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古地図と絵はがきでみる 2.日本の温泉 リスト
No. 種類
資料番号
有馬温泉（兵庫）
1 地図
003207628
2 絵はがき 003146362
3 絵はがき 003146362
4 絵はがき 003146362
5 絵はがき 003146362
道後温泉（愛媛）
6 地図
002758910

2018.10.1
国際日本文化研究センター資料課資料利用係

タイトル

年代

神戸有馬電鐵沿線名所交通圖 / 吉田初三郎作

1928（昭和3）年11月

[絵葉書帳 : 兵庫, 大阪, 滋賀, 奈良, 和歌山] 有馬温泉の風光 袋

1907（明治40）-1917（大正6）

[絵葉書帳 : 兵庫, 大阪, 滋賀, 奈良, 和歌山] 有馬温泉の風光
天然炭酸泉湧出場
[絵葉書帳 : 兵庫, 大阪, 滋賀, 奈良, 和歌山] 有馬温泉の風光
聖天歓喜天の山上より有馬温泉を望む
[絵葉書帳 : 兵庫, 大阪, 滋賀, 奈良, 和歌山] 有馬温泉の風光
ラヂウム温泉大浴場

※絵はがきは目安

1907（明治40）-1917（大正6）
1907（明治40）-1917（大正6）
1907（明治40）-1917（大正6）

松山市全圖 / 楠日榮吉著作

1913（大正2）年12月

7 絵はがき 004017893

[絵葉書帳 : 道後土産] 袋

1907（明治40）-1917（大正6）

8 絵はがき 004017893

[絵葉書帳 : 道後土産] 伊豫道後湯之町全景

1907（明治40）-1917（大正6）

9 絵はがき 004017893

[絵葉書帳 : 道後土産] 伊豫道後温泉神の湯
[旅行案内コレクション : 瀬戸内海 : 四国 : 徳島 : 香川 : 愛媛 : 高知]
道後と松山（大阪商船）

1907（明治40）-1917（大正6）

熱海温泉理想郷桃山案内 / 初三郎作
[絵葉書帳 : 山梨, 静岡] 最新版二十景熱海風景
湯煙店を突く熱海の朝 （A view morning of Atami Spa.）
[旅行案内コレクション : 岐阜 : 静岡 : 愛知]
岩代熱海民謡（岩代熱海温泉 一力旅館）
熱海温泉名所圖繪 / 吉田初三郎著作
[絵葉書帳 : 北海道 : 富山 : 新潟 : 長野 : 岐阜 : 静岡 : 愛知 : 京都]
熱海温泉 詩趣に眉髙き金色夜叉の碑
新撰豆刕熱海温泉全圖 : 皇國一等 : 一名熱海の道びき
[旅行案内コレクション : 岐阜 : 静岡 : 愛知]
露木旅館お願ひ 東京熱海間列車時間表
[旅行案内コレクション : 岐阜 : 静岡 : 愛知]
熱海と湯河原御案内（富士屋自働車株式會社）
[絵葉書帳 : 山梨, 静岡] 最新版二十景熱海風景
熱海間歇温泉の壮観 （A grand sight of a geyser at Atamai）
[絵葉書帳 : 北海道 : 富山 : 新潟 : 長野 : 岐阜 : 静岡 : 愛知 : 京都]
熱海温泉 袋
[旅行案内コレクション : 岐阜 : 静岡 : 愛知]
湯河原・熱海遊覧案内（富士屋自働車株式會社）

[19--]年

10 旅行案内 003146933
熱海温泉（静岡）
11 地図
004817037
12 絵はがき 003509288
13 旅行案内 003146891
14 地図

004819744

15 絵はがき 003149606
16 地図

002401529

17 旅行案内 003146891
18 旅行案内 003146891
19 絵はがき 003509288
20 絵はがき 003149606
21 旅行案内 003146891

1932（昭和7）年4月

1933（昭和8）-1944（昭和19）
[19--]年
1937（昭和12）年1月
1933（昭和8）-1944（昭和19）
1907（明治40）年
1929（昭和4）年
[19--]年
1933（昭和8）-1944（昭和19）
1933（昭和8）-1944（昭和19）
[19--]年

