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UEM ACHIDA ICHI KONJA KU TIMES

U-CoRo STEP Ⅱ

「上町台地 今昔タイムズ」とは

http://www.og-cel.jp/project/ucoro/index.html

発行：大阪ガス エネルギー・文化研究所（CEL）

※U-CoRo=ゆーころ（上町台地コミュニケーション・ルーム）

問合せ先：tel.06-6205-3518（担当：CEL 弘本）

2025年大阪・関西万博を前に、レガシー という言葉が躍っています。
さて、21世紀を生きる私たちは、未来に何をリレーすることができるので
しょう。そこで、20世紀の曙から始まった上町台地 博覧会時代に再び
注目。モダン大阪のユニークな精神を開花させた新星たちは、どのような
点と線で結ばれ、何を拠りどころに魂のリレーが繰り広げられていったの
か。忘れてはいけないエポック、埋もれていた人物のエピソードをはじめ、
煌めく光跡をたどる、 超時空遺産 再発見の旅に出ましょう。

1900年

、
歳）
荒木和一（28

青年実業家・
ロイ・フラーの
パリの万博で、
れる
光の舞に魅了さ

大 阪の 内 国 博 でも
ぜひ 実 現 し たい!

荒木和一は、大阪・難波で日本で初めて
映画上映をした人物。のちに1900年のパ
リ万博を独自に視察。
「電気宮」
で踊る女
性ダンサーのロイ・フラーに注目し、1903
年開催の第五回内国勧業博覧会の
「不思
議館」
などの企画に活かした。海を越えて
活躍する実業家であると同時に、優れた
感度を持つ文化の輸入者だった。

〝超時空遺産〟上町台地 博覧会時代

モダン大阪に煌めいた
若き才能たちの光跡

企画・編集：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
（CEL 弘本由香里、B-tran 橋本護・小倉昌美）

わたしたちが暮らす 上町台地 。古代から今日まで絶えることなく、人々
の営みが刻まれています。天災や政変や戦災も、著しい都市化も経験しまし
た。時をさかのぼってみると、まちと暮らしの骨格が浮かび上がってきます。
自然の恵みとリスクのとらえ方、人とまちの交わり方、次世代への伝え方…。
過去と現在を行き来しながら、未来を考えるきっかけに、U-CoRoプロジェ
クト第2ステップでは、壁新聞「上町台地 今昔タイムズ」を制作いたします。

★Araki Waichi

★Kanao Tanejiro

1878（明治11）年

★赤松麟作※2 岡山県津山に
生まれる。
★12月7日 与謝野晶子※3、
堺の老舗和菓子店駿河屋の
三女（鳳晶子）として生まれる。

1879（明治12）年

★4月21日 金尾種次郎※4、
心斎橋筋の仏教書の書肆、
金尾文淵堂に生まれる。

1891（明治 24）年

Kyukin

1894（明治 27）年

菊池寛の発意で「直木賞」に名を残す。

1896（明治 29）年

★12月 荒木和一（24）、アメリカのエジソン商会から輸
入した映写機ヴァイタスコープを使い、難波の鉄工所で日
本初のスクリーン上映を行う。

1897（明治 30）年

★4月 第一次大阪市域拡張。大阪市は接続する村を編入し、
市域は約3.7倍に拡大、産業都市としての整備が進められる。

1899（明治 32）年

★荒木和一（28）は、大阪で開催予定の第五回内国勧業
博覧会の企画に参画し、パリ万博を視察。人気を博して
いたロイ・フラーの舞台も鑑賞。
★12月26日 稲垣足穂※6、
大阪船場（現在の北久宝寺2）に
歯科医の次男として誕生

必ず決つ
私の家の大阪行には︑

時代の変わり目に︑若き文学者が集った
金尾文淵堂 肥田晧三 さん︵元関西大学文学部教授
)

