
吉田松陰排闕詩碑（京都府立図書館敷地内）
タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

吉田松陰全集　１～10             　　　　　　　　　 貸出不可 吉田 松陰／[著] 岩波書店 1935-36 1103035869ほか

吉田松陰殉国の精神                                               貸出不可 和田 健爾／著 京文社書店 1942 1105971541

松下村塾の指導者 岡不可止／著 文芸春秋社 1944 1104799372

吉田松陰留魂録 岡崎 功／著 新人物往来社 1975 1107449058

吉田松陰を語る 司馬 遼太郎／[ほか]著 大和書房 1974 1104799422

史伝吉田松陰 木俣 秋水／著 大和書房 1985 1104799364

志ありせば吉田松陰 奈良本 辰也／著 広済堂出版 1992 1100200151

御物 12 毎日新聞社至宝委員会事務局／編 毎日新聞社 1993 1100135639

吉田松陰 海原 徹／著 ミネルヴァ書房 2003 1108037241

吉田松陰魂をゆさぶる言葉 関 厚夫／著 PHP研究所 2009 1108810878

兵学者吉田松陰 森田 吉彦／著 ウェッジ 2011 1108682210

吉田松陰の士規七則 広瀬 豊／著 国書刊行会 2013 1110198239

松陰と妹 晋遊舎 2014 1110194246

歴史REAL吉田松陰と妹・文 洋泉社 2014 1110194261

吉田松陰と松下村塾の志士100話 山村 竜也／著 PHPエディターズ・グループ 2014 1110393723

図説吉田松陰 木村 幸比古／著 河出書房新社 2015 1110415856

松陰の歩いた道 海原 徹／著 ミネルヴァ書房 2015 1110432273

吉田松陰 高橋 文博／著 清水書院 2015 1110836788

松陰の本棚 桐原 健真／著 吉川弘文館 2016 1110582648

吉田松陰の再発見 山口 栄鉄／著 芙蓉書房出版 2017 1110856406

吉田松陰の時代 須田 努／著 岩波書店 2017 1110737945

タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

ノスタルジック・アイドル二宮金次郎 井上 章一／文 新宿書房 1989 1100192929

日本農書全集　63 農山漁村文化協会 1995 1100956745

二宮翁夜話 二宮 尊徳／口述 日本経営合理化協会出版局 1996 1101883344

二宮尊徳翁の訓え [二宮 尊徳／述] 小学館 2001 1105918799

日記・書簡・仕法書・著作から見た二宮金次郎の人生と思想 二宮 康裕／著 麗澤大学出版会 2008 1108567999

二宮尊徳 小林 惟司／著 ミネルヴァ書房 2009 1108860576

二宮金次郎正伝 二宮 康裕／著 モラロジー研究所 2010 1108906817

二宮金次郎 二宮 康裕／著 創元社 2013 1110198015

二宮金次郎の対話と手紙　１ 二宮尊徳の会／[編] 二宮尊徳の会 2015 1110298724

二宮尊徳の仕法と藩政改革 松尾 公就／著 勉誠出版 2015 1110522347

二宮尊徳 大藤 修／著 吉川弘文館 2015 1108995729

幕末明治異能の日本人 出久根 達郎／著 草思社 2015 1110461041

タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

ワグネル伝 植田 豊橘／編纂 博覧会出版協会 1925 1101652202

ワグネル先生追懐集 故ワグネル博士記念事業会 1938 1104002157

欧米における日本農業の研究　１ 東井 金平／著 法政大学出版局 1956 1103308480

お雇い外国人 梅渓 昇／著 日本経済新聞社 1965 1102611975

G・ワグネル維新産業建設論策集成 G・ワグネル／著 原書房 1976 1104038086

ゴットフリード・ワグネル先生 1981 1106211830

日本のタイル工業史                     　　　　　　　貸出不可 日本のタイル工業史編集委員会／編 Inax 1991 1105229775

近代窯業の父ゴットフリート・ワグネルと万国博覧会 愛知県陶磁資料館学芸課／編 愛知県陶磁資料館 2004 1107137232

明治お雇い外国人とその弟子たち 片野 勧／著 新人物往来社 2011 1108754340

博物館学人物史　下 青木 豊／編 雄山閣 2012 1110016456

知っていますか?西洋科学者ゆかりの地IN JAPAN 西條 敏美／著 恒星社厚生閣 2014 1110356266

明治前期日本の技術伝習と移転 藤原 隆男／著 丸善プラネット 2016 1110475074

ワグネル博士顕彰碑（京都府立図書館北横の公園内）

二宮尊徳先生像（京都府立図書館敷地内）

第二回京都近代工業フェア開催協議会

京都岡崎のモニュメント巡り 

モニュメントに刻まれた人や文化、歴史を知ってみませんか。 

それぞれの関連図書をまとめて紹介しています。 

京都府立図書館
2018年5月25日 作成



大正大典博覧会電燈台座（岡崎公園内）
タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

大正大典史                                  　　　　　 　貸出不可 高木 八太郎／編纂 御大典記念協会 1915 1103385579

