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国立国会図書館所蔵博覧会関係資料目録

田　中克彦

はじめに

　日本における博覧会の起源は江戸時代

の本草会，物産会にあると言われている。

江戸の湯島で田村藍水と平賀源内とが

1757年，第1回の物産会を開いて日本に

産するさまざまの天産物を集めて7般に

公開した。その後各地でこの類の物産会

が行われたが，その内容ぽ多分に見世物

的，珍物主義の骨董品展覧会の傾向を有

するものであった。L

　一方，外国ではフランスにおいて19世．

’紀前半に工業と貿易振興のための産業博

覧会を継続的に開催し，国家的事業とし

て成功を収めていた。四三の万国博覧会

は1851年にロンドンで141日間にわたっ

て開かれ，34か国が参加し，延べ604万大；

イギリス人口のほぼ3分の1に当たる

人々が参加していた。同博：覧会の大成功

は，その後，各国に万国博開催ブームを

引き起こす影響を与えた。

　日奉の万国博覧会との出会いは1862年

’（文久2）の2度目のロンドン万国博覧

会の蒔で，イギリス公使のオールコック

の収集した伝統工芸品を出品して好評を

得，その後のヨーロッパ各地でのジャポ

ニスム流行のきっかけとなった。万国博

覧会への日本の正式参加は1873年（明治

6）ウィーン万国博覧会からであり，佐

野常民を責任者とし，お雇い外国人ワグ

ネルの指導の下に従来の出品形式を継承

する伝統的美術工芸品を出品して成功し

た。同博覧会の内容については，「懊国博

覧会報告書」に詳しい記述がある。

　国内で博覧会の名が使われだしたの

は，1871年（明治4）10月10日京都の西

本願寺で開催された京都博覧会であっ

た。同博覧会は，京都博覧会社の主催で

1912年（明治45）までつづき京都の年中

行事となり，絶頂期には入場者が40万人

を越えた。規模と内容において京都博覧

会を越える内国博覧会は1877年（明治10）

に始まる内国勧業博覧会である。’明治に

なって政府は博覧会を産業化の手段とし

て位置づけ，特別熱心に取り組みだした

のがこの勧業博覧会である。第1回内国

勧業博覧会は殖産興業政策を進める大久

保利通を総裁とし，：1873年ウィ「ン万国

博を模範として上野で大々的に開催され

た6伺博覧会への参加状況ぽ出品総数
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8万4千点，出品人員1万6千人，観覧者

数45万人であった。

　博覧会のもたらした効用は，それまで

地方的，私的技術であったものが博覧会

に集約せられ，政府によって権威づけら’

れて再び各地に伝播したことである。

1885年（明治18）に内国特許制度が出来

ると，従来盗用を恐れて出品をためらっ

ていた発明家が機械部門で特許を取った

三農物を宣伝のために出品することが多
くな「 閨C内国博は発明展の色彩が濃くな

ってきた。明治の末になると博覧会は次

第に娯楽性の蜘・施設を伴っていった。

1907年（明治40年目の東京勧業博：覧会で

は空中展望車，自動館，イルミネーショ

ンなどができてきた。更に1914年（大正

3）の東京大正博覧会ではケーブルカー

や土スカレーターといった科学技術を応

用した乗物が登場し，一方では見世物興

行施設も作って娯楽も提供した。

　1900年代に入ると子供博：覧会や家庭博：

覧会などの個人や生活をテーマにした小

さな博覧会が開かれるようになり，’ ﾁ費
生活との関連が強調されるとともに商品

広告が大きな比重を占めるようになっ

た。1930年代になる1と産業界では大企業

が出現し，博覧会がそれら企業の宣伝の

場として利用されるようになってきた。

　現在の博覧会は，ハイテクを駆使した

装置と映像によって視覚への訴求が強い、

ものとなっている。万国博覧会について

は，条約によって登録，審査がなされ一

定の水準が保たれているが，その他の博

覧会については，イベント的なものから

商業的なものまで幅広く含まれているの

が実状である。それらの中にあって代表

的博覧会とみなされるものについては，

その時代の技術と生産物の集約場所とし

ての機能を果たしてきたと言うことがで

きよう。博覧会関係資料の当館の所蔵状

況は，国内の勧業博覧会及び代表的博覧

会についてはその全容を知ることのでき

る図書を所蔵し，外国で開催された万国

博覧会及び主要博覧会についても和洋の

多数の図書を所蔵している。本稿ではこ

れら主要図書の外，地域的な小規模なも、

のまで博魔会の名を冠したものはできる

だけ多く収録した。ド

　収録範囲は，明治以降，当館が収集し

た博覧会関係資料で，まず，開催年，博

覧会名，会場，開催期間，入場者数を記

し，同一項目内は，、和書，洋書に分け，

それぞれ書名のアルファベット順に排列

した。

　記載事項は，書名，著者名，出版地，

出版者，出版年，ページ数及び注記等で

あるが，大正期及び昭和戦前期など，デ

ータの揃っていないものもある。〈〉内

は当館請求記号である。

博覧会一般・解説、

，OOI　，　〈606．7－H239b＞
万国博　春山行夫著

　東京　筑摩書房　1967270P，

002　’　・　〈606．7－H148b＞
万国博物語　浜口隆一，三二旧著

　東京　鹿島研究所出版会　1966282P

003

万国博の日本館．

　遠島企画

　東京　Inax　ユ990　83　P

　監修：吉田光邦’

004

万国博のすべて

〈D7－E56＞

Inaxギャラリー帰寂委

〈6Q6．7－N685b＞
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鮪日本経済新聞社1966．270P

OO5　〈D7－67＞’　’
万国博：覧会　技術文明史的に　吉田光邦著

　改訂版

　東京　白本三三出版協会　1985239P

OO6’@　　　　　　　　．　’　　　＜D7－E82＞

万国博覧会その歴史と役割吉田光邦［述］

　日本放送協会編

　東京　日本放送出版協会　1985　139P

OO7　　　　『　　　　　　　　　　　＜D1－54＞

万国博覧会関係資料目録　大阪府立図書館’

　蔵

　大阪　大阪府立図書館　197192　p

OO8　，　，’〈D7－71＞万国博覧会の研究　吉田光邦著

　京都　三文閣出版　1986357　P

OO9　　　．　　　　　　　　　　　　〈D7－84≧，

博覧会学事始　諸岡博熊［著］

　西宮　エスエル出版会　1987398P
’発売：鹿砦社（東京）

010　　　　　　　．　”　　”　　＜D7－E48＞

博覧会見物　橋爪四丁，中谷作次著

　京都　学芸出版社　1990121P
　内容：中谷作次収集資料（ポスター）’

　巻末：博覧会年表

Oll　・　〈397－240＞
博覧会協会史　中里一郎編　　ノ　　　　』

　日本産業協会　 1921　133P

Ot2　〈D7－E85＞
博覧会強記　寺下勅編

　大阪　エキスプラン』1987371P

O13　〈D7－E89＞博覧会の政治学　まなざしの近代　吉見俊

　哉著
　東京　中央公論社　1992　300P

0141　〈330．8－Ke1168－t＞
経済軽集第27獅議と技術灘
　二郎編
　東京’筑摩書房　1966291P

　付（別冊27P）：世界博覧会と技術進歩‘
　（山崎俊雄）技術進歩の側面（武藤正幸）

015　一　’　・　〈D7－3＞
これが万国博だ　その歴史と会場案内　サ

　ソケイ新聞大阪本社社会部編

　大阪サンケイ新聞社出版局1969305p

O16　，　〈187－300＞
京都博覧会沿革誌

　京都　京都博覧会協会　1903．24，521P

O17　’@〈736－13＞
・京都博覧会協会史略　大槻喬編

　京都博覧協会　1937　356P

O18　’　〈332．1－Tu819m＞
明治前期経済史研究　第1巻土屋喬雄

　東京　日本評論社　1944
　内容＝明治前期産業史上に於ける博覧会

　の意義PP・43－76・　　　一

〇19　〈Z3－2731＞
Move　Expo　200521世紀万国博覧会誘致

　推進協議会編

　名古屋　21世紀万国博覧会誘致準備委員

　会（ほか）季刊
　1　，？　（Autumn　1990，）　一一

〇20　　　　　　　　　　　　　　　　＜D7．一59＞

名古屋の博覧会　名古屋市博物館編

　名古屋　名古屋市博物館　1982　59P
　解説執筆1編集：榎英一

〇21　．　〈650－95＞
内外博覧会総説並に我国に於ける万国博覧

　会の問題　永山三富

　1933

022　，　　　　　　　　　　　、　　　rt　　　　＜特63－947＞

内外博覧会出品心得　弾舜平編

　大阪、噺書斎1880138－P
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023　．　’．　，一　〈D7－1＞
．日本万国博：事典　丸め内リサーチセンター

　編

　東京　丸の内．リサ＋チセンタ「・．政府刊

　行物サ“ビス・．センター（発売）．1968

　831　P　一　．一　一

024　・’　，．　．　一　〈D7－14＞
日本博覧会史　山本光雄著

　東京　理想社・’1970・437P

．025，’ @、．1．　．〈606・マー1254・〉

イ日本の万国博覧会　その意義・計画・効果

　池口小太郎著

　東京　東洋経済新報社∫．1968241P

・026，　．・　一・　，　一，．　’〈EG344－E21＞

20年の歩み

　吹田　日本万国博覧会記念協会．1991

　67P

027　．　・　，　〈GB415－EIO＞
細民窟ζ博覧会．近代性の系譜学．空間．・‘』

知覚編．榎並重行，三橋俊明著．

　東京　JICC出版局　1989406　P．

028　・　．　・　〈81－1026＞
世界近代大博覧会写真帖　村上俊蔵編．

　東京　成功雑誌社　igO7　図版62枚1

029　／　1　・　　　．．！　．　．　＜D7－E68＞

地域を創る夢装置．博覧会から地域を見る．

　間仁田幸雄．

　東京　誠文堂新光社　1991．221P

030　一　．　’　〈D7－E90＞．
白血，パ．リ万国博覧会「サンまシモンの鉄

　の夢1鹿島旧著
　東京．河出書房新社’．1992348P

．031　　　　　　　　　　　　　　　　＜D7－66＞

図説万国博覧会史1851T1942．吉田光邦編

．京都．三文閣出版、1985196P・

，032 〈733－159＞

重要万国博覧会概要

　商工省商務局博覧会預血課編刊　1937

　97P

D33　・　一　・，・　，　・　・・〈731－111＞

、重要万国博覧会会場配置図集

　商工省商務局博覧会監理語論刊．，1937

　．図版12枚・　．　．1．、　一　ttt．．

034　・　’　・　・’〈D7－29＞
’亘xhibitionミ；hniヤe蜜sal　marketing

　tools　／　Alfred　Alles．

　，LQndon　：’A＄sociated　Business　pro一’

　grammes，　1973．’260　p．’

035　：　．．』．tt・　‘　’　＜YP51－A232＞

LIExpositions，　，joutnal　de　．i’industrie　et’

　des　arts　utiles’／　pitbli6　et，dirige　par，

　Le　Bouteiller．

　［Patis　？’　：　La　Bqr，eaux’　du　’jpurnal　？，

　1839？］　．ca　200　p．，　［98］　Leaves　of

　plates．

．036　　　「　　　　．　．　．　．＜D7rA58＞

The，Great　exhibitions　／　John　Allwood．

　London　：’　Cassel’　＆　C： Macmill．an，

　’c1977，　192　p‘

・・037　”，　’　’　〈D7－A46＞
Sk’?狽モ??刀@of　past　industrial’　exhl’bitions，　，

　with　referen6e　to　the　perpetual　exhibi一

　・tion，　to　be　hbld’　by　．一the　New　York

　Indu＄trial　Company．

New　York　：’JP．　SeymQur，　Kenna’ G．　d

　＆Hay，　pripters，’1870．　35　p．　，，

038　　‘‘』　．　　．　、　tt＜D7－A2＞

Rapport　sdr　les　produits　’de　1’industrie

　frangaise，　pr6sent6，　au　・nom　du　Jury，

　central，　ti．　S．E．M．　le　comte　de　Saint一．

’Cricq，　ministre　secr6taite　d’Etat　du．

　c6mmerce　et　des　manufactures　／

　r6dig6　par　一M．　le　Vte　H6ricart　de

　Thuty　et　par　M．　Migneron．

　Paris　：’　lmprime，ri，e’　royale，　1828，　一　573
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p・

1834産業博覧会．
　　　　『フ．ランス　．パリ

　　　　　　5月

039’　’　’　’．　’　’　・．〈D7－A57＞

L’industrie　：　exposition　de　1834　／　par

　　St6phane　Flachat．．

　　Paris　’：’　H．　・　Dupuy，　［1834　？］　16Q　p．，　’

　　［38］　’leaves　of　plates．’　・’・

1847　ベルギー産業博覧．会

　　　　　　ブラッセル

040　．　・　．　’　．　〈D7TA39＞

Catalogue　des’ 垂窒盾р浮奄狽刀@de　1’indu’strie

　．Belge　admis　a　1’e＃pQsition　de　1847．・，　．

　　Bruxelles　：　TyP．　d’Ad．　Wahlen，　’1847．

　　250　p．　．　・　’　；，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　o・

1851 ロンドン万国博覧会

イギリス　ハイドパーク

5月1日目10月11日

630万915L一．

041　．　’　．　・　〈D7－A40＞
Cehtral　Committee　for　the　，U．　nited　States

　　on　the．　Exhibition　of　lndus’try　of　All．

　一NatiQns，　t6　be　held　in　London，　1851．

Washington：Print．ed　by・’Robert　A．

Watets，’　1850．　31．’ 吹D．　．　．．

042　　　　　　　　・　　　・　　〈工）7－A27＞

Cyclopeedia’　of，use’ful　’arts，　mgchanical

　　and　chemieal，　manufactures，　minipg，

　　apd　engineerihg　／　edited　by　．　Charles．

　　Tomlinson；’

　　London　：　G．　Vertue，　’［1852　？］’　2v．

043・　一　’　〈D7－24＞
The耳xposition．of．1851，0r，　Views．gf　the

　　industry，　the　science，　and　the　govern－

　　ment｝　of　England．　2nd　ed．’，　with　addi一’

　　tions　／　by　Charles　Babbage．

　　London．：J．．　Mμrry，　i851．128g　p．．

044　．　　　　　　　　．‘＜YP51－A221＞

The　ExpoSit（）；ごan　illustrated　recorder，

　　of　inventions，・．　de『igns，　ahd　ar㌻一mahur

　、factures．

　　London：Josep　Clayton，，185・1．

　．2　V．　in　：卑し

O45　　　　　　　．　．一　　　．．＜D7－A52＞

Gems　of　the．　great　EXhibitions，，London

　　18与1ジNew7York　1853．1v．
［S．1．・．・．h．，・185一？］．

　　［5］1eaves　of　platβS．　　　　’

