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凡 　例

1 本目録には，広島市 竹島浅吉氏収集資料を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 本文書群の群番号（199510）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記号に

なる。

【例】 156/11 → 199510／156／11

表 　題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔 　〕書きで表記

した。内容等で補記すべきものがあれば（ 　）で補った。集合形態をした資料の内

訳を示す場合には，頭に“ ◦”を付けた。

年 　代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（ 　）書きで表記した。

作 　成 資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。

形 　態 資料の形態を記した。

数 　量 資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

5 本目録で使用している日本語文字のうち，JIS規格（JIS X 0208, 1997）に含ま

れないものは，以下のとおりである。

（より） 　　10oなど丸付数字 　　印o

これらは，画像として挿入するなど，特別な方法で表示を実現したものなので，

文字として検索すること，および，テキストとして抽出することはできない。本

ファイルの利用にあたっては，その点に留意されたい。

広島県立文書館ホームページ

http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm

http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm


【文書群概要】

広島市 　
たけしまあさきち

竹島浅吉氏収集資料（請求記号 199510）

郷土史家竹島浅吉が収集した広島所縁の文人書画類や交通史関係文書・写真

出 　所 竹島浅吉

出所地名 広島市南区

役職等 広島電鉄株式会社役員

分 　量 156点

収蔵までの経緯 平成 8年（1996）3月 8日，原蔵者より書画類42点が寄託，原蔵者

死去後，平成16年（2004）5月 7日に遺族の意思により寄贈へ変更。その後，同年 5月

20日に87点，21日に27点を追加寄贈される。

時 　代 江戸時代～昭和63年

歴 　史 竹島浅吉（1908～2003）は広島市生まれ。昭和 4年（1929）に高松高等商業学

校を卒業後，昭和 7年（1932）に広島瓦斯電機株式会社（現広島電鉄）に入社した。昭

和35年ごろは観光部長，昭和39年ごろは常務取締役。昭和46年に広電役員を退く。

昭和34年から広島県文化財協会役員として活躍，活動企画・運営に尽力した。文化バ

スを創案して，県民への文化財の教育普及に貢献した。広島の交通史が専門で，『広

島県文化財ニュース』に論文を寄稿している。「一里塚と一里標」（58号），「西国路の

一里塚―安芸の国を中心として―」（68号）や，「石川丈山と広島の詩」（106号）など

である。昭和59年度第 4回広島県文化財協会表彰を受ける。平成15年11月 5日，95

才で死去した。著書に『宇品築港物語』（溪水社，1995年）がある。

内 　容 約40年間の広島電鉄在職期間中，各地へ出張した際に，骨董屋や古書店を

回り買い集めた広島所縁の文人書画類や，交通史関係の写真・文書

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

利用上の留意点 1～42はデジタルカメラによる複製がある。

（2004.8.10 記述／西村 晃）
（2005.4.30 修正／長沢 洋）



広島市 　竹島浅吉氏収集資料（199510）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形態 数量

1 虎山先生七律直幅 坂井華（虎山） 掛軸 1軸
※ 七律，木箱入，木箱蓋表に「虎山先生七律直幅」,蓋裏に「昭和壬申夏日岡崎壮署」と墨書あり

2 坂井虎山先生稚松七絶真本 臥虎山人（坂井虎山） 掛軸 1軸
※ 七言絶句，木箱入，木箱蓋表に「坂井虎山先生稚松七絶真本」と墨書，蓋裏書「是我十竹先師臥虎山人坂井先生路松之作
但以其無雅印人或恨之然為其真筆固不容疑也余観其筆力蒼古最推老年 　明治十有一年五月中浣 　後学□兼縄拝識」とあ
り，掛軸裏に「広島市西魚屋町表具師藤田静□」と朱印のある貼り紙あり

3 聿庵翁鉄鞭七絶遺墨 孤飛□史（頼聿庵） 掛軸 1軸
※ 七言絶句，木箱入，木箱蓋表に「聿菴翁鐵鞭七絶遺墨」と墨書，蓋裏書「是先祖考遺墨其詩不留藁始知有此作矣筆勢卓抜
不俟予言也，然記一辞是蛇足耳 　元緒」あり

4 〔杏坪書幅〕 頼杏坪 掛軸 1軸
※ 七言二句，木箱入

5 〔風律俳句短冊〕（みよしのや人もおくめ
る花さかり）

風律（多賀庵風律） 掛軸 1軸

※ 俳句，木箱入

6 堀正意先生詩短冊 　遠山雪 正意（堀正意） 掛軸 1軸
※ 七言絶句，紐付き木箱入

7 山県二承老聾南遊老人像 二承（山県二承） 掛軸 1軸
※ 人物画，木箱入，木箱蓋表に「山県二承老聾南遊老人像」と墨書あり

8 先考支峰先生桂香雨湿七絶真蹟 支峯間人（頼支峯） 掛軸 1軸
※ 七言絶句，木箱入，木箱蓋表に「先考支峰先生桂香雨湿七絶真蹟」と墨書，蓋裏書「此先人係酔余塗鴉宇々雄放動抜而酒
気沸々滴紙上是亦当珍重也 　乙丑陽月拾五日児潔観了遂題」とあり

