
 

 

 

 

 

2018 年 9 月 14 日 

神戸大学海事博物館トピックス展「和船の活躍した時代―

日本遺産「北前船」追加認定記念―」を開催中です 
 

１．趣旨 

神戸大学海事博物館では、トピックス展「和船の活躍した時代—日本遺産「北

前船」追加認定記念—」を開催中です。 

 2018 年、文化庁の日本遺産追加認定により、神戸市など 27 市町が「荒波を越えた男た

ちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」に加えられました。今回、追加認定さ

れた神戸市内の日本遺産には、神戸大学海事博物館の所蔵資料も含まれています。 

そのため、日本遺産への追加認定を記念して、トピックス展を企画いたしました。 

「北前船」は、ひと昔前に日本近海で見られた和船として知られています。けれども実は、

「北前船」とは基本的に船型を意味する言葉ではありません。「北前船」とは、江戸時代以

降に弁財船などの廻船、すなわち沿海で貨物を輸送する大型の和船につけられた通称です。

江戸時代、日本沿海の航路は西回り航路・東回り航路・大坂―江戸間の航路の３つでした。

このうち、西回り航路を行き交う廻船の通称が、「北前船」なのです。今回のトピックス展

では、弁財船をはじめとする和船が活躍した時代を振り返り、みなさまにより広く知ってい

ただきたいと考えております。 

是非お取りあげ頂き、多くのみなさまにご来場いただければ幸いです。 

 

２．開催概要 

トピックス展「和船の活躍した時代―日本遺産「北前船」追加認定記念―」 

期 日 2018 年 8 月 8 日（水）～2019 年 6 月 19 日（水）予定 

時間等 毎週 月・水・金 13:30 ～ 16:00 (祝日を除く) 

※12 月 22 日（土）～2019 年 1 月 10 日（木）は休館 

入 場 無料 

場 所 神戸大学海事博物館 

〒658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町 5 丁目 1-1 (阪神深江駅より徒歩 8 分) 

問合せ 神戸大学海事博物館 

TEL 078-431-3564（不在の場合は 078-431-6200） 

 

〒657-8501 
兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 
TEL: (広報課)078-803-5083  FAX:078-803-5088 
URL: http://www.kobe-u.ac.jp/ 
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３．その他 

海事博物館では現在、コレクション展「古写真からたどる深江」を同時開催中です。また

11 月以降、サテライト巡回展を順次入れ替えで開催予定です。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2018_08_23_01.html 

 

 

「古写真からたどる深江」2018 年 7 月 30 日（月）～2018 年 11 月 9 日（金） 

神戸大学深江キャンパスのある深江（旧本庄村）は、マンションや工場が立ち並ぶ都会

の一角であると同時に、昔からの文化遺産が大切に残されています。古写真と現在の街並

みを対比させ、深江の近代以降の歩みをたどります。 

  

 サテライト巡回展については、7 月に公表したプレスリリースをご参照ください。 

 「神戸大学サテライト巡回展 2018 を実施いたします」 

 

 

【協  力】 

福井県立若狭歴史博物館、海洋会 

（※以下はコレクション展、サテライト巡回展）神戸・深江生活文化史料館、神戸大学

附属図書館、大学文書史料室、山口誓子記念館、誓子･波津女俳句俳諧文庫、人文学研

究科地理学教室 

 

 



【交通アクセス】
  深江キャンパス
  阪神深江駅から徒歩約10分

③百年記念館
　展示ホール

【交通アクセス】
六甲第1・第2キャンパス

JR六甲道駅、阪急六甲駅
から市バス36系統
②「神戸大学正門前」下車
③「神戸大学文理農学部」下車

JR線六甲道駅▼阪急線六甲駅▼

②社会科学系図書館

神戸･深江
生活文化史料館

海事博物館

神戸大学海事博物館トピックス展　日本遺産追加認定記念

「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」

和船の活躍した時代和船の活躍した時代

主催：神戸大学海事博物館　協力：神戸・深江生活文化史料館、一般社団法人海洋会、神戸大学附属図書館、大学文書史料室、山口誓子記念館、誓子･波津女俳句俳諧文庫、人文学研究科地理学教室
神戸大学深江キャンパス（海事博物館）　〒658-0022　神戸市東灘区深江南町5丁目1-1　　六甲台キャンパス　〒657-8501　神戸市灘区六甲台町1-1

2018.　7.30 Ｍｏ.　　　　11.9 Fr.

