
品名 出品点数 関連書籍掲載番号 技法 時代等

オランダ商館員図大皿 1 Ａ－１ 銅版 明治中・後期

オランダ商館員図火鉢 1 Ａ－２ 銅版 明治中・後期

オランダ船入津図楕円大皿 1 Ａ－９ 銅版 明治中・後期

オランダ船入津図大皿 1 Ａ－１０ 銅版 明治後期 肥前(手塚謹製)

エンジェル図皿 1 Ａ－１４ 銅版 明治後期

オランダ写し収穫図変形皿 1 Ａ－１９ 銅版 明治後期

西洋人騎馬兎狩り図いげ皿 1 Ａ－２３ 銅版 大正期

西洋人騎馬兎狩り図皿 1 Ａ－２４ 銅版 明治後・大正期

韃靼人合奏行進図輪花皿 1 Ａ－２８ 銅版 明治後期

アメリカインデイアン図皿 1 Ａ－３０ 摺絵 明治中期

インドヒンズー神図大皿 1 Ａ－３１ 銅版 明治後期

五大州と万国旗図茶碗 1 Ａ－３３ 摺絵 明治前期

三大陸図茶碗 1 Ａ－３４ 摺絵 明治前期

オランダ風景図輪花皿 1 Ａ－３５ 銅版 明治後期

風車と飛行船図菊形皿 1 Ａ－３９ 銅版 大正期 肥前(山徳・手塚謹製)

風車と複葉機図大皿 1 Ａ－４１ 銅版 明治後・大正期 肥前(山徳製)

西洋貴婦人図皿 1 Ａ－４４ 赤絵銅版 大正期 美濃(水野製)

文明開化文字図皿 1 Ｂ－１ 摺絵 明治前・中期

文明開化風刺図皿 1 Ｂ－４ 銅版 明治中期(松原領工製)

異国人徘徊図小皿 1 Ｂ－９ 印刻色絵 明治中期

犬を連れた異人図小皿 1 Ｂ－１２ 印刻 明治前・中期

新橋停車場図深皿 1 Ｂ－１７ 銅版 明治中・後期

馬と異人男女図小皿 1 Ｂ－１５ 摺絵 明治中期

馬に乗った異人図小皿 1 Ｂ－１６ 摺絵 明治中期

文明開化乗物図大皿 1 Ｂ－２１ 摺絵 明治前期

汽車図小皿 1 Ｂ－２４ 摺絵 明治中期

汽車図小皿 1 Ｂ－２５ 摺絵 明治中期

弁慶号型汽車図徳利 1 Ｂ－２７ 摺絵 明治前・中期

名古屋駅頭図手付碗 1 Ｂ－２８ 銅版 明治中期

石那坂トンネルと汽車図鉢 1 Ｂ－３１ 銅版(2色) 明治後期

九州鉄道地図輪花皿 1 Ｂ－３２ 銅版 明治後期

灯台と蒸気船図隅入角皿 1 Ｂ－３３ 摺絵 明治中期

咸臨丸図横長角皿 1 Ｂ－４２ 銅版 明治中・後期

洋館と気球図小皿 1 Ｂ－４４ 摺絵 明治22年（1889）

洋装男女と気球図小皿 1 Ｂ－４７ 摺絵色絵 明治22年（1889）

複葉機と蒸気船図皿 1 Ｂ－５２ 銅版(3色) 明治後・大正期

松原と自動車図大皿 1 Ｂ－５５ 銅版 大正期 肥前(手塚謹製)

チンチン電車図子供茶碗 1 Ｂ－５６ 銅版色絵 大正期

複葉機と飛行船図子供茶碗 1 Ｂ－５７ 銅版 大正期

第四回内国勧業博覧会図小皿 1 Ｂ－５８ 銅版色絵 明治28年（1895）

第五回内国勧業博覧会正門図小皿 1 Ｂ－６２ 銅版 明治36年（1903）

第五回内国勧業博覧会美術館図小皿 1 Ｂ－６４ 赤絵銅版 明治36年（1903）

第五回内国勧業博覧会展示館図小皿 1 Ｂ－６８ 銅版 明治36年（1903）

洋風建築図小皿 1 Ｂ－６９ 銅版 明治後期

洋風建築図小皿 1 Ｂ－７１ 銅版(2色) 明治後期

特別企画展「―橋本コレクション受贈記念― 文明開化のやきもの 印版手」展出品リスト

令和5年（2023）1月21日（土）～3月21日（火・祝）

★★★橋本忠之印版手コレクション★★★
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大阪造幣局図八角大皿 1 Ｂ－７７ 銅版 明治中期