9 虎山先生七律書幅 臥虎山人（坂井虎山） 掛軸 1軸
※ 七律，木箱入，木箱蓋表に「虎山先生七律書幅」と墨書あり

10 〔飯田篤老俳句書幅〕 篤老（飯田篤老） 掛軸 1軸
※ 俳句，木箱入，掛軸の裏左上端部に飯田篤老の略歴のペン書あり，箱の底に掛軸の内容をペン書したもの（竹島用箋使
用）あり

11 南浜香川先生冬夜読書七絶真蹟 南浜（香川南浜） 掛軸 1軸
※ 七言絶句，木箱入，木箱蓋表に「南濱香川先生冬夜読書七絶真蹟」と墨書，蓋裏書「南浜先生為広陵名儒不要□々今之香
川主人東二君来嘱鑑記蓋冬夜読書七絶詩書道□灑落洵々襲者也 　昭和十一丙子春二月 　□城伊藤謙鑑識」とあり

12 市川米庵翁七絶絹本書 米庵（市河米庵） 掛軸 1軸
※ 七言絶句，黒塗りの木箱入，木箱蓋表に「市川米庵翁七絶絹本書」と朱書あり，木箱の底に市河米庵の略歴をペン書した
もの（竹島用箋使用）あり

13 玉瀾女史竹画讃 　（ちよかけてとりや友
とみすなをなるいろもかはらぬやとのく
れ竹）

玉瀾（玉蘭） 掛軸 1軸

※ 竹画賛，木箱入，木箱蓋表に「玉瀾女史竹画讃 　一軸」と墨書あり，木箱の底に玉蘭の略歴をペン書したものあり

14 梅 　守秀竹画賛（わかやとの千世のかは
竹ふし遠みさもゆくすゑのはるかなる
かな）

梅し（頼梅し） 掛軸 1軸

※ 竹画賛，木箱入，木箱蓋表に「梅思守秀画賛」と墨書あり

15 〔澤三石書幅〕（癸卯秋八月録宋人之詩）
※ 七言絶句

癸卯（天保 14）秋八
月

三石澤喬時年七十又ニ（澤
三石）

掛軸 1軸

16 金子霜山書幅（勉廬主人応需書） 勉廬主人（金子霜山） 掛軸 1軸
※ 七言

17 芸藩教授加藤太郎三先生自画讃 乙酉（文政 8）春日 景纉（加藤棕廬） 掛軸 1軸
※ 山水画讃
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広島市 　竹島浅吉氏収集資料（199510）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形態 数量

18 〔澤三石書幅〕（己卯三月書於水雲多中） 己卯（文政 2）三月 梅塢（澤三石） 掛軸 1軸
※ 五言絶句

19 宇都宮龍山書 龍山人（宇都宮龍山） 掛軸 1軸
※ 漢詩文 12字，破損，横皺あり

20 吉益東洞為則書 王峰為則（吉益東洞） 掛軸 1軸
※ 七言二句，破損

21 棕閭一行の書 棕閭（加藤棕廬ヵ） 掛軸 1軸
※ 七言

22 〔宇都宮黙霖書幅〕 □雄（宇都宮黙霖） 掛軸 1軸
※ 七言絶句

23 〔青山書幅〕 青雲 掛軸 1軸
※ 七言絶句

24 〔木原桑宅書幅〕 木原桑宅 掛軸 1軸
※ 七言絶句

25 〔宇都宮龍山書幅〕（雑言十首之一） 百八山人（宇都宮龍山） 掛軸 1軸
※ 五言絶句

26 〔頼支峰書幅〕 支峰間人復（頼支峰） 掛軸 1軸
※ 七言絶句

27 〔山田十竹書幅〕（送高嶋生帰郷） 十竹山人（山田十竹） 掛軸 1軸
※ 七言絶句

28 〔六呂堂士方・二宮一鳳・梶山大必書画〕
※ 書（俳句）と人物画

一鳳・大必・士方（蒼梧園一
鳳・梶山大必・山脇士方）

掛軸 1軸

29 〔植田兼山書幅〕 兼山（植田兼山） 掛軸 1軸
※ 七言絶句

30 〔聿庵・澤潟・百二十五翁富士山画賛〕
※ 富士山画賛

孤飛山人（頼聿庵）・沢潟主
人・一百二十五翁

掛軸 1軸

31 〔菅晋師・岡本豊彦扇面書画掛軸〕 菅晋師（茶山）書・岡本豊彦画 掛軸 1軸
※ 扇面書画，掛軸の上端裏部に「書ハ菅晋帥…、画ハ岡本豊彦…」として 2人の略歴の墨書あり，その下に「備後府中在職
中菅氏ノ遠戚豊田保太郎氏ヨリ割愛元ト扇面ナリシヲ明治四十三年東京在職中表裏ヲ別テ一軸トス 　良介識」と墨書あり

32 〔堀景山書幅〕 庚午（寛延 3）春 平安屈君燕（堀景山）書 掛軸 1軸
※ 漢詩文

33 〔牡丹画〕 頼皐公容写図 掛軸 1軸
※ 牡丹画（彩色）

34 〔虎画〕 （機鳳ヵ） 掛軸 1軸
※ 虎画（彩色），絹本

35 〔河野小石書幅〕 小石老人（河野小石） 掛軸 1軸
※ 五言二句

36 〔澤三石書幅〕 戊申（弘化 5）正月 七十七叟三石（澤三石） 掛軸 1軸
※ 五言

37 〔稲田九皐書〕（題桃源図） 九皐田斌（稲田九皐） 一紙 1点
※ 漢詩文
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広島市 　竹島浅吉氏収集資料（199510）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形態 数量