会場のご案内
【神戸大学海事博物館】（深江キャンパス）　開館日時　月･水･金13.30-16.00
　次回小企画：サテライト巡回展「明治期の神戸と神戸大学」2018.11.28 We.-12.12 We.
　問合せ：博物館事務室（開館時のみ）078-431-3564、mkikuchiｱｯﾄlit.kobe-u.ac.jp
　※8.10 Fr.-8.21 Tu.、12.22 Sa.-2019.1.10 Th.は休館　http://www.museum.maritime.kobe-u.ac.jp/　　

サテライト巡回展・企画展
【社会科学系図書館】（六甲台第一キャンパス②）開館日時　月～金8.45-21.30,土10.00-19.00　※祝日、8.13-15、
　その他臨時休館あり。問合せ：078-803-7339／「古写真からたどる深江」「神戸大学の文化財建造物」2018.8.1 We.-
　9.28 Fr.／「所蔵貴重資料展」2018.10.12 Fr.-12.18 Tu.／「災害の記憶を伝える」2019.1.10 Th.-1.31 Th.／「明治
　期の神戸と神戸大学」2019.2.6 We.-3.2 Sa.／「和船の活躍した時代」2019.3.8 We.-4.5 Fr.(予定)
【百年記念館】（六甲台第二キャンパス③）開館日時　月～金9.30-17.00　※土日祝日、8.13-15、その他臨時休館・
　開館あり。問合せ：大学文書史料室078-803-5035／「誓子と書 ー誓子流の完成ー」2018.10.9 Tu.～10.19 Fr.／
　「明治期の神戸と神戸大学」2018.10.25 Th.-11.16 Fr.／「古写真からたどる深江」2018.11.26 Mo.～2019.1.31 Th.

8. 8 We.

6.19 We.
（予定）

2019　

2018　

2018 年、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」に、

神戸に残る北前船関連の文化遺産が追加認定されました。そこで当館所蔵資料を軸に“北前船”