富士製紙工場図皿 1 Ｂ－７９ 銅版 明治中期

養蚕図小皿 1 Ｂ－８１ 銅版色絵 明治中期

商用器具図皿 1 Ｂ－８３ 銅版色絵 大正期

陶器卸図皿 1 Ｂ－８４ 摺絵 明治中期

メートル法啓蒙図茶碗 1 Ｂ－８８ 銅版 大正期

大衆響図皿 1 Ｂ－９０ 銅版 昭和期

専売煙草図皿 1 Ｂ－９１ 銅版 明治後期

大阪造幣局図小皿 1 Ｂ－９５ 銅版色絵 明治中期(村上造)

大阪城内乗馬図小皿 1 Ｂ－９６ 銅版色絵 明治中期(村上造)

大阪豊国神社と浪花橋図小皿 1 Ｂ－９７ 銅版色絵 明治中期(村上造)

川蒸気と天神橋図小皿 1 Ｂ－９８ 銅版色絵 明治中期(村上造)

大阪住吉大社図小皿 1 Ｂ－１０１ 銅版色絵 明治中期 (村上造)

大阪桜宮図小皿 1 Ｂ－１０６ 銅版色絵 明治中期 (村上造)

大阪中之島公園図小皿 1 Ｂ－１１０ 石版色絵 明治後期

大阪築港光景図小皿 1 Ｂ－１１１ 石版色絵 明治後期

大阪旧城図小皿 1 Ｂ－１１２ 石版色絵 明治後期

京都四条大橋開化風景図小皿 1 Ｂ－１１７ 銅版 明治後期

大阪北野凌雲閣図隅切角皿 1 Ｂ－１２７ 銅版 明治中期 美濃

飛脚と電信図小皿 1 Ｂ－１２８ 印刻 明治中期

富士とカメラマン図皿 1 Ｂ－１３９ 銅版 明治後期

懐中時計図皿 1 Ｂ－１４２ 銅版 明治中期

束髪婦人と子供図輪花小皿 1 Ｂ－１５２ 銅版色絵 明治中期 (加藤造)

束髪婦人と子供図輪花小皿 1 Ｂ－１５３ 銅版色絵 明治中期

新聞を読む芸者図皿 1 Ｂ－１５４ 銅版色絵 明治中期

水車と子供図隅切角皿 1 Ｂ－１５５ 銅版 明治中期

サーカス馬図皿 1 Ｂ－１５９ 銅版 明治後期

サーカス象図皿 1 Ｂ－１６２ 銅版 明治後期 美濃(山仁製)

動物園図皿 1 Ｂ－１６４ 銅版 明治後期

野球道具図小皿 1 Ｂ－１６６ 銅版 大正期

花札図皿 1 Ｂ－１７２ 銅版 大正期

麻雀牌図皿 1 Ｂ－１７４ 銅版 大正期

こうもり傘図皿 1 Ｂ－１７６ 摺絵 明治中期

皇居と人力車図香枕 1 Ｃ－１ 銅版 明治中期

皇居二重橋図小皿 1 Ｃ－２ 銅版 明治中期

菊花市松文福字図小皿 1 Ｃ－８ 銅版 明治後期

菊花市松文寿字図小皿 1 Ｃ－９ 銅版 明治後期

大正君が代皇国図皿 1 Ｃ－１５ 銅版 大正期

愛国行進曲図茶碗 1 Ｃ－１６ 銅版 昭和15年（1940）

翼賛隣組図湯のみ 1 Ｃ－１８ 銅版 昭和16～20年（1940～45） 美濃

国会開設記念図なます皿 1 Ｃ－２８ 銅版 明治中・後期

間宮林蔵行旅図変形皿 1 Ｃ－３１ 銅版 明治後期

摂政宮御成婚記念図小皿 1 Ｃ－３２ 銅版 大正13年（1924）

雅楽万歳楽図大皿 1 Ｃ－３４ 銅版 大正期

福島中佐単騎シベリア横断記念図皿 1 Ｃ－３６ 銅版 明治中期

平和記念鳩図小皿 1 Ｃ－５６ 銅版 大正期

平和記念双鳩図小皿 1 Ｃ－５７ 銅版 大正期

国際連盟設立記念小皿 1 Ｃ－５８ 銅版 大正9年（1920）

平和記念三鳩図小皿 1 Ｃ－６１ 銅版 大正期

日英同盟図小皿 1 Ｃ－６４ 銅版 大正期
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名古屋第三師団行進図輪花皿 1 Ｄ－１ 摺絵 明治中期