38 〔沈徳潜書〕（青霞書屋） 丁丑菊月 沈徳潜（中国清） 一紙 1点
※ 漢字四字

39 〔書画〕 九皐麦泉 一紙 1点
※ 書（漢詩文）と草木画

40 〔書〕（佳境） 一紙 1点
※ 漢字二字，周囲破損

41 〔書〕 一紙 1点
※ 漢字二字，周囲破損

42 〔書〕 一紙 1点
※ 漢字二字，周囲破損

43 港町宇品の「日本遺産」絵図 ’96

※ 36.5cm× 51cm，同じものが 2枚あり

制作広島市中区橋本町 1-10
広島町たんけんクラブ・発行
広島市南区宇品海岸一丁目
13–13広島港ビル 2Fニュー
ポート藤解詮雄

刊 1枚

44 交通文化 　明治交通特輯号 　7 昭和 14. 7. 1発行 編輯兼発行人猪股功・国際交
通文化協会

刊 1冊

45 安芸三段峡
※ 写真集，表紙裏に「呈竹島氏 　昭和三十二年十月 　è楼印o」
と墨書あり，スタンプ印「広島県山県郡戸河内町土木建築請
負業・門司鉄道局指名請負藤川唯一」・「広島県山県郡戸河内
町三段峡探勝準備所藤川旅館」あり

昭和 4. 2.25発行 著者兼発行人広島市国泰寺町
百弐拾五番地ノ壱熊勝一・発
行所広島市国泰寺町百弐拾五
番地ノ壱三段峡社

刊 1冊

46 厳島旅客便覧地図 　日本三景之一
※ 刊，包入，39cm× 55cm，表の案内地図は色刷，裏に「厳島
弥山全景」図あり

明治 31. 9.10発行 著作兼発行人広島県安芸国佐
伯郡厳島町百九十六番邸滝戸
政吉

地図 1枚

47 里程明細大日本新撰地図
※ 刊，37cm× 93cm

明治 25. 2.21 印刷兼発行者京橋区南紺屋町
一番地井上勝五郎

地図 1枚

48 行程記 　従安芸国佐伯郡小野村尾瀬川至
同国賀茂郡西条庄四日市 　上り三

コピー 1冊

※ 行程記（絵図）のコピーをセロテープで貼り合わせて冊子状態にしたもの

49 行程記 　従安芸国賀茂郡西条四日市至備
後国御調郡尾ノ道駅 　上り四

コピー 1冊

※ 行程記（絵図）のコピーをセロテープで貼り合わせて冊子状態にしたもの

50 取締箇条書 享和 2.11. 竪継紙 1通
※ 水濡れ，端裏上部に「河州松原村」と鉛筆書あり

51 〔広島相生橋写真ネガフィルム〕 （明治 14・15ヵ） ネガフィ
ルム

1枚

※ 広島市公文書館封筒に入っている，封筒表に鉛筆書「相生橋のネガフィルム在中」・ペン書「 ◦写真左方の材木蔵（？）の
屋根の上に五階楼の高層部分が写っていない。五階楼の建築が明治十六年とすればそれより前ではないか。最初求めた
時は明治十四・五年のものと記してあった」・「昭和 63.3.30」あり，「井野」と鉛筆書あり

52 観光広島県 　附国立公園瀬戸内海全景
※ カラー印刷，片面は広島県内の観光案内・片面は「広島県全
景観光鳥瞰図」と「国立公園瀬戸内海全景」になっている，
「￥25」とあり

昭和 34.12.25発行 版権所有兼印刷発行者三原市
糸崎町セメント前地図案内社
松浦天洋

リーフレ
ット

1枚

53 御道筋引捨絵図（写） 昭和 47.11.15（写） 小竪冊 1冊
※ 文書を写して糸で冊子状に綴じたもの，裏表紙に「（御道筋引捨絵図 　御泊所尾道・甲山・白市） 　浅野図書館より引字

　昭和四十七年十一月十五日」と墨書あり

54 坂井虎山先生小伝 　附先哲遺墨展示会出
品目録

コピー 1冊

※ 湿式コピー，ホッチキス綴じ，表紙に「421」・「No.762」とあり
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広島市 　竹島浅吉氏収集資料（199510）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形態 数量

