譜第49篇 日本ビクター蓄音器株式会社 昭和 6 年 (1931） 印刷 個人

大阪大学総合学術博物館 第16回特別展
「モダン中之島コレクション  “大大阪”時代の文化芸術発信センター」出品リスト
会期：2022年4月28日（木）～7月30日（土）
主　　催：大阪大学総合学術博物館
共　　催：大阪大学大学院人文学研究科、大阪大学大学院工学研究科
協　　力：大阪市中央公会堂、大阪歴史博物館、大阪くらしの今昔館,株式会社竹中工務店、株式会社ロイヤルホテル、大阪大学医学部医学史料展示室
後　　援：関西経済同友会

・展示室内での撮影はご遠慮ください。
・展示資料は予告なく変更される場合があります。
・No.は展示室のキャプションには付しておりません。
・リストは展示順に沿っていますが、前後する箇所がござい
　ます。



37 「大阪市庁舎」写真葉書（「大阪名所」シリーズより） 印刷 個人

38 「祝大阪市役所竣成」（『図案化せる実用文字』より） 藤原太一著・太鐙閣 大正 14 年（1925） 印刷 個人

39 『空中征服』 賀川豊彦著・改造社 大正 11 年（1922） 印刷 個人

40 檄文「大阪市民に檄す」 大正 5 年（1916） 印刷、27.3×78.8 個人

新大阪ホテル

41 新大阪ホテル模型（新大阪ホテル労働組合結成10周年記念） 錫半本店製 昭和 42 年（1967） 錫製 BAR 瀧

42 「HOTEL NEW OSAKA BAR ROOM（酒場）」謹賀新年 葉書 新大阪ホテル発行 昭和 36 年（1961） 印刷 BAR 瀧

43 「新大阪ホテル」 写真葉書 印刷 個人

44 「天神祭船渡御路線図」 里舟作 昭和12年（ 1937） 印刷 個人

45 「天神祭の図」（大阪毎日新聞社 第 17572 附録より） 川口呉川画・京都便利堂印行 昭和 7 年（1932）4 月 5 日 写真 個人

46 「水郷に躍動する古典美」報道写真（「寫眞特報大阪毎日」より） 大阪毎日新聞社 昭和 10 年（1935）7 月 29 日 写真 個人

47 「HOTEL NEW　OSAKA」パンフレット（カラー） 新大阪ホテル発行 印刷 個人

48 「HOTEL NEW　OSAKA」パンフレット（モノクロ） 新大阪ホテル発行 印刷 個人

49 「クリスマスの催し御案内」パンフレット 新大阪ホテル発行 印刷 個人

50 「新大阪ホテル　大阪市中之島」パンフレット 新大阪ホテル発行 印刷 個人

51 PRESENT-DAY　NIPPON 朝日新聞社発行 昭和 9 年（1934） 印刷 個人

52 「ホテル宝船」 水魚画 昭和10年 （1935） 紙本、木版多色摺、
25.5×37.3

個人

53 《薔薇》 安井曾太郎 昭和9年（ 1934） カンヴァス、油彩、
60.0×44.5

株式会社ロイヤルホテル

ライオン橋―中之島橋めぐり

54 「難波橋渡り初め」画稿 森琴石 大正 4 年 （1915） 紙本、墨画、
39.8×124.5

個人

55 「難波橋渡り初め 竹原夫妻像」   画稿 森琴石 大正 4 年 （1915） 紙本、墨画着色、
各39.0×27.0

個人

56 「難波橋渡り初め 竹原夫妻像」写真葉書 大正 4 年 （1915） 印刷、14.0×9.0 個人

57 「大阪控訴院・大阪中央電信局」（『大阪行幸記念 空中寫眞帖』より）朝日新聞社 昭和 4 年（1929） 印刷 個人

58 「川口端建蔵橋」（『近代大阪近畿景観 第三編』より） 尾鐐之助著・創元社 昭和 7 年（1932） 印刷 個人

59 『大大阪現代風景』 大阪毎日新聞社 昭和 8 年（1933） 印刷 個人

60 「View of Great Osaka（大大阪の眺め）」写真葉書 大正写真工芸所発行 昭和 12 年（1937） 印刷 個人

61 「大阪錦画日々新聞紙」第28号 二代貞信画 明治 8 年（1875）頃 紙本、木版多色摺、
24.5×17.5

個人

62 「難波橋」写真葉書 大正 4 年（1915）頃 印刷 個人

63 「大阪風景を輯めて」写真葉書 大正写真工芸所発行 昭和初期 印刷 個人

64 「宝船（市電）」 三代・長谷川小信画
第 5 回 浪華宝船会発行

昭和 8 年（1933） 紙本、木版多色摺、
26.0×32.2

個人

65 「難波橋」手ぬぐい（「大阪名所御手拭」より） 三越製 布、プリント、
92.0 × 34.0