　　　　　　　　　し046．　　　．　　　　．　　　．．〈D7－A61＞

Gtiide　to、　the¢ry＄tal　Palace　and　park／

　　by　Samuel　Phillips．；illustrated　by　P．

　．H．　Delamotte．

　　London：Crystal　’P．alace　Library・：』
　　Bradb血ry　and　Evもns，．1854．175，76　p．：．

　　［2］f61ded　leaves．6f　plates．

　」　　噛　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　．

047　・・，．　．　，’　’・〈D’7－A54＞

The　lllustrated　eXhibitor　：　a　tribute　to

　　the　world’s　industrial　jubi・lee，　compris一

　．　ing　sketche’s，　by　pen　a，nd　pe’ncil，’bf　the

　　principal　objectS　in　the　Great・　・Exhibi一

　　・tion’　of　the　industry一・of　qll　natio，ns，

　　1851．

　　Londori　・：．　J，　・Cassell，．［1851　？］　556　p．，

　　’［10］　folded　leaves’，of　plates．’

・048　・　，1　，　．　，　・　・　’　，　〈15－48＞一

Lectures　on　the　；esults　of’　the　great　exhi－

　　bition’of　1851．　lst　＆．2，nd　ser．

　　一Lp’ndon，’1853：　2・v．

　　　　　に

049　　．・．　　．．　　　．．．　　．．．＜D7－All＞

．0缶cial　catalogue．of，the　Great　Exhibi－

　　tion　of．　th6　works　of　industry　・．of　a11

　　　　　　　　　　　　　　　　　プ．
　　natiolns　1851．
　　　　　　　　り

　　L6ndon：Spice；’．Brothers，幽Wholesale

　　stqtioners；W・’Clow典＆　Sons，
　．pripters，．contrac七〇rs　to　th6「Rφyal

一L・一・52　一



　　　Commission，　［1851？’］　320，　32）　5．　pl　・　．，　055　一　’　’．　．　’．　／．　〈D7－A41＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Synopsis　’o．f　the　conte．nfs　of　the　Great．

　　05Q’　’　1，　一’　．・　〈D7’A36＞　・　Exhibition　of　1851　／一by　Robert　Hunt’．

Official　descriptive　and・illustrated　cata：，　．． Londoh：Spicer　Brothers，　．’and　W．

　　　　logUe．一　’　，　・　’　Clowesi　［1851？］　95　p：’．．
g，［：d，s．RigS：iGief’・．B，1％tj｝・2r，S・’ DW・hO№№〟D9ge，　’6，，，　一’・”・…”’・・　一一一・’b，，A，lg＞’

　　　　printerS，　contractors　to，the　Royal’，　Tallis’s　history’and・　description　，of　the’

　　　’Copamissiop，　［1851？］　3　v．　．，’　．’Cirystal　Palaces　and　the．Exhibition　of．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　th・IW6・1d’・1ゆ・tty’　’i・．185！．／illus一

　・051　1　．・．　．．　　　　＜D7－A43＞．’．．　trat6d　・　．・・by　Beard・MaYa11・etc・・etc・．

The　o．p．enin．g・ D’
р?@・the　9r．y．st．al．　？．alace．：　．’ C　Ldridon　；．　1．　Tallis」　［1851？］　・3．．y．

　　　　considered　in　some　of　its　relations　to　’　．一　一1　’

　　　　the　prpspects’of　art／by　John．　Ruskin・　．　　q57・　．．・．・　　　　．　．．．＜D7一A30＞

　　　　London：Smith）　Elder，　1854．，　21　p．　The　Yeag－bQok　of一　factS・．in，the・Great

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exhibition　’df　1851：its　origin．and，

052，’、　．、　　〈Z51・P785＞．　．　P・・gressジ。・n§t・亡・tiv・・d・t・ils』6f　the

Palais　de　Ctistal　：　Jo．urnal　lllustre　dc　1’　’　．　・　building，　the　most’remarkable　a’rtiicles

　　　　l？xposi！io．n　qe．　1．851’ei　duL　Progryes．de．s，　・　・　．　and　oPj．ectsy　e．xhiRltefl，，・etc．　：，e＞gtrq　Voli

　　　　Arts’　lndustriels．一London：Joseph　．　，ume／by　John　TimbS．　・．　．，．

丁欝8罫：5、7　．（，，5，．、1，、r、6，，i．・．・．．1躍記ゑ量野1851．躍・24．ρ・［1］

　　　　‘一‘Published’　by　JoSeph　Thomas　in　the．　’　，”

，　City　of　London”．（nos．1・3）　．　「・　　1853　ダ．プリン三三美術博覧会

　　　　「‘Typographie　Blo血deau”・（pos・4－22）．．、　　　．．イギリス．．

　　　　“lmprimerie　Centrale’de　Napo！eon，’　・・

　　　　Chaix　et　Ce”’（no．　23）　．’，　’　’1　・　058　，”　・　，’　．’　〈D7－A24＞

　　　　Subtitle　varies．　’　．　’　’The　Exhibition　of　Art－industry　in　Dub－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1in．，

　　053　・　’，　．，’　・”　〈D7－A62＞　一’　［London］　：’Virtue，　1853．　”6．4　p．　’一E15］

　　Report’of　thb　Behj．’P．　Johnson，　agent’of　’　leaves　of　plates．

　　　　the　State　of　New－YQrk，　appointed　to

　　　　at㌻end　the，．Exhibition　oジ‡he　Industr￥．　‘185．3　三ユrヨーク万国博覧会

　　　　of　All　Nations，　held．in．　Lohdon，1851．　．．「「．　　アメ．リカ　ブライア．ント公園

　　　　Albany．：C．　Van．Benthuysen’s，　public・　　　　　　7月．14日．～12月置3．日　’

　　　　printer，1852，193　p．．　　　　　　　　　　　　　125万

　　054．　，　．i　一　．　〈D7－A23＞・　一　・　059　・　一　，　．　’　，〈D7rA37＞

　　Report　on　design　’；　p．　repared．　as　a　supPle一　’　The　CrYstal　Palace　：　interior．

　　　　iment　to’the　Report，　of　the　jqry　of　class　 　・　，Lpndon・：’T．　NeLsori’　a’nd　Sons，・　［185

　　　rXXX．’of・the　Exhibition　of　1851，　at　the　’　一？］　32・　p．，　［11］．leaves　of　plates．

　　　　desire　6f’　Het　Majesty’s　’　Comrtiis－

　　　　sibhers，／’by／Richard・Redgrave．．　’　060　一　：　．　，’．　（D7－A31＞

　　　　London”：　Printed　by　W．　’CloWes　arid　’　A　day’in　the　New　York　Crystal　Palace，

　　　　Sons，　1852，　96・P．；31eaVes　of，plates．　．　’・一・and　how　to　make　the　most　of　1’t：’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’一　53　一



being　a’popular　companion　to　the
i‘Qffieial　catalogue，”　and　a　guie’　to．．．

all　pations　／　by　William’ b．　Richards：

New　Yotk　：　G．P．．’Putparr1，　1853．　一　1．68

p．，　［24］　leaves　of　plates．　・　N

061，一．一　・　’　〈YP51LA229＞
Science　and・　mechaniSni　：　illustrated　’ b

　　exaMples　in　the　New　York　Exhibition，

　　1853‘一4，’　includipg　extended　description　，

　　of　the’　most　imPort’ant　，eontributions　in

　the　varioUs・’depqrtments：．，’，／　edited

　by　C．R．　Goodri，ch　’；　aided　bY　，　profes－

　sors　Hall，　Silliman，　and　o’ther　Scieritific

　and　practical　men．

　New　York：G，P．　Putnam，　1854．　’258

　pL，　［6］　leaves　of　plates．　’”｝’

t855．パリ万国博覧会
　　　　　　フランス　シャンゼリゼ

　　　　　　5月11日d1月5日

　　　　　621万14

062　 　’・・　．　一．’@〈D7－A51＞

Rapports　dy　．Jqry　belge　de．　1’ExPosition

　　Universelle　de　Paris　en　1855．．

　　Bruxelies：Impr．　de　Bols－WittOuck，

’　1856．　600　’ 吹D，

1862 ロンドン万国博覧会
イギリス．ケンジストン．』

5月1日～11．月湿5．日

621万1，000

063　・’　’・　：　・　〈D7rA56＞．

CasselYs　illustrated　family　paper　exhibi－

　　tor　：　containing　qbout　three　hundred　，

　　illustrations，　wit．］　letterTpress　descrip－

　　tions　of　all　principal　objects　in　the

　　International　Exhibition　Qf　1862．

．’@Lgndon：Cassell，　？eter，　＆　Galpinl

　　1862．　272　p．　．　．　，　．　．　’・

064・　，．　．　．　，　〈D7－AIO＞
Development．　Qf　ornamental　art　in　the’

L

Ihternational’　Exhibition　；．　being　a

．concise一，statement　of　the　laWS　which

go，vern　the　ptoduction　and　application

of　ornaments　with　refererices・to　the

best　exaniples，　／　by　C．　Dresser．，

Ldndon　：　．Day　a’nd　Son，　lithographers’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’’to　the　Queen，　1862．　192　p；　，

　　065　　　’　，　　　　　　　．　＜D7－A14＞

　　Illustrated　Catalbgue’of　the’　lnternatiQnal

　　　　Exhibition　1862　：　・’the　art　journal．

　　　　Lohdom．：工S．　Virtue，［1862？］324　p．

　　　　　　　　　　　　　　　・」

　　066’一　，〈D7tA34＞b
　　The　lnternational　Exhibition，　’1862　：　the．’

・　’illustrated　catalogue　bf　the　lndustrial’

　　’，i’　’Department，　British　Division．

　　　　Lbndon　：　Printed　for　．　Her　Majesty7s・’・

　　　　・Co血missioners「by．．　Clay，．Son，．＆’

　　　　Taylor，　［1862？］，　2　v．．

067　　　　　　　　　　　　　　＜D7－A45＞

International　Exhibition，ユ862．i．unit’ed

　　Sta砕s　o伍cial　catalogueザ

　　Lo．ndon：Printed　for－the　United．

　　Stat6s’ComMissioners，　by　C．＆F．　B611，

　　1862．　74p．

．068　　　　　　　』　．　　．＜YP51マA226＞

Masterpieces　of　industrial．．art＆．sculp－

　　tu士e　at　the　Int6rnational　Exhibi七i6n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

1862．／。select・d・ndl　de’・c・ib・d　by　J．B．

　　Warin9；chr6m6－1ithographed　by

　　and　uhder　the．direction　6f　WLR．
　　　　　　　　　　ロ

．Tymms，．　A．　Warren，　and　G．　Macca1一．

　ユoch、；from．．photogrqphs　supplied　by

　　the　London　ph6tographic　and　stereo一

・Cgpi・　c・nip・ny，　t3k・n・X・1・・i・・1y　f・・

　　this　work　by　S七ephen．Thompson．

　　Lon40n：Day＆Son，1863．．3v．，

06g　’i　’）　・　・　’　・　〈4g－23＞

Record　of　the　Great　Exhibition　1862．’

　　Lbndon　：’　Longman，　Green，．．LQngM．　an，’

　　and　・Roberts，　［1862　？］．’　607　p．

．一　54　一



　　　，

幽鍍。器、儲・The1』r・acli・aゴ・・諮，懸1、謡67P］．　v．

き1，al盤1諮2士eco「1．gf　‘he・．。76－1　＜YP5・一A223＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L’ExPp・iti・n　uni†erse11・．d・ユ＄67・‘i11・S－

070．．』 @．一．．．〈D7－A16＞　．t・e・・P・blicati6垣nt・・nati・血・．1・

The　recQ．rd　bf　the　lnterriationql　Exhibi一　，　．　autoTlsee．par．　la．　Colnrpigs－io－n．　igipe．r－

　tibn，　1862L　．　，　’　一　iale／r6dacteur　en　chef，．M．　Fr．　Pucu；

London：W．　Mackerizie，　［1862？］　’　ipg．　，，　，・

18箆蜂撫］’．oi　pla‘es

．・

^t．．

f1贈’岬’∵tu’・J

　　　　　ア川．　一「．．瓢hl。1，f。、。1。a、。i69。，。f、轟認．．

071　’ E　1　’　．”〈D’V－A17＞　sal　Exhibition｝　，Published　with　，．Art

The．Spirit　of　一the　Fair／editbrial　com一．　，　j　oural．　’　一　／一　’　’　’・

齢器濃繋．、∴：v’lt岬1∵A48＞

　　　　　曝000…　’．一驚勢響町，よ盤謡
072　　　’　　　．　　　　〈2iO．49－Bi5一・ウ〉　　．．．’　sion．．，　　　　　　　　　　．、

驚1潮懸評．・・．1諮卿．．岬∵1，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　’　Rappotts　du　jury　・internatidnal　：　Exposi一

．073　’　．　一　’ @’・　’”・．　〈D7－s2＞　．　t／／6p　uhive．rselle　de　1867　ti’　Pa’ris　／　’pub一

花翻へ省画良評年パリ万国博　1／lel，16us　ia　d’「eltion．　de　M’che’gheva・一，

。ぼ∵雛1gll．2蒐1幽ll．’、．∴．玖P四φ∵861∵3∵2＞

チョンマゲ大使海を行く　百年煎の万国博・．．　Repo士ts　Of　the　United　States　C6τn血i6一

高橋邦太郎著　　　　・　・si・η・r・t61h・P・・i・y・i・ersa1聯6si一
・騨入物騨116∵65．P．．．．一鴇膿16。，：G。v。，nm，n、P，i。、i。g

O75’ 　’ @”〈D7－A33＞’　’　Qffice，　1870．　6　v．

iCatalogye．　g6n6fal：PxP’osifion　tiniver一，　．’，　，　・　／，．

　　　　　　　　　　　　　　　　・，　．．・．　．7551T・　・’　・1　，i’一’1



「

082　・　〈91－44＞
Visites　et　etudes　de　S．A．1．　1．e　prince

　Napo160n　au　Palais　de　1’indu＄trie．　ou，

、Guide　pratique　et　co血Plet：註」’Expo－

　sition　・universelle　de　1855．

　Paris：　Perrotin，　185，　5．　’592　p．

1873・ウィーン万国博覧会

　　　オーストリア　ブラデール公園

　　　5月1日～11月・2日

　　　722万5，000

083　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特39－322＞

博覧会見聞録　巻之1，5－11，14上．

　［出版者不明］　1874序　和7冊1

084　〈D51i74＞維新産業建設論策集成G．ワグネル［著］

・土橋喬雄編

　東京　原書房　ユ976．589P
　昭和19年刊の複製　　「　，　1．　）

　内容：三国博覧会報告書，米国博覧会報

　告書，日本出品解説

085

海外博覧会本邦参同門料

　博覧会倶楽部編・刊・1928．

　第1輯・予冷博覧会

〈608－113＞

086　・　・　・．　〈EF34＝E246＞
家庭教育文献叢書　1

　東京　クレス出版．1990139，ユ30，6P』「

．監修・解説：石川松太郎’

