
特別展「日本の近代を拓いた萩の産業人脈」展示資料目録 

Ⅰ．藤田伝三郎と藤田組の創設  

  資料名 所蔵者・提供者・出典 

1 藤田伝三郎肖像写真 DOWA ホールディングス株式会社 

2 藤田伝三郎立像 藤田基彦氏 

3 琵琶湖疎水水路橋写真   

4 逢坂山隨道工事写真 『子爵井上勝君小伝』 

5 藤田組本店写真 DOWA ホールディングス株式会社 

6 藤田鹿太郎肖像写真 DOWA ホールディングス株式会社 

7 久原庄三郎肖像写真 DOWA ホールディングス株式会社 

8 小坂鉱山事務所模型 小坂鉱山事務所 

9 康楽館模型 小坂鉱山事務所 

10 小坂鉱山写真帳 明治 41 年（1908） 小坂町総合博物館郷土館 

11 小坂鉱山土礦精煉上ノ原理 明治 25 年（1892） 萩博物館 

12 小坂鉱山事務所試作試験 大正 2年（1913） 萩博物館 

13 小坂鉱山電錬場全景写真 明治 41 年（1908）ごろ 小坂町総合博物館郷土館 

14 現在の小坂製錬所写真   

15 小坂鉱山事務所写真 明治 41 年（1908）ごろ 小坂町総合博物館郷土館 

16 現在の小坂鉱山事務所写真 小坂町総合博物館郷土館 

17 康楽館写真 大正初年 小坂町総合博物館郷土館 

18 現在の康楽館 小坂町総合博物館郷土館 

19 大森鉱山法被 明治 40 年（1907） 石見銀山資料館 

20 藤田組社章入布バケツ 石見銀山資料館 

21 藤田組銘入盃 石見銀山資料館 

22 大森鉱山辞令 明治 35 年（1903） 石見銀山資料館 

23 大森鉱山清水谷製錬所写真 上野治子氏 

24 現在の清水谷製錬所写真   

25 大森鉱山事務所と製錬所写真 大正 3年（1914） 上野治子氏 

26 大森鉱山捨石用インクライン全景写真 大正 3年（1914） 上野治子氏 

27 児島湾干拓地絵葉書 萩博物館 

28 児島湾開墾調停書写 明治 33 年（1900） 萩博物館 

29 児島湾干拓地航空写真 岡山市第二藤田学区連合町内会 

30 児島湾開墾平面図 萩博物館 

31 藤田組関係者写真 岡山県立興陽高等学校 

32 藤田農場で働く人々写真 岡山県立興陽高等学校 

33 干拓前の児島湾の海面写真 岡山県立興陽高等学校 

34 第三区と第五区の潮止め工事写真 岡山県立興陽高等学校 

35 姉尾川三連樋門の船着場から出荷される藤田農場の米写真 岡山県立興陽高等学校 

36 藤田農場で使用されたトラクター写真 岡山県立興陽高等学校 

37 井上馨肖像写真 萩博物館 

38 藤田伝三郎書簡（部分）パネル 井上馨宛 国立国会図書館憲政資料室 

39 藤田伝三郎書簡（部分）パネル 井上馨宛 明治39年（1906）2月17日付 国立国会図書館憲政資料室 

40 藤田伝三郎書簡 乃美宣宛 萩博物館 

41 藤田伝三郎書簡 杉民治宛 明治 33 年（1900）3 月 16 日付 萩博物館 

42 藤田伝三郎一家写真 明治 42 年（1909） 藤田観光株式会社太閤園 

43 藤田平太郎・徳次郎・彦三郎連名挨拶状 増山宗史宛 増山家 

44 藤田伝三郎葬儀写真帳 坂井 禎氏 

45 藤田本邸前の群集写真（『藤田伝三郎葬儀写真帳』） 坂井 禎氏 



  資料名 所蔵者・提供者・出典 

46 藤田家本邸玄関前の親族写真（『藤田伝三郎葬儀写真帳』） 坂井 禎氏 

47 淀川橋を渡る霊枢写真（『藤田伝三郎葬儀写真帳』） 坂井 禎氏 

48 葬儀会場の行列写真（『藤田伝三郎写真帳』） 坂井 禎氏 

Ⅱ．久原房之助と久原鉱業の設立 
 

  資料名 所蔵者・提供者・出典 

49 久原房之助肖像写真 JX 日鉱日石金属株式会社 

50 久原庄三郎書簡（部分）パネル 井上馨宛 明治33年（1900）9月15日付 国立国会図書館憲政資料室 

51 久原庄三郎書簡 河野徳衛宛 明治 33 年（1900）12 月 1 日付 萩市立須佐歴史民俗資料館 

52 黒鉱 小坂町総合博物館郷土館 

53 小坂鉱山における久原房之助と妻清子写真 小坂町総合博物館郷土館 

54 小坂鉱山における久原房之助と藤田平太郎写真 小坂町総合博物館郷土館 

55 武田恭作肖像写真 DOWA ホールディングス株式会社 

56 含銅硫化鉄鉱 日鉱記念館 

57 創業時の第一竪坑記念撮影写真 JX 日鉱日石金属株式会社 

58 「苦心惨憺処」額写真 日鉱記念館 

59 井上馨による日立鉱山視察写真 明治 44 年（1911） JX 日鉱日石金属株式会社 

60 久原鉱業職員一同写真 明治 44 年（1911）ごろ JX 日鉱日石金属株式会社 

61 日立鉱山電気機械修理工場写真 明治 42 年（1909）ごろ JX 日鉱日石金属株式会社 

62 日立鉱山大煙突写真 大正 3年（1914） JX 日鉱日石金属株式会社 

63 日立鉱山製錬場写真 萩博物館 

64 現在の大煙突写真   

65 『ある町の高い煙突』 昭和 44 年（1969） 個人 

66 『日立鉱山煙害問題昔話』 萩博物館（日立市民文化事業団寄贈） 