個人

66 水晶橋100分の1モデル立版古（ペーパークラフト） 津村長利制作 令和 4 年（2022）
紙製、長さ94.0、幅最大
16.5、高さ11.0 個人

67 水晶橋街灯 立版古（ペーパークラフト） 津村長利制作 令和 4 年（2022） 紙製、幅20.0、高さ31.5 個人

68 堂島大橋街灯 立版古（ペーパークラフト） 津村長利制作 令和 4 年（2022） 紙製、幅6.0、高さ22.0 個人

69 難波橋街灯 立版古（ペーパークラフト） 津村長利制作 令和 4 年（2022） 紙製、幅9.0、高さ25.0 個人

70 錦橋街灯 立版古（ペーパークラフト） 津村長利制作 令和 4 年（2022） 紙製、幅8.0、高さ19.0 個人

71 淀屋橋＆大江橋街灯 立版古（ペーパークラフト） 津村長利制作 令和 4 年（2022） 紙製、幅6.5、高さ27.0 個人

72 『大大阪橋梁撰集』 江村恒一編・創生社発行 昭和 4 年 （1929） 印刷 個人

朝日新聞社・朝日会館・朝日ビルディング

73 「大阪朝日新聞社建築図面   時計台」 藤井厚二 1910年代 紙本、鉛筆、水彩、
77.9×54.0

株式会社竹中工務店

74 「大阪朝日新聞社建築図面　文字盤」 藤井厚二 1910年代 紙本、インク、鉛筆、水
彩、37.6×60.8

株式会社竹中工務店

75 「朝日新聞・朝日ビルディング・朝日会館」模型 株式会社山根工務店模型部製 紙製 株式会社竹中工務店

76 『朝日ビルディング 新築工事概要』 株式会社朝日ビルディング発行 昭和 6 年（1931） 印刷 個人

77 『時計』 横光利一著・佐野繁二郎装釘・創元社 昭和 9 年（1934） 印刷 個人

78 「KAWATI-GATA」No.7 河内洋画材料店カタログ 河内洋画材料店発行 昭和 6 年（1931） 印刷 株式会社カワチ

79 「大阪市主要案内」地図 大阪朝日新聞社発行 大正 15～昭和６年
（1926~1931）

印刷 個人



80 「朝日新聞社 欧洲訪問大飛行記念画報」 大阪朝日新聞社発行 大正 14 年（1925） 印刷 個人

81 「大阪朝日新聞社新築概要」冊子 大阪朝日新聞社発行 大正 5 年（1916） 印刷 個人

82 「大阪朝日新聞社案内」冊子 朝日新聞社発行 昭和 11 年（1936） 印刷 個人

83 「朝日会館」パンフレット 大阪朝日新聞社発行 大正 15 年（1926） 印刷 個人

84 「創立十五周年の朝日会館の事業」 大阪朝日新聞社発行 昭和 16 年（1941） 印刷 個人

85 「プレイガイド」 昭和 12 年（1937）1 月号 /3 月
号

印刷、34.0× 36.2 個人

86 「朝日ビルディング」テナント一覧チラシ 朝日ビルディング発行 昭和6 年（1931）頃   印刷、26.7×38.4 個人

87 大阪朝日新聞社時計塔と飛行機（「ASAHI PHOTO NEWS」より） 大阪朝日新聞社 昭和初期 写真、25.0×45.0 個人

88 「神風号亜欧連絡飛行記念大懸賞ポスター」 大阪朝日新聞社 昭和 12 年（1937）か 印刷 個人

89 『會舘藝術』第２巻４号～第５巻９号 朝日会館発行 昭和 8～11 年
（1933～1936）

印刷 個人

90 「ジャックテイボウ提琴独奏会」パンフレット 朝日新聞社会事業団主催 昭和 11 年（1936） 印刷 個人

91 「ヤッシャ・ハイフェッツ演奏会」パンフレット 朝日新聞社会事業団主催 昭和 6 年（1931） 印刷 個人

92 「アレキサンダア/クロチルドサカロフ舞踏大公演」パンフレット 朝日新聞社会事業団主催 昭和 9 年（1934） 印刷 個人

93 「藤原義江独唱会」パンフレット 大阪朝日新聞社会事業団主催 昭和 7 年（1932） 印刷 個人

94 「ヨセフ・ローゼンシュトック指揮 新交響楽団第演奏会」パンフレッ
ト

日本交響楽団・朝日新聞大阪厚生事業団 昭和18年 1943 印刷 個人

95 「ワインガルトナー博士夫妻演奏会」パンフレット 日墺協会・大阪朝日新聞社会事業団主催 昭和12年（1937） 印刷 個人

96 「長谷川昇近作展覧会目録」 朝日会館会場 昭和 8 年（1933） 印刷 個人

97 第7回『國展』図録 朝日新聞社発行 昭和 3 年（1928） 印刷 個人