　内容：博覧会見聞録別記子育の巻　近藤

　真琴著　、

087　一　，　〈081L6TM448－M（t）〉’

明治文化全集　改版　第12巻’

　東京　日本評論社、1957，

　注：懊国博：覧上筆筆記井見聞録（明治6－

　7年）を収む’

．088　　　　　　　　　　　　ぐ特18－698＞

襖国博覧会筆記巻1，2
　［出版者不明］　1873　34，33P（合本）‘

089　』　・　　　　　　　　　　　　　　　　．〈特39－323＞

三国博覧会報告書
　東京　漢国博覧会事務局’ユ875’34冊・

　1，2議院部上下
　3礼法部
　476博物館部『上中下
・7　農業部

　8’道路部

　9－11　山林部　上中下

　12，13蚕業部　i蚕卵説

　14，’15’教育部　上下

　16－18　兵制部　上中下、

　19－21博覧会部　一ti乳下　　㌧

　22‘鉄路部

』23，24　貿易部

　25　風俗部

　26　制度部’

　27独逸国開化戦記．

　28教法部
　29国勢学論
　30，31　国勢部　上下『

　32ゴ興業伝播報告書

　33　航海造船報告書

　34亡国博覧会布告文

090・　．　’　・　〈74－201＞
漢国博覧会外回紀要　田中芳男　平山成信

　編

　東京　森山春雄　1897，1冊

091　・　’　一　’〈70－188＞
Gerold’s　ground　plan　of　the　Vienna　’

　・Universal　Exhibition，　1873．

　Vienna　：　Gerold，　1873．　1　fblded　plan．

092　’　・．　〈60－251＞
Guide　and　album　souvenir　of　the　Univer－

　sal　Exhi’bition，　1873．

　Vienna　：　A．　Dillinger，　1873．　247，　63　p．

093　．　〈A－74＞．J

Notice　sur　1’empire　du　J4pon　et　＄ur

@saparticipation’　a　llExposition　’univer－

　selle　de　Vienne．，　1873　’／　pubJ．iee．par　la

　60mmission　imperiale　j　aponaise．　・　・　・

一　56・一



　Yokohama　：，　C．　L6vy，　1873．　84　p．

094　，　・　〈16－177＞
Rappofts：Exposition　universelle　de

　Vienne　en　1873．　．

　Paris　：　，　Imprimerie　national，　1875．

　5　v．

graphic　Co．，　1876．

静止画資料写真156枚．

101　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜256．2－2＞

米国百年期博覧会教育報告巻1－4

　［東京］文部省　1877　2冊

　報告者：田中不二麿等

1873　奈良博覧会．

　　　東大寺真言院

095　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特39－937＞

奈良博覧大会出品目録
　［出版者不明］　1878’140丁

1875　メルボルン万国博覧会

　　　オーストラリア　メルボルン

096　　　　　　　’　．　　＜特39－321＞

三界洲蝉厘ロ兵府博覧会紀行，橋本正人著

　［東京］勧業寮　1876　2冊

097　一　〈608－113＞
海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊　1928－29

　第2輯メルボルン万国博覧会

098　’　〈DC51－13＞
明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　236
　東京　明治文献資料刊行会　1976

　内容：メルボルン万国博覧会報告

099　．　〈23－209＞
明治十三年メルボルン万国博覧会報告

　［東京］農商務省、1882序　103　p

1876　フィラデルフィア万国博覧会

　　　アメリカ　フェアモント公園

　　　5月1Q日～11月、10日

　　　1，165万

100　〈YKAI－1＞アメリカ独立100年博覧会（1876年）写真集、

　Philadelphia　：　Centennial　photo一．

102　　　　　　　　　　　〈特28－157＞

米国博覧会報告書

　東京　米国博覧会事務局　1876　5冊

　第1冊　日本出品解説

　第2冊　日本出品目録．

　第3冊　日本出品部

　第4－5冊　日本惣町部

103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特60－767＞

一千八百七十六年費府博覧会分類略表
　米国博覧会事務局　［1S76］　1帖

104　　　　　　　　　　　　　　　＜DC51－74＞

維新産業建設論策集成　G，ワグネル［著］

　土屋喬雄編

　東京　原書房　1976589P

　昭和19年刊の複製

　内容：三国博覧会報告書，米国博覧会報

　告書，日本出品解説－

　　　　　　　　　1
105　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜608－113＞

海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊　1928

　第1輯・米国費府博覧会

106　’　〈48－86＞
Catalogues　：　agriculture　and　colonies　：

　Portugal　：　lnternational　Exhibitign，

　1876，　Philadelphia．

　［1876？］．　634　p．

107　〈D7－A49＞The　Centennial　Exposition，　described

　and　illustrated　：　being　a　concise　and

　graphic　description　of　this　grand　enter－

　prise，　commemorative　of　・the　first

　centennary　of　Ame，rican　lndepen一

・一@57　一



　　　　　　　．dence，．　inρluding　history　of　the　Centen一　．．’showロat　／the　Philaddphia　and　other
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　niaL．．／by’J？S．　Ingra血1．．　、　．　　　　　　　tt．　ノinternati6nal　exhibitions．：with．6Yer

　　　　　　　Philadelphi・a，．PA：、Hubbard　．Brds，　．　　　450　fine　engra寸ing§of　the　mastet一、

　　　　　　　c‡876．　770P．，　［1］　’folded　　l6af　of　　．・　　．pieces　oC　indus亡ri皐1．art，．　pa圭ntings，

　　　　　　　’plaち6s．．　　　　　　‘　　　　　．’．．．・　　　　　　　　．　　sculpture，　e七c．／critically　described

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．．　　　．　　　，　arid　illustrared　by　Phillip　T．　Sandhurst

　　　　　108．　t／　　　　，　　．　　．＜D7－A44＞．』　　　　and　otherS．

･？t謝謡欝撫臨。1誓1ヨー．畿1窒lrlph’a，．Pa●：P’W’Z’egler・　1881；・

　　　　　　　complete．　description　of　all　the　build－

　　　　　　　ing’s，　what　to　see，　Wher6　to　go．・　　　．、　113、　　．．　　　　　　　　　・　＜63－35，＞

　　1Phi1・d・lphi・‘．・G，　Law・en・e，．［1876？］．．．J・u・n・1・f　th・p…e・di・g§・f　th・U・ited

　　　　　　　30P”［1］．fllded1βafofllaやes’．・．・1．』「．．鴇lll，1譜躍｝ジrl甲m’sllll’．al

　　　　　109．，　　’　　．■　　　〈D7－A59＞　　・　Philadelphia　l．耳C．　Markley，．1872．

　　　　　C・ntennia1・P・・tfqli・・a・・uv・hi・qf　th・　．224・172・P・

　　　　　　　1・t・rP・ti・・a1取hibiti…tPhi1・d・1一　　　　　，
　　　　　　　phia，　comprising．1ithbgraphic　views　of　　，　114　．，‘．．　　．．．　．．　　　　〈70－64＞

　　　　　　、fifty　6f　its　principal　buildingS，　with　・．　Katalog　der　Osterreichischen：．WeltauS－

　　　　　　　1etter－press　descrip七ion／by　Thomp一　‘　　steUung　in．　Philadelphia　i876．／hersg．

　　　　　　　・・「i　W・・t・・tt・　．　・1・．．．．・・P．6・t・r・ei・hi・ch・n．C・mmiS・i・n’・fU・

　　　　　　　Phi1・d・lphi・・．　T・Hunt・・，．1876・’52　．　dje・W・ltau・Stellung・i・Phi1・d・lphiq．．

　　　　　　　［i．e．104］P．，［52］．1eaves・f　p1・t・・．　　Wi・ri，1876．132　P『

　　　　　．110　　　　『㌧　「　．　　’　　「＜48－70＞　噛　　1115　「　．‘　　　．　　：．　．〈D7－A35＞

　　　　　’The、Empire　gf　Bra多il　at・the　UniYersa1．　・The　Masterpieces、　of　the　Cent6pnial

　　　　　　　Exhibiti・n・f斗876　i・Phi1・d・lphぺ．、．1・te・nati・na1　E・hiわiti・n・i11・・t・at・q・

　　　　　　　Rio　de　Janeiro：Jypograhia幽eLitho一　　　・　Philadelphia：Gebbie　＆．．Barrie，

　　　　　　　9・aph，i・．d・lmp・・i・1　1「i・tlt・t・A・tis一・一‘エ・1875］．31・・．．■．　’

　　　　　　　tico，1876．．．494　P．

　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116　．　．．、．．・．　　．，〈Y99－A12＞

　　　’111　　　　　　．．　　．ぐYP51TA230＞　　　MemoriaLof．．the　Internationa1．Ex茸ibi一

　　　　　‘Frahk．L（∋slie’s　historical　register　of．the．　　　　　tion　at　Philadelphia．　　　　　　　　　，

　　　　　　　United＄tates　Centeh耳iaゴExposition，1・　　　Philadelphia：’Thos：　Huntef，1876．1

　　　　　　　1876／embeliished　with　nearly・eight　　　　［52］P．（chiefly　i11．）

　　　　　　　hundred　illustrati　ohs　draw孕eXpreSsly

　　　　　　　for　this．work　by、the．most．．eminent　・’．117　　．・．．．　　　　　．　．　，＜74τ53＞

　　　　　　　竃rtists　irl　America；edited　by　Frank　　．、Qeuvers　d’arts　et・produits　industriels：．

　　　　　　　H．Norton．．．　．　．．・　．　、　　　、　　　　ExpoSitio耳s　internationals，　Philadel－

　　　　　　　N臼w．York；Frank　エeslie’s　Pub。』．　．phie，1876．’

　　　　　　　誌』1吊71’．、騨岬．ilave『．of’．・．．鷺’；．：Com乎ls『斧「’at　r6n6「a1・1876●

　　　　　　112、’1’r・．幽くD7一岬．．，　1181’．』．・1．．．∵・・．：一一．．．t．＜D7’A29＞

　　　　　Industrial　aAd　fine、arts　of　the　world，　as　，　　0伍cial　catalogue：International　Exhi一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’F　．’．．．　　．　■P．1　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．一　58　T’　　　　　　　　．・

塵



／　一

bition，．1876．

Philadelphia　：　J；R．　Nagle，1　1876：　’・　1　v．

（various　’pagirigs）

119　．　’・’　’一〈70T38＞
0缶・i・1・cat・1。9・・．Qf．th・B・i七i・h・ecti・n・

　　Philadel・Phia　lhterpational　Exhibition，

　　1876．　・　　’　l
　　Londbn：printed　by　G．E．　Eyne　for

　　H．M．S．O．｛1876．　424　p．

120　　　　　　‘　　　『　　　．　「　　　　　　’　　．＜15－69＞

Othcial　catalogue　of・the　U．S．　lnterna一

　’tional　Exhibition　1876．・Rev．　ed．　，

　　Philadelphia　：．J．R．　Nagle，　1876，；

　　464，’170，　177，　343　p．’

121　’・’　・　・　’〈D7－A60＞，
Repo！t　df　the　New　一Jersey　Commis一

　’Sioners　on　the　Ceritennial　EXhibition．

　　Trepton，　N．J．：Naar，　DaY　＆．Na．ar，

　　printers，　1877．，　423　P．1　［6］　leaves・of

　　plates．一　．　・　，

122　　．　　　　．．　　　　　　　’．　　　　　一．．＜15－152＞

RePorts　and　awards：Group　2，5－8，11，
，．． P3，16，19and　22：International　Exhi－

biti・nジ1876・／・dit・d．by，　’F・4・gi・A；1

　　Walker．．．

　　Philadelphia：J．B．　Lippincott，・1877．　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1v．．．．’』　　　　　　　　．　　　　，
　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

ユ23．t1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈16－154＞

Reports　bri　the’　Philadelphia　lnterna一．

　　tional　Exhibiti6n’of　1876．

　　London　i．printed　by　G．E．　Eyne　for’

　　H．M．S．O．；　1877．　2　v：

124　　　　　　　．　．　　　　．．　」　．　　　　．〈93－823＞

Swedish「catalogu6：International　Exhi－

　bition　1876．・ノ2：Exhibits．
　　　　　　　り

　　Philadelphia；Ha116wdl，［18762］1．

　　99P．．’

125 〈YP51－A22’ T＞

TreaSures　of　art，　irtdustry’　and　nianufac－

ture　tepresent．ed　ih　the　AmericanlCen－

　　tennial　Exhibition　at”Philadelphia，

　　1876　，／　edited　by　C．B．　Norton．’

　　Buffalo，・　N．Y．　：　’Cosack　＆　Co．，　［1877　？］　．

　　［207］　p．，　50’leaves　pf　plates：

126　，　，　，　，　，’　〈K－23＞
The　United　States　Internationa1耳xhibi－

tiori　．一：　origip’C　，rise　and　progress　’6f　，thg

　work，　description　of　the　bujldings，　etc．，

　　etc．

　　Philadelphia，　1875．　．89　p．

127’@・　，　．　’@i，　．’ qD7rA47＞

The　United　States　lnternational　Exhibi’一

’　tion，　opens　May　10th，　1876，　closes　Nov：

　　10th，　1876　：the　organization，　the

　　work　proposed，　the’work　already

　　dOne．’

　　Phila’delphia：’［s．n．］，　1875　（Philadel－

　　phia　：　Times　Printing　House）　104　p．

128　，　・　’　’　〈D7－A42＞
Visitor’s　guide　to　the　Centennial　Exhibi－

　　tion　arid’．　Philadelphia，　May・　10th　to

　　NQvember　10th，　1876　：・　the　only　guide－

　　book　sold　oh　the　exhibition　grounds．

　　Philadelphia・’　：　J．B．，Lippincott，　c1875．

　　48P．幽

129，　，　一J　1’〈P7十A53＞
The　World’s　Fair，　Philadelphi’a，　1876　：　a

　　c’ritical　acc6unt　／　by’FranciS　A・．

　　Walker．

　　New　York　；　A．S．　Barnes，　1878，’c1877．

　　68．　p．

18．77第6回京都博覧会
　　　　　．京都御所1仙洞御所

　　　　　　3月10日～．6月22日

　　　　　　61万3，980、

130

京都三門会出品目録

＜特67－209＞．

二59一
’



京都　西尾吉兵衛　1877　1帖

1877　第1回内国勧業博覧会
　　　東京　上野公園

　　　8月21日～11月30日

　　　45万4，168

131　’〈Klll－18＞
明治美術基礎資料集　内国勧業博覧会・内

　国絵画共進会（第1・2回）編　東京国立

　文化財研究所美術部編

　東京東京国立文化財研究所1975
　864，41p　．

　内容：第一回内国勧業博覧会（明治10年）．

　出品目録，審査評語等

132　・　・　・　〈DC51－13＞
明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　178－194