67 日立鉱山写真帖 大正 4年（1915） 萩博物館 

68 久原鉱業本社写真 JX 日鉱日石金属株式会社 

69 『実業之日本』パネル 大正 2年（1913）   

70 久原鉱業新株募集広告 大正 6年（1917） 萩博物館 

71 『防長新聞』パネル 大正 6年（1917）6 月 26 日付  

72 『防長新聞』パネル 大正 6年（1917）6 月 27 日付  

73 笠戸造船所遠景写真 萩博物館 

74 8620 形蒸気機関車写真 株式会社日立製作所笠戸事業所 

75 国産第 1号電気機関車完成記念写真 株式会社日立製作所笠戸事業所 

76 第 1 号機関車銘板 株式会社日立製作所笠戸事業所 

77 8620 形蒸気機関車模型 1/80 株式会社日立製作所笠戸事業所 

78 久原房之助総選挙推薦状 昭和 3年（1928） 萩市立須佐歴史民俗資料館 

79 久原房之助総選挙当選礼状 昭和 3年（1928） 萩博物館 

80 久原房之助書簡 田中義一宛 大正 10 年（1921）6 月 7 日付 萩博物館 

81 田中義一内閣閣僚写真 昭和 3年（1928） 『田中義一伝記 附録写真帳』 

82 浴衣姿の久原房之助と田中義一 昭和 4年（1929） 山口県文書館 

83 久原房之助揮毫富嶽図 萩博物館 

84 久原房之助揮毫水指 昭和 4年（1929） 萩博物館 

85 久原房之助揮毫書 株式会社日立製作所笠戸事業所 

Ⅲ．鮎川義介と日産コンツェルンの構築  

  資料名 所蔵者・提供者・出典 

86 鮎川義介肖像写真 日産自動車株式会社 

87 米国留学時代の鮎川義介写真 日産自動車株式会社 



  資料名 所蔵者・提供者・出典 

88 米国留学中の鮎川義介日記パネル 明治 39 年（1906）1 月 2 日 日立金属株式会社九州工場鋳物記念館 

89 米国留学中の鮎川義介日記パネル（スケッチ） 日立金属株式会社九州工場鋳物記念館 

90 創業時の戸畑鋳物工場全景写真 『創立廿五周年記念戸畑鋳物株式会社要覧』

91 戸畑鋳物工場を視察する井上馨写真 明治 44 年（1911） 『創立廿五周年記念戸畑鋳物株式会社要覧』

92 戸畑鋳物株式会社製品特約店看板 日立金属株式会社九州工場鋳物記念館 

93 創業当時の製品「継手」 日立金属株式会社九州工場鋳物記念館 

94 鮎川義介揮毫書 昭和 31 年（1956） 日立金属株式会社九州工場鋳物記念館 

95 戸畑鋳物営業案内パネル 萩博物館 

96 戸畑鋳物営業案内 萩博物館 

97 戸畑鋳物若松製作所営業案内 昭和 10 年（1935） 萩博物館 

98 戸畑鋳物工場内部写真 昭和 6年（1931）ごろ 日産自動車株式会社 

99 ダットサン 12 型フェートン写真 日産自動車株式会社 

100 日産自動車横浜本社写真 昭和 10 年（1935）ごろ 日産自動車株式会社 

101 現在の旧横浜本社写真   

102 横浜工場生産第 1号車オフライン式写真 日産自動車株式会社 

103 ダットサン 14 型ロードスター 日産自動車株式会社 

104 「ダットサンができるまで」（映像） 日産自動車株式会社 

105 萩史蹟産業大博覧会出展のダットサン 14 型写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

106 ダットサン 14 型カタログパネル 日産自動車株式会社 

107 『ニッサングラフ』創刊号写真 日産自動車株式会社 

108 『サンデー毎日』 昭和 10 年（1935） 萩博物館 

109 日本産業本社写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

110 日本産業株主総会通知 昭和 7年（1932） 萩博物館 

111 『日産コンツェルン読本』 昭和 12 年（1937） 萩博物館 

112 満州重工業開発本社写真 日産自動車株式会社 

113 満州重工業開発株券 昭和 13 年（1938） 萩博物館 

114 『満州の生活』 昭和 18 年（1943） 萩博物館 

115 鮎川義介揮毫麞図 昭和 8年（1933） 株式会社損害保険ジャパン 

116 鮎川義介揮毫車蝦図 伊達家 

117 『墨戯集』 昭和 42 年（1967） 山口県文書館 

Ⅳ．田村市郎と水産業の推進 
 

  資料名 所蔵者・提供者・出典 

118 田村市郎肖像写真 日本水産株式会社 

119 田村市郎座像 日本水産株式会社 

120 田村市郎書簡 山田豊太郎宛 萩博物館（山田洋子氏寄贈） 

121 戸畑漁港概要リーフレット 萩博物館 

122 戸畑市街地図 昭和 4年（1929） 萩博物館 

123 日本初の鋼鉄製トロール船第一丸写真 日本水産株式会社 

124 国司浩助肖像写真 日本水産株式会社 

125 トロール船湊丸写真 日本水産株式会社 

126 田村汽船漁業部創業時の観音崎事務所写真 日本水産株式会社 

127 計画当初の戸畑漁港写真 日本水産株式会社 

128 現在の日本水産戸畑ビル写真 日本水産株式会社 