海戦図小皿 1 Ｄ－１０ 銅版色絵 明治27～28年（1894～95）

海戦図小皿 1 Ｄ－１１ 銅版色絵 明治27～28年（1894～95）

日清韓談判図小皿 1 Ｄ－２０ 銅版色絵 明治27年（1894）

騎馬将校偵察図小皿 1 Ｄ－２３ 銅版色絵 明治27～28年（1894～95）

下関講和談判成立図小皿 1 Ｄ－２７ 銅版色絵 明治28年（1895）

威海衛攻略図小皿 1 Ｄ－３６ 銅版色絵 明治28年（1895）

我軍凱旋祝図小皿 1 Ｄ－４１ 銅版色絵 明治28年（1895）

高千穂艦瑞鳥図小皿 1 Ｄ－５３ 銅版 明治27年（1894）

明治３１年陸軍大演習図小皿 1 Ｄ－６７ 銅版色絵 明治31年（1898）

明治３１年海軍大演習図小皿 1 Ｄ－６８ 銅版色絵 明治31年（1898）

日露交戦記念大皿 1 Ｄ－７３ 銅版 明治38年（1905）

日本海海戦戦艦三笠図小皿 1 Ｄ－８３ 銅版 明治38年（1905）

日本海海戦露艦撃沈図小皿 1 Ｄ－８７ 銅版 明治38年（1905）

従軍看護婦図小皿 1 Ｄ－９５ 赤絵銅版 明治37～38年（1904～05）

肉弾三勇士図壁掛花生 1 Ｄ－９７ 銅版 昭和7年（1932）

肉弾三勇士図輪花小皿 1 Ｄ－９９ ゴム版 昭和7年（1932）

日露戦勝記念提灯行列図徳利 1 Ｄ－１０１ 銅版(3色) 明治37～38年（1904～05）

桃太郎日本万歳図皿 1 Ｄ－１０３ 銅版 明治後期

日本万歳出征兵士図皿 1 Ｄ－１０４ 銅版(2色) 明治後期

日露戦戦勝記念提灯行列図皿 1 Ｄ－１０７ 銅版(3色) 明治37～38年（1904～05）

水兵カッター訓練図皿 1 Ｄ－１１１ 銅版 明治後・大正期

帝国陸海軍凱旋万歳図皿 1 Ｄ－１３１ 銅版 明治後期

海の荒鷲図皿 1 Ｄ－１４６ 銅版(2色) 昭和期

戦闘機と飛行機雲図小皿 1 Ｄ－１４７ 銅版 大正・昭和期

浦島太郎図皿 1 Ｅ－１ 銅版 明治後期

浦島太郎図小皿 1 Ｅ－２ 銅版色絵 明治中期

浦島太郎図皿 1 Ｅ－７ 銅版 明治後期

花咲爺さん図皿 1 Ｅ－１４ 銅版(2色) 大正期

金太郎と熊図大皿 1 Ｅ－１９ 摺絵 明治前・中期

佐々木高綱宇治川先陣争い図輪花小皿 1 Ｅ－２２ 銅版色絵 明治中期

加藤清正朝鮮役図輪花小皿 1 Ｅ－２５ 銅版色絵 明治中期

児島高徳忠節の図輪花小皿 1 Ｅ－２６ 銅版色絵 明治中期

仁徳天皇図皿 1 Ｅ－２９ 銅版 明治後期

蹴鞠図皿 1 Ｅ－３０ 銅版 大正期

八幡太郎義家図大皿 1 Ｅ－３３ 銅版 明治後期 美濃(大日本山治製)

