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車駕東幸で意気阻喪の古都に、槇村正直、山本覚馬と手を携えて近代の新風を送り込んだ

明石博高は、実に様々な事業を手がけました。

ここにご紹介する資料を読むことで、明石の人となりや業績の一端を知ることができます。

【人物誌および事績】

タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号 資料ID

明治文化と明石博高翁 田中緑紅編著 明石博高翁顕彰会 1942.6 K1||289.1||A32|| 110568985

明石博高翁事蹟年表 明石博高翁顕彰会編 [明石博高翁顕彰会] 1941緒言 K1||289.1||A32|| 110212559

静瀾翁明石博高略伝 明石厚明著 鮮明社印刷所(印刷) 1916 K||289.1||A32|| 110212560 *

明治初期京都の勧業政策とその理念 : 明石
博高の事績を通して

並松信久著 [京都産業大学] 2003.3 K0||601.162||N47|| 110957227

經濟史研究, 第26卷第2號 日本經濟史研究所編纂
日本經濟史研究所編
纂

1941.8 明石||332||N71|| 118011032 *

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 1987.4 K1||281.62||Su46|| 110568940

明石博高と島津源蔵 : 京の近代科学技術教
育の先駆者たち

「明石博高と島津源蔵
--京の近代科学技術教
育の先駆者たち--」編
集委員会編集

国際日本文化研究セ
ンター

2021.1 K1||407||A32|| 118020671

【明石博高の代表的な著作】

二俣薬泉記 : 東江蒲生郡二俣村涌井
明石博人博高誌;黒田
養庵閲

[出版者不明]
[幕末明治

期]
和||492.54||A32|| 118011057 *

吉水温泉効用辨 : 舎密方術剛鐡鑛泉 明石博高述 [筆写者不明]
明治6

[1873]
K141和||291.62||A32||118011048 *

本朝藥泉考, 卷之1 明石博高録 [書写者不明]
[書写年不

明]
和||492.54||A32||1 118011029 *

本朝藥泉考, [卷之2] 明石博高録 [書写者不明]
[書写年不

明]
和||492.54||A32||2 118011030 *

【舎密局】

興せ!近代新工風 : 京都舎密局の時代 [京都新聞社編] [京都新聞社] [2005] K1E||570.7||Ky6|| 110942500

京都舎密局, 1,2,完 川崎近太郎著 [出版者不明] [1943頃] K13||570.7||KA97|| 110245903

京都舎密局の写真事業 : 公文書と写真資料
から

大塚活美[著]
[京都大学人文科学研
究所]

2020.6 K0||740.216||O88|| 118016661

京都の百年, 1 [NHK京都放送局] 1956-1957 K||912.7||KY6||1 110218883 *

＊印は書庫にありますので、カウンターに出納依頼の上ご覧下さい。

論文「明治初年京都府の新産業政策と明石博高」吉川秀造 [著]を収載

NHK京都放送局放送の台本集。「第5回 舎密局と明石博高」。他にも山本覚馬、女紅場、伏水製作所等あり。

令和4年4月14日（木）～6月7日（火）
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【博覧会】

京都博覧会沿革誌 [京都博覧協会編] 京都博覧協会 1903.12 K||606.9||KY6|| 110246615 *

京都博覧恊会史畧 大槻喬編纂 京都博覧協会 1937.8 ヨ||993||87|| 110341454

京都博覧協会五十年記要 京都博覧協会[編] 京都博覧協会 1920 K1||606.916||Ky6|| 110538164

明治初期の京都博覧会 丸山宏著 思文閣出版 1986 K1||606.9||MA59|| 110246636

日本の博覧会 : 寺下勍コレクション 橋爪紳也監修 平凡社 2005.2 ||606.91||H38|| 110941203

【集書院】

京都図書館一覧 京都府立京都図書館編 京都府立京都図書館 1915 K0||016.216||KY6|| 110210260 *

京都集書院 : 福沢諭吉と京都人脈 多田建次著 玉川大学出版部 1998.9 K1||016.216||Ta16|| 110581326

【その他】
古都の近代
（シリーズ「京都の歴史」第8巻）

京都市編 学芸書林 1975 K1||216.2||Ky6||8 110569513

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|| 110568917

京都
（シリーズ「明治大正図誌」第10巻）

梅棹忠夫編;森谷尅久
編

筑摩書房 1978 ||210.6||Me25||10 110491493

それは京都ではじまった 黒田正子著 光村推古書院 2005.10 K1||216.2||Ku72|| 110942170

京の酒学 吉田元著 臨川書店 2016.1 K1||588.52||Y86|| 110996318

関西におけるごみ処理の歴史を考える : 第
27回廃棄物資源循環学会研究発表会企画
セッション

廃棄物資源循環学会
研究部会ごみ文化・
歴史研究部会

2016.9 ||518.52||H15|| 110997865 *

明治の京都名所五十一景 : 石田有年の銅版
画

明治の京都名所五十一
景:石田有年の銅版画

京を語る会 1994.11 K1||291.62||I72|| 110569398

【医学】

京都の医学史 京都府医師会編 京都府医師会 1980 K0||490.216||Ky6|| 110537653

京都の医学史, 資料篇
京都府医師会医学史編
纂室編

京都府医師会 1980 K0||490.216||Ky6||2 110537654

京の医史跡探訪, 増補版 杉立義一著 思文閣出版 1991.12 K1||490.216||Su47|| 110537657

京の医学 : 慈仁の系譜と府立医大の草創 川端真一著 人文書院 2003.3 K1||490.216||Ka91|| 110912548

京都府立「癲狂院」の設立とその経緯 小野尚香著 [日本医史学会] 1993.12 K1||498.16||O67|| 110976896

京都私立厚生病院 : 勸文 ; 規約 ; 院則 [京都私立厚生病院] [1885] K1||498.16||Ky6|| 118010969 *

【インターネットでご覧いただける資料】

撮影鑑, 2 [出版者不明] 1881 貴||||T36 110213372 *

＊印は書庫にありますので、カウンターに出納依頼の上ご覧下さい。　（『撮影鑑, 2』は原則として出納不可）　

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/rekisaikan/

明石博高が撮影した写真と推測されている。（http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000211）

厚生病院は、明石博高が開き、自ら医師として務めた医院

論文「化芥所 : 日本で初めてのごみからの資源化 : 史料紹介」山崎達雄[著]を収載。

明石博高が華頂山中腹に開いた吉水温泉、唐門を寄付した豊国神社を銅版画で見ることができる。

華頂山中腹に開いた吉水温泉、ごみの資源化に初めて取り組んだ化芥所等、明石博高の業績の数々を記載。

舎密局で試みられた数々の事業の一つ、麦酒製造について記す。