について紹介する、トピックス展を企画いたしました。

 あわせて、神戸大学海事科学部ゆかりの地、深江の歩みを振りかえるコレクション展「古写真か

らたどる深江」を開催いたします。海と船、そして港町の近世・近代からの歴史や景観にふれて

いただければ幸いです。なおいずれの展示も、神戸大学サテライト展示の一環として、六甲台キ

ャンパス(灘区)でも巡回展を随時、実施してまいります。

コレクション展

古写真からたどる深江

かつて和船「北前船」が

　日本沿岸を北から南まで

　　荷物を売り買いし運んだ

　　　　　時代がありました



来館のご案内とアクセス

博物館事務室（開館時のみ） Tel.078-431-3564

■開館日 ：月・水・金の13：30～ 16：00（祝日を除く）
ただし、8/10（金）～8/21（火）は休館

http://www.museum.maritime.kobe-u.ac.jp

見学のお問い合わせ・連絡先

〒

海事博物館

阪神高速3号神
戸線

本庄小学校

深江神大前

神戸大学海事科学部

港

深江

43

阪神電鉄深江駅

深江駅から南西へ
徒歩約10分
◀左記地図ご参照

阪神電車を
利用される場合

■主催 ： 神戸大学海事博物館　■協力 ： 一般社団法人 海洋会
サテライト巡回展（六甲台キャンパス　＊いずれも同内容での開催となります）

2018.8.1 We.～9.28 Fr. 会場：神戸大学社会科学系図書館／2018.11.26 Mo.～2019.1.31 Th. 会場：神戸大学百年記念館

2018

7.30 Mo.  11.9 Fr.

古写真からたどる深江

コレクション展

神戸大学深江キャンパスのある深江南町は、戦前は本庄村と呼ばれた地域でした。

漁業や酒造などの産業で栄え、阪神間の住宅地として、あるいは戦後の工業地区と

して発達を続けています。私立川崎商船学校から神戸大学海事科学部にいたる海技

者教育にとどまらず、多くの文化人も集い、教育文化の一拠点を形成しました。本

学の立地する深江という地域の歩みを、当時の古写真や資料から振りかえります。

図 左上から 室戸台風で被災した神戸高等商船学校／踊り松と金毘羅宮／深江の町と神戸商船大学（1968･昭和43年）
　　　　　　現在の深江（国土地理院の電子地形図(タイル)）／明治の深江（陸地測量部1884･明治17年測量）



神戸大学サテライト巡回展

2018
8.1

4.5
2019

【巡回展】
「古写真からたどる深江」 *1
    2018.8.1 We.～9.28 Fr. 会場：神戸大学社会科学系図書館／2018.11.26 Mo.～2019.1.31 Th. 会場：神戸大学百年記念館

「明治期の神戸と神戸大学 ―「明治150年」記念―」*2

    2018.11.28 We.～12.12 We.　会場：神戸大学海事博物館／2019.2.6 We.～3.2 Sa. 会場：神戸大学社会科学系図書館

「神戸大学の文化財建造物ー山口誓子記念館を中心としてー」*5／「和船の活躍した時代」*1,5

    2018.8.1 We.～9.28 Fr. 会場：神戸大学社会科学系図書館　／2019.3.8 We.～4.5 Fr.(予定)会場：神戸大学社会科学系図書館

【企画展】
「古写真からたどる深江」*1

「誓子と書 ー誓子流の完成ー」*3

「明治期の神戸と神戸大学 ―「明治150年」記念―」*2

「所蔵貴重資料展」（予定）*4

「災害の記憶を伝える ー神戸の地震・風水害－」*4,5 

・神戸大学が収集保存している学術資料を研究成果と共に公開する、企画展ならびに学内キャンパスを巡回するサテライト巡回展です。巡回展は企画
　展示を主として、内容を再構成したものとなります。各展示の内容や日程は変更される場合がありますので、詳細は各主催団体にご確認下さい。
・会場案内および開館日時
　会　　場　海事博物館 　 百年記念館1階展示ホール 附属図書館社会科学系図書館
　場　　所　深江キャンパス 　 六甲台第2キャンパス 六甲台第1キャンパス
　開館日時　月･水･金13.30-16.00 月～金　9.30-17.00  月～金8.45-21.30,土10.00-19.00
・主催団体および連絡先　*1神戸大学海事博物館：電話078-431-3564又は078-431-6200　*2大学文書
　史料室：電話078-803-5035　*3山口誓子記念館、誓子・波津女俳句俳諧文庫：電話078-803-5393　
　*4社会科学系図書館：電話078-803-7339　*5人文学研究科地理学教室：下記E-mail又は078-803-5535
・協力：神戸大学海事博物館、附属図書館、大学文書史料室、山口誓子記念館、誓子･波津女俳句俳諧文庫、
　人文学研究科地理学教室　企画：神戸大学文学部文化財学講座（mkikuchi@lit.kobe-u.ac.jp）

2018.7.30 Mo.～11.9 Fr. 

2018.10.9 Tu.～10.19 Fr.

2018.10.25 Th.～11.16 Fr.

2018.10.～12.(日程未確定)

2019.1.10 Th.～1.31 Th.

会場：神戸大学海事博物館

会場：神戸大学百年記念館（会期中無休）

会場：神戸大学百年記念館（会期中無休）

会場：神戸大学社会科学系図書館

会場：神戸大学社会科学系図書館
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