55 鉄道略年表 　鉄道 100年
※ 明治 2年から昭和 47年までの鉄道の略年表

（昭和 47） 国鉄ＰＲコーナー リーフレ
ット

1枚

56 電信電話のあゆみ／機構図（中国電信通
信局）

（昭和 45） 一紙 1枚

※「中国地方の電信電話」（刊）の P27・P28を切り取ったもの，天保 8年から昭和 45年までの電信電話の年表と日本電信
電話公社中国電気通信局の機構図

57 〔メモ〕（東京広島間の電信電話のこと…） 一紙 1枚
※ 鉛筆書のメモ

58 〔水路開鑿供養塔碑文〕 コピー 1枚
※ 同じものが 2枚ある，水路開鑿供養塔の表面・裏面の碑文を書き写したもの

59 〔俳句色紙〕（拝まれてあまりをくるゝは
つはかな）

士方 一紙 1枚

※ 墨書，裏面に「六呂堂の俳続 　芭蕉の十哲の一人」として士方の系図と色紙の俳句の鉛筆書あり

60 〔宇品郷土史講座うじな再発見講演レ
ジュメ〕（テーマ 　旧陸軍糧秣支廠をと
りまく明治の文化）

. 3. 9 講師郷土史文化研究会代表橋
本秀夫

綴 1綴

※ 謄写版，ホッチキス綴じ，B4版 6枚＋ B5版 1枚＋罫紙 1枚（鉛筆メモ書）

61 広島県管内全図 明治 28. 5.15 訂正
増補

編輯者京都市上京区清水常太
郎・発行者大阪市中村芳松

地図 1枚

※ 刊，色刷，縮尺 1/275000，定価金 3銭 5厘，裏に広島県の総論と各郡の概要あり

62 日本八景 　華厳滝・室戸岬 一紙 1枚
※ 62～70は青い包紙で一包みにしてあったもの，表・裏に写真を印刷したもの，華厳滝は緑色 1色刷・室戸岬はセピア色

1色刷，日本八景は昭和 2年大阪毎日新聞社主催で決められたもの

63 日本八景 　別府温泉・十和田湖 一紙 1枚
※ 表・裏に写真を印刷したもの，別府温泉は緑色 1色刷・十和田湖はセピア色 1色刷

64 日本八景 　上高地渓谷・木曽川 一紙 1枚
※ 表・裏に写真を印刷したもの，上高地渓谷は緑色 1色刷・木曽川はセピア色 1色刷

65 日本八景 　狩勝峠・雲仙岳 一紙 1枚
※ 表・裏に写真を印刷したもの，狩勝峠は緑色 1色刷・日本八景はセピア色 1色刷

66 安芸厳島御神社図 宮島濱之町船津屋源吉□ 一紙 1枚
※ 摺版，破損，32.0cm× 45.0cm

67 〔扇面画〕（船と人物） 一紙 1枚
※ 扇面に書かれた墨絵，彩色

68 〔画〕（船遊びをしている着物姿の女性達） 一紙 1枚
※ 復刻したもの，色刷，裏にはがした跡あり，38.5cm× 75.0cm

69 〔画〕（往来を行く人々と紅梅・白梅） 一紙 1枚
※ 復刻したもの，色刷，23.5cm× 75.0cm，中央部破損

70 〔画〕（輪になって踊る人々） 岩佐又兵衛筆 一紙 1枚
※ 復刻したもの，色刷，38.2cm× 46.8cm，右端部に綴穴 4つあり

71 最新測量広島県 　帝国府県地図
※ 表は「広島県全図 　縮尺三十万分之一」，裏は「広島県地誌」，

39.5cm× 54.5cm

大正 5. 5.15 著作印刷兼発行者大阪市西区
新町通三丁目百五十九番屋敷
日下伊兵衛・発行所和楽路屋

地図 1枚

72 訂正広島県管内全図
※ 折りたたんである，表紙・裏表紙あり，表紙に「広島県内全
図 　田村」と墨書あり，「広島市街」図あり，折り目の破損
大，65.2cm× 92.0cm

明治 14. 2. 2再版 著述桑原信・彫刻中村熊次郎・
発兌書林広島一丁目松村善助

地図 1枚
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番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形態 数量

73 滑稽東海道中弥次喜多寿語六
※ 摺版，色刷，反古紙で裏打ちしてある

故十返舎一九戯作・柘植醉茗
狂画

一紙 1枚

74 〔双六〕（江戸日本橋 品川へ二里ふり出
し 　京上がり）

一紙 1枚

※ 摺版，破損・しみあり

75 厳島正祭式之図
※ 摺版，色刷，18.5cm× 25.7cm，75～90は茶封筒入り，茶封
筒表に「石版画 　明治廿八年ー卅五年 　宮島・伊勢・京都六
枚 　厳島祭礼図 　明治廿八年一枚」と墨書，中に入っている
ものの明細が封筒に鉛筆で書いてあるが，実際にこの封筒に
は入っていないものもある

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

76 厳島祭礼式之図
※ 摺版，色刷，18.7cm× 25.7cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

77 厳島名所（厳島神社及大願寺図・厳島御
山図）
※ 摺版，色刷，18.2cm× 25.2cm

明治 35. 7.17発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

78 厳島名所（三笠濱雪景・大元神社及白雲
洞）
※ 摺版，色刷，18.2cm× 25.5cm

明治 35. 7.17発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

79 厳島名所（厳島神社管弦祭之図）
※ 摺版，色刷，17.5cm× 25.4cm，台紙（賞状用紙）に貼ってある

明治 28.11.26発行 編輯兼発行者広島市塩屋町八
番邸鈴木常松・印刷者大阪市
南区鰻谷中之町百九十八番邸
中井徳次郎・販売所厳島海岸
通瀬田商店

一紙 1枚

80 宮川之図（伊勢）
※ 摺版，色刷，18.0cm× 25.3cm

明治 34. 2. 3発行 発行印刷兼発行人三重県伊勢
国宇治山田町大字船江町七番
屋敷西井忠次郎

一紙 1枚

81 二見浦・二見濱日館 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，18.0cm× 25.4cm

82 京都名所（電気汽車進行之図）
※ 摺版，色刷，18.0cm× 25.5cm

明治 30. 3.29発行 編輯兼彫刻者大室音吉・印刷
兼発行人大坂東区備後町三丁
目廿七番邸古島竹治郎

一紙 1枚

83 広島饒津神社・厳島七浦ノ内杉の浦
※ 摺版，色刷，18.1cm× 25.8cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

