
紙の博物館創立70周年記念企画展「特別収蔵品展」展示品リスト 2021.1.21 紙の博物館

第Ⅲ期（2021年1月19日（火）～2月23日（祝））

第1章　紙の博物館の70年

資料名 作者 産地 年代
第1～3期まで

通期展示

1 日本紙業綜覧 昭和12年 通期

2 紙業提要 昭和13年 通期

3 楮及楮紙考 昭和16年 通期

4 王子製紙社史 昭和33年～34年 通期

5 日本の製紙 昭和34年 通期

6 古紙百態 成田潔英著 昭和24年（1949） 通期

7
水彩画「戦災当時の王子工場」

電気室と汽缶室
成田潔英（推定） 昭和20年（1945）頃

8
水彩画「戦災当時の王子工場」

王子工場正門
成田潔英（推定） 昭和20年（1945）頃

9
要録 壱

昭和24年（1949）5月～30年3月

10
王子工場 図書目録

王子製紙王子工場／昭和18年（1943）頃

11

大澤忍博士 推挙状

禿氏祐祥差出／成田潔英宛

昭和25年（1950）7月12日付

12
成田潔英 書簡控

上村六郎宛／昭和26年（1951）5月9日付

13
上村六郎「和紙研究会の歴史」

（『和紙研究』第17号所収）
和紙研究会 昭和59年（1984）

14 越前局紙(きょくし)用漉桁

15 江戸唐紙(からかみ)形 嘉永元年（1848）

16 絵表紙 寛永年間（1624～44）

17 唐招提寺古紙残葉 昭和25年（1950）12月

18 成田館長 文部大臣表彰状 昭和33年（1958）11月17日

19 大川鐵雄藩札コレクション（一部） 摂津 江戸時代

20 職人尽絵巻 （写本） 板谷絵所写 江戸時代

21 紙の博物館（旧館）の煉瓦 通期

22 紙の博物館（旧館）の瓦 通期

23
新撰紙鑑(しんせんかみかがみ)（復刻版）

原本：木村青竹(せいちく)編／安永6年（1777）
（財）紙の博物館 昭和52年（1977）

24 製紙業界OBのヒアリングテープ
昭和56年（1981）～平成元年

（1989）
通期

第2章　重要収蔵品

資料名 作者 産地 年代

25 紙衣の羽織 江戸中期（推定）

26
飯田榮助「羽織仕立の紙衣」

（『和紙研究』第12号所収）
和紙研究会 昭和20年（1945）

27 三春(みはる)人形（三春張子）　天神 江戸末期

28 三春(みはる)人形（三春張子）　大黒 寛政年間頃（1789～1801）

29 一閑張(いっかんばり)「高坏(たかつき)」 京都 江戸時代

30

妙法蓮華経(みようほうれんげきよう)