　東京　明治文献資料刊行会　197516冊
　178．内国勧業博覧会出品目録1（勧業博

　　、覧会事務局明治10年刊）．

　179．内国勧業博：覧会出品目録2（内国勧

　　　業博覧会事務局明治10年刊）

　180内国勧業博覧会出品目録3（内国勧

　　　業博覧会事務局明治10年刊）

　181内国勧業博覧会出品目録4（内国勧『

　　　業博覧会事務局明治10年置）

　182内国勧業博覧会出品目録5（内国勧

　　　業博覧会事務局明治10年刊）

　183』内国勧業博覧会出訴目録6・7（内国勧

　　　業博覧会事務局明治10年刊）

　184内国勧業博覧会出品目録8・9（内国法

　　　業博覧会事務局明治10年刊）

　185内国勧業博覧会出島目録10（内国勧

　　　業博覧会事務局明治10年刊）

　186内国勧業博覧会出品目録11・12（内国

　　　勧業博覧会事務局明治10年刊）

　187内国勧業博覧会出品目録13（内国勧

　　　業博覧会事i務局明治10年刊）

　188内国勧業’博覧会出品目録14・15（内国

　　　勧業博覧会事務局明治lO年刊）

　189内国勧業博覧会出品目録16（内国勧

　　　業博覧会事i務局明治10年刊）内国勧

　　　業博覧会牌褒状授与人名録1（内国

　　勧業博覧会事務局明治10年刊）

190内国勧業博覧会牌褒状授与人名録2
　　　（内国勧業博覧会事務局明治10年刊）

191内国勧業博覧会審査評語1（内国勧

　　業博覧会事務局明治10年刊）

～192内国勧業博覧会審査評語2（内国勧・

　　業博：覧会事務局明治10年刊）

193内国勧業博覧会審査評語3（内国勧

　　業博覧会事務局明治10年刊）

’194内国勧業博覧会審査評語4（内国勧

　　業博覧会事務局明治10年刊）

133　　　 　　　　　　〈特28－518＞

明治十年内国勧業博覧会報告書　ゴッドフ

　レッド・ワグネル著　浅見忠雄二三

　東京　内国勧業博覧会　1877序　178p

　内容：第二区　製造品，第五区　農業．

134　　　　　　　・　　　　　’　　　　　　　〈特28－518＞

明治十年内国勧業博覧会報告書

　東京　内国勧業博：覧会　1878　4冊

　内容：第二区第一類　化学製品（浅見忠

　雅）　第四区・機械（大森野中）　第五区

　農業（平野上等）．陶磁蒔絵，繍繰（山本

　五郎）

135　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特…28－518＞

明治十年内国勧業博覧会報告書　大友三三’

　等著

　東京　内国勧業博覧会委員　1879序　80p

136　一’　’　〈20－ls＞
［明治十年］内国勧業博覧会委員報告書

　［東京］　内務省勧二言　1879　316p

137．　　　　tt　　　　　＜特28－454＞

明治十年内国勧業博覧会二品訳名　曲直瀬

　愛想編

　東京tt内国勧業博覧会事務局’1879338p

138　　 　　　　．　　＜特28－483＞

明治十年内国勧業博覧会審査評語

　東京一内国勧業博覧会・事務局　18772冊

139 〈特44－77＞

一60一



明治十年内国勧業博覧会諸規則

層東京　鶴田真綿i1876和14丁

140　　　　　　　　　　　〈特48－897＞

明治十年内国勧業博覧会賞牌褒状授与人名

　録　条三型平編・

　名古屋　栂野伝平　1S77　138p

148　．　　　　　　　　　　　　　　＜DL5－37＞

日本鉱業史料集　第3期　明綿篇、日本鉱

　業史料集刊行委員会編

　東京　白亜書房　1983　2冊

　内容：上巻　明治十年内国勧業博覧会出

　品　解説（三業冶金）　内国勧業博覧会事

　務門守　下巻　独乙国紀行等　渡辺旧著

141　　　　　　、　　　　〈特28－457＞

明治十年内国勧業博覧会賞牌褒状授与人名

　録　内国勧業博覧会事務局編

　［1879］　260p

i42　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　＜特17－587＞

明治十年内国勧業博覧会出品解説

　東京　内国勧業博覧会事務局　1878序

　15冊合本

　内容：第1巻第一区鉱業治金，第2－

　8巻第二区製品，第9巻第三区
　美術，第10，11巻　第四区　機械，第12－

　16巻　第五区　農業，’第17巻　第六区

　園芸

149　”　’　〈15－68＞
Official　catalogue　of　the　national　exhibi－

　tion　of　Japan．

　Tokio：　Exhibition　Bureau，　1877．　’lv．

　（various　pagings）

1878パリ万国博覧会
　　　フランス　シャン・ド・マルス庭園

　　　5月1日～11月10日一

　　　ユ，160万

150　’　　　　　　．　　　〈特45－789＞・

明治十一年仏国博覧会出品目録

，東京　仏国博覧会事務局　1881　90p

143　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　＜特17－982＞

内国勧業博覧会出品目録

　東京　内国勧業博覧会事務局　［刊年不

　明］　3冊

144　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　＜特30－809＞

明治十年内国勧業博覧会出品雑誌　田中寿

　嗣編

　東京　墨水社　187741p

151　〈35－36＞仏蘭西巴里府万国大博覧会報告書

　東京　仏国博：覧会事務局　18802冊

　附録：博覧会三図並諸一覧表等

152　’　〈608－113＞
海外博覧会本邦三戸史料

　博覧会倶楽部編・刊　1928

　第2輯　巴里万国博覧会（明治11）

145

明治十年内国勧業博覧会場案内

　東京　内国勧業博覧会事務局

〈特29－244＞

1877　40p

146　　　　　　、　　　　〈特29－244＞

明治十年内国勧業博覧会場案内　改正増補
　［東京］．内国勧業博覧会事務局　［1877］．

　53p

147　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特7男U－269＞

内国勧業博覧会開場御式の図　揚洲周延画

　1877　3枚

153　〈YP51－A227＞L’Expo’唐奄狽奄盾氏@．universelle　de　．1878：　illus－

　tree：　quatre－vingt－sept　belles　gravures

．sur　bois／text’e　descriptif　par　S．’de

　Vandieres．

　Paris：　C．L6vy，　1879．　159p．

154　’　〈69－19＞
Exposition　universelle　international　de

　1878，　a　Paris：　rapport．

　Paris：　lmprimerie　national，　1880．　3v．

　［Vol．1］：　Groupe　1，　classe　5；　Groupe　1，

一　61　一，



classe　5；　Groupe　2，　classe　9，12，13，15；

Ggoupe　3，　classe　17－19，　21－26，　28；

Groupe　4，　classe　30，31，33i35－42．

［Vol．2］：　Groupe　5，’classe　49；　Groupe

6，　classe　50，51，55－58，63，64；　Groupe　7，

classe　70，71；　Groupe　8，　classe　84；

Groupe　9，　classe　85，87．

［Vol．3］：　Rapports　du’　jury　interna－

tional：　introduction／par　Jules　Simon．

576p．

155　・　〈D7－A22＞
Pottery　and　porcelain　at　the　Paris　Expo－

sition／presented　by　i．E．　Caldwell　＆

　Co．

　Philadelphia：　［J．E．　Caldwell？］；

　Printed　by　J．B．　Lippincett，　1879．　31p．

1879－80　シドニー万国博覧会

　　　　オーストラリア
　　　　9月17日一一．　4月27日

156　．　〈23－208＞
明治十二年濠三三徳尼府万国博覧会報告書

　［出版者不明コ1881序　84，174p（上下

合本）

　復命者：坂田春雄　　　，

1879　第8回京都博覧会
　　　京都御所　仙洞御所

　　　3月15日～6月22日
　　　33万4，276

157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特17－846＞

京都博覧会出品目録　上巻博覧会三編

　京都博覧会社1879　1冊

158　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特17一一291＞

京都博覧会陳列区分表

　京都博覧会社　［1879］19P

1880琴平博覧会

　　　愛媛琴平宮
　　　3月i5日～6月15日

159　　　’　　．　　　　　　　　　　　　　　　　＜特46－26＞

明治十二年琴平山博覧会出品目録

　琴1平村（香川県）博覧会社1879序

　204p

1880－82ベルリン漁業博覧会
　　　　　ドイツ

160　・　　，　’　〈608－113＞
海外’博覧会本邦同輩史料

　博覧会倶楽部編・刊’1929

　第3輯伯林漁業博覧会（明治13）

1880　宮城博覧会
　　　仙台西公園

　　　8月10日～10月8日

161　，　　　　　　　、　〈特46－726＞

・明治十三年宮城県博覧会三品目録

　［仙台］宮城県勧業課　1880序　156，21p

1881第2回内国勧業博覧会
　　　東京　上野公園

　　　3月1’日一一　6月30日

　　　82万3’，　094

162　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特49－716＞

第；回博覧会規則のわけ　打越光亨編

　東京　延寿堂　187934p

163

第二回勧業博覧会明細記

　東京　児玉弥吉　1881

　　＜特44－247＞

加藤伝兵衛三

和10丁

164　　’　　　　　　「『　＜特54－737＞

第二回（明治十四年）内国勧業博覧会　第

　t，三，五区

　［東京］農商務省博覧会掛　1883　3冊

165　　　　　　　　　　　・〈特18－75＞

第二回（明治十四年）内国勧業博：覧会独案内

　一名，博覧会みやげ　山本義俊編

　東京　山本義俊　188140p・

166　　　『　　：　、　　〈特17－992＞
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第二回（明治十四年）内国勧業博覧会審査評

　語・上（第1区，第2区）

　東京　内国勧業博覧会事務局1882395p

167　　、　　　　　　　　〈特28－460＞

第二回（明治十四年）内国勧業博覧会事務報

　告書

　［東京］農商務省博覧会心　1883’185

　p

176　　　　　　　　’　　　〈特18－27≧　．

第二回内国勧業博覧会出品目録

．東京　内国勧業博覧会事務局18811q冊
　（合本）

177　’　．　〈22－268＞
第二回内国勧業博覧会出品輸出入諸統計及

　物価表

　［東京］　内務省商務局　”188134p

168　　　．　　　　・　　　＜特29－243＞

第二回（明治十四年）内国勧業博覧会場案内

　東京内国勧業博覧会事務局188136，
　1ip

178　　　　　　　　　　　　〈特30－72＞

第二回内国勧業博覧会場独案内　赤塚錦三

　三編

　東京　肉屋誠　188136p

169　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特44－249＞

第二回内国勧業博覧会　倉田太助編

東京、倉田太助　1881和6丁「

i70　　　　　　　　　　　＜特44－248＞

第二回内国勧業博覧会J児玉弥七編

　東京　大橋堂　1881和13丁

171　’　一〈36－ll＞
第二回内国勧業博覧会衛生士出品解説

　［東京］　内務省衛生局　188179p

172　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜77－119＞

［第二回］内国勧業博覧会報告書

　［東京］農商務省博覧会掛　18832冊

173　　　　　・　・　　　　．　　　　　　　　　　＜特30－684＞

第二回内国勧業博覧会褒賞授与人名表

　東京　内国勧業博覧会事務局188143，

　100p（上・下巻合本）

174　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特54－386＞

第二回内国勧業博覧会之図　榎本政盧著

　東京　榎本政盧　1881　1帖

175　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜17－65＞

［第二回］内国勧業博覧会三品訳名　農商務

　省博覧会細編「増補訂正．、

　東京　有隣堂，1885　1冊

179　　　　　　　　　　　　　　＜K111－18＞

明治美術基礎資料集　内国勧業博覧会・内

　国絵画共進会（第1・2回診）東京国立

　文化財研究所美術部編

　東京　東京国立文化財研究所1975864，

　41p．

　内容：第二回内国勧業博覧会（明治14年）

　出品目録，審査評語等

180　．　’　〈DC51－13＞
明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　154－177

東京　明治文献資料刊行会’1975　24冊

　154内国勧業博覧会報告書第2回’第
　　　1・第2区、1（農商務省明治16年
　　　刊）．

　155内国勧業博覧会報告書第2回　第2

　　　区　2．・3（農商務省明治16年刊）

　156内国勧業博覧会報告書第2回　第2

　　　区6・第3区1（農商務省明治16
　　　年刊）．

’157内国勧業博覧会報告書第2回　第3

　　　区　2・第4区・第5区　1．（農商務

　　　省明治16年刊）

　158内国勧業博覧会報告書第2回忌第5
　　　区　2（農商務省明治16年刊）

　159内国勧業博覧会報告書第2回　第5
　　・区　3・附録1（農商務省明治16年

　　　刊）

一．160内国勧業：博覧会報告書第2回　2
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　　　（農商務省明治16年刊）　内国勧業博

　　　覧会審査評語　1（内国勧業博覧会

　　　事務局明治15年刊）

　161内国勧業博覧会審査評語第2回　2
　　　（内国勧業博覧会事務局明治15年刊）

　162・（明治14年）内国勧業博覧会審査三三

　　　第2回　3・、4　（内国勧業博覧会事

　　　務局明治15年刊）

　163内国勧業博覧会審査評語第2回
　・　5・内国勧業博覧会出品目録第2回

　　　初篇1（内国勧業博覧会事i務局明治

“　　14－15年刊）

　164内国勧業博：覧会出品目録第2回　初

　　，篇2－1（内国勧業博覧会事務局明治

　　　14年刊）

　165内国勧業博覧会出品目録第2．回初

　　　篇2－2（内国勧業博覧会事務局明治

　　　14年刊）

　166内国勧業博覧会出品目録第2回　初
　　　篇2－3（内国勧業博覧会；事務局明治

　　　14年刊）

　167内国勧業博覧会出品目録第2回．初
　　　篇3，4，5－1（内国勧業1博：覧会事：務

　　　局明治14年刊）

　168内国勧業博覧会出品目録第2回初
　　　篇5－2〈内国勧業博覧会事務局明治「

　　　14年刊）

　169内国勧業博覧会出品目録第2回忌初

　　　篇5－3（内国勧業博覧会事務局明治

　　　14年刊）

　170内国勧業博覧会出品目録第2回初
　　　篇5－4，　．6（内国勧業博覧会事務局

　　　明治14年刊）

　171内国勧業博覧会出品目録第2回、弐
　　　篇2－1（内国勧業博覧会事務局明治

　　　14年夏）

　172内国勧業博覧会出品目録第2回弐
　　　篇2　2・弐篇3・弐篇4・弐篇5
　　　、1（内国勧業博覧会事務局明治14年
　　　刊）．

　173内国勧業博覧会出品目録第2回、弐
　　　篇5　2・弐：篇6（内国勧業博：覧会事

　　　務局明治14年刊）

　174内国勧業博覧会出品目録第2回参
　　　篇1～6（内国勧業博：覧会事務局明

　　治14年目）

175内国勧業博：覧会場案内第2回（内国

　　勧業博覧会事務局明治14年刊）内国

　　勧業博覧会褒賞授与人名表第2回
　　　（内国勧業博覧会事霧局明治14年刊）

176増補改訂内国勧業博覧会列品訳名1

　　　（農商務省明治18年刊）

’177増補改訂内国勧業博覧会三品訳名2

　　　（農商務省明治18年刊）

181　．

内国勧業博覧会之図，

　三三三三書

　18813枚，

　　　〈特7三一271＞

（第二回一上野）

182　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　＜70－189＞

，Guide　to　visitors　for，　National　Exhi－

　bition（second　term）／translated　by宜．

　Katayama．
　Tokio：　Siuyeisha，　1881．　5　p，，　1　folded

　plan．

183　’　．　〈80－92＞
Official　一catalogue　bf　the　2nd　National

　Exhibition　of　Japanese　Empire．

　TokyO：　Exhibition　Dept．，　1881．　2v．

184　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜70－190＞

Visitor’s　guide　to　the　National　Exhi－

　bition（second　term）　／　translated　and

　published　by　T．　Hitomi．

　Tokio，　1881．　5p．，　1・folded’plan．

1881－82アトランタ万国綿業博覧会

　　　　　アメリカ

　　　　　10月18日～1月

185　〈D7－A12＞International　Cotton　Exposition，　At一

．lanta，，　Georgia，　1881：，report　of　the

　Director－General　／　H．1．　Kimball．

　New　York　：　Appleton，　1882　610p．，

　［15］leaves　of　plates．

1882　ウスターシャー博覧会
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イギリス

186　’，　〈P7LA32＞
Catalogue　：　Wgrcestershire　Exhibition，　’

