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*1 第 1 回ロンドン万国博覧会 *2 第 2 回ロンドン万国博覧会 *3 第 2 回パリ万国博覧会 

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、リレー講座を行います。 

その中から「万国博覧会と日本」「京都と博覧会」「琵琶湖疏水と電力」「第三高等中学校から京都大学へ」「明治期の京都」を

テーマに、当館所蔵資料を紹介します。 

万国博覧会と日本 

京都と博覧会 

『京都博覧会塲之図』（「京の記憶アーカイブ」より） 

※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧

会 

※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧

会 

※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧

会 

※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧

会 

※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧

会 

*4 当館所蔵資料 5 点を平成 23 年に複製・合綴したもの（「御所之内大博覧会之図」所収 京の記憶アーカイブでもご覧いただけます。） 

※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧

会 

 

都をどりは、明治５年の京都博覧会附博覧（イベント）として始まりました。当館では、都をどりのパンフレットなどを所蔵しています。 

タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号
Tallis's history and description of the
Crystal Palace, and the Exhibition of the
World's Industry in 1851. vol. 1 -vol. 3　*1

 edited by J.G. Strutt  London Print. and Pub.
1851-
1852

Y||606.9||012434-
012436

The Art Journal illustrated catalogue of
the International Exhibition 1862　 *2

 J.S. Virtue [1863] Y||703.8||012433

Recollections of the Paris Exhibition
of 1867　*3

 by Eugene Rimmel Chapman and Hall [1868] Y||706.9||000983

万国博覧会 : 技術文明史的に 吉田光邦著 日本放送出版協会 1970 Y||606.7||002966
図説万国博覧会史 : 1851-1942 吉田光邦編 思文閣出版 1985 Y||606.9||000863
万国博覧会の研究 吉田光邦編 思文閣出版 1986 Y||606.9||018078
ボストン美術館華麗なるジャポニスム展 :
印象派を魅了した日本の美

京都市美術館[ほか]編集 NHK 2014 ||721.02||B66||

デビュー : 美術工芸の半世紀明治の万国
博覧会

霞会館資料展示委員会編/
久米美術館編集協力

霞会館 2015 ||750.21||Ka79||1

タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号
博覧会目録 三井高福[ほか]輯 1871 K1和||606.9||Mi64||
博覧会品物目録 伊東久兵衛 [1872] K1||606.9||H19||
京都博覧会規則 博覧会社 [18‐‐] K0和||606.9||Ky6||
[明治時代の京都の博覧会] *4 [1877] K1E||606.91||Me25||
京都博覧会沿革誌 [京都博覧協会編] 京都博覧協会 1903 K||606.9||Ky6||
京都博覧恊会史畧 大槻喬編纂 京都博覧協会 1937 ヨ||993||87||

京都府史 : 第一編 : 別部 : 博覧会類1.2 1874
行政文書 : 京都府史
67.68

明治期府県博覧会出品目録 東京文化財研究所美術部編 東京文化財研究所 2004 ||703.8||To46||
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||
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||

「明治四年京都博覧会について」（朱雀 25
号）

畑智子著 京都文化博物館 2013 ||スサク||K

※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧
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※
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※

  ※①第 1 回ロンドン万国博覧会 ※②第 2 回ロンドン万国博覧会 ※③第 2 回パリ万国博覧
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琵琶湖疏水と電力 

第三高等中学校から京都大学へ 

明治期の京都 

京都府立京都学・歴彩館 〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 1-29 ℡:075-723-4833 

web:http://www.pref.kyoto.jp/rekiasikan/会 

※印はカウンターで書庫資料請求をしてください。 

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

タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号
紅萌ゆる丘の花 : 写真図説第三高等学校
80年史

講談社 1973 K1||377.3||Ku59||

京都大学の精神 : 京都大学創立100周年
記念出版

紫翠会出版 1995 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||
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||
新編自由寮史 三高記念室編 三高自昭会 2006 K1||377.3||Sa65||
三高の見果てぬ夢 : 中等・高等教育成立
過程と折田彦市

厳平著 思文閣出版 2008 K1||376.48||G34||

戦中・戦後三高小史 上横手雅敬原著/三高記念室編 三高自昭会 2008 K1||377.3||Sa65||
神陵小史 : 新版 三高記念室編 三高自昭会 2009 K1||377.3||Sa65||
稿本神陵史 : 大学予科編 三高記念室編 三高自昭会 2010 K1||377.3||Sa65||
紅もゆる丘の花 : 戦前期昭和の青春断章 岸田達也著 文藝春秋企画出版部 2011 K1||289.1||Ki57||
京都大学の歴史 : 常設展 京都大学大学文書館編 京都大学総務部広報課 2011 K1||377.28||Ky6||
稿本神陵史 : 高等科編 三高記念室編 三高自昭会 2011 K1||377.3||Sa65||
明治の青春歌「紅もゆる丘の花」 : 謎の作
曲者を解く

岸田達也著 文藝春秋企画出版部 2013 K1||767.6||Ki57||

タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号
京都府百年の資料 : 1-9 京都府立総合資料館編 京都府 1972 K0||216.206||Ky6||1-9
写真でみる維新の京都 石田孝喜文・写真 新人物往来社 1986 K1||210.58||I72||
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||
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||

古文書つれづれ&明治の京都 京都府立総合資料館編 京都府立総合資料館 2003 K0||216.2||Ky6||
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 K0||289.1||Ma34||

幕末から明治へ-時代を読み解く 鶴巻孝雄[ほか]述
同志社大学人文科学研究
所

2004 K0||210.58||D88||

近代京都研究 丸山宏[ほか]編 思文閣出版 2008 K0||216.206||Ki42||
みやこの近代 丸山宏[ほか]編 思文閣出版 2008 K1||216.206||Ma59||
北垣国道日記「塵海」 北垣国道 [著]/塵海研究会編 思文閣出版 2010 K0||289.1||Ki63||
絵はがきで見る京都 : 明治・大正・昭和初
期

森安正編 光村推古書院 2012 K1||216.206||Mo45||

明治維新・大正ロマン 文明開化の京都年
表帖

ユニプラン 2013 K1||210.6||Ky6||

タイトル 編著者 発行所 出版年 請求記号
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||

琵琶湖疏水工事写真帖
*京の記憶アーカイブでご覧いただ

けます。

琵琶湖疏水及水力使用事業 京都市電気局庶務課 [編] 京都市電気局 1940 MK1.9||517.6||Ky6||
疏水誕生 田村喜子文/藤原みてい絵 京都新聞社 1990 K1.9||517.6||Ta82||
琵琶湖疏水竣工100周年記念事業記録 京都市水道局編 京都市水道局 1991 MK1.9||517.6||Ky6||
明治・京都発、日本近代化のグランドディザ
イン

横川紀子著/佐野文礼写真 東京電力 2000 K1.9||517.6||Y74||

琵琶湖疏水 : よもやまばなし 浅見素石著 サンライズ出版 2005 K0||517.6||A86||
水系都市京都 : 水インフラと都市拡張 小野芳朗編著 思文閣出版 2015 K1||517.6||O67||
田辺朔郎博士六十年史 西川正治郎編 山田忠三 1924 K1||289.1||Ta83||
京の水：琵琶湖疏水に青春を賭けた田辺朔
郎の生涯

村瀬仁市編著 人と文化社 1987 K1||289.1||Ta83-M||

京都電灯株式会社五十年史 京都電灯 [編] 京都電灯 1939 K1||540.912||Ky6||
さよなら京都市電 : 83年の歩み 京都市交通局編集 京都市交通局 1978 K1||686.916||Ky6||