青砥藤綱図小皿 1 Ｅ－３７ 銅版(3色) 明治後期

天狗と牛若丸図隅切角大皿 1 Ｅ－３９ 銅版 明治中期

弁慶と牛若丸図横長隅切角皿 1 Ｅ－４５ 銅版 明治後期

児島高徳図輪花皿 1 Ｅ－４８ 銅版 明治後期

加藤清正虎退治図輪花皿 1 Ｅ－５１ 銅版 明治後期

楠公父子桜井駅の別れ図小皿 1 Ｅ－５６ 銅版 明治後期

楠公父子桜井駅の別れ図小皿 1 Ｅ－６０ 摺絵 明治中期

小野道風図鉢 1 Ｅ－６７ 銅版(3色) 明治後期 美濃

養老の滝と孝子図輪花皿 1 Ｅ－６９ 銅版 明治後期

二宮金次郎図皿 1 Ｅ－７３ 銅版(2色) 明治後期

伊勢物語業平東下り図大皿 1 Ｅ－７５ 銅版 明治後期

富士見西行図大皿 1 Ｅ－８５ 摺絵 明治前・中期

狂言釣狐図小皿 1 Ｅ－９２ 銅版(2色) 明治後・大正期

徒然草図小皿 1 Ｅ－９４ 銅版 大正期
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高砂子孫繁栄図小皿 1 Ｅ－９８ 銅版 明治後期

高砂松の精図皿 1 Ｅ－１０１ 銅版 明治後期

猩々図皿 1 Ｅ－１０５ 銅版 明治後期 (陶園精製)