　1882．

Worc’ester［England］　：　W．E．　Tucker，

1882・276，’50P・，［1コ1・afρfp1・t・s・

1883第1回水産博覧会
　　　東京　上野公園

　　　3月1日ん6月8日
　　　23万人

187　’　’　〈35－107＞
水産博覧会第一区出品審査報告　農商務省

　農務局編

　東京　製紙分社　1883，18841冊（合本）

　農商務省農務局蔵版

　内容：第吋類　漁具（水野三連）第二類

　三三装置部（山本三方）海漁装置部（山

　本由方）

188　・　・　〈24－101＞（
水産博覧会第三区出品審査報告　農商務省

　農務三編

　東京’製紙分社　1884　82p

189　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜24－101＞

水産博覧会第四区出品審査報告　統計部

　農商務省農務局編．

　東京　製紙分社　188494p

190　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特397933＞

水回博覧会独案内　村上奉r編

東京　村上奉r　1883　9丁

191　〈34－110＞水産博覧会報告事務顛末ノ部織田完之編

　［東京］農…商務省農務局　1883　181p

192　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜24－100＞

水産博覧会審査評語

　［東京］農商務省農務局　1884399p

1883　ロンドン三国漁業博覧会

イギリス

5月1日～10月31日

193　〈33－302＞英国万国漁業博覧会報告　農商務省水産局

　訳

　東京大日本水産今・1887　3冊
　漁業博覧会学芸収果（ランカスター）漁

　三民況（レビー）漁業律摘要（ショーレ『

　フエブル）

194　・　〈DC51－E6＞一
明治後期産業発達史資料　第139巻

　東京　竜諦観舎　1992tt　1冊’

　内容：英国万国漁業博覧会報告

1883　ボストン技術工業博覧会’

　　　アメりカ

　　　9月、1日～11月30日

，195　〈6Q8－113＞
海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊1929
　第3輯ボストジ技術工芸万国博覧会
　（明治16）

1883殖民地産物及一般輸出品博覧会

　　　オランダアムステルダム

　　　9月～10月・

196　’，　〈608－113＞　，
海外博覧会本邦参同史料

　博覧会｛具楽音聯扁・干IJ　l929

　第3輯　アム界テルダム殖民地産物三一

　般輸出品万国博覧会（明治16）

1884－85　万国森林博覧会

　　　　イギリス　エジンバラ

　　　　12月～5月、31日

197　’　・　〈608－113＞　・
海外博覧会本邦参謁史料

　博覧会倶楽部編・刊　1929

　第3・輯エジンバラ万国森林博覧会（明

　治17）
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1884－85万国工業葦棉100年博覧会

　　　　アメリカ　ニューオリンズ

　　　　12月18目～5月31日

198　一　，’　一　’　〈608－113＞

海外博覧会本邦参同史料　1

　博：覧会倶楽部編・刊1929・

　第3輯万国工業兼三百年期’博覧会（明
　治17）．、

199　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜101－41＞

Rapport　sur　1’instructidn　Publique　a　1’

　Exposition　universelle　de　la　NouVelle一　’

　Or16ans，　1884－85　／　par　B．　Buisson．’

　Paris　：　Chaix，　1886．　295p．

1885万国金工博覧会
　　　ドイツ　ニュールンベルグ

　　　6月～9月

200　．　〈608－113＞
海外博覧会本邦帝紀史料’、

　博覧会倶楽部編・刊　！929

　第3輯　ニュルベルグ金工万国博覧会
　（明治18）

201　　　　　　　　　　　〈特26－747＞

金工万国博覧会報告　山本五郎著

　［出版事項不明］199p

202　・　一〈24－97＞
金主万国博覧会報告　山本五カ所

　［東京］農商務省　1887　199p

1885，万国発明品博覧会

　　　イギリス　ケンジストン

203　一　’　〈608－113＞
海外博覧会本邦参向史料

　博覧会倶楽部編・刊1929・
　第3輯　倫敦：万国発明品博覧会（明治18）

1886　ロンドン植民地及びインド博覧

　　　会

　　　イギリス

204・　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　＜39－142＞

Colonial　and　lndian　Exhibition，　1886：

　official　catalogue．　．

　London：W．　Clowes，’1886．　534p．

1888チュリン博覧会
　　　イタリア

　　　8月

20噛し．　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　＜81－207＞

三国産業及チュリン博覧会視察報告書

　［東京］農商務省商工局189977p

　〈DC51－13＞
・明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　東京　明治文献資料刊行会　1976

　236三国産業及「チュ．リン」博覧会視察．

　報告（農商務省明治32年刊）

1888メルボルン万国博覧会
　　　オーストラリア

207　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　＜101－88＞

Exposl’tiori　international　de　Melbourne

　（1888）　．

　PariS：Imp！imerie　nationale，　1888．

　，162p．

208　一　　　　　　　　　　　　＜D7＝A50＞

Reports　of　the’　Uhited　States　Commis－

　sioners　to　the　Centennial　lnternational

　Exhibition　at　Melbourne，　1889．
Washington　［　D．C．］　：　［・U．S．］　G．P．O．，

　1889．　452p．，　［10］leaves　of　plates．

1888　バルセロナ万国博覧会

　　　スペイン

　　　4月～12且

209　〈608－113＞海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編1929
　第3輯　バルセロナ万国博覧会（明治21）

210 ’　〈40－15＞
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西国ドルスーU一ヌ府万国博覧会報告書・

　東京．農商i務省総務局．1890、180p．

1889パリ万国博覧会．
　　　ラランズシャン・’ド6マルス公園

　　　．トロデロの丘

　　　5月6日曽11月6日．．

　　　．3，235万

monumentS　et　ses　envirQns．”．
．Patis　：　Deiarne，　1889．　，250p．，　［3］fold一．

ed　leaves’of　plates．　’

1889　万国商業博覧会

　　　ドイツ　ハンブルグ

　　　6月～8月．
　　．3．，235万．

211「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特29－500＞

仏国百年祭万国大博魔会品品

　宇賀寿訳

．東京1宇賀寿　189047P

212　　　　　　　　　．　　＜特70－462＞．『

仏国巴里万国大博覧会報告書．．
　［東：京］．．・　［eeiM務省］’4890序　245P

．報告者：柳谷謙太郎’

213　　，　，　．　．　」　〈608－113＞　’

海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊、1929－301

　第3輯・巴里大博覧会（明治22）

．214　．　一　・’　〈YP51－A224＞
L’Exposition　de　Paris，　J889・．　．

　Paris　1　En　vente　a　la　Librairie　illus一’

　tr6e，ユ889．　4v．　ip2

218

独逸国漢墜港商業博覧会報告

　［東京］農商務省総務局

〈特70－444＞

1890序．81p’

219　．，　．　’　・一　・〈608一・113＞

海外博覧会奉邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊．1930．．

　第4輯．漢墾港商業博覧会（明治22）

1889－90　ボス．トン’国際海運博覧会

　　　　アメリカ

220　　　　　　　．．幽　、　．　くD7－A21｝

Repor’煤D　of　the’　lnternational　Maritime

　耳xhibi毒on，、Boston，．188g※90／

conipiled　and　edited　by，John　W．

　Ryckman，　？resident．

　Bolston　：　Press　of　Rockwell　and　Chur：

　chill，　1890．　390．p．

215　　　　　’．　　　．　　，　　　　　、　　．＜101－61＞

L’Expgsltion，’universelle．de　1889　：

　orgahisatieh．　de’　1’expo＄ition　de　1’en－

　seignement　primaire一　public　：　instruc－

　tion　genetale　et／　4nn，e’xe＄．

　Paris　：’Imprimerie　nationale，　1887L

　94p．

216’　’　’　〈YQ51一一A76＞
Exposition　universelle　．de　1889．’　’

　Paris？　1887？一1889？　・39・　leaves’of　plates．’

217　・　．　・．　”　〈D7－A38＞一
Guide　dans　17Exposition　，：　Paris’　et　envi一’

　rons　：　reseignmenLs　gen6raUx，　moyens　’

　de　transport’a’1’Exposition・・・…’ses’

1890　第3興内国罷業博覧会
　　　東京　上野公園．

　　　・．4．月1日～7月31臼

221　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特…67－524＞

．第三回博覧会会場案内全図　伊藤秀太郎編

　．第2版

　東京．・1福島卯之助18901冊

222　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特52「589＞’

第三回内国忌二大博覧会独案内’池羽藤造

．編．

　東京　年保堂　1890　42p．

223　　　　　　　　　　　〈特52－589＞

第三回内国勧業大博：覧会の手引　加藤兵治’
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三編

東京　春錦鳥　189016p

224　　　　　　　　　　　＜W371－8＞
第三回内国勧業大博覧会三図附録

　東京　藤1江草　1891　1』枚

225　　　　　　　　　　　〈特49－492＞

第三回内国勧業博覧会案内　吉田亀寿編

　入王子　染色雑誌社　1890　40p

　「染色雑誌」号外

226　　　　　　　　　　　〈特52－589＞

第三回内国勧業博覧会案内記　前篇　小林

　亀吉編

、東京　小林安太郎　1890　38p

227　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜40－44＞

［第三回］内国勧業博覧会第四部審査概評

　東京　大日本水産会　1890　70p

　「大日本水産会報」号外

228　　　　「　　　　　　　　　’　　・　　　＜特39－932＞

第三回内国勧業博：覧会群馬県出品人名録

　正田治兵編

　東京　改正舎　1890．和11丁

229　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特47－118＞

第三回内国勧業博覧会独案内一三・東京独

案内関弩末松著

　東京　文栄堂　189056p

230　，　’　〈15－117＞
第三回内国勧業博覧会報告書　大阪府蔀

　［大阪］大阪府内務部　1891303p

231
・’

謗O回内国勧業博覧会報告摘要

　［福岡］福岡県内務部　1891

〈特1ク己721＞

277p

232　〈37－147＞第ξ回内国勧業博覧会褒賞薦告文

　東京　第三回内国勧業博覧会事務局
　18903冊子合本）

233　〈27－84＞第三回内国勧業博覧会褒賞授与人名録

　東京　内国勧業博覧会事務局1890566p

234　　　・　　　『　　　　　　、　　　　　　’　〈特18－935＞

第三回内国勧業博覧会井上副総裁並二九鬼

　審査官長演述

　東京・内国勧業博覧会：事務局188918p

235　　　　　　　　　，　　　・　’　　　　　　＜特50－899＞

第三回内国勧業博覧会一覧　中島秀三編

　東享　竹田諒一　189045p
　巻頭の書名：あづまにしき

　付：東京名所古跡の由来神社仏閣縁起年

　代遊覧独案内

236　　　　　　　　　　　＜特52－415＞

第三回内国勧業博覧会会場案内　伊藤兼二

　編

　東京　明広社　1890　1冊．

237　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特52－415＞

第三回内国勧業博覧会会場案内　広瀬長吉

　編

　東京　明広社　1890　1冊

238　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特30－559＞

第三回内国勧業博覧会会場道しるべ　大久

．保常吉著

　東京　岡安平九郎　189050p

239　’　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特46－324＞

第三回内国勧業博覧会区劃図

　東京±内国勧業博覧会事務局1890図表

　17枚

240　〈37－114＞第三回内国勧業博覧会農林部私撰解説書集

　末松幸次郎等編

　東京　末松幸次郎　1890276p

241　．・　〈77－68＞
第三回内国勧業博覧会参考品目録

　東京　内国勧業博覧会事務局139◎ユ畢

　附：出品取消目録・
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242　一　〈77－69＞
第三回内国勧業博覧会審査報告

　東京　第三回内国勧業博覧会事務局

　1891　7冊

243　・，　，　・　t　〈77－69＞
第三回内国勧業博覧会審査報告摘要

東：三三三回内国勧業博覧会事務局

　1891　123p

244　’　〈77－68＞
第三回内国勧業博覧会出品目録

　東京．内国勧業博覧会事務局19808冊
　（合本）

245　・　　　　　　　　　〈特17－658＞

第三回内国勧業博覧会出品目録第1，2，

　5巻
　東京　西村謙蔵　1890’2冊（合本）

246．　　　　　　　　　　＜特29－499＞

第三回内国勧業博覧会四則　勇三三三郎編

　大阪　三史堂　188977p

247　一　’　〈77－70＞
第三回内国勧業博覧会事務報告

　東京　第三回内国勧業博覧会事務局

　1891　477p

248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，　＜特17－463＞

第三回内国勧業博覧会場案内　山崎正秀編

　東京東京新報社、189032p

249　　　　　　　　　』　　　　　　　　　　　　＜特52－589＞

第三回内国勧業博覧会場案内

　東京　内国勧業博覧会事務局189025p

250　　　　　　　　　　　＜特53－312＞

第三回内国勧業博覧会場独案内　上編　高

　木惣七編　『

　東京　高木惣七　1890　70p

251　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特17－463＞

第三回内国勧業博覧会巡覧の栞　松岡万編’