Ⅴ．藤田伝三郎銅像建立と萩  

  資料名 所蔵者・提供者・出典 

129 藤田伝三郎銅像除幕式写真帳 明治 44 年（1911） 萩博物館 

130 釘彫伊羅保茶碗 志都岐山神社蔵（萩博物館保管） 



  資料名 所蔵者・提供者・出典 

131 故男爵藤田翁銅像建設書 大正 5年（1916） 萩市立萩図書館 

132 銅像前の藤田伝三郎妻・藤田平太郎夫妻写真 『藤田伝三郎銅像除幕式写真帳』 

133 銅像除幕式直後の光景写真 『藤田伝三郎銅像除幕式写真帳』 

134 銅像除幕式直後の餅撒き写真 『藤田伝三郎銅像除幕式写真帳』 

135 除幕式当日の祝祭（古魚棚町・片河町・瓦町・呉服町シャギリ）写真 『藤田伝三郎銅像除幕式写真帳』 

136 除幕式当日の祝祭（橋本町シャギリ・変装行列、平安古御備）写真 『藤田伝三郎銅像除幕式写真帳』 

137 除幕式当日の祝祭（北古萩藤車、浜崎町・今魚棚町シャギリ、東田町東組）写真 『藤田伝三郎銅像除幕式写真帳』 

138 除幕式当日の祝祭（土原・江向シャギリ）写真 『藤田伝三郎銅像除幕式写真帳』 

139 明倫小学校講堂完成式写真 大正 3年（1914） 萩市立明倫小学校 

140 藤田男爵家顕彰碑写真   

Ⅵ．久原房之助の萩帰郷 
 

  資料名 所蔵者・提供者・出典 

141 久原房之助一行帰郷写真帳 大正元年（1912） 萩博物館（山田洋子氏寄贈） 

142 久原文子謹呈銀盃 萩博物館 

143 久原文子園遊会案内状 大正元年（明治 45 年、1912）6 月 9 日 萩博物館 

144 須佐滞在中の久原房之助一行写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

145 汽船にて須佐帰着写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

146 須佐での大園遊会写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

147 阿武郡立実科高等女学校での久原房之助一行写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

148 指月公園での大園遊会（会場入口）写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

149 指月公園での大園遊会（会場内）写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

150 久原房之助一行の自動車（大田付近）写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

151 久原房之助一行の自動車（須佐の園遊会場）写真 『久原房之助一行帰郷写真帳』 

152 久原文子頌徳碑写真   

153 久原房之助頌徳碑写真   

154 久原波止場写真   

155 久原波止場築造記念碑写真   

Ⅶ．鮎川義介と萩産業大博覧会  

  資料名 所蔵者・提供者・出典 

156 萩史蹟産業博覧会日産館写真帖 昭和 10 年（1935） 萩博物館（高橋俊二郎氏寄贈） 

157 博覧会会場及び萩市史蹟名勝地図 昭和 10 年（1935） 萩博物館 

158 萩博覧会案内パンフレット 昭和 10 年（1935） 萩博物館 

159 萩史蹟産業大博覧会通券 昭和 10 年（1935） 萩博物館 

160 萩史蹟産業大博覧会ポスター写真 萩博物館 

161 博覧会日産館実行委員写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

162 博覧会会場全景写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

163 日産館写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

164 ダットサンのデモンストレーション写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

165 日立製作所出展ブース写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

166 日本鉱業出展ブース写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

167 日本水産出展ブース写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

168 共同漁業出展ブース写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

169 中央損害火災保険休憩所写真 『萩史蹟産業博覧会日産館写真帖』 

170 満州重工業開発会社重役出身府県別一覧 『日産懇話会々報』（昭和 13 年度） 

171 満州重工業開発会社重役趣味番付 『日産懇話会々報』（昭和 13 年度） 

 