84 鷹巣浦・青海苔浦
※ 摺版，色刷，18.4cm× 25.5cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

85 大元神社・三笠濱
※ 摺版，色刷，18.6cm× 25.7cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

86 須屋浦・御床浦
※ 摺版，色刷，18.6cm× 25.7cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

87 厳島七浦ノ内養父崎・厳島七浦ノ内山白
浦
※ 摺版，色刷，18.5cm× 25.7cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

88 養父崎・山白浦
※ 摺版，色刷，18.5cm× 25.6cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚
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89 杉の浦
※ 摺版，色刷，12.5cm× 18.5cm，半分に切ってある

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

90 安芸之国厳島図会 一紙 1枚
※ 摺版，24.0cm× 33.0cm，摺面がかすれている，裏に「注意 　紀元二千八十九年代 　此ノ書ハ大正二年ヨリ約五百八十四
年前ノ物ニシテ即チ足利時代足利基氏ノ関東管領タリシ頃ニシテ年号ハ永享元年ナリ 　足利氏ガ将軍家ト管領家トニ分
レテ居リシ時代」と墨書あり

91 芸州厳島之図 　日本三景其一 玄々堂八男十一歳童民次郎刀 一紙 1枚
※ 摺版，9.5cm× 15.5cm，裏打ちしてある

92 改良五拾三駅独案内
※ 摺版，色刷，36.0cm× 56.0cm，3枚を貼り合せてある

浪花心斎橋安堂寺町富士金光
堂梓

一紙 1枚

93 〔俳句色紙〕（寝転へはつめたき縁や月
涼し）

半月庵選 一紙 1枚

※ 墨書，緑色の色紙に貼ってある，裏に「ねころべばつめたき縁や月すずし 　広島の俳人の真筆 　白神の近くに 　三戸松呂
（半月庵） 　風律の墓 　猫や町教伝寺 　六呂堂 　多賀庵 　半月庵」と鉛筆書あり

94 〔俳句色紙〕（下たづに日のうつらふや雪
のうへ）

菊年 一紙 1枚

※ 墨書，水色の色紙に貼ってある，裏に「をりたづに日のうつらふや雪の上」と鉛筆書あり

95 〔俳句色紙〕（吠えかかる犬にとまるや
鉢敲）

一紙 1枚

※ 墨書，色紙に貼ってある，裏に「ほへかかる犬にとまるやはちたゝき」と鉛筆書あり

96 〔俳句色紙〕（梅やなぎさとのふところみ
ゆる也）

千畝 一紙 1枚

※ 墨書，色紙に貼ってある，裏に「梅やなぎさとのふところ見ゆる也 　千畝」と鉛筆書あり

97 大井川連台渡図 広重筆 一紙 1枚
※「大井川連台渡図」を復刻したもの，色刷

98 〔両国橋図外綴〕
※ 復刻した 4枚の版画を折りこんで綴じて冊子状にしたもの

綴 1綴（4枚）

98/1 ◦両国橋図 （天明年間） 鶴岡蘆水筆 一紙 （1枚）
※「両国橋図」（天明年間）を復刻したもの，色刷

98/2 ◦風俗絵巻図 （貞享 4） 菱川師宣筆 一紙 （1枚）
※「風俗絵巻図」（貞享 4）を復刻したもの，色刷

98/3 ◦四季行楽図巻（其一段） 宮川長春筆 一紙 （1枚）
※「四季行楽図巻（其一段）」を復刻したもの，色刷

98/4 ◦活達遊楽図 英一蝶筆 一紙 （1枚）
※「活達遊楽図」を復刻したもの，色刷

99 流行車尽し 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，台紙に貼ってある，99～101は一連のもの，虫損あり，99～105は中国新聞（昭和 47.12.7）で包んであっ
たもの，新聞に「車・三輪車 　七枚 　竹島」と赤鉛筆書あり

100 〔流行車尽し〕 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，台紙に貼ってある，虫損あり

101 〔流行車尽し〕 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，台紙に貼ってある，虫損あり

102 しん板くるまつくし 糸店板 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，台紙に貼ってある，虫損あり
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103 とお世ゐくるまづくし 木宗板 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，台紙に貼ってある

104 流行くるまつくし おかさわやはん 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，台紙に貼ってある

105 東京日本橋風景 錦朝楼 [ 　　] 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，台紙に貼ってある

106 芸州佐伯郡水内郷和田村霊水之図 本州佐伯郡下村竹内源次兵衛
蔵版水内湯所三層楼発兌

一紙 1枚

※ 摺版，裏右端下部に「昭和庚子（35年）神無月念五 　友井晴風写」と墨書あり，「株式会社広電楽々園」封筒に入ってい
る，封筒表に「電鉄竹島浅吉様 　湯之山霊泉図」と墨書・「広島県佐伯郡水内局区内友井晴風」スタンプ印あり，封筒に
は書きかけの墨絵（海辺の庵で琵琶を弾く男性と月と鳥）が一緒に入っている

107 往来手形之事（茂兵衛四国順礼ニ付一札）
※ 107～113は茶封筒（呉市堺川通二丁目五番地株式会社増岡
組）入り，茶封筒表に「往来手形 　五通」とマジック書・「6
通」とボールペン書・「 10o」とマジック書あり