裏面のコメントに続く

晶子
︵４歳︶
家族と大阪に遊ぶ

なら遅い早いにかゝはらず︑
牡

た様式がありました︒
春である

屋へ最初に行くのです︒
それか

丹で名高い吉助園と云ふ植木

ら上本町の博物場へ廻るので

す︒
中の島公園へも行くのです︒

彦と云ふ川魚料理の船で︑
御飯

そして浪華橋の下の生洲の網

を食べて帰るのでした︒

1883年頃

金尾文淵堂は︑
心斎橋筋で江戸時代から続く主に仏教
書を出す小さな書肆でした︒種次郎の代になって︑俳句
雑誌なども出し始めます︒ちょうど大阪の内国博直前
〜 1902
︶
年頃は︑
関西でも文学熱が
の明治三〇〜三五︵ 1897
高まった時期︒金尾も文芸誌
﹁ふた葉﹂﹁小天地﹂
を出し︑
心斎橋筋の店は︑文芸に関心を寄せる青年らが集まる
﹁梁山泊﹂
のような場所になりました︒書籍も︑近代詩の
始まりと言える薄田泣菫
﹃暮笛集﹄
を出版するなどして
評価を高めますが︑
経営は次第に行き詰まり︑
やがて東
京へと拠点を移すことになります︒しかし︑
以降も金尾
は節を曲げず︑美しい造本の良書を出す出版社として一
時代を築いていきます︒特に与謝野晶子の本の代表作
は多くが金尾から出ていますが︑
その装丁もみな素晴ら
しい︒晶子の第二歌集
﹃小扇﹄
をはじめ︑他所から出てい
た処女作
﹃みだれ髪﹄
も再版し︑﹃新訳源氏物語﹄
も出して
いる︒その関係は長きにわたり︑
親しく深いものでした︒

大 阪の日 本 画・洋 画 家は
団 結 す るべし!

そ う だ!

★Akamatsu Rinsaku

※6 いながき・たるほ（〜1977）
、小説
家。特殊な宇宙的感覚を表現した作
品で知られる。少年時代から航海家
を夢み、光学機器に興味を抱き、飛
行機にも魅了される。1923年『一千一
秒物語』を刊行。その後、新感覚派
の作家として活躍した。

★与謝野晶子（22）、実家を出て東京に移り、処女歌集
『みだれ髪』を刊行。のちに与謝野鉄幹と結婚。
本町橋詰にあった大阪博物場内の動物園の
挿画
（
『大阪名勝図会 巻ノ壱』
）

与謝野晶子﹁私の生ひ立ち﹂

￨ 高津西坂の下に百花園松井

大阪の画家たち
、内国博に
大いに刺激を受
ける

吉助牡丹・大阪博物場

うえきや

吉助といふ 棠 駝 あり ︵中略︶

禄時代に始まり︑
凡そ百年以前よ

此家に牡丹を培養することは元

り今の如く花壇を設けしとぞ︒

諸雑貨を売る︑
美術館には年中新

￨ 場内には数棟の陳列所ありて

古の美術品を折々取りかへて陳列

物の柵を設けて鳥獣虫魚を養ふ︑

金尾種次郎と幼馴染で作家とも親交が深
かった赤松麟作や後に大阪画壇の中心として
後進育成に努めた日本画の北野恒富らが集
い共に研鑽を積もうという動きが生まれてきた。

し︑︵中略︶
園内花卉を植並べ︑
動

立図書館デジタルアーカイブより）

﹃大阪名勝図会﹄金尾文淵堂

まだ西成郡今宮村と呼ばれて

幼児記憶にも鮮明な内国博

大博覧会が開かれた︒
この会場

いた天王寺に︑
第五回内国勧業

ウォーターシュートが紹介され

の一隅︑
茶 臼山の池に初めて

感覚の魅力を喚び起こしたの

て︑
これが私の父に二十世紀的

であろう︒

稲垣足穂﹁ノアトン氏の月世界﹂

内国博では会場内に美術館がつくられ、
多数の美術作品が展示された。赤松麟
（大阪市
作も出品し、高い評価を受けた。

1903年頃

家族と大阪の内国博に行った幼い稲垣足穂。
父親は茶臼山のウオーターシュートを体験し、
夜間のイルミネーションにも感嘆の声をあげた
という。この父のときめきから、モダニズム文
学の新星が
赤松麟作（25歳）
生まれた。
ら