 如来寿量品(によらいじゆりようぼん)第十六

他

16世典海写 江戸時代初期

31 紙布(しふ)の反物(たんもの) 宮城県白石(しろいし) 昭和初期

32 近衛信尹(のぶただ)の書 慶長6年（1601）

33 越前紙漉之巻 冨田渓仙画 昭和初期

34 朱漆塗櫛目入張子茶入 室町時代

35 水墨画「山」 藤井達吉(たつきち)画

36 内藤鳴雪画賛(がさん) 内藤鳴雪(めいせつ) 大正11年（1922）

37 梅花玉版箋(ばいかぎよくばんせん) 清朝乾隆帝時代（1735～95）

38 粛宗(しゆくそう)大王筆拓本帖



39 乾隆描龍文紅箋（金花紙） 清朝乾隆帝時代（1735～95）

40 ピアノ譜「Le Roi Des Aulnes」 Richault社 パリ 1835年頃

41 パーチメントのグレゴリオ聖歌譜 17世紀頃

42 ウォーターマーク紙「ヴィーナスの誕生」 FABRIANO社 1983年

43
東インド諸島図（Theatrum Orbis

Terrarum）
アブラハム・オルテリウス ベルギー 1570年

第3章　明治時代の近代製紙業を伝える収蔵品

資料名 作者 産地 年代

有恒社

44 アルバム「本邦製紙業 先人努力の雫」
王子製紙販売部調査課

成田潔英編
昭和16年（1941）

45 池水引取出願文書 有恒社 明治8年（1875）5月28日

抄紙会社

46 王子製紙株式会社回顧談 渋沢栄一口述・校閲／井口正之筆 大正3年（1914）

47 用水路修復助合金・堤舗修復助合金 請取帳 明治8～29年（1875～96）

48
「王子製紙会社」名義の第一国立銀行当座預

金通帳
東京第一国立銀行 明治26年（1893）

49 千川上水使用権利詳細平面図 明治38年（1905）

50 錦絵「東京名処図会 飛鳥山」 三代歌川広重画 明治18年（1885）

51
石版画「東京大日本名勝之内飛鳥山ヨリ王子

製紙会社ヲ眺ム」
宮田銀治郎画 明治24年（1891年）

52 石版画「東都名勝図絵 飛鳥山」 薮崎芳次郎画 明治時代

53 紙幣寮命令書 紙幣寮 明治8年（1875）10月4日

54 渋沢栄一差出文書 渋沢栄一差出／谷敬三宛 明治9年（1876）9月6日

パピール・ファブリック

55 パピール・ファブリックの瓦 明治9年（1876） 通期

56 明治改正 京都名勝便覧図会 全 内藤彦一著・発行 明治27年（1894）

57

パピール・ファブリック設計図

給水パイプ図（1/19～2/6）、抄紙機基礎図

（2/9～2/23）

レーマン・ハルトマン商会 ドイツ 明治4年（1871）

三田製紙所

58 油絵「三田製紙所全景」 床次正精（とこなみまさよし）画 明治13年（1880） 通期

59
地券紙の部分漉立てに関する記録

「諸記録第二号」（明治9年7月）所収
蓬莱社 明治9年（1876）7月27日

紙幣寮抄紙局

60 太政官札（金十両札） 明治元年（1868） 通期

61 民部省札（金二分） 明治2年（1869） 通期

62 新紙幣「明治通宝」（ゲルマン紙幣） 明治5年（1872） 通期

63 国立銀行紙幣（新券）（一円） 明治10年（1877） 通期

蓬莱社抄紙部

64
御届写

「雑記録」（明治13年12月1日）所収
蓬莱社 明治14年（1881）2月2日

神戸製紙所

65 製紙所連合会 総会決議録 明治13～16年（1880～3）

第4章　貴重書

資料名 作者 産地 年代

66
一壺茶話と紙漉重宝記 (紙漉重宝記復刻本)

原本：国東治兵衛著／丹羽桃渓画／寛政10年（1798）
西嶋東洲編／紙業出版社 昭和18年(1943)

67 Reports on the Manufacture of Japan
Harry Smith Parkes

Harrison and Sons社
London 1871年

68 諸国紙名録 尾崎冨五郎編／錦誠堂 明治10年（1877）

69 新撰紙鑑(しんせんかみかがみ)
木村青竹(せいちく)編

菱屋次兵衛版
安永6年（1777）

70 好古日録 藤貞幹著 寛政9年（1797）

71 美濃紙抄製図説 岐阜県勧業課編 明治13年（1880）

72 古今色紙之譜 関義城著 昭和38年（1963）



73 日本製紙論
吉井源太口述／平山晴海編

有隣堂
明治31年（1898）

74 和紙景観 寿岳文章著 昭和14年（1939）

摺り物

資料名 作者 産地 年代

75 中井商店 引札(ひきふだ) 若林長栄画 明治14年（1881）

76 紙商 引札(ひきふだ) 元治2年（1865）

77 おもちゃ絵（変わり絵） 歌川芳虎画／伊勢辰版 江戸末期～明治初期

78
おもちゃ絵（立版古(たてばんこ)）

「児雷也(じらいや)物語之内新潟浜辺之場」
牧金之助版 明治時代

79 おもちゃ絵（上下絵） 江崎屋辰蔵版 天保年間（1830～44）頃

紙塑人形

資料名 作者 産地 年代

80

紙塑人形

「獅子かつぎ」（12／22～2021年1/23）、

「みみづく太夫」（1/26～2/23）

鹿児島寿蔵作 昭和25年（1950）

ちいさな収蔵品

資料名 作者 産地 年代

81 主の祈り グーテンベルグ博物館 ドイツ 1953年

82 都名所

83 大学・論語・中庸・孟子

84 東海道五十三次

85 英仏豆事典 パリ

86 仏語豆事典 ライプチヒ

87 高砂御ひな

88 紙びな 家銘堂

89 三春張子「内裏雛」 小沢太郎作 福島県田村郡三春町

90 三春張子「三人官女」 小沢太郎作 福島県田村郡三春町

91 とんだりはねたり 江戸浅草

記念品

資料名 作者 産地 年代

92 青銅製壁掛「欧州手漉紙工程」 ドイツ 1955年

93 王子3社百周年記念ペン皿 昭和48年（1973）

94 中島慶次愛用の硯箱 富樫光成作

94件104点