文化 10. 2. 常州信太郡嶋津村長泰寺印→
国々御関所御番衆中・村々御
役人衆中

竪切紙 1通

108 〔往来手形〕（伊予宇和嶋伊達遠江守様御
領分永長村岩治四国順拝ニ付往来手形）
※ 虫損あり

安政 2. 7. 宇和郡永長村常居寺印o・同村
大庄屋宮瀬国馬印o→国々御関
所・村浦御庄屋所

竪紙 1通

109 往来添手形之事（南都一乗院宮様御領下
井戸野村百姓与兵衛四国順礼ニ付往来添
手形）

文政 9. 7. 和州添上郡井戸野村庄屋福井
虫右衛門→国々御関所・所々
御役人衆中

竪継紙 1通

※ 上端部水濡れしみあり

110 往来一札之事（一橋御領知泉州泉郡池田
下村住人甚右衛門忰与五郎四国八十八ヶ
所順拝ニ付往来一札）

文政 5.閏正. 泉州泉郡池田下村役人年寄□
右衛門→国々御関所御役人中
様・村々御役人中

竪継紙 1通

※ 虫損・上端部水濡れしみあり

111 一札之事（阿州志記郡道明寺役人松永幸
右衛門長崎表用要ニ付往来手形）
※ 裏打ちしてある，上部破損欠，虫損あり

延享 3.正. 御朱印所阿州志記郡道明寺
役人村松清左衛門→所々御役
人中

竪切紙 1通

112 〔通行手形〕（僧二人諸国行脚ニ付通行
手形）

天保 14.正.20 宇木作右衛門手代井原慎五郎
→所々御改衆中

竪切紙 1通

※ 裏打ちしてある，水濡れ破損

113 往来手形（芸州賀茂郡寺家村医師三卓・
同妻・同姉・同百姓諸国霊仏霊社参詣ニ
付往来一札）

安政 7. 4. 芸州賀茂郡寺家村真宗正福
寺印o→御関所国々村々御役人
中様

コピー 1通

※ 文書をコピーしたもの，「現寸 46.5× 28.5」とペン書あり

114 葡萄牙人上陸図 大江印刷製 一紙 1枚
※ 復刻したもの，色刷，38.5cm× 79.0cm，別紙（破損）に「葡萄牙人上陸図 　志賀重昂氏蔵」として絵の解説文（日本文・
英文）あり，右端部に綴穴 4つあり

115 〔拓本〕（文章千古事） 一紙 1枚
※ 30.5cm× 118.5cm，「文章千年事 　10元 17 　□西晋祠文物保存所印o」と書かれた紙あり

116 〔拓本〕（社稷一戎衣） 一紙 1枚
※ 30.0cm× 117.0cm

117 広島御発輦呉港行幸之図
※ 摺版，色刷，36.5cm× 70.5cm，3枚に切れている状態，それ
ぞれ反古紙で裏打ちしてある，薄様紙で包んであった，包表
に「呉行幸図 　三枚一組」とペン書あり

明治 27.10. 印刷兼発行者日本橋区長谷川
町十九バンチ福田熊治郎

一紙 1枚

118 〔地図〕（広島 　岡山・下関・徳島・松山・
福岡・熊本 　東亜輿地図 　西第一行南第
一段北部 　百万分一之尺）

大正 10. 8.30発行 著作権所有印刷兼発行者大日
本帝国陸地測量部

一紙 1枚

※ 刊，色刷，46.0cm× 58.0cm，「定価金弐拾円」とあり
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119 宇品港之真景
※ 摺版，色刷，18.5cm× 25.5cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

120 宇品港 一紙 1枚
※ 摺版，色刷，13.5cm× 18.5cm，台紙に貼り付けてあったが剥がれている，台紙には「昔の宇品港の版画」と鉛筆書あり

121 広島市街・広島水主町公園
※ 摺版，色刷，18.7cm× 25.7cm

明治 28. 8.30発行 著作兼印刷発行人大阪市東区
北久宝寺町二丁目四十四番邸
田井久之助

一紙 1枚

122 広島相生橋 （明治 14・15） 写真 1枚
※ 5.5cm× 9.0cm，厚紙に貼ってある，裏に「ひろしまあいをいばし 　広島相生橋」と墨書あり，封筒（広島市役所）入り，
封筒の表に「相生橋写真（明治 14・15年）」と青鉛筆書あり

123 カメラがとらえていた八十年前の「広島
の顔」

竹島浅吉 一紙 1枚

※ 122の写真の解説文，ペン書

124 明治の広島展 　公文書にみる明治のひろ
しま 　公文書館法制定記念

（昭和 63. 3.23～29）広島市公文書館 一紙 1枚

※ 刊，展示のちらし

125 〔安芸国絵図〕（里程図） 文政 6写 絵図 1枚
※ 墨書・彩色，村と村を結ぶ道・島を結ぶ海路とその里程が書き込んである，裏打ちしてある，虫損あり，125～129は茶
封筒（広島電鉄株式会社）入り，封筒の表に「安芸国古図 　文政六年・天保五年 　日本鳥瞰図 　阿賀情島 　塩飽七島→広
島」とマジック書あり

