
　小野芳朗氏の著作

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

食がデザインする都市空間 小野 芳朗／編 昭和堂 2019 1110966064

大名庭園の近代 小野 芳朗／著 思文閣出版 2018 1110789532

水系都市京都 小野 芳朗／編著 思文閣出版 2015 1110453105

調と都市 小野 芳朗／著 臨川書店 2010 1108661040

水の環境史 小野 芳朗／著 PHP研究所 2001 1105587198

〈清潔〉の近代 小野 芳朗／著 講談社 1997 1106126798

　小野芳朗氏関連図書

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

近代日本の空間編成史 中川 理／編 思文閣出版 2017 1110853288

近代日本の歴史都市 高木 博志／編 思文閣出版 2013 1110323803

出雲と大和 村井 康彦／著 岩波書店 2013 1108965748

なやしべら 中村 宗哲／監修 河原書店 2011 1108760677

近代京都研究 丸山 宏／編 思文閣出版 2008 1107824045

食を育む水 疋田 正博／編 ドメス出版 2007 1108424993

岩波講座「帝国」日本の学知　第7巻 山本 武利／[ほか]編集委員 岩波書店 2006 1108375708

環境と空間文化 中村 良夫／編著 学芸出版社 2005 1108091123

水と暮らしの環境文化 槌田 劭／編 昭和堂 2003 1108018431

消費としてのライフスタイル 至文堂 2000 1107089847

視覚の一九世紀 横山 俊夫／編 思文閣出版 1992 1105210411

　参考図書として　　（　※印は館内閲覧　）

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

※ 琵琶湖疏水の100年  叙述編 京都新聞社／編集 京都市水道局 1990 1107567016

※ 琵琶湖疏水の100年  資料編 京都新聞社／編集 京都市水道局 1990 1107443002

※ 琵琶湖疏水の100年　画集 京都新聞社／編集 京都市水道局 1990 1107567024

明治後期産業発達史資料 第469～474巻
　　　京都市三大事業誌 第二琵琶湖疎水編

　 竜渓書舎 1999 1106254947他

明治後期産業発達史資料 第574～575巻
　　　京都市三大事業誌 琵琶湖疎水要誌

竜渓書舎 2001 1105588154他

日本近代思想大系  14
　　　「琵琶湖疏水水力配置方法報告書」所収

加藤 周一／[ほか]編集 岩波書店 1989 1100039161

※ 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 1926 1107016253

※ 琵琶湖疏水及水力使用事業　別冊附録 [京都市電気局庶務課／著] 京都市電気局 1926 1107016261

琵琶湖疏水について 京都府企画室 1968 1107219055

琵琶湖疏水について  資料編 京都府企画室 1968 1107381590

※ 京都市三大事業誌　巻１～巻9 京都市役所 京都市役所 1912他 1106217878他

※ 京都市水道百年史　叙述編 京都市上下水道局／編集 京都市上下水道局 2013 1110631890

※ 京都市水道百年史　資料編 京都市上下水道局／編集 京都市上下水道局 2012 1107970947

※ 京都市水道図譜 京都市役所／編 京都市役所 1913 1106217928

北垣国道日記「塵海」 北垣 国道／[著]　 思文閣出版 2010 1108623206

石斎随筆 田辺 朔郎／著 丸善(発売) 1937 1100735859

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

「琵琶湖疏水と京都の近代化」
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　琵琶湖疏水関連

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

北垣国道の生涯と龍馬の影 北国 諒星／著 北海道出版企画センター 2014 1110245535

琵琶湖疏水 京都市上下水道局水道部疏水事務所／編 京都市上下水道局水道部疏水事務所 2013 1110274592

琵琶湖疏水記念館 京都市上下水道局総務部総務課／[編] 京都市上下水道局総務部総務課 2012 1107995647

琵琶湖疏水と京都の産業･企業 井上 満郎／監修 京都商工会議所観光産業特別委員会 2010 1107918763

