
資料紹介コーナー

関係図書一覧
タイトル 出版年 請求記号 備考

鳥の目で見た富士　鳥瞰図の世界 2013 291.038/F66

パノラマ地図と旅　鳥瞰図と観光絵は
がきを楽しむ

2012 291.038/F85

昭和のはじめの「地図」の旅　横浜発
日本ひとめぐり

2006 291.038/Y75

美しき九州の旅　「大正広重」初三郎が
えがくモダン紀行

2008 291.038/Y86

美しき東北の街並み　鳥のまなざし吉
田初三郎の世界

2013 291.038/Y86

絵図にみる観光名所　吉田初三郎の
世界

1995 291.038/Y86

古地図研究　307　吉田初三郎特集 2000 291.038/Y86

パノラマ地図セレクション　吉田初三郎
の世界

2010 291.038/Y86

パノラマ地図を旅する　「大正広重」吉
田初三郎の世界

1999 291.038/Y86

吉田初三郎のパノラマ地図　大正･昭
和の鳥瞰図絵師

1995 291.038/Y86 別冊太陽

日本一の鳥瞰画仙･絵師吉田初三郎
の鳥瞰図原画目録稿

1997
291.038/Y86-
F

吉田初三郎の鳥瞰図を読む　描かれた
近代日本の風景

2009
291.038/Y86-
H

「写真絵はがき」の中の朝鮮民族 2010 292.109/Ko79

絵はがき･鳥瞰図（描かれた景観）
タイトル 出版地 出版年 出版者 請求記号 備考

行幸紀念北海道十景 [発行地不明] [昭和初期?] 北海道景勝地協会 291.1/Y86

札幌 札幌 1931 札幌商工会議所 291.15/Y86

小樽 洞爺湖町 1931 北海ホテルほか 291.17/Y86

日光大観 出版地不明 1919 [出版地不明] 291.32/Y86

海光の千葉県 千葉 1932 房総観光協会 291.35/Y86

神奈川県 横浜 1934 神奈川県観光聯合会 291.37/Y86

川崎大師平間寺図絵 大師河原町 1918 木村常吉 291.37/Y86

江之島と鎌倉名勝
川口村(神奈川県鎌
倉郡)

1919 熊谷治純 291.37/Y86

佐渡が島 [出版地不明] 1930 佐渡商船 291.41/Y86

金沢市 金沢 1932 金沢市 291.43/Y86

わかさ小濱 小濵町 1933 小濵町役場 291.44/Y86

軽井沢 軽井沢町(長野県) 1935 軽井沢町観光課 291.52/Y86

茶の静岡県 静岡 1928
静岡県茶業組合聯合
会議所

291.54/Y86

三聖地巡拝御図絵 大阪 1930 近畿観光会 291.6/Y86

姫路市 姫路 1931 姫路市 291.64/Y86

熊野名所遊覧案内 名古屋 1926 観光社 291.66/Y86

和歌浦名所 交通鳥瞰図 名古屋 1927 観光社 291.66/Y86

島根県鳥瞰図 松江 1934 島根観光協会 291.73/Y86

岡山後楽園名所図絵 東京 1923 大正名所図絵社 291.75/Y86

尾道市 尾道 1933 尾道市 291.76/Y86

　　　　    生誕130周年　吉田初三郎の世界

日本古地図学会

堺市博物館

堺市博物館

　　期　間　：　「描かれた景観」編　　　　平成26年６月12日(木曜日)～平成26年７月８日(火曜日)
　　　　　　　　「鉄道とともに」編　　　　平成26年７月10日(木曜日)～平成26年８月12日(火曜日)
　　　　　　　　「災禍で失われた風景」編　平成26年８月14日(木曜日)～平成26年９月９日(火曜日)
　　　　             　　　　　　※７月９日(水曜日)、７月21日(祝日) 、８月13日(水曜日)は休館
　　場　所　：　総合資料館３階　図書閲覧室

横浜都市発展記念館

北九州市立自然史･歴史博物館

東北歴史博物館

高岡市立博物館

出版者

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

富士市立博物館

平凡社

藤本一美

河出書房新社

高麗美術館



タイトル 出版地 出版年 出版者 請求記号

鞆之浦 名古屋 1930 観光社 291.76/Y86

史蹟要覧高松屋島琴平御案内 高松 1916 頼富庄蔵 291.82/Y86

松山道後名所図絵 名古屋 1927 観光社 291.83/Y86

福岡市 福岡 1936 博多商工会議所 291.91/Y86

北九州第一の絶勝唐津名所御案内 名古屋 1927 観光社 291.92/Y86

あまくさ
本渡町(熊本県天草
郡)