Kitano
Tsunetomi

※５ なおき・さんじゅうご（〜1934）、

★仏のリュミエール兄弟が映画のシネマトグラフを開発、1895
年にパリで一般公開。1900年パリ万博でも映画上映。

1901（明治 34）年

明治期の上町台地名所を紹介した
『大阪名勝図会 巻ノ壱』
（金尾文淵堂、
1903 資料提供：肥田晧三氏）

1903年

※４ かなお・たねじろう（〜1947）
、
家業の出版業を継ぎ、薄田泣菫『暮笛
集』や文芸雑誌「小天地」刊行。1905
年から東京に店を移し、与謝野晶子
ら著名作家の文芸書を多数刊行。

小説 家。本 名は植 村 宗 一。筆 名は、
★2月12日 直木三十五※5、 年齢に応じて三十一〜三十三と変更
上町台地（現在の中央区安堂寺町2） し、以後三十五を名乗る。
『南国太平
記』などで流行作家に。没後、友人・
に生まれる。

（1907年浪華尋常小学校に入学する
が、同年に兵庫県の明石に転居）。

1903年

※３ よさの・あきこ（〜1942）、歌人。
22 歳で上京。1901年に第１歌集『み
だれ髪』刊行。源氏物語の現代語訳
などでも知られる。夫は「明星」を創
刊した与謝野鉄幹。

★4月15日〜 11月12日 パリ万国博覧会開催。エッフェル塔の
エスカレーターや会場内の動く歩道、電車などが人気を呼んだ。
また舞踊家ロイ・フラーによる光の舞が上演された。

★Akamatsu Susukida

江戸時代に出された
『摂津名所図会』以来の大阪の総合的な名
所案内本つくりを目指して、この年、心斎橋の金尾文淵堂は
『大阪
名勝図会 巻ノ壱』
を編集発行。伝統を装いつつ、細部に鋭く時代
の移り変わりを描いたが衆目を集めず、知る人ぞ知る一冊に
（全５
巻発行予定も１巻に止まった）
。歴史を受け継ぎ、領域を越え、伝統
を凌駕する、金尾種次郎の人脈と本づくりの独自の歩みが始まる。

※２ あかまつ・りんさく（〜 1953）、
洋画家。1883 年に大阪に転居。東
京美術学校西洋画科を卒業。画塾
で優秀な弟子を多数育成し、大阪
洋画壇に指導的役割を果たす。

1900（明治 33）年

幼い頃の与謝野晶子も訪れたという
「吉助園」
を描いた
『大阪名勝図会 巻ノ壱』
の挿画
Rinsaku

英語に堪能で、のちにカナダの生命保

★荒木和一※1大阪で生まれ 険会社支部長や公式通訳官を務める。
（のち心斎橋の舶来雑貨商の養子に） 第五回内国勧業博覧会に参画する。
る。

★金尾種次郎（20）、薄田泣菫（22）の処女詩集『暮笛集』
を出版、口絵は新進画家の赤松麟作（21、種次郎の小学同級
（のち「小
生）。この時期、金尾文淵堂は文芸雑誌
「ふた葉」
天地」）発刊、若き作家や歌人たちが金尾の店に集った。

金尾種次郎（24歳
）
大阪での内国博
に向け
「大阪名勝図会
」を編集す！

今の 大 阪の 名 所 案 内の
決 定 版 をつ く る ぞ !