126 〔安芸国絵図〕 天保 5. 絵図 1枚
※ 摺版，色刷，25.0cm× 35.0cm，裏に「天保五年刊 　大日本輿地便覧ノ内」と墨書あり

127 〔日本鳥瞰図〕
※ 摺版，色刷，38.5cm× 52.0cm，虫損あり

天保 11孟春版行 東都須原屋茂兵衛・大阪秋田
屋良介・京都丹後屋岩次郎・
平野屋茂兵衛

絵図 1枚

128 賀茂郡阿賀浦御建情島山ノ図 安政 5. 6. 絵図 1枚
※ 墨書，彩色，28.7cm× 60.0cm，虫損部分のみ裏打ちしてある

129 下津井ノ浦ノ後山扇垰より南海胞望之図 絵図 1枚
※ 墨書，彩色，13.5cm× 75.5cm

130 〔写真〕（御大典奉祝電車・鯉の飾りを乗
せた電車と扮装した 5人の男性）

（昭和 3.11. 3～7） 写真 1枚

※ 12cm× 16cm，写真の裏に「昭和三年十一月三日ー七日 　御大典奉祝電車」と鉛筆書あり，130～150は「フジブロマイド
紙」箱入り，箱にスタンプ印「見本品」・「見本免税 　33.7.4 　小田原税務署」あり

131 〔写真〕（路上の人力車と車夫） 写真 1枚
※ 11.3× 16cm，同じ写真が 2枚あり，手前に荷車の一部が写っている，街並は雪景色

132 〔写真〕（路上の人力車 3台と車夫 2人） 写真 1枚
※ 11.3cm× 16.2cm，131と同じ場面の左側

133 〔写真〕（メリケン型馬車と男性） 明治 42. 写真 1枚
※ 9.5cm× 13.7cm，写真の裏に「明治 42年 　己斐の事務所裏にて撮影 　メリケン型馬車（主として貸切用に使用）」と鉛筆
書あり

134 〔写真〕（乗合自動車） 写真 1枚
※ 11.7cm× 16.3cm，134～136は同じネガフィルムから焼き付けたもの

135 〔写真〕（乗合自動車） 写真 1枚
※ 11.7cm× 16.5cm

136 〔写真〕（乗合自動車） 写真 1枚
※ 13.0cm× 18.0cm
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137 〔写真〕（乗合自動車と制服姿の運転手の
男性・車掌の女性）

写真 1枚

※ 12.0cm× 16.2cm，乗合自動車の横の部分に「広島乗合自動車株式会社」とあり，車のナンバーは「広 1384」，行き先の
表示に「鶴見橋」とあり

138 〔写真〕（バス開業の日の新聞広告） 写真 1枚
※ 13.0cm× 18.0cm，新聞広告の写真が貼ってある部分を撮影したもの，「自動車交通開業 　横川可部間 　山陽線横川駅前自
動車停車場 　二月七日ヨリ」とあり

139 〔写真〕（海辺の料亭の版画の写真） 写真 1枚
※ 13.0cm× 18.2cm，版画を写真に撮ったもの，中央部で横方向に破断した写真をセロテープで貼り付けてある，版画には
料亭に集う人々・人力車・料理人・料理場・背景の海と船などが描かれている，版画に「彫工深長」・「通油町藤岡屋慶次
郎」とあり

140 〔写真〕（瀬川南吉氏・背広姿上半身の
写真）

写真 1枚

※ 13.0cm× 18.0cm，写真を撮影したもの

141 〔写真〕（背広姿男性上半身の写真） 写真 1枚
※ 13.0cm× 18.0cm，写真を撮影したもの

142 〔写真〕（背広姿男性上半身の写真） 写真 1枚
※ 13.0cm× 18.0cm，写真を撮影したもの

143 〔写真〕（背広姿男性上半身の写真） 写真 1枚
※ 13.0cm× 18.0cm，写真を撮影したもの，142～143は同じネガフィルムから焼き付けたもの

144 〔写真〕（制服制帽姿で座っている男性上
半身の横向きの写真）

写真 1枚

※ 13.0cm× 18.0cm，写真を撮影したもの

145 〔写真〕（自転車修繕販売所の前に停まっ
ている自動車と乗っている男性 3人）

写真 1枚

※ 11.1cm× 15.2cm，同じ写真が 8枚あり，写真に「自転車修繕販売所 　大手町一丁目鳥飼繁三郎」の看板のある店が写っ
ている，店先の「貸自動車」の札・自転車 2台・男性 1名も写っている

146 〔写真〕（自転車修繕販売所の前に停まっ
ている自動車と乗っている男性 3人）

写真 1枚

※ 13.0cm× 18.2cm，145の写真を撮影したもの

147 〔写真〕（野外での宴会風景） 写真 1枚
※ 11.3cm× 15.5cm，同じ写真が 9枚あり

148 〔写真〕（野外での宴会風景） 写真 1枚
※ 13.0cm× 18.2cm，147の写真を撮影したもの

149 〔写真ネガフィルム〕（133の写真「メリ
ケン型馬車と男性」のネガフィルム）

　 ネガフィ
ルム

1枚

※ 11.5cm× 16.0cm，149と 150は一緒にパラフィン紙（破損）の袋に入っていたもの

150 〔写真ネガフィルム〕（馬車と男性） （明治 37） ネガフィ
ルム

1枚

※ 11.5cm× 16.0cm，152-2「中国郵政だより」の記事の写真のネガフィルム，日露戦争当時軍事郵便を輸送していた馬車

151 同進社史（財団法人同進社社史） 昭和 13. 1. 1発行 発行者財団法人同進社・右代
表兼編輯者広島市鉄砲町官有
二番地ノ一林保登

刊 1冊

152 安芸三段峡三十三景
※ 定価 2 円 20 銭，本に紙のカバーが付けられている（「昭和

47年度行事 [ 　　]」の裏側を使用），冊子に挟んであった観
光案内等 3点には枝番号を付した

大正 11. 9.15発行 発行兼撮影者広島市大手町三
丁目二十三番地大島写真館

刊 1冊

152/1 ◦三段峡沿革史略年表 昭和 33. 8.10 竹島浅吉 一紙 1枚
※ 刊
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152/2 ◦三段峡観光御案内 一紙 1枚
※ 刊，三段峡ホテル・別館三段荘の広告