猩々図小皿 1 Ｅ－１０７ 石版色絵 明治中期

忠臣蔵図皿 1 Ｅ－１１１ 銅版 明治後・大正期

団菊家紋図皿 1 Ｅ－１１６ 銅版 明治後期

十牛図大皿 1 Ｅ－１１７ 摺絵 明治前・中期

三国志桃園結義図大皿 1 Ｅ－１１８ 摺絵 明治前・中期

達磨大師喫煙図皿 1 Ｅ－１２６ 銅版 明治後期

詩仙李白馬上図八角皿 1 Ｅ－１３０ 摺絵 明治前・中期

童子布袋図大皿 1 Ｆ－１ 摺絵 明治前・中期

七福神図皿 1 Ｆ－３ 銅版 明治後期

大黒図皿 1 Ｆ－９ 摺絵 明治前・中期

恵比寿大黒図四段重 1 Ｆ－１０ 銅版 明治中・後期

大黒布袋図隅入角皿 1 Ｆ－１２ 摺絵 明治前・中期

お多福豆まき図皿 1 Ｆ－４２ 銅版(2色) 明治後・大正期

三人お多福図なます皿 1 Ｆ－４６ 銅版(2色) 明治中・後期

七福神だるま図小皿 1 Ｆ－５０ 銅版 明治後・大正期

姫だるま図変形皿 1 Ｆ－５１ 銅版(2色) 明治後・大正期

唐子爆竹遊び図皿 1 Ｆ－６７ 銅版 明治中・後期

古金銀と新貨幣図鉢 1 Ｇ－１ 銅版 明治後期

絵銭図小皿 1 Ｇ－９ 銅版 明治中・後期

中国絵銭図皿 1 Ｇ－１５ 銅版 明治後期

青海波七壺図皿 1 Ｇ－２８ 銅版 明治後・大正期

柳に傘図いげ小皿 1 Ｇ－３３ 銅版 明治後・大正期

うちわ図なます皿 1 Ｇ－４０ 摺絵 明治前・中期

楽器尽し図小皿 1 Ｇ－４１ 銅版 明治中・後期

松島の景図皿 1 Ｈ－４ 銅版 明治後期

上野寛永寺図皿 1 Ｈ－５ 銅版色絵 大正期

近江八景図皿 1 Ｈ－１２ 摺絵 明治中期

大原女橋上図皿 1 Ｈ－１８ 銅版(3色) 大正期

白壁土蔵造り商家群図大皿 1 Ｈ－２０ 摺絵 明治前・中期

住吉之景図皿 1 Ｈ－２１ 銅版 明治後・大正期

舞子浜之景図皿 1 Ｈ－２２ 銅版 明治後期

安芸之宮島景図皿 1 Ｈ－２５ 銅版(2色) 明治後期

膳所城風景図隅入角大皿 1 Ｈ－２８ 摺絵 明治中期

田植え図小皿 1 Ｈ－３６ 石版色絵 明治中期

農作業図小皿 1 Ｈ－３７ 石版色絵 明治中期

やじろべえ図皿 1 Ｈ－４９ 銅版 大正期

茶摘み図輪花皿 1 Ｈ－５２ 銅版(2色) 明治後期

茶摘み図皿 1 Ｈ－５３ 銅版(2色) 明治後期

はねつき図いげ皿 1 Ｈ－６９ 銅版 大正期

ひな祭り図小皿 1 Ｈ－７５ 石版色絵 明治中期

花見踊り図皿 1 Ｈ－７９ 銅版(2色) 明治後期

蛍狩り図皿 1 Ｈ－８９ 銅版(3色) 明治後期

両国花火図皿 1 Ｈ－９０ 銅版 明治後期 肥前(ヤマトク製)

堀切菖蒲園図皿 1 Ｈ－９１ 銅版 明治後期 肥前(ヤマトク製)

長良川鵜飼図大皿 1 Ｈ－９２ 銅版 明治後期

鵜飼図いげ皿 1 Ｈ－９３ 銅版 大正期

美人図徳利 1 Ｈ－１０２ 銅版(2色) 大正期



品名 出品点数 関連書籍掲載番号 技法 時代等

子供相撲図皿 1 Ｈ－１０３ 赤絵銅版 明治後・大正期

少年消防組図皿 1 Ｈ－１０５ 銅版 大正期

大名行列図皿 1 Ｈ－１２６ 銅版 明治中・後期

道中人足図なます皿 1 Ｈ－１３３ 銅版 明治後期

花見踊り図大皿 1 Ｈ－１４０ 銅版 明治後期

達磨花魁道中図大皿 1 Ｈ－１４１ 銅版 明治後期

元禄踊り図皿 1 Ｈ－１４６ 銅版 明治後・大正期

唐子獅子舞い図皿 1 Ｈ－１５３ 銅版(4色) 明治後・大正期

捻り文相撲図小皿 1 Ｈ－１５９ 銅版(4色) 明治後期

竜女神図大皿 1 Ｉ－２ 摺絵 明治前・中期

馬五十頭図皿 1 Ｉ－１１ 銅版 明治後期

驢馬と駝鳥図皿 1 Ｉ－１６ 銅版 明治後・大正期

牧場風景図大皿 1 Ｉ－１７ 銅版 明治中・後期

犬図手あぶり 1 Ｉ－２９ 銅版 明治後期

虎豹図手あぶり 1 Ｉ－３１ 銅版 明治後期

雪だるまに子犬図小皿 1 Ｉ－３２ 銅版 明治後期

紅葉と子犬図変形皿 1 Ｉ－３５ 銅版 明治後・大正期

芭蕉に子犬図小皿 1 Ｉ－３６ 銅版 明治後期

猫じゃらし図隅入角大皿 1 Ｉ－４５ 摺絵 明治中期

手毬と猫図形皿 1 Ｉ－４９ 銅版(2色) 明治後・大正期

招き猫と二福神図小皿 1 Ｉ－５０ 銅版 明治後・大正期

手毬と張子猫図小皿 1 Ｉ－５１ 銅版色絵 大正期

うちわと猫図小皿 1 Ｉ－５３ 銅版 明治後期

金魚玉と親子猫図皿 1 Ｉ－５６ 銅版 明治後期

泥棒猫図変形皿 1 Ｉ－５８ 銅版(2色) 明治後期

満月に杵兎図小皿 1 Ｉ－７８ 銅版(3色) 大正期

満月に兎図皿 1 Ｉ－７９ 銅版(3色) 大正期

満月に臼杵兎図皿 1 Ｉ－８０ 銅版 大正期

波乗り兎図皿 1 Ｉ－８９ 銅版 明治中・後期

柳に兎図小皿 1 Ｉ－９０ 銅版 大正期

とくさ兎図皿 1 Ｉ－９３ 銅版(3色) 明治後期

市松文満月に兎図皿 1 Ｉ－９４ 銅版 明治後期

影絵とくさ兎図小皿 1 Ｉ－９５ 銅版 明治後期

一羽兎図皿 1 Ｉ－９６ 銅版 明治後期

とくさ兎図小皿 1 Ｉ－１０５ 銅版 明治後・大正期

餅つき兎図小皿 1 Ｉ－１０８ 銅版(2色) 大正期

餅つき兎図小皿 1 Ｉ－１０９ 銅版 明治後・大正期

十二羽兎図皿 1 Ｉ－１１９ 摺絵 明治前・中期

七羽耳長兎図皿 1 Ｉ－１２２ 銅版 大正期 美濃(山仁製)