1903年

関連人物エピソード年表
※１ あらき・わいち
（〜1957）
、実業家。
1872（明治 5）年

1903（明治 36）年

★大阪での第五回内国勧業博覧会を控え、金尾種次
『大阪名勝図会 巻ノ壱』を編集し発行。
郎（24）は、
★赤松麟作（25）、白馬会展の受賞作品「夜汽車」を内
国博に出品、褒状を受ける。
★荒木和一（31）、内国博の娯楽
施設を企画。
「不思議館」でカー
マンセラ嬢の電気の舞を上演、
大人気を博す。
★植村少年（直木三十五、12）、実家 内国博の不思議館で実演
の古着屋の売上金をごまかし、 された電気の舞（国立国会
図書館デジタルコレクションより）
内国博の不思議館にカーマンセ
ラ嬢の電気の舞を見に行く。
★稲垣足穂（2）、家族と内国博
を訪れ、幼心にモダン都市イメー
ジを強く感得する。
★12月17日 ライト兄弟、世界初の 内国博の展示館を彩ったイ
有人動力飛行に成功。この後、飛行
機の性能は急速に発展。

ルミネーション（大阪市立図書
館デジタルアーカイブより）

1904（明治 37）年

日露戦争に従軍した弟を思い、
★9月 与謝野晶子（25）、
「君死にたまふことなかれ」を「明星」に発表。

1905（明治 38）年頃

★金尾種次郎（26）、大阪から東京に金尾文淵堂を移
転。精力的な出版活動を進め、凝った装丁の美本で知
られる文芸出版社となる。

1907（明治 40）年頃

★赤松麟作（29）、
北野恒富（27）ら在阪青年画家たちは、
日本画・洋画の枠を越え「大阪絵画春秋会」に結集。

参考文献：
『大阪「映画」事始め』武部好伸 2016 ／『金尾文淵堂をめぐる人びと』石塚純一 2005 ／「りんさく画伯と大阪のまちを語ろう。」大阪市立近代美術館建設準備室 2010 ／『大大阪記念博覧会誌』1925 ／『再見 なにわ文化』肥田晧三 2019 ほか
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通 天 閣は
凱 旋 門 プラ ス
エッフェル 塔 ！

）
、
一（40歳
！
荒木和
尽力する
に
発
開
の
新世界

東西文明・文化のカオスから
モダン都市大阪の結晶が…

博覧会を先鋒に社会を席捲した近代技術の数々は、都市と暮ら
しの様相を一変させていきました。注目すべきは、それらの技術
が大阪に蓄積されてきた歴史・文化・風土と融合し、創造の母胎
となるカオスを呼び覚ました事実です。近世と近代、西洋と東洋、
文と理、異なる思想や技術が入り混じり、結晶としてのモダニズ
ム文化が生み出されていったのです。
Tanejiro

少年が想いを寄せたルナパーク

この広い土地が明治最後の年

隣りに新世界が誕生して︑
鉄骨

に︑
天王寺公園になった︒その西

1912年

の通天閣がそびえ立った︒新世

界の中心がルナパークで︑
ここで

リングウェイヴと︑
索道飛行船

は︑
ローラースケート場とサーク

エジプト

とがお目見えしたが︑
その片隅

大 阪 市 は︑
一つの有機体

東京とは違つて遊楽の
…
街区が略一箇所に集中し

鳥瞰は東京のやうに散漫

て居るからして︑
この市の

1909 年頃

ではなくつて一つの有機体

大阪市の形態及び生理の

︵オルガニズム︶
としての

観相を味ははしめる︒

より︶

『畿内見物 大阪之巻』
（金尾
文淵堂、1912）
。表紙は四天
王寺からの大阪遠望で、海
側には多数の煙突が並ぶ。

︵
﹃畿内見物 大阪之巻﹄

木 下 杢 太 郎﹁大阪﹂

、
歳）
足穂少年（12
、
で
会場
全国発明品博覧
心奪われる
に
物
実
の
飛行機

にあった埃及館および不思議館

通天閣の入口の大天井には
化粧品会社の中山太陽堂
（現
クラブコスメチックス）
の、
巨大
な孔雀や花々を描いた天井
画広告が掲出されていた。

東京に拠点を移した金尾文淵堂は、一流の画家たちに
よる凝った装丁の美しい本づくりで知られた。
『畿内見物』
はその代表作で執筆者には、東京在住の与謝野晶子
のほか、高安月郊、薄田泣菫、吉井勇などが名を連ねた。