大典奉祝陳列品目録                                 　貸出不可 1915 1103351852

大正大礼京都府記事  警備之部・庶務之部 1916-17 1107357731ほか

都ホテル100年史 1989 1101503058

目で見る京都市の100年 白木 正俊／監修 郷土出版社 2001 1106005380

京都石碑探偵 伊東 宗裕／著 光村推古書院 2004 1108250091

図書館の政治学 東條 文規／著 青弓社 2006 1108098888

大正天皇 古川 隆久／著 吉川弘文館 2007 1108419258

京都の近代と天皇 伊藤 之雄／著 千倉書房 2010 1108918499

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 1110032412

大京都モダニズム観光 橋爪 紳也／著 芸術新聞社 2015 1110515028

大隈重信 真辺 将之／著 中央公論新社 2017 1110708896

全国水平社創立の地の碑（京都会館敷地内）

タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

西光万吉展 2000 1105575201

水平社はかくして生れた 1975 1102246202

全国水平社七十年史 部落解放同盟中央本部／編 解放出版社 1992 1105023780

図説水平社運動 1996 1102246194

水平社博物館展示総合図録 水平社博物館／編集 水平社博物館 1999 1105442881

近代日本と水平社 秋定 嘉和／編著 部落解放・人権研究所 2002 1106974833

全国水平社を支えた人びと 水平社博物館／編 解放出版社 2002 1106996125

水平社の源流 水平社博物館／編 解放出版社 2002 1106996117

水平社創立の研究 鈴木 良／著 部落問題研究所 2005 1108309921

水平社宣言の熱と光 朝治 武／編 解放出版社 2012 1108793850

ボーイスカウト碑「そなえよつねに」（京都会館敷地内）
タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

ボーイ・スカウトの組織研究　　　　　　　　　　　　貸出不可 [ロバート・ベーデンパウエル／著] 章華社 1925 1102323415

スカウティングフォアボ-イズ ベ-デン・ポウエル／著 ボ-イスカウト日本連盟 1957 1103098479

日本ボ-イスカウト運動史 スカウト運動史編さん特別委員会／編 ボ-イスカウト日本連盟 1973 1103098495

七十年のあゆみ [1986] 1101539920

少年団の歴史 上平 泰博／共著 萌文社 1996 1104988991

日本ボーイスカウト運動史目で見る80年         貸出不可 2005 1107152405

ボーイスカウトが目指すもの イギリス・スカウト連盟／編 山と溪谷社 2007 1108410661

田辺朔朗銅像（蹴上広場内）
タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

水力 田辺 朔郎／著 丸善 1896 1103973705

田辺朔郎博士六十年史　　　　　　　　　　　　　　貸出不可 西川 正治郎／編 山田忠三 1924 1103369649

琵琶湖疏水及水力使用事業　（別冊附録あり） 京都市電気局庶務課／[編] 京都市電気局 1926 1107016253ほか

石斎随筆 田辺 朔郎／著 丸善(発売) 1938 1100735859

左手の書 明治の神話 古代の神話 1981 1104891955

近代土木技術の黎明期 1982 1103495519

琵琶湖疏水 織田 直文／著 サンブライト出版 1987 1100362217

近代京都を生きた人々 京都新聞社／編 京都書院 1987 1100284999

京の水 村瀬 仁市／編著 人と文化社 1987 1100362191

琵琶湖疏水 西岡 良博／著 新聞印刷自費出版センター 1988 1100362209

疏水誕生 田村 喜子／文 京都新聞社 1990 1106221003

びわ湖疏水にまつわる、ある一族のはなし 田辺 康雄／著 田辺康雄 1991 1100362233

疏水を拓いた人びと 京都教育史サークル／編 かもがわ出版 1995 1106905092

京都企業家の伝統と革新 安岡 重明／編著 同文舘出版 1999 1106193111

京都インクライン物語 田村 喜子／著 山海堂 2002 1106935511

村瀬仁市

土木学会

ボーイスカウト日本連盟

「(仮称)水平社歴史館」建設推進委員会

日本ボーイスカウト京都連盟創立70周年記念誌事業部

京都府 

[京都帝国大学]

都ホテル 

水平塔建設委員会

 没後30周年記念「西光万吉展」東京実行委員会 

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町
TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653
ホームページ https://www.library.pref.kyoto.jp/