98 「第5回 新興美術展覧会出品目録」　 新興美術協会主催 昭和 11 年（1936） 印刷 個人

99 「聖徳太子1330年記念藝術祭」 記念藝術祭委員会 印刷 個人

公園とスポーツ

100 《夜の中之島》（連作版画《新大阪風景》より） 浅野竹二 昭和 8 年（1933） 紙本、木版多色摺、
26.1×36.8

個人

101 《雪の天神橋》（連作版画《新大阪風景》より） 浅野竹二 昭和 8 年（1933） 紙本、木版多色摺、
26.1×36.8

個人

102 「日米国 水上競技大会」パンフレット 日本水上競技連盟主催 昭和10 年 1935  印刷 個人

103 『大阪叢書 北濱中之島界隈』 上田長太郎著・大阪趣味研究会発行 昭和 3 年（1928） 印刷 個人

104 「中の島公園」写真葉書（「大阪名所」シリーズより） 印刷 個人

105 「大阪中之島 新公園」写真葉書 明治期 印刷 個人

106 《中の嶋公園景》 林基春画 明治期 紙本、木版墨摺、
20.0×27.4

個人

107 「グレート大阪」（『写真集報』大正12年版秋季號より） 大阪朝日新聞社 大正 12 年（1923） 印刷 個人

108 「噴水の輝き」（「早苗」第七巻第八号より） 大阪早苗倶楽部 大正 10 年（1921） 印刷 個人

109 《中之島風景》 冨田溪仙画 昭和初期 紙本、墨画、
66.2×53.0

個人

遊覧―乗りもの・飲食・旅館

110 「「梅田－大丸 地下鉄開通記念メリーゴーランド」
（ペーパークラフト）

大丸百貨店発行 昭和 9 年（1934） 印刷、50.0× 73.5 個人

111 「大阪バス」路線図 大阪乗合自動車株式会社発行 昭和 4 年（1929） 印刷、38.0×52.5 個人

112 「博覧会と大阪」パンフレット 大阪出品聯合會
（大阪府・大阪市・大阪商工会議所）

昭和 12 年（1937） 印刷 個人

113 「滑稽漫画大阪見物」 千葉かずのぶ画 昭和 11 年（1936）頃 印刷 個人

114 「大阪名所遊覧自動車名所案内」パンフレット 大阪乗合自動車株式会社 昭和 11 年（1936） 印刷 個人

115 牡蛎船「かき伊」チラシ 渡辺ばし・かき伊発行 昭和初期 印刷

116 すき焼き店「川柳」チラシ 肥後橋南詰・川柳発行 昭和初期 印刷 個人

117 「皆様の栞/野田屋」 野田屋 印刷 個人

第3章　深化する“アートアイランド”　ー新しい文化芸術の発信拠点ー

中央公会堂のコンペティション・可視化プロジェクト

118 『大阪市公会堂　新築設計指名懸賞競技　応募図案』 財団法人公会堂建築事務所編・出版 大正2年（1913） 印刷、26.0×38.0 大阪市

119 大阪市公会堂設計競技　武田五一案透視図　 武田五一 明治45年／大正元年（1912） 紙本、インク、水彩、金
泥、63.4×100.2

大阪市

120 「大阪市公会堂新築設計図」配景図（透視図） 矢橋賢吉 明治45年／大正元年（1912） 紙本、インク、水彩、
62.1×97.2

大阪市

121 大阪市中央公会堂 可視化プロジェクト　モニター展示 橋爪節也立案・波瀬山祥子制作 令和 4 年（2022） 原画：大阪市



中之島と大阪大学

122 《中の島医学校》（大阪医学校） 鈴木蕾斎画 明治 12 年（1879）頃 絹本、墨画、
169.5×41.5

大阪大学医学部医学史料展示
室

123 『写真  大阪大学の五十年』 大阪大学五十年史編 実行委員会写真 小委
員会編

昭和 56 年（1981） 印刷 大阪大学総合学術博物館

124 『大阪大学医学伝習百年史年表』 大阪大学医学伝習百年記念会 昭和 45 年（1970） 印刷 個人

125 『大阪大学五十年史 部局史』 大阪大学五十年史編集実行委員会編 昭和 58 年（1983） 印刷 大阪大学総合学術博物館

126 『大阪大学五十年史 通史』 大阪大学五十年史編集実行委員会編 昭和 60 年（1985） 印刷 大阪大学総合学術博物館

127 『きりひと讃歌』 手塚治虫作・手塚治虫書店
（手塚プロダクション／丸善ジュンク堂）

令和 2 年（2020）からオンデマ
ンド出版

印刷 個人

128 『紙の砦』 手塚治虫作・手塚治虫書店
（手塚プロダクション／丸善ジュンク堂）

令和 2 年（2020）からオンデマ
ンド出版

印刷 個人