1913年

関連人物エピソード年表
1909（明治 42）年

を︑
私は逸することができない︒

Akiko

★Kanao

超時空遺産 上町台地 博覧会時代
モダン大阪に煌めいた若き才能たちの光跡

内国博ののちに荒木和
一は、新世界・ルナパー
クの企画と運営に参画、
のちに大阪商工会議
所の委員にもなり、大阪
の財界で重きをなした。

稲垣足穂﹁ノアトン氏の月世界﹂

★Yosano

大 阪 で 培 われた
文 化の 再 発 見 だ ！

1912年

金尾種次郎（33歳
）
、
本づくりの粋を
凝らす！

1912年
★Araki Waichi

天王寺公園を描いた絵はがき（大
阪市立図書館デジタルアーカイブより）

★与謝野晶子（33）、金尾種次郎（33）の依頼を受け、翌年
11月にかけて『新訳源氏物語』４巻を金尾文淵堂から出版。
★内国博会場跡地の西半分に新世界が誕生

し、遊戯施設が並ぶルナパークが開園（1923
年閉園）
。

★荒木和一（40）は、跡地の開発会社顧
問として新世界の開発・運営に参画。
『畿内見物 大阪之
★金尾種次 郎（33）、
巻』を発行。同書は、多分野の才能を集
め編集・印刷技術の粋を尽くした金尾文
淵堂の本づくりの代表作。

新世界・ルナパークの
シンボルとして建てら
（大阪市立図
れた通天閣

1913（大正 2）年

書館デジタルアーカイブより）

★足穂少年（12）、天王寺公園の全国発明品博覧会で、伏
見・深草で墜死した武石浩玻の飛行服と壊れた飛行機の
破片を目にする。同時に、1910 年12月に代々木練兵場で日
本初飛行を見せた日野熊蔵大尉のグラデー式単葉飛行機
の実物展示にも目を瞠る。
「日
★稲垣足穂（15）、飛行家を目指し発足したばかりの羽田の
本飛行機学校」の第一期生に応募（近視のため不合格）
。