でんでん虫図皿 1 Ｉ－１３２ 銅版(4色) 明治後期

捕虫小鳥図小皿 1 Ｉ－１３６ 銅版 明治後期

くもの巣に蜂図小皿 1 Ｉ－１３８ 銅版 明治後期

くわがた虫図小皿 1 Ｉ－１４１ 銅版(3色) 明治後・大正期

かまきり図いげ皿 1 Ｉ－１４４ 銅版 大正期

富士に蝶図いげ皿 1 Ｉ－１４７ 銅版 大正期

くもの巣に蝶図楕円大皿 1 Ｉ－１５０ 銅版 明治後期

金魚玉図隅切角皿 1 Ｉ－１５７ 銅版 明治中期

水草に金魚図横長隅切角皿 1 Ｉ－１５９ 摺絵 明治中期

らんちゅう図皿 1 Ｉ－１６５ 摺絵 明治中期

めだか図小皿 1 Ｉ－１７４ 銅版(2色) 大正期



品名 出品点数 関連書籍掲載番号 技法 時代等

めだか群泳図皿 1 Ｉ－１７７ 銅版 大正期

ふぐ図いげ大皿 1 Ｉ－１８２ 銅版 大正期

かに図隅切角大皿 1 Ｉ－１８３ 摺絵 明治中期

網手漁師図小皿 1 Ｉ－１９４ 銅版 明治後期

鶴亀図いげ大皿 1 Ｉ－２０９ 銅版 大正期

雲鶴図隅切角皿 1 Ｉ－２１０ 銅版 明治中・後期

ふくろう図小皿 1 Ｉ－２１１ 銅版 明治後期

牡丹図変形皿 1 Ｉ－２３５ 銅版 明治後期

梁川村納税表彰図額形皿 1 Ｊ－３ 銅版 昭和4年

英文字入り化粧クリーム容器 1 Ｊ－４ 銅版 大正期

オットセイ飴容器 1 Ｊ－７ 銅版 明治中・後期

野球道具形灰皿 1 Ｊ－８ 銅版(2色) 大正・昭和期

跳び兎文楼閣美人図いげ大皿 1 Ｊ－１４ 銅版 大正期 肥前(窯印「冨」)

青海波壽字皿 1 Ｊ－１６ 銅版 大正期

つなぎ文いげ皿 1 Ｊ－２６ 銅版 大正期

品名 出品点数 所蔵先

中皿 マーストリヒト製 10 大阪歴史博物館蔵

人物鳥獣図三ツ組丼 3 個人蔵

商工立志資料 1 大阪歴史博物館蔵

摂津名所図会（巻之四） 1 大阪歴史博物館蔵

『装剣奇賞』より「人形革図」 1 大阪歴史博物館蔵

大阪風景画帳 1 大阪歴史博物館蔵

川崎巨泉「大阪名所」のうち

「第五回内国勧業博覧会の全景図」
1 大阪歴史博物館蔵

日清戦争絵巻 1 大阪歴史博物館蔵

教育勅語 1 大阪歴史博物館蔵

大阪の凌雲閣（北の九階）写真 1 個人蔵

和陶日本陶窯地図 1 個人蔵

ヲットセイ飴絵葉書 1 個人蔵

『二十四孝』大舜図皿 11 個人蔵

『陶業時報』 7
大阪歴史博物館蔵

（株式会社つぼ善商店寄贈）

つぼ善商店印半纏 1 株式会社つぼ善商店蔵

赤垣源蔵酒器関係書類 4 株式会社つぼ善商店蔵

赤垣源蔵楊枝立 1 株式会社つぼ善商店蔵

赤垣源蔵酒器・琵琶徳利宣伝幕 1 株式会社つぼ善商店蔵

文具類（インク壺・水滴・墨壺） 4 株式会社つぼ善商店蔵

杵先 5 株式会社つぼ善商店蔵

備考

雑誌『大阪と神戸』（明治35年/1902）収載

創刊号・第34号・第95号・第115号・

第386号・第387号

★★★大阪歴史博物館所蔵品ほか★★★