No. 種類
参考書

資料番号

22 図書

002234581

23 図書

002234607

24 図書

005614748

25 図書

001264548

26 図書

001474402

27 図書

005357637

28 図書

000227108

29 図書

004531349

30 図書

005450911

31 図書

002462935

32 図書

000165506

33 図書

000122812

34 図書

001701176

35 図書

000406751

36 図書

000041194

37 図書

005408521

38 図書

000477133

39 図書

000055426

40 論文

タイトル
絵葉書と鳥瞰図で見る日本の温泉 : 明治・大正・昭和前期 / 木暮金太夫,
中島松樹編集 ; 東日本篇 -- 国書刊行会, 1992.3.
絵葉書と鳥瞰図で見る日本の温泉 : 明治・大正・昭和前期 / 木暮金太夫,
中島松樹編集 ; 西日本篇. -- 国書刊行会, 1992.3.
温泉の日本史 : 記紀の古湯、武将の隠し湯、温泉番付 / 石川理夫著 (中公
新書 ; 2494).
温泉と日本人 / 八岩まどか著. -- 青弓社, 1993.7.

請求記号
S2中型和書 ME/358/Ko
S2中型和書 ME/358/Ko
S2和書 US/1/Ch 2494
S1和書 DK/261/Ya

温泉の文化誌 / 大石真人著. -- 丸善, 1995.2. -- (丸善ライブラリー ; 149). S2和書 US/1/Ma 149
江戸の温泉三昧 : 温泉に癒される人々温泉に生きる人々 / 鈴木一夫著. -S2和書 GD/68/Su
岩田書院, 2010.10.
江戸温泉紀行 / 板坂耀子編. -- 平凡社, 1987.8. -- (東洋文庫 ; 472).
S2和書 US/2/To 472
温泉観光の実証的研究 / 布山裕一著. -- 御茶の水書房, 2009.4.
S1和書 DK/261/Nu
近世旅行史の研究 : 信仰・観光の旅と旅先地域・温泉 / 高橋陽一著. -- 清
S1和書 DK/261/Ta
文堂出版, 2016.8.
温泉案内 / 鐵道省[編]. -- 博文館, 1940.3.
S1和書 DK/261/Te
The Hot springs of Japan (and the principal cold springs) including Chosen
(Korea), Taiwan (Formosa), South Manchuria : together with many tables
G3洋書 GB/1198/Ho
giving classification, chemical basis, curative values, radio-activity, etc. -Japanese Govt. Railways, 1922. -- (Official series ; vol. A).
Hot springs in Japan / by Kōichi Fujinami. -- Maruzen, 1936. -- (Tourist
library ; 10).
有馬温泉史話 / 小沢清躬著. -- 五典書院, 1938.
明月記 / 藤原定家[著] ; 国書刊行会編 ; 第1, 第2, 第3. -- 国書刊行会,
1911-1912.
扶桑略記 / [皇円編] . 帝王編年記. -- 新訂増補. -- 吉川弘文館, 1965.12. - (國史大系 / 黒板勝美, 國史大系編修會編 ; 第12巻).
竹乃里歌 / [正岡子規原著] ; 村尾誠一著. -- 明治書院, 2016.5. -- (和歌文
学大系 ; 25).
夏目漱石集 ; 1, 2. -- 筑摩書房, 1968-1970. -- (現代日本文學大系 ; 1718).
尾崎紅葉集 / 福田清人編. -- 筑摩書房, 1965.4. -- (明治文学全集 ; 18).
日本温泉史ノートその1～8 / 中村昭 (日本温泉紀行物理医学会雑誌43(34)～50(3))

G3洋書 GB/1151/Fu
S2和書 GC/169/Oz
S1和書 GB/221/Ko
S1和書 GB/22/Ku
S2和書 KG/712/Wa 25
S2和書 KH/6/Ge 17
S2和書 KH/6/Me 18
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