129 『ブラック・ジャックは遠かった :阪大医学生ふらふら青春記』 久坂部羊著・140B 平成 25 年（2013） 印刷 個人

グタイピナコテカ

130 《作品》 堀尾昭子 昭和42 年（1967）頃 水性塗料、紙、接着剤、
材木、19.8×30.0×5.8

大阪大学総合学術博物館

131 《作品》 堀尾昭子 昭和 46 年（1971） 水性塗料、合成皮革、
14.5×33.5×7.0

大阪大学総合学術博物館

132 《作品》 堀尾昭子 昭和 46 年（1971） 水性塗料、合成皮革、
24.3×25.3×9.0

大阪大学総合学術博物館

133 グタイピナコテカ友の会案内 昭和40年（1965 ）頃 印刷 個人

134 グタイピナコテカ地図 昭和41年（1966 ）頃 印刷 個人

135 具体美術新人展（1967.3）ポスター 昭和42 年（1967）3月 印刷 大阪大学総合学術博物館

136 具体美術新作展［第18回具体美術展］（1967.6）案内はがき 昭和42 年（1967）6月 印刷 大阪大学総合学術博物館

137 第19回具体美術展（1967.11）案内はがき 昭和42 年（1967）11月 印刷 大阪大学総合学術博物館

138 具体美術小品展（1967.12）案内はがき 昭和42 年（1967）12月 印刷 大阪大学総合学術博物館

139 具体美術新人展（1968.2）案内はがき 昭和43 年（1968）2月 印刷 大阪大学総合学術博物館

140 第20回具体美術展（1968.7）案内はがき 昭和43 年（1968）7月 印刷 大阪大学総合学術博物館

141 第21回具体美術展（1968.11）案内はがき 昭和43 年（1968）11月 印刷 大阪大学総合学術博物館

142 具体美術小品展（1968.12）案内はがき 昭和43 年（1968）12月 印刷 大阪大学総合学術博物館

143 具体美術小品展（1969.12）案内はがき 昭和44 年（1969）12月 印刷 個人

144 上前智祐による日記 上前智祐 昭和37年　(1962）8月1日～
9月30日

紙本、インク 大阪大学総合学術博物館寄託

145 上前智祐による日記 上前智祐 昭和37年　(1962）10月1日～
11月30日

紙本、インク 大阪大学総合学術博物館寄託

中之島と文学

146 「土佐堀川」（「番傘」第二十一巻五号表紙） 国枝金三画・番傘川柳社 昭和 7 年（1932） 印刷 個人

147 「大大阪君の似顔の図」（『第13回一平全集』第9巻より） 岡本一平著・先進社 昭和 4 年（1929） 印刷 個人

148 「アド・バルーン」（『世相』より） 織田作之助著・八雲書店 昭和 22 年（1947）再版 印刷 個人

149 『白い巨塔』・『続 白い巨塔』 山崎豊子著・新潮社 昭和 40 年（1965）・昭和 44
年（1969）

印刷 個人

150 『将棋水滸伝』 藤沢桓夫著・文藝春秋 平成 3 年（1991） 印刷 個人

151 『霧に沈む戦艦未来の城』 福田紀一・河出書房新社 昭和50年 印刷 個人

152 『中之島』 東秀三著・編集工房ノア 平成3年 1991 印刷 個人

153 『鍵の掛かった男』 有栖川有栖著・幻冬社 平成 27 年（2015） 印刷 個人

リ・インカネーションと森村泰昌

154 『建築からの仕掛け　リ・インカネーション展　1980-1985』 東孝光・安藤忠雄・上田篤・渡辺豊和編・
学芸出版社

昭和 61 年（1986） 印刷 個人

155 《なにものかへのレクイエム（独裁者はどこにいる）》図版
（「森村泰昌：なにものかへのレクイエム-戦場の頂点の芸術」より）

東京都写真美術館、豊田市美術館、広島市
現代美術館、兵庫県立美術館発行

平成 22 年（2010） 印刷 個人

156 「ユリイカ 特集＝森村泰昌」 青土社 平成 22 年（2010）3 月号 印刷 個人

157 「Photographica vol.18 特集：森村泰昌」 MdN コーポレーション 平成 22 年（2010） 印刷 個人

中之島船上解説・ショートバージョン　約18分 大西毅編集 令和3年（2021）収録 大阪大学総合学術博物館

新朝日ビル誕生　約30分 株式会社竹中工務店 昭和33年（1958）収録 株式会社竹中工務店

朝日新聞ビル建設記録ー完工編ー　約26分 株式会社竹中工務店 昭和40年（1965）収録 株式会社竹中工務店

映像上映（セミナー室にて）