152/3 ◦中国郵政だより 　第 32号 昭和 41. 4.25 一紙 1枚
※ 刊，3・4面のみ，150は 3面の記事「広島局ー駅間 1円 50銭 　日露戦争の逓送秘話（竹島浅吉さんの話）」の写真のネ
ガフィルム

153 広島財界太平記 　第一巻
※ 函入り，定価 600円

昭和 31. 8.20発行 著作兼発行人広島市段原中町
ハリマヤ旅館内佐伯嘉一・発
行所中国新聞社

刊 1冊

154 千田知事と宇品港 昭和 15. 4.21発行 広島県 刊 1冊
※ 表紙の裏に「昭和十五年五月一日広島商工会議所ヨリ送付セリ」とペン書あり，冊子に鉛筆で書き込み多数あり，5ヶ所
に付箋あり，奥付にペン書の罫紙がはってある（内容は「授産所総監より千田知事への回答」），本に紙のカバーが付けら
れている（ホテルニューオータニ現代陶芸寛土里の包装紙を使用）

155 芸備の学者
※ 定価 1円 80銭

昭和 4.11.10発行 著者和田英松・発行所東京市
神田区錦町一丁目明治書院

刊 1冊

156 藩政時代広島城明細絵図 　附属城坊居館
武家屋敷図

昭和 9. 1.26発行 編者兼発行者広島市幟町一○
五番地林保登

刊 1 函（15
枚）

※ 15枚函入り，秩あり，函の裏・秩の奥付に「竹島浅吉」と墨書あり，緒言に「各絵図の原図を謄写し縮図して刊行したも
の」とあり

156/1 ◦広島城本丸図（広島城本丸明細絵図） （文久年度） 刊 （1枚）
※ 復刻したもの，色刷，裏に（1）と墨書あり，53.5cm× 39.0cm

156/2 ◦高田郡吉田旧御本館附近ノ図・・朝散
大夫松平近江守御館模写（元治元年）・
備後国甲奴郡上下村（天領）御陣屋之
図（明治二年五月）・天正十七年広島方
角図

（天正 17・元治元・
明治 2. 5）

刊 （1枚）

※ 復刻したもの，裏に（2）と墨書あり，21.2cm× 61.5cm

156/3 ◦三次御曲輪之絵図・三次御館絵図・三
次御館内御建物図・備後三原城絵図
（松平安芸守）

（寛延 2） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，裏に（3）と墨書あり，53.7cm× 39.1cm

156/4 ◦広島城下絵図 　其一 　御城郭松原明
地内白島栗林ヨリ八丁馬場壱丁目横町
筋迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（4）と墨書あり，21.3cm× 60.5cm

156/5 ◦広島城下絵図 　其二 　小姓町西白島口
御門ヨリ矢倉下迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（5）と墨書あり，21.3cm× 60.5cm

156/6 ◦広島城下絵図 　其三 　本町播磨屋町革
屋町筋ヨリ国泰寺新開迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（6）と墨書あり，21.3cm× 60.5cm

156/7 ◦広島城下絵図 　其四 　内白島八丁堀筋
流川通柳町薬研堀ヨリ竹屋新開迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（7）と墨書あり，21.3cm× 60.5cm

156/8 ◦広島城下絵図 　其五 　白島一本木神田
橋辺御材木場迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（8）と墨書あり，21.3cm× 60.5cm

156/9 ◦広島城下絵図 　其六 　寺町西引御堂十
日市鷹匠町堺町筋船入村迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（9）と墨書あり，21.3cm× 60.5cm

156/10 ◦広島城下絵図 　其七 　慈仙寺鼻ヨリ天
神町筋水主町小瀬新開迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（10）と墨書あり，21.1cm× 61.7cm
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156/11 ◦広島城下絵図 　其八 　本町二丁目ヨリ
六丁目村迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（11）と墨書あり，21.3cm× 60.9cm

156/12 ◦広島城下絵図 　其九 　二葉山ヨリ大須
賀村迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（12）と墨書あり，21.2cm× 60.7cm

156/13 ◦広島城下絵図 　其十 　台屋町京橋町稲
荷町ヨリ比治山辺段原新開迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（13）と墨書あり，21.3cm× 60.9cm

156/14 ◦広島城下絵図 　其十一 　尾長村ヨリ愛
宕町通矢賀村迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（14）と墨書あり，21.3cm× 60.7cm

156/15 ◦広島城下絵図 　其十二 　広瀬村小屋天
満町ヨリ観音高瀬新開迄

（文久 3. 7） 刊 （1枚）

※ 復刻したもの，「本図ハ文久三癸亥年七月出来ノモノニ拠ル」とあり，裏に（15）と墨書あり，21.1cm× 60.5cm
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