琵琶湖疏水　淡海文庫　34 浅見 素石／著 サンライズ出版 2005 1108348416

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

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 1100362183

明治の国土開発史 松浦 茂樹／著 鹿島出版会 1992 1105213159

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

疏水誕生 田村 喜子／文 京都新聞社 1990 1106221003

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

琵琶湖疏水　明治の大プロジェクト 織田 直文／著 サンブライト出版 1987 1100362217

京の水　叢書・人と文化　2 村瀬 仁市／編著 人と文化社 1987 1100362191

　京都の近代

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

「大京都」の誕生 伊藤 之雄／著 ミネルヴァ書房 2018 1110769542

京都と近代 中川 理／著 鹿島出版会 2015 1110440730

近代日本と地域振興 高久 嶺之介／著 思文閣出版 2011 1108684240

近代京都の改造　 伊藤 之雄／編著 ミネルヴァ書房 2006 1108108679

日本の美術　No.474   京都-古都の近代と景観保存 国立博物館(東京 京都 奈良 九州)／監修 至文堂 2005 1108320035

京・まちづくり史 高橋 康夫／編 昭和堂 2003 1108033380

明治大正図誌 10  京都 梅棹 忠夫／編 筑摩書房 1978 1100286671

　水環境

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

BYQ水環境レポート 第25巻(平成29年度) 琵琶湖・淀川水質保全機構／[編] 琵琶湖・淀川水質保全機構 2019 1110674668

親水空間論 日本建築学会／編 技報堂出版 2014 1110378617

水の土木遺産 若林 高子／共著 鹿島出版会 2017 1110733266

京都水ものがたり 平野 圭祐／著 淡交社 2003 1108110360

日本の水環境  5　近畿編 日本水環境学会／編 技報堂出版 2000 1106242413

水をはぐくむ 大槻 均／[ほか]編著 技報堂出版 2000 1105949612

庭石と水の由来 尼崎 博正／著 昭和堂 2002 1107183103

　疏水周辺を見る

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

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 1110143912

関西の公共事業・土木遺産探訪  第1集 坂下 泰幸／著 北斗書房 2013 1110222187

琵琶湖疏水の歴史散策 琵琶湖疏水を語る部屋／執筆･編集 近代京都の礎を観る会 2012 1110274816

湖国の「水のみち」 竹林 征三／著 サンライズ出版 1999 1106993833

琵琶湖疏水の散歩道 中西 一彌／著 京都新聞出版センター 2003 1107056622

絵はがきで見る京都 森 安正／編 光村推古書院 2012 1110032412

京都百年パノラマ館 白幡 洋三郎／ほか編集 淡交社 1992 1100286325

写真で見る京都100年 京都新聞社／編集 京都新聞社 1984 1100349719

京都の明治文化財  第1編 京都府文化財保護基金／編 京都府文化財保護基金 1974 1105925232

　児童にも理解しやすく　　（ふりがな有）

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

びわ湖疏水探究紀行　かもがわ運河編 琵琶湖疏水アカデミー／編集 琵琶湖疏水アカデミー 2019 1110692223

びわ湖疏水探究紀行　産業遺産編 琵琶湖疏水アカデミー／編集 琵琶湖疏水アカデミー 2019 1110692231

びわ湖疏水探究紀行　疏水船編 琵琶湖疏水アカデミー／編集 琵琶湖疏水アカデミー 2018 1110692207

びわ湖疏水探究紀行　いきもの編 琵琶湖疏水アカデミー／編集 琵琶湖疏水アカデミー 2016 1110692215

びわ湖疏水探究紀行　インクライン編 琵琶湖疏水アカデミー／編集 琵琶湖疏水アカデミー 2016 1110612197

土木技術の自立をきずいた指導者たち
　　土木の歴史絵本　第4巻

かこ さとし／作 瑞雲舎 2004 1200397899