1932 天草風景協会 291.94/Y86

別府温泉 別府 1930 別府市 291.95/Y86

鳥瞰図（鉄道とともに）
タイトル 出版地 出版年 出版者 請求記号 備考

青梅鉄道 沿線名所図絵 東京 1923 青梅鉄道 291.36/Y86 JR青梅線

京王電車 沿線名所図絵 東京 1928 京王電気軌道 291.36/Y86 京王電鉄

目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄 沿線名
所案内

東京 1926 目黒蒲田電鉄 291.36/Y86 東急電鉄

小田原急行 鉄道沿線名所案内 名古屋 1927 観光社 291.37/Y86 小田急電鉄

天下の絶勝東尋坊三国芦原電鉄図絵 福井 1929
京都電灯株式会社福
井支社

291.44/Y86 えちぜん鉄道

長野電鉄沿線温泉名所案内 長野 1930 長野電鉄 291.52/Y86 長野電鉄

養老電鉄沿線名所図絵 大垣 1928 養老電鉄 291.53/Y86 養老鉄道

大井川鉄道沿線名所図絵 金谷町(静岡県) 1931 大井川鉄道 291.54/Y86 大井川鉄道

岡崎を中心とせる三鉄愛電両社沿線名
所図絵

岡崎 1928 岡田太良次郎 291.55/Y86 名古屋鉄道

富士身延鉄道 沿線名所図絵 東京 1928 富士身延鉄道 291.55/Y86 JR身延線

名岐鉄道沿線御案内 名古屋 1935 名岐鉄道 291.55/Y86 名古屋鉄道

伊勢電鉄御案内 津 1927 伊勢電鉄 291.56/Y86 近畿日本鉄道

参宮急行名所図絵 大阪 1930 参宮急行電鉄 291.56/Y86 近畿日本鉄道

神戸有馬電鉄沿線名所図 神戸 1928 神戸有馬電気鉄道 291.64/Y86 神戸電鉄

奈良電気沿線名所図絵 伏見町(京都府) 1928 奈良電気鉄道 291.65/Y86 近畿日本鉄道

阿波鉄道 名古屋 1931 観光社 291.81/Y86 JR高徳線

朝熊岳 登山記念鳥瞰図 名古屋 1925 観光社 291.56/Y86 ※[三重交通鋼索線]

御伊勢参り合同電車沿線御案内 津 1935 合同電車 291.56/Y86 ※三重交通神都線

義士発生の遺跡赤穂鉄道沿線図絵 赤穂町(兵庫県) 1928 赤穂町 291.64/Y86 ※赤穂鉄道

信貴山名所図絵 大阪 1930 信貴山電鉄 291.65/Y86 ※信貴山急行山上線

山陽電軌沿線案内図 下関 1932 山陽電気軌道 291.74/Y86 ※路面電車(下関)

南備名所御案内 名古屋 1930 観光社 291.75/Y86 ※井笠鉄道

琴平急行沿線名勝鳥瞰図 坂出町(香川県) 1933 琴平急行電鉄 291.82/Y86 ※琴平急行電鉄

鳥瞰図（災禍で失われた風景）
タイトル 出版地 出版年 出版者 請求記号 備考

名古屋市 名古屋 1936 汎太平洋平和博覧会 291.55/Y86

津市 津 1930 津市 291.56/Y86

宮島広島名所図絵 広島 1928 広島瓦斯電軌 291.76/Y86

神戸市交通名所図絵 神戸 1930 神戸市電気局 291.64/Y86

景勝の長崎 長崎 1934 長崎市観光誘致協会 291.93/Y86

日本八景 雲仙岳 長崎 1927 雲仙公円 291.93/Y86

観光の宮城県 仙台 1933 宮城県観光協会 291.23/Y86

宮城の志津川町 志津川町(宮城県) 1934 志津川町 291.23/Y86

關東震災全地域鳥瞰圖繪 大阪 1924 大阪朝日新聞社 291.3/Y86

※の鉄道は現存しない

　京都関係の初三郎鳥瞰図は、当館ホームページの「デジタル展覧会」で主なものの画像を公開しています。
　上記の京都関係鳥瞰図は、館内設置の大型ディスプレイでもご覧いただけます。