1919（大正 8）年

1923（大正12）年

ボクはきっと︑
飛 行 機 乗 りに
なリ ましょ う ！

『一千一秒物語』を刊行、モダニズム文学
★稲垣足穂（22）、
の新星として注目を集める。

★関東大震災（9月1日）の後、金尾種次郎（44）は金尾文淵堂
の拠点を再び大阪に移す。

誇るべき史跡が失われている

と化しつつある今日でも︑
名

麗はしい水の都が黒い煙の都

Rinsaku

嘉数次人 さん︵大阪市立科学館学芸員

り︑
由緒もある箇所を挙げた

★Akamatsu

所といへば少しは風懐もあ

い︒数へ上げて見た︒名所ら

蹟は悲しいかなだんだん亡び

しい名所︑
浪花に誇るべき史

てしまい︑
一寸見当がつかない︒

より︶

肥田晧三 さん︵元関西大学文学部教授

苦しい時代の私を支えてくれた︑
雑誌﹁上方﹂
の通読

会が
大大阪博覧
た
し
出
照らし
眼差し
もうひとつの

1925年

1925年
★Nanki

Yoshitaro

失 わ れつつ あ る
大 阪の 文 化 基 盤に
目 を 向 け よ︕

︶
南木芳太郎は︑
昭和一四︵ 1939
年四月の
﹁上方﹂
第百号
︶
年に撮った関西文学同好会
の巻頭に︑
明治三五︵ 1902
の若者たちの写真を載せています︒三十七年前のこ
の光景が︑
南木にとっては原点の一つだったのかもし
れません︒奇しくも若き南木の隣には金尾種次郎が
並んでいます︒南木が雑誌
﹁上方﹂
を発行し始めたの
︶
年︒私はまだ子ども時分でしたが父
は昭和六︵ 1931
が購読していたのを覚えています︒表紙には︑
長谷川
貞信が幕末〜明治の大阪の風景・風俗を描いた美し
い木版画が貼られていました︒その後︑﹁上方﹂
は昭和
︶
年まで続き第一五一号で休刊︒翌年の大阪
一九︵ 1944
大空襲で島之内のわが家も焼けて何もかも失くし
たうえに︑
私は戦後︑
十年の長きにわたる闘病を強い
られます︒その苦しい日々の中で︑
貪るように読んだ
のが︑
叔父が保存していて貸してくれた全冊揃いの
﹁上方﹂
でした︒当時はその通読だけが心の支えとな
り︑
のちの私の人生を方向づけるものとなりました︒

表面のコメントから続く

︵
﹃大大阪記念博覧会誌﹄

★Naoki Sanjugo

1925年の大大阪記念博覧会には、
画家の赤松麟作や文楽研究家の
木谷蓬吟、郷土文化研究の南木芳
太郎などが企画運営に関わり、大阪
文化の再評価の動きも顕在化した。

南木芳太郎
﹁名物名所の大阪﹂

この雑 誌で︑日 本の
出 版 を 変 えてやる！

関東大震災で多くの文化人が大阪に避
難。故郷の大阪に戻った直木は、通天閣
の大天井画の広告主でもあった中山太
陽堂が設立したプラトン社で雑誌
「苦楽」
の編集に携わった。編集部には小山内薫、
川口松太郎、デザイナーに山名文夫、山
六郎などの逸材が揃った。

)

三十二（32歳当時の名
）
、
大阪で日本一モ
ダンな
雑誌の編集に携
わる

すべての世代の心を捉えた︑
無限の宇宙と未来への夢

権威によらず、
さまざまな分野の職業人一人ひとりが垣根なく結びつき、
刺激し合い、モダン都市大阪の粋が極められていきました。大正末期
から昭和初期にかけて 大大阪 と呼ばれた時代は、その頂点ともい
えるでしょう。同時に、彼らは、失われつつある大阪の歴史・文化・風土
を再評価し、後世に伝えていくことを使命とする、研究・出版の大きな
ムーブメントを起こすのです。 直木三

近代化を目的に数々の博覧会が開催された時
代︑
大阪には常設の科学館も誕生しました︒
昭
︶
年に大阪市電気局が四ツ橋に開館
和一二︵ 1937
した電気科学館は︑
科学館としては日本初︒
電
気の普及にとどまらず︑
科学をテーマにした社
会教育施設としても構想され︑
その展示は未来
志向が特徴でした︒
特に人気を博したのは六階
に設けられた東洋初のプラネタリウム︒
電気局
幹部が欧州で実物を見て大いに感銘を受け︑
建
物の建設中に設計変更までして︑
当時最先端の
ドイツ製機械を導入したもの︒
少年時代に同
館を訪れた手塚治虫も︑
初めて目にする鉄アレ
イ型の機械に強烈な印象を受けたそうです︒
また︑
織田作之助も
﹁星の劇場﹂
という作品で︑
戦地の夜空に故郷を思ったという友の便りに促
されて電気科学館に赴き︑
そこで見た人工の星
空に魅了され感動する場面を描いています︒
子
どもも大人も︑
すべての世代の心を捉えたのは︑
無限の宇宙と未来への夢だったのでしょうか︒