　東京　小林安太郎　1890’7p、

252　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　＜特48－789＞

第三回内国勧業博：覧会縦覧必携　前田案山

　子編　　　　　　　『　P・

　東京　前田案山子，189036p

253　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特16－326＞

第三回内国勧業博覧会受賞者人名録　山下

　岩太郎編

　東京　両友社　1890　510p層

254

博覧会勧覧栞　月田会輔著
　東京　梶山源太郎　i890

＜特49－511＞

40p

255　　　　　　　　　　　　　　　＜DC51－13＞

明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　112－153，200

　東京明治文献資料刊行会1974－7542冊

　112内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　　・1部工業1（第3回内国勧業博覧会

　　　事務局明治24年刊）

　113内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　　1部工業2（第3回内国勧業博覧会
　　　事務局明治24年刊）

　114内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　　1部工業3（第3画内国勧業博覧会’

　　　事務局明治24年刊）

　115内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　　1部工業4（第3回内国勧業博覧会
　　　事務局明治24年刊）

　116内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　　2部美術（第3回内国勧業博覧会事
　　・務局明治24年刊）

　117内国勧業博覧会審査報告第3回　第“t

　　　3部農i業1（第3回内甲勧業博覧会

　　　事務局明治24年刊）

　118内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　　3部農業2（第3回内国勧業博覧会
　　　事務局明治24年刊）

　119内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　　3部農業3〈第3回内国勧業博：覧会

　　　事務局明治24年刊）

　120内国勧業博覧会審査報告第3回　第
　　　4部水産1（第3回内国勧業博覧会

　　　事務局明治24年刊）
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121内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　4部水産2（第3回内国勧業博覧会
　　事務局明治24年刊）

122内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　4部水産3（第3回内国勧業博覧会
　　事務局明治24年刊）

123内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　4部水産4（第3回内国勧業博覧会
　　事務局明治24年刊）

124内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　5部教育及学芸1（第3回内国勧業
　　博覧会事務局明治24年刊）

125内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　5部教育及学芸2（第3回内国勧業
　　博覧会事務局明治24年刊）

126内国勧業博：覧会審査報告第3回．第

　　5部教育及学芸3（第3回内国勧業

　　博覧会事務局明治24年刊）

127内国勧業博覧会審査報告第3回　第

　　6部鉱業及冶金術（第3回内国勧業

　　博覧会事務局明治24年刊）　内国勧

　　業博覧会審査報告第3回　第7部機

　　械（第3幽回内国勧業博覧会事務局明

　　7台24年干の

128内国勧業：博覧会出品目録第3回　第

　　1部工業1（第3回内国勧業博覧会

　　事務局明治24年刊）’

129内国勧業博覧会出品目録第．3回　第

　　1部工業2（第3回内国勧業博覧会
　　事務局明治24年刊）

130内国勧業博覧会出品目録第3回　第

　　1部工業3（第3回内国勧業博覧会
　　事務局明治24年刊）

131一内国勧業博覧会出品目録第3回　第
　　1部工業4唱（第3回内国勧業博覧会’

　　事務局明治24年刊）

132内国勧業博覧会出品目録第3回　第，

　　1部工業5，第2部美術，．　eg　3部農業

　　山林原園芸1（第3回内国勧業博覧、

　　会事務局明治24年刊）

133内国勧業博覧会出品目録第3回　第

　　3部農業山林及園芸2（第3回内国
　　勧業’博魔会事務局明治24年刊）

134内国勧業博覧会出品目録第3圓　第

　　3部農業山林及園芸3（第3回内国

　　勧業博覧会事務局明治24年刊）

135内国勧業博：覧会出品目録第3回　第

　　3部農業山林及園芸4（第3回内国
　　勧業博覧会事務局明治24年刊）

136内国勧業博：覧会出品目録第3回　第

　　3部農業山林及園芸5（第3回内国
　．勧業博覧会事務局明治24年刊）

137内国勧；業博覧会出品目録第3，回　第

　　3部農業山林及園芸6（第3回内国
　　勧業博覧会事務局明治24年刊）

138内国勧業博覧会出品目録第3回1第

　　3部農業山林及園芸7（第3回内国
　　勧業博覧会事務局明治24年刊）

139内国勧業博覧会出品目録第3画　第

　　3部農業山林及園芸8（第3何内国

　　勧業博覧会事務局明治24年刊）

140内国勧業博覧会出品目録第3回　第

　　3部農業山林及園芸9（第3回内国
　　勧業博覧会事務局明治24年刊）

141内国勧業博覧会出品目録第3回　ij　’

　　3部農業山林及園芸10，第4部水産，

　　第5部教育及学芸，第6部鉱業及冶

　　金術，第7部機械1（第3回内国勧業

　　博覧会事務局明治24年刊）

142内国勧業博覧会出品目録第3回　第

　　4部水産，第5部教育及学芸，第6部

　　鉱業及冶金術，第7部機械2（第3回

　　内国勧業博覧会事務局明治24年刊）

143内国勧業博覧会出品目録第3回　第

　　4部水産，第5部教育及学芸，第6部

　　鉱業及冶金術，第7部機械3（第3回

　　内国勧業博覧会事務局明治24年刊）

144内国勧業’博覧会出品目録第3回　第

　　4部水産，第5部教育及学芸，第6部

　　鉱業及冶金術，第7部機械4（第3回
　　内国勧業：博覧会事務局明治23年刊）

　　内国勧業博覧会審査報告摘要第3回

　　（第3回内国勧業博覧会事務局明治

　　24年刊）

145内国勧業博覧会事務報告第3回1
　　（第3回内国勧業博覧会事務局明治

　　24年刊）

146内国勧業博覧会事務報告第3回2
　　（第3回内国勧業博覧会事務局明治

　、24年刊）
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147内国勧業博覧会報告書第3回（大阪

　　府内務部明治24年刊）

148内国勧業博覧会参考品目第3回1
　　（第3回内国勧業博覧会事務局明治

　　23年刊）

149内国勧業博覧会参考品目第3回2
　　（第3回内国勧業博覧会事務局明治

　　23年刊）

150内国勧業博覧会褒賞授与人名録第3

　　回1（第3回内国勧業博覧会事務局
　　明治23年刊）

151内国勧業博覧会褒賞授与人名録第3

　　回2（第3回内国勧業博覧会事務局

　　明治23年刊）

152内国勧業博覧会規則第3，回（第3回

　　内国勧業博覧会事務局明治23年刊）

’153内国勧業博覧会第3回　参考品目、

　　録・独案内・会場案内（内国勧業博覧

　　会事務局明治23年刊）

200農林部私撰解説書集（末吉幸次郎，茅

　　凍鉄蔵，本多善保編明治23年刊）

2ち6

廿三年博覧会実況

’東京　長谷川園吉　1890

＜特43－549＞

和13丁

257　　　　　　　　　　　　＜七別一276＞

唱上野一覧内国博覧会之図tt香朝開国貞画

　18903’枚

258　”　・　t　〈99－143＞
Official　catalogue　of　the　Third　lndus－

　tri－al　National　Exhibition，　1890．

　Yokohama：printed　at　the　“Japan
　Mail”’Office，　［1890？］．　212　p．

1893　シカゴ万国博覧会

　　　アメリ・カ．ジャクソン公園

　　　5月1日～10月30日
　　　2，148万2，000

259　・〈81－177＞米国シカゴ府閣龍世界大博覧会出品封冊糸

　解説高橋信真横

　東京　明文堂．189862p

表紙の書名：世界各国産繭標本写真附録

260　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特17－588＞

北米シカゴ府万国大博覧会記

　東京　田島常太郎　1893・18p

261　〈GH94－E4＞ホワイトシティの幻影　シカゴ万国博覧会

　とアメリカ的想像力　大井浩二著，

　東京　研究社出版．1993　210p

262’　〈608－113＞
海外博覧会本邦三三史料

　博覧会倶楽部編・刊　1930

　第4輯　閣龍（市我古）世界博覧会

263　〈15－250＞三囲世界博覧会美術品画譜　第1－4集

　久保田国母画

　東京　大倉書店　1893－94　4冊

264　　　　　　　・　、　〈特17－588＞

閣龍世界博覧会本県出品二関スル報告

　［山形］’山形県　1895　30p．

265　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈三一87＞

コロンブス世界博覧会出品物本邦弓返手続

　［東京］臨時博覧会事務局　18945p

266　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈産一44＞

コロンブス世界博覧会出品荷物取扱手続

　［東京］　臨時博覧会事務局　1892　11p

267’@　　　　　　　　　＜特45－244＞

［コUンブス］世界博覧会出品者心得

　［東京］　臨時博覧会事務局　1892　62p

268　　　　　　　　　　　　　　　＜DC51－13＞

，明治前期産業発達史資料’勧業博覧会資料

　3　一5，194－198　’

　東京　明治文献資料刊行会1973－758
　冊　　’　　　、

　3　臨時博覧会事務局報告1（臨時博覧
　　　会事務局明治銘年刊）

　4　臨時博覧会事務局報告2（臨時博覧
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　　会事務局明治28年刊）

5　臨時博覧会事務局報告3（臨時博覧

　　会事i務局明治28年刊）

194臨時博覧会事務局報告1（第1－3

　　回）（内国勧業博覧会事務局明治27年

　　刊）

195臨時…博覧会事務局報告2（内国勧業

　　博覧会事務局明治28年号）

196臨時博覧会事務局報告3（臨時博覧

　　会事務局明治28年刊）

197臨時博覧会事務局報告4（臨時博覧．

　　会事務局明治28年刊）

198臨時博覧会事務局報告5（臨時博覧

　　会事務局明治28年刊）

269　’〈9－118＞臨時博覧会事務局報告　第1－3回

　［東京］臨時博覧会事務局1893－9458，

　53，30p（合本）’

270　’　〈77－78＞臨時博覧会事務局報告

　［東京］　臨時博覧会事務局　1895832p

274　’　〈82i274＞
World’s　Columbian　Exposition，　Chi一．

　cago．

　Getmany，　printed　in　1893？　12p．　of

　plates．

　Sketches　of　buildings．

回覧三三市山富

山富

9518

275　　　　　　　　　　　　＜特22－895＞

富山市設博覧会参考三三評　独幹回旧稿圏．

　［富山］　富山市　189532p

1895第4回内国勧業博覧会
　　　京都　三崎公園

　　　4月1日～7月31日
　　　113万6，695

276　　　　　　　　　　　〈特18－935＞

売店敷地割当並売店開設心得

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1895　5p

271　〈9－118＞臨時博覧会事務局報告附属図

　［東京］臨時博覧会事務局　1895図版

　117枚

277　　　　　　　．　．　　〈特28－530＞

第四回博覧会必携京阪十大家名誉録　高橋

　三編

　京都　高橋敬　1894　271p

272　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　＜B－119＞

Advertisements　of　Japanese　・representa－

tions　in　the　World’s　Columbia　aR

　Exposition．

　東京　閣龍博覧会記事協会　18931v、

273　，　．　〈D7－A63＞
Official　views　of　the　World’s　Columbian

　Exposition　／　issued　by　the　Depart－

　ment　of　Photography；C．D．　Arn61d，

　H．D．　Higinbotham，　official’photogra一，

　phers．

　［Chicago］　：’Press　Chicago　Photo一

’Gravure’ bo．，　c1893．　115　leaves　of

　plates’．

278　　　　　　　『　　　〈特28－997＞

第四回（明治二十八年）内国勧業博覧会報

　告　乾

　［前橋］・群馬県内務部　1896　342p

279　．　’　’ @〈77－75＞

第四回（明治廿八年）内国勧業博覧会報告書

　［大阪］大阪府内務部　1896348p

280，　’　．〈77－74＞
第四回’ i明治廿八年）内国勧業博覧会審査報

　告　第1二7部

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1896　8冊（付録共）

281 ＜特54－966＞
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第四回内国勧業博覧会案内記　吉田保三郎

　編

　京都　吉田書店　189524p

282　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特51－323＞

第四回内国勧業博覧会美術館出品目録

　中島甲之助編』　　　　　’

　京都　村上勘兵衛，田中治兵衛　1895
一　100p

『290　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特…28－318＞

第四回内国勧業博覧会名誉野縁1，2巻．

　柳田壮編

　京都．拡業会出張所　1895　2冊

291　　　　．　　　’　　＜特52－400＞

第四回内国勧業博覧会二関スル諸規則・

　京都　中西嘉助　1894　61P

　附：京都府四達

283　　　　”　　　　　　　　　　　　＜産一34＞

第四回内国勧業博覧会ハ京都二開設琴ルヲ

　適当ト入ル意見書

’京都　京都商工同盟会　189240p

292　’　一　〈77－77＞
第四回内国勧業博覧会審査概況

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1895　64p

284　・　〈40－550＞
第四回内国勧業博覧会報告

　［岡山］　岡山県内務部　1897　146p

293　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜6－299＞

第四回内国勧業博覧会写真　桑田正三郎編

　［出版者不明］　1895　図版12枚

285　’　〈74－124＞
第四回内国勧業博覧会報告

　［福岡］福岡県内務部　1897’　263p

294　　　　　　　　　　　〈特21－683＞

第四回内国勧業博覧会諸規則　本間三国編

　千葉町（千葉県）積三舎　189434p

286、　’　　　　　　　　〈特52－400＞’

．第四回内国勧業博覧会規則言出三人場内売，

　店規則　浜田正夫著

　大阪　東回新聞舗　1894　34p

295　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特21－683＞

第四回内国勧業博覧会出品部類目録

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1894　24p

287・　　　　　　　　　　’〈特52－400＞

第四回内国勧業博覧会規則類纂　田村与三

郎編

大津：町（滋賀県）

105p
村上弥太郎1894

288　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　＜特17－583＞

第四回内国勧業博覧会官民三三出品者必携

　附・内国勧業博覧会規則全書　若井源吾

　編

』東京　大東出版社　1894、48p

289　　　　　　　　　’　〈特17－600＞

第四回内国勧業博覧会京都受賞人名三三

　附・五二会京都物産品評大会受賞　島林

　芳三郎編

　京都　北強堂　1896　296，38p

296　〈77－71＞第四回内国勧業博覧会出品部類目録

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1895　7冊

　内容：第一部工業上・下第二部
　美術之部第三部　農業森林及園芸
　上・下第四部水産第五一七部教
　育及学術　三業冶金三三機械，官庁之部．

297　〈77－72＞第四回内国勧業博覧会出品目録　補正　第

　1，3－7部
　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1895・3冊（谷本）

　内容＝第一部　工業　第三部　農業　森

　林及園芸　第四部　水産　第五部　教育

　及学術　第六部　鉱業冶金術　第七部
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機i械 1895　19p

298　’　〈18－414＞
第四回内国勧業博覧会出品人心得．石西尚

　一著，

大阪石西尚一　189461p

307　　　　　　　　　　　〈特48T490＞
博覧会ノ準備　長与専斎著

京都大日本私立衛生会京都支部1894’

