
  

  

　平成30年は明治が始まってからちょうど150年目にあたります。当館では東京奠都による京都衰退の危機を乗り越えた明治期
における京都府の取り組み、現在も受け継がれている文化・産業等にスポットをあて、展示を行います。その中から「幕末・維新の
京都」「教育」「殖産興業」「平安遷都1100年」にテーマをしぼり、当館所蔵資料を紹介します。

京都府立京都学・歴彩館　2階京都資料総合閲覧室　資料紹介コーナー 　　　　　作成日：平成30年4月11日

御一新!展示関連資料リスト

『風説慶應大功記』より

幕末・維新の京都

御一新後の京都

教育

タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号

幕末維新素描紀行
チャールズ・ワーグマン [著] / 山本
秀峰編訳

ナウカ出版営業部 2017 ||210.58||W78||

京都幕末おもしろばなし百話 青木繁男著 / ユニプラン編集部編集 ユニプラン 2015 K1||210.58||A53||
ビジュアル幕末1000人 世界文化社 2009 ||210.58||B42||
龍馬・新選組らの京都史跡を歩く13コース 青木繁男著 ユニプラン 2009 K1||291.62||A53||
幕末検定クイズ : 龍馬編 木村幸比古 / 木村武仁著 淡交社 2008 K1||210.58||Ki39||
京都幕末維新かくれ史跡を歩く 木村幸比古文 / 三村博史写真 淡交社 2005 K1||216.205||Ki39||
幕末・維新彩色の京都 白幡洋三郎著 京都新聞出版センター 2004 K1||216.205||Sh81||
京都時代MAP 幕末・維新編 新創社編 光村推古書院 2003 K1||216.2||Sh69||
京都・幕末維新をゆく 木村幸比古文 / 三村博史写真 淡交社 2000 K1||210.58||Ki39||

タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号
御一新の明暗 三省堂 1979 ||210.6||G13||3||
明治・大正時代の京都史跡を歩く13コース 青木繁男著 ユニプラン 2013 K1||291.62||A53||
近代京都を生きた人々 : 明治人物誌 京都新聞社編 / 杉田博明著 京都書院 1987 K1||281.62||Su46||

明治天皇邦を知り国を治める
宮内庁書陵部 / 宮内庁三の丸尚蔵
館編

宮内庁 2015 ||210.6||Ku41||

錦絵にみる明治天皇と明治時代 丹波恒夫著 朝日新聞社 1966 ||216||TA85||
維新京都を救った豪腕知事 : 槙村正直と町
衆たち

明田鉄男著 小学館 2004 K1||289.1||A32||

明治文化と明石博高翁 田中緑紅編著 明石博高翁顕彰会 1942 K0||289.1||Ma34||
The guide to the celebrated places in
Kiyoto & the surrounding places for the
foreign visitors

K.Yamamoto [著]  [大日本スクリーン製造] 1981 K1S||291.62||Y31||

京舞井上流と近代日本舞踊の夜明け 岡田万里子 [著] [楽劇学会] 2012 K1||769.1||O38||

日本の博覧会 : 寺下勍コレクション 橋爪紳也監修 平凡社 2005 ||606.91||H38||

タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号
正親校150年の軌跡 番組小学校150年プロジェクト編 番組小学校150年プロジェクト 2018 K111||376.28||B18||

京都日本画の誕生
京都市立芸術大学 [編]  /田島 達也
監修

京都市立芸術大学 / 毎日新聞
社

2010 K1||721.9||Ky6||

近代盲聾教育の成立と発展 岡本稲丸著 日本放送出版協会 1997 K0||289.1||F93||
京都大学百年史 : 総説編 京都大学百年史編集委員会編 京都大学後援会 1998 K1||377.28||Ky6||
京都大学百年史 : 写真集 京都大学百年史編集委員会編 京都大学後援会 1997 K1||377.28||Ky6||
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『京電（鴨川二条）』（京の記憶アーカイブより）

『平安遷都千百年記念祭協賛誌　蒼竜編朱雀編』より

殖産興業
タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号

洛中洛外鉄道絵巻 : 京の都の鉄道史 京都鉄道博物館 2017 K1||686.216||Ky6||
動く京都・20世紀鉄道絵葉書の世界 森安正 / 生田誠 / 高田聡編 京都絵葉書研究会 2016 K0||686.216||Mo45||
京都駅物語 : 駅と鉄道130年のあゆみ 荒川清彦著 淡交社 2008 K0||686.53||A63||

京都滋賀鉄道の歴史
田中真人著 / 宇田正著 / 西藤二郎
著

京都新聞社 1998 K0||686.216||Ta84||

気球があがった : 近代京都の一世紀 : 開
館記念特別展

京都文化博物館学芸第二課編集 京都府京都文化博物館 1988 K1||210.6||Ky6||

ふるさと舞鶴 : 舞鶴市制施行70周年記念
写真集

加藤晃監修 郷土出版社 2013 K41-1||216.2||Ma31||

軍港都市史研究 坂根嘉弘編 清文堂出版 2010 K41-1||216.206||G94||
舞鶴と東郷平八郎 戸祭武著 北都新聞社 2005 K41-1||289.1||To23||
写真集 明治大正昭和 舞鶴 舞鶴地方史研究会編 国書刊行会 1983 K41-1||216.206||Ma31||
帝國大日本道中記 [樺井達之輔編輯] 松井淳  [2011] ||291.09||Ma77||
馬車の東西文明展 馬事文化財団馬の博物館編 馬事文化財団 2000 ||702.03||N62||
明治の郵便・鉄道馬車 篠原宏著 雄松堂出版 1987 Y||682||019750||
騎行・車行の歴史 加茂儀一著 法政大学出版局 1980 Y||209||017646||
御雇外国人J.A.ウィードの六年間 拝師暢彦著 京都新聞出版センター(制作) 2005 K343||376.48||H15||
琵琶湖疏水の100年 : 資料編 : 叙述編 京都新聞社編 京都市水道局 1990 MK1.9||517.6||Ky6||1-2

琵琶湖疏水図誌
琵琶湖疏水図誌刊行会編集 / [河田
小龍画]

東洋文化社 1978 K1||517.6||Ka98||

平安遷都1100年
タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号

神社紀行セレクションvol.4 : 平安神宮に行
こう

薗田稔監修 学研パブリッシング 2013 K12||175.9||So45||

平安神宮写真帳 平安神宮社務所編 平安神宮社務所 2000 K12||175.962||H51||
平安神宮百年史 平安神宮百年史編纂委員会編集 平安神宮 1997 K1||175.962||H51||1-2
時代祭 平安講社本部編集 平安講社本部 2008 K1||386.162||H51||
第四回内国勧業博覧会 : 町の再生 : 京都
女子学園創立100周年記念

京都女子大学・京都女子大学短期大
学部図書館編集

京都女子大学・京都女子大学短
期大学部図書館

[2010] K1||606.916||Ky6||

博覧会の時代 : 明治政府の博覧会政策 國雄行著 岩田書院 2005 ||606.91||Ku42||
平安遷都千百年紀念祭協賛誌 蒼竜編朱
雀編

若松雅太郎 [編]著 若松雅太郎 1896 K1||291.62||H51||1

平安遷都千百年紀念祭協賛誌 白虎編玄
武編

若松雅太郎 [編]著 若松雅太郎 1896 K1||291.62||H51||2

この他にも関連図書、行政文書、古文書、写真の資料もございますので、カウンターでご相談ください。