モダンの極み 大大阪 から
歴史・文化・風土の再評価へ…

1923

1912（明治 45・大正元年）年

『畿内見物』全３巻をまとめ増補した形で『畿
★金尾種次郎、
内行脚』を発行。同書には、当時の文化を牽引する作家や研
究者が参加し、
大阪の浄瑠璃研究家の木谷蓬吟（42）も執筆。

★Inagaki Taruho

年

王寺公園が開園。本格的な都市
公園としては市内唯一のもので、
その後も大小の博覧会会場として
使われた。

1916（大正 5）年

大阪の名所、文化、風物詩などを画家の中沢弘光
が取材し描いた挿画を木版ほかの多彩な印刷術を
駆使して組み込み造本している
（上の木版画は四
天王寺、下は染物の干し場が並ぶ河岸風景）
。

内国博跡地に誕生した天王寺公
園に、稲垣足穂は大阪・船場から
明石に転居したのちも度々訪れた。
天王寺公園で開催された博覧会
で目にする実物の飛行機に少年
は眼を見張った。メカニック、オブ
ジェ、天体に心奪われた少年は、
長じてスペクトラムのごとき著作の
宇宙の扉を開く。

★内国博会場跡地の東半分に天

)

「上方」
第100号掲載の写真。
内国博前年の明治35年1月、
★Kitani
Hougin
関西文学同好新年会に集っ
た面々で、前列左端が金尾
（1948年、毎日新聞主催）
種次郎、
右隣が南木芳太郎、 戦後に上町台地で開かれた復興大博覧会
に、
奇しくも南木芳太郎の子息、
南木淑郎が事務局として関わっている。
３列目右端は与謝野鉄幹。

東京から大阪に戻っ
★関東大震災ののち、
た直木三十五（32）はプラトン社（生家に近い谷
町五丁目乙20番地）に入社。大正〜昭和初の編
集・デザイン史を彩った雑誌「苦楽」編集に
携わる。以後、次第に直木は時代小説の執
筆にも取り組む。

1925（大正14）年

プラトン社の雑誌

★4月 第二次大阪市域拡張。周辺地域を編入し、「女性」

人口・面積ともに日本一の都市「大大阪」が誕生。

「大大阪」誕生に合わせ、毎日新聞社主催の大大阪記念博覧会が
★
天王寺公園と大阪城を会場に開催される（3月15日から47日間）。

同博に向けて、赤松麟作（47）は大阪築
城・落城を壁画に描く。本館では、大パ
ノラマを囲み27テーマで都市・大阪の
現 状や 未来 像を示 す展 示 が並んだ
（
「文芸の大阪」展示を木谷蓬吟（48）、
「名物名所の大阪」を上方文化研究家
の南木芳太郎（43）が担当）
。
★直木三十五（34）、映画製作者集団
「連合映画芸術家協会」を結成し、映画
大大阪記念博覧会の
制作に取り組む。

1926（大正15）年

ポスター

★赤松麟作（48）、心斎橋筋の丹平ハウスに赤松洋画研究
所を開き、後進の育成に努める（門下生には佐伯祐三も）。

1929（昭和 4）年

雑誌
「郷土趣味
大阪人」

★木谷蓬吟、雑誌「郷土趣
味 大阪人」発刊（10号で終刊）。

1931（昭和 6）年

★南木芳太郎、上方郷土研
究会を発足し、
機関誌
「上方」
を創刊（1944年の151号まで刊行）。

1936（昭和11）年

郷土研究
「上方」

★住友家から寄贈された旧本邸跡地に市立美術館が開館。

1945（昭和 20）年

★大阪大空襲で、大阪市街は焼野原に。

1946（昭和 21）年

★大阪市立美術館付設の美術研究所が開設され、赤松麟
作（68）が実技指導担当教授に就任（鍋井克之、須田国太郎、小磯
良平、田村孝之介らも共に実技指導を担当）。

1947（昭和 22）年

★赤松麟作（69）、金尾文淵堂から、戦災前の大阪を描いた
『大阪三十六景』を出版。
イラスト：小倉昌美（B-train）