　30p

299　、　　　　　　　・，’〈特21－683＞

第四回内国勧i業博覧会出品人心得

　東京・第四回内国勧業：博覧会事務局

　1894　．8p

308　’　〈9－78＞’
平安遷都紀年祭第四回勧業大博覧会連合計

画予定大略　即成常喜著

　京都　藤井孫兵衛　189331p

300

第四回内国勧業博覧会事務便覧
　［札幌］　北海道内務部　1894

＜9－312＞

42p

301　一　〈77－73＞
第四回内国勧業’博覧会事務報告

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1896　419p

302　〈18－591＞第四回内国勧業博覧会場案内

』東京　第四回内国勧業博覧会事務局記録

　言果　　1895　28p

303　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特21－683＞

第四回内国勧業博覧会場位置官制出品規則

　売店規則

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1895　32p

304　　　　　　　　　　　〈特17－182＞

第四回内国勧業博覧会受賞名鑑　松原三重

　編

　大阪、中興社　1895199p

305　，　　一　，〈77－76＞
第四回内国勧業博覧会授賞人名録

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

　1895　1冊

306　’　　　　　　　『〈特18－935＞

道庁府県委員心得

　東京　第四回内国勧業博覧会事務局

309　〈16－168＞平安遷都紀年祭第四回勧業大博覧会連合計

　画予定大略　練成常喜著　増補2版

　京都　石黒三次郎　189334丁

310　　　　　　・　　　　　　　　　．　・　　　〈16－168ロ〉

平安遷都紀年祭第四回勧業大博覧会連合計

　画予定大略　紀成常喜著　増補3版

　京都’石黒与次郎　1893「60丁

311　　　　　　　　　　　〈特51－322＞

平安遷都紀念祭第四回内国勧業博覧会案内

　記　井上柳三著

　京都　文取回・189560p

312　，　一　一　〈DC51－13＞
朋治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　62－111

　東京明治文献資料刊行会1973－7450冊

　62内国勧業博覧会事務報告第4回完
　　　1（第4回内国勧業博覧会事務局明’

　　　治29年刊）

　63’内国勧業博覧会事務報告第4回完

　　　2（第4回内国勧業博覧会事務局明
　　　治29年刊）

　64内国勧業博覧会出品目録第4回第’

　　　1部工業上巻1（第4回内国勧業博
　　　覧会事務局明治28年刊）

　65内国勧業博覧会出品目録第4回第
　　　1部工業上巻2（第4回内国勧業博
　　　覧会事務局明治28年刊）

　66内国勧業博覧会出品目録第4周第
　　　1部工業下巻1（第4回内国勧業博

．一 V4二．



　覧会事務局明治28年刊）

67内国勧業博覧会出品目録第4回・第

　　1部工業下巻21（第4回内国勧業博：

　覧会事務局明治28年刊）

68内国勧業博覧会出品目録第4回第
　　1部工業下巻3（第4回内国勧業博

　覧会事務局明治28年刊）

』69内国勧業’博覧会出品目録第4回第

　　1部工業下巻4（第4回内国勧業博
　覧会事務局明治28年刊）

70内国勧業’博覧会出品目録補正第4回

　第1部工業追加・訂正・取消1（第

　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年

　刊）

71内国勧業博覧会出品目録補正第4回

　第1部工業追加・訂正・取消2（第

　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年

　刊）

72，内国勧業博覧会出品目録補正第4回

　　第1部工業追加・訂正・取消3（第

　　4回内国勧業博：覧会事務局明治28年

　刊）内国勧業’博覧会出品目録第4回．

　　第2部美術及美術工芸2（第4回内

　　国勧業博覧会事務局明治28年刊）

73内国勧業博覧会出品目録第4回　第

　　3部農業，森林及園芸　上巻1（第

　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年

　刊）

74内国勧業博覧会出品目録第4回　第

　　3部農業，森林及園芸　上巻2（第

　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年

　　刊）

75内国勧業博魔会出品目録第4回’第

　　3部農業，森林及園芸　上巻3（第

　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年
　　刊）

76内国勧業博：覧会出品目録第4．回　第

　　3部農業，森林及園芸　上巻4（第

　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年
　　刊）

77内国勧業博覧会出品目録第4回　第

　　3部農業，森林及園芸下巻1（第
　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年
　　刊）

78内国勧業博覧会出品目録第4回・第

　3部農業，森林及園芸　下巻2（第

　4回内国勧業博章会事務局明治28年

　刊）

79内国勧業博覧会出品目録第4回　第

　3部農業，森林及園芸　下巻3（第

　4回内国勧業博覧会事務局明治28年
　刊）

80内国勧業博覧会出品目録第4回　第

　　3部農業，’森林及園芸　下巻4（第

　　4回内国勧業博覧会事務局明治28年

　刊）

81内国勧業博覧会出品目録第4回　第
　　4部水産1（第4回内国勧業博覧会

　事務局明治28年遅）

82内国勧業博箪会出品目録第4回　第

　　4部水産2（第4回内国勧業博覧会

　事務局明治28年刊）　内国勧業博覧

　会出品目録第4回　第5部教育及学

　術（第4回内国勧業博覧会事務局明

　治28年刊）

83内国勧業博覧会出品目録第4回　第

　　6部鉱業冶金術（第4回内国勧業博

　覧会事務局明治28年刊）　内国勧業

　博覧会出品自録第4回　第7部機械

　　（第4回内国勧業’博覧会事務局明治

　28年刊）　内国勧業博覧会出品目録

　第4回　官庁之部（第4回内国勧業

　博覧会事務局明治28年刊）

84内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　1冊第1部第1類化学製品及
　薬剤（第4回内国勧業博覧会事務局’
　萌治28年刊）　内国勧業博覧会審査

　報告第4回　第2冊　第1部．第2
　類　紙及其製品，第3類　写真及印

　刷（第4回内国勧業博覧会事務局明
　治29年刊）「，

85内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　3冊第1部第4類糸類，’第5
　類　織物（第4回内国勧業博覧会事

　務局明治29年刊）

86内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　4冊　第1部　第5類　織物（第4

　　回内国勧業博覧会事務局明治29年

　刊）

87内国勧業博覧会審査報告附録第4回，
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　第1蔀　第5類　織物染物刺繍注意

　挿図52号（第4回内国勧業博覧会事
　務局明治29年刊）　内国勧業博覧会

　審査報告第4回　第5冊　第1部’
　第6類　衣服装飾具其他雑品（第4
　回内国勧業博覧会事務局明治29年

　刊）・

88内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　6冊1　第1部第7類漆器（第
　4回内国勧業博覧会事務局明治29年
　刊）

89内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　6冊2　第1部．第7類漆器（第
　4回内国勧業博覧会事務局明治29年

　刊）　肉国勧業’博覧会審査報告第4

　回第7冊1　第1部第8類木
　同類製品，第9類　革工区骨牙耳介

　甲羽毛製品（第4回内国勧業博覧会

　事務局明治29年刊）

90内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　7冊2　第1部第8類木回類製
　品，第9類革及三三三角介甲羽毛
　製品（第4回内国勧業博覧会事務局

　明治29年刊）

91内国勧業・博覧会審査報告第4回　第

　1部　第9冊七宝，金属製品（第
　4回内国勧業博覧会事務局明治29年

　刊）　内国勧業博覧会審査報告第4

　回　第1部第10冊　工匠用具及諸
　金物，度量衡器，銃鉤軍器及馬具，

　土木工作雛形（第4回内国勧業博覧

　会事務局明治29年刊）

92内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　2部　美術（第4回内国勧業博覧会
　事務局明治29年刊）

93内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　3．部　農業，森林及園芸　上巻1

　（第4回内国勧業博覧会事務局明治’

　29年刊）

94内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　3部　農業，蘇林及園芸「上巻2
　（第4回内国勧業博覧会事務局明治
　29年刊）

95内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　3部農業，森林及園芸上巻3

　　（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　29年刊）・

96内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　3部　農業，森林及園芸　上巻4
　　（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　29年刊）

97内国勧業博覧会審査報告第4回　第
　　3部　農業，森林及園芸　上巻5・．

　’下巻1（第4回内国勧業博覧会事務

　　局明治29年刊）　　　　　　　’

98内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　3部　農業，森林及園芸　下巻2
　幽（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　29年刊）

99内国勧業博覧会審査報告第4回．第

　　3部　農業，森林友園芸　下巻3
　　（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　29年刊）

100内国勧業博覧会審査報告第4回、第
　　3部　農業，森林及園芸　下巻4

　　（第4回内国勧業博覧会事務局明治－

　　29年刊）

101内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　3部農業，森林及園芸下巻5’
　・（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　29年刊）

102内国勧業博覧会審査報告第4回’第

　　4部　水産i（第4回内国勧業博覧
　　会事務局明治28年刊）

103内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　4部　水産2（第4回内国勧業博覧
　　会事務局明治29年刊）

104内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　4部　水産3（第4回内国勧業博覧
　　会事務局明治29年刊）

105内国勧業博覧会審査報告第4回忌第

　　5部教育及学術（第4回内国勧業博

　　覧会事i務局明治29年刊）

106内国勧業博覧会審査報告第4回　第

　　5部附録第4回（第4回内国勧業博
　　覧会事務局明治29年刊）　内国勧業

　　博覧会審査報告第4甲　第6部金属
　　鉱業　附録足尾銅山事業一班，三池

　　炭山事業一班（第4回内国勧業三二
　　会事務局明治29年刊）　内国勧業博
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　　覧会審査報告第4回　第7部機械
　　（第4回内国勧業博覧会事i務局明治

　　29年刊）

107内国勧業：博覧会授賞人名録第4回

　　1（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　29年刊）

108内国勧業博覧会授賞人名録第4回
　　2（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　28年刊）

109内飼勧業博覧会授賞人名録第4回

　　3（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　28年刊）

’110内国勧業博覧会授賞人名録第4回

　　4（第4回内国勧業博覧会事務局明治

　　28年刊）

111内国勧業博覧会報告書第4回（大阪

　　府内務部第五課明治29年刊）

313　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特17－481＞

璽都祭博覧会遊覧乃栞滝山珀著

　大阪　大阪国文社　1895142p

314　’　・　〈B－208＞
Prbspectus　of　the　eleventh　centennial

　’celebration　of　the　founding　of　city　of

　Kyoto　in　connectiori　with　the　fotrth

　national　exhibition　to　be　held　in　the

　same　city　from　Apr．　1－July　31st，　1895．

　’京都　西村義民　1895　12ゴ

1897　第2回水産博覧会
　　　兵庫・和田山甲

　　　9月1日。一　11月3日

315　．，　・〈81－21＞
第二回水産博覧会報告

　［松江］島根県内務部　189854p

316　〈74－225＞第二回水産博覧会褒賞旧名録

　神戸　第二回水産博覧会事務局　1898

　466p

317　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜74－219＞

第二回水産博覧会官庁出品目録

神戸　第二回水産博覧会事務局　1897

82p

’』

R18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜40－396＞

第二回水産博覧会二対スル意見

　「［東京］大日本水産会　1896　141p

319　〈74－221＞第二回水産博覧会誌　第1－10号　大日本

　水産会編

　神戸1第二回水産博覧会事務局　1897

　1冊（合本）

320　〈75－91＞第二回水産博覧会審査報告・

　［東京］農商務省水産局　1898－99

　6冊（合本）．

　内容：錆1巻　第一蔀　漁業（金田帰逸，

　丹羽平太郎）　第2巻　第二部　製造（奥

　健蔵，三川温）　第二回水産博覧会附属水

　族館報告　第3巻　第三部養殖（岸上
　鎌吉，北原多作）　第野鼠・水族（藤田経

　信）第4巻第四部教育学芸及経済
　（大原庄太郎）　第5巻　第五部　機械器’

　具（高井助太郎，内村達次郎）

321　一　〈74－220＞
第二回水産博覧会審査概評

　神戸　第二回水産博覧会事務局　1897

　91p

322，　．　〈74－219＞
第二回水産博覧会出品目録
’神戸　第二回水産博覧会事務局　1897

　2冊（480，1180p）

　内容：第1冊第一部漁業第三部
　養殖　第四部　教育学芸及経済　第五部

機械器具　第六部　水族第2冊　第二

　部　製造

323　，〈74－219＞
第二回水産博覧会出品目録補正　追加・訂

　正・取消

　神戸’第二回水産博覧会事務局　1897

Q34p
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324　〈34－110＞，第二回水産博覧会事務報告　第二回水産博

　’覧会事務局編

　［東京］・農商務省水産局　1898382p

1900パリ万国博覧会．
　　　フランス　トロカデロ公園・

　　　4月15日～11月12日

　　　4，707万6，339

325’　・　・　〈608－113＞
海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊　1929－30

　第4輯巴里万国博覧会（明治33）

i326　〈81－24＞明治三十三年巴里万国大博覧会出品規則

　［東京］臨時博覧会事務局1888　11，6p

327　一　．　〈DC51L13＞．
明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料’

　東京　明治文献資料刊行会　1976　6冊
　201－2Q3’　，　237一，　238

　201千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会

　　　事務局報告上1（臨時博覧会事務局）

　202千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会

　　　事務局報告（臨時博覧会事務局）

　203千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会

　　　事務局報告上3（臨時博覧会事務局）

　204千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会

　　　事務局輯告上4（臨時博覧会事務局）

237千九百年巴里万国大博覧会報告1
　　　（農商務省明治35年刊）

　238千九百年巴里万国大博覧会報告2
　　　（農商務省明治35年刊）

328　　　　　　　．　　　　幽．　〈14．2イー66＞’

巴里万国大博覧会報告
’［東京］農商務省’1gq2　2冊、

　内容：水産部並仏国水産の状況視察報告

　（下啓助）第十三部入十四類出品審査報

　告（塩田真，中川三三）　園芸蔀報告（福羽

　逸人）

329 〈40－566＞

千九百年頃里万国大博覧会布告三三規則判’

　定理由書

　［東京］’臨時博覧会事務局　189774P

330　〈40－477＞巴里万国大博覧会に対する方針　金子堅太

　郎著圏

　［東京］　臨時博覧会事務局　188717p

331　・　〈40－585＞
巴里万国大博覧会に対する方針　中西嘉助

　編

　京都　中西嘉助　1887　29p

332　・　〈28－167＞千九百年巴里万国大博覧会臨時博覧会事務・

　局報告

　［東京］農商務省’1902　2冊　（上

　953，下782p）

333　・　・　，　〈74－202＞
千九百年巴里万国大博覧会総則及出品部類

　別

　［東京］　臨時博：覧会事務局　188734，

　99p

334　’　〈73－196＞
千九百年巴里万国博覧会出品連合協会報告

　東京　巴里万国博覧会出品連合協会残務

　取扱所　1903313，429p
　付：第十部五十入類審査報告（大塚琢造）

335　’，　，　〈YP51－A228＞
L’Architecture　a　1’Exposition’　uniyer－

　selle　de　・1900．

一Paris：　Librairies－imprimeries　r6unies，

　［1990？］　1，13，21，20，22，20，3　leaves　6f

　plates．

336　〈D7－A15＞Les　Beaux－arts　et　les　art，s　decoratifs　／

　，par　L．　Ben6dite’”　［et　al．］，　’

　Paris　：　Gazette　des　beaux－arts，　［1900？］

　526P．，［30ユ1eaves　of　P13tes．
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337　　　、　　．　　　　　　　〈YQ5ユーA7s＞

Caf6s　du　Guatemala　：　Exposition　univ，er－

　selle　de　1900，　4　grand　prix，　38　mdailles

　d’or．

　Paris：　Lacoudre，　［1900？］　［26］　p．

東京　英国グラスゴー万国博覧会出品同

盟会　1902170p

1902’ロシアセントピータスブルグ万

　　　国漁業博覧会

338　一　’ qD7－A13＞

L’　Exposition　du　siecle　／　A．　Quantin．

　Paris：　Le　Monde　moderne，　［1900？］

　367　p．

339　　　　　　　　　　　　　＜YQ51－A77＞

Exposition　universelle，　1900・

　Paris　：　Ludovic　Baschet）　［1900？］

　’［305］　p．　of　plates．

340　’〈D7－A26＞
Exposition　universelle，’1900：　the　chefs－

　d’oeuvre　／　applied　art　by　v．　champier

　；　centennial　and　retrospective　by　A．

　Saglio；qrt，　and　architecture　bY　W．

　Walton．

　Philadelphia：　G．　Barrie，　1900－c1902．

　10v．

341　　　層　　　　　　　’　　＜D7－A20＞
　　　　　　　　　　　　　ト
The　Paris　Exhibition，1900：the　art　l　our－

　na1／「・edited　by　D．　Croal　Thom合on：

　assisted　by　Herbert　E．　Butler　and　E．　G

　Halton．

　London：Art　Jourrtal　office，　H二Virtue

　and　C6．，1901．　374　p．

1901イギリス万国博覧会　　　　’

　　　グラスゴー

　　’・5月～11月

342　　　　　　　　・　　　　　・　　　　　　　　　＜608－113＞

海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊　1930

　第5輯グラスゴー万国博覧会（明治34）

343　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　＜83－185＞

千九百一年英国グラスゴー万国博覧会出品

　同盟報告　窪田勘三編

344　〈DC51－E6＞明治後期産三三達史資料　第134巻

　東京　竜漢書舎　1976．128，3，321p

　露国彼岸墜府万国漁業博覧会報告　農商

　務省水産局明治36年刊の複製

345　〈83－214＞露国聖彼解悟府万国漁業博覧会報告　松原

新之助述

　［東京］農商務省水産局　1903　321p

1903　第5回内国勧業博覧会
　　　大阪　天王寺

　　　3月1日～7月31日
　　　435万693

346　．　’〈83－216＞
第五回博：覧会紀念写真帖　井上吉太郎編

　大阪三和印刷所　1903図版20枚

347　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特49－857＞

第五回内国勧業博覧会浅沼商会著

　東京　浅沼商会　1903　図版27枚

348　，　一　．・，　〈400－84＞
［第五回］内国勧業博覧会　大阪写真会撮影

　大阪町五回内国勧業博覧会協賛会
　1903　図版48枚

349　．　〈400－85＞
第五回内国勧業博覧会　高木秀太郎著

　大阪関西写真製版印刷出版部1903
　図版63枚

350一　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　＜317－30＞

第五回内国勧業博覧会愛知県出晶報告　明

　治36年

　［名古屋］愛知県　1904499p
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351　〈96－172＞第五回内国勧業博覧会案内記　井上熊次郎

　編

東京　三文社　1903185p

352　　　『　　　　　　　＜亥ニー17＞

第五回内国勧業博覧会美術館出品目録’

　東京第五回内国勧業博覧会事務局
　1903　1冊（図版333枚）

’353　　　　　　　　　、・＜亥ニー14＞

第五回内国勧業博覧会美術出品図録

　東京第五回内国勧業博覧会事務局
　1903

354　一　・’　’〈97－50＞
第五回内国勧業博覧会御料局出品説明書

　［東京］　宮内省御料局　1903　70p

355　〈317－29＞第五回内国勧業博覧会北海道庁事務報告

　北海道庁殖民部　1904331p

大阪　矢野松吉　190421p

361．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜316「113＞

第五回内国勧業博覧会協賛会報告書

　大阪第五回内国勧業博：覧会協賛会

　1903　211p

362　．　〈316－114＞
第五回内国勧業博覧会二於ケル貿易品調査

　書　第1，2回
　［横浜］；横浜税関190496，69p（合本）

　税関月報附録16，17
　　　　1

363’@　　．　　　　　　〈特28－833＞

第五回内国勧業博覧会大阪府事務報告

　［大阪］大阪府内務部　1904393p’

364　．　〈317－21＞
第五回内国勧業博覧会審査報告　第五回内

　国勧業博覧会事務局編

　東京　長谷川正直　190417冊（第1Lg
　部）’

’356

第五回内国勧業博覧会報告書

　［大阪］大阪市商工課　1904

〈319－75＞

　　　　x

243p

357　〈81－823＞一品五回内国勧業博覧会海軍出品解説

’東京　金港堂　1903　20p

358　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　〈55－74（享羊）〉

第五回内国勧業博覧会紀念写真帖　鳴戸源

　之助編

　大阪　玉鳴館　1903　図版115枚

　英文併記．

359　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜83一：208＞

第五回内国勧業博覧会紀念写真帖　鳴戸源

　之助、，

　大阪　弓鳴館　1903　3冊（合本）

360　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特21－685＞

第五回内国勧業博覧会規則書・出品部類目

　録・出品心得書　矢野松吉編

365　’　，　〈D7－48＞
第五回内国勧業博覧会審査報告　第五回内

　国勧業博覧会事務局編

　東京　長谷川正直　1904　7冊

　内容：第2、部巻之1　林業第4部
門金属鉱業　非鉄金属鉱業　応用鉱物及標

　本類　第6部港之1　総三二之2
　目撃綿類　巻之3　絹織物類　綿織物
　麻織物　毛織物，雑織物　染織物　雑類

　第7蔀　金属製品　武具　雑工作品　第，

　9部　総編

366　’　〈94－120＞
第五回内国勧業博覧会審査官列伝　前編

東京金港町　1903　123p

367　〈74－246＞第五回内国勧業博覧会総説博覧会案内

　東京　金港堂　1903　172p

368　　　　　　　　　　　＜特45－622＞．

第五回内国勧業博覧会諸規則　長谷川如元
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s

薬

名古屋　名古屋通信社　1902　70p

369　〈39－88＞第五回内国勧業博覧会出品物説明書

　［滝野川村（東京府）］農商務省農事試験

　場　　1903　343p

370　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜81－831＞

第五回内国勧業博覧会出品解説書　武内徳

　馬編

　直方町（福岡県）　貝島鉱業　1903　61p

371・　〈319－65＞第五回内国勧業博覧会出品解説書　第2部
　第9類（椎茸）

　大阪　大阪椎茸仲間組合190495，17p

372　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　＜特…26－868＞

第五回内国勧業博覧会出品解説書書式案内

　遠藤与七郎編

　大阪三々堂　190268p、
・付’：博覧会諸規則及出品者心得

373　．　〈316－105＞
第五回内国勧業博覧会出品目録

　東京第五回内国勧業博覧会事務局
　190327冊（合本）

　内容：第1部農業及園芸，第2部林
　業，第3部　水産，第4部　採鉱及冶金，

　第5部　化学工業，第6部　染色工業，

　第7部　製作工業，第8部　機械館，，通
　旧館，第9部　教育，学術，衛生及経済’

　第10部　美術及美術工芸，［別巻］参考館，

　同別館，官庁出品，台湾館，冷蔵庫

374　・〈401－61＞
第五回内国勧業博覧会出晶農業二関スル図

　表’

　［東京］農商務省農務局．1904表36枚

一375　‘　〈316－11！＞
第五回内国勧業博覧会出品説明書

　［東京］農商務省肥料S（i物調査所　1903

　44p図版25枚

376　．　〈81－898＞
第五回内国勧業博覧会出品審査概況

　東京第五回内国勧業博覧会事務局
　1903　130p

377　’　〈319－77＞
第五回内国勧業博覧会出品千葉県農会事業

　言忌　千葉県農会編

　［千葉町（千葉県）］千葉県　1904209，

　24p

378　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特21－685＞

第五回内国勧業博覧会出品注意事項

　［青森］青森県内務部　190220p

379　　　　　　　　．　　〈特67－290＞

第五回内国勧業博覧会出陳教育統計表図

　［東京］文部省総務局文書課　1903表

　15枚

380　，　．　〈44－299＞
第五回内国勧業博覧会要覧　上巻

　大阪　第五回内国勧業博覧会要覧編纂所

　1903一　514p

381　〈317－32＞第五回内国勧業博覧会事務報告

　東京　農商務省　1904　2冊（上668，下
　416，115p）　．

382　’　〈401－51＞
第五回内国勧業博覧会図絵　高木秀太郎著

　大阪　関西写真製版印刷1903．図版14枚

383　・　〈96－131＞
第五回内国勧業博覧会場全景図　大村徳次

　自著

　小泉亀吉　1902　90p

384　〈316－112＞第五回内国勧業博覧会受賞名鑑　堀之内与

　之助編

　大阪　受賞名鑑出版部　1903644p

385 ＜特17－845＞
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第五回内国勧業博覧会受賞名鑑

　神戸神戸デイリーニュース社’1903

　151p

386　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　』　〈特…23－387＞

第五回内国勧業博覧会受賞人名録　小倉政

　次郎編

　大阪　東浪館書房　1903651p

387　，　一　〈74－250＞
第五回内国勧業’博覧会重要物産案内　国光

　三編

　東京　国光社　1903699p

388　一　〈81－806＞
第五回内国勧業審会便覧　門田正経著

　東京　台湾協会　190393p

389　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜79－362＞

博覧会委員会事務報告・

　［大阪］大阪市　190488p

390　〈319－80＞博覧会紀念　一名，輿三余師牛尾軍太郎

　編

　松江　牛尾軍太郎　1904415p

391　一　・　〈401－50＞
博覧会大観　松田愛編

　京都　石敢堂　1903　図版12枚

392　　　　　　　　　　　〈特17－344＞

博覧会手引　金港堂編輯三編

　東京　金港掌　1903116p

393

絵画傑作集　山田直三郎編

．京都　山田芸二三　1903
　（上・中・†合本）

〈83－210＞

図版1冊

394　〈81－825＞加奈陀ト大阪ノ博覧会

　［大阪］・加奈陀政府博覧会事務局　1903

　47p

395　〈74－233＞明治三十六年博覧会之栞　附・近畿名勝案〆

　内田中貞三郎編
　神戸　神戸新聞社　1903．160，80p

396　〈DC51－13＞明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　1－3，6－61，198，199

　東京明治文献資料刊行会1973－7561冊

　1第5回内国勧業博覧会協賛会編「大
　　　陸と博覧会」『

　’2内国勧業博覧会出品物説明書字5回
　　　．（農商霧省農事試験場明治36年刊）

　3福島県勧業臨時報告（第5回内国勧
　　　業博覧会明治36年刊）

　6内国勧業博覧会東京出品連合会報告

　　　第5回（第5回内国勧業博覧会明治
　　　36年刊）

　7内国勧業博覧会福島県事務報告第5一

　　　回（第5回内国勧業博覧会事務局明

　　　治36年刊）

　8内国勧業博覧会福島県事務報告附録
　　　第5回（福島県明治37年刊）　内国

　　　勧業博覧会出品審査概況第5回（第

　　、5回内国勧業博覧会事務局明治36年
　　　刊）

　、9一内国勧業博覧会出品目録第5回、追

　　　加（第5回内国勧業博覧会事務局明

　　　治36年刊）　内国勧業博：覧会堂品目

　　録第5回台湾館（第5回内国勧業博
　　　覧会明治36年忌）　内国勧業博覧会

　　　出品目録第5回　官庁出品（第5回
　　　内国勧業博覧会事務局萌治36年刊）

　Ip内国勧業博覧会報告書第5．回（大阪、

　　　市役所商；工課明治37年刊）

　1↓内国勧業：’博覧会重要物産案内面5回

　　　1（国光社明治36年刊）

　12内国勧業博覧会重要物産案内第5回’
　　　2「（国光社明治36年刊）

　13内国勧業博覧会重要物産案内第5回
　　　3’（国光社明治36年刊）　内国勧業

　　博覧会出品目録第5回’第1部　農

　　業及園芸第2（第5回内国勧業博覧
　　会事務局明治36年刊）”

　14内国勧業博覧会出品目銀第5’回一心．
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　1部　農業及園芸第1（第5回内国
　’勧業’博覧会事務局明治36年刊）』

15内国勧業博覧会出品目録第5回忌第

　1部　農業及園芸第3（第5回内国
　勧業博覧会事務局明治36年刊）

16内国勧業博覧会出品目録第5回忌第

　1部　農業及園芸第4（第5回内国
　勧業博覧会事務局明治36年刊）　内

　国勧業博覧会出品目録第5回　第1

　部　農業及園芸第5・（第5回内国勧
　業博覧会事務局明治36年判）

17内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　2部　林業第1（第5回内国勧業博
　覧会事務局明治36年刊）

18内国勧業博覧会出品目録第5，回　第

　　3部　水産第1（第5回内国勧業博

　覧会事務局明治36年忌）　内国勧業

　博覧会出品目録第5回第2部林
　業第2（第5回内国勧業博覧会事務
　局明治36年刊）

19内国勧業博覧会出品目録第5回忌第

　　3蔀』水産第2（第5回内国勧業博

　覧会事務局明治36年刊）

20内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　　3部　水産第2一＝2　（第5回内国勧

　業博覧会事務局明治36年刊）

21内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　　3部　水産第3（第5回内国勧業博

　覧会事務局明治36年刊）

22内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　　3部　水産第4（第5回内国勧業博

　覧会事務局明治36年刊）　内国勧業

　博覧会出品目録第5回　第4部　採

　言及冶金（第5回内国勧業博覧会事

　務局明治36年刊）

23内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　，5部　化学工業第1（第5回内国勧

　業博覧会事務局明治36年刊）

24内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　　5部　化学工業第2（第5回内国勧
　1業博覧会事務局明治36年刊）

25内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　　7部　制作工業第1（第5回内国勧

　業博覧会事務局明治36年刊）

26内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　7部　制作工業第2（第5回内国勧
　業博覧会事務局明治36年置）

27内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　7部　制作工業第3（第5回内国勧
　業博覧会事務局明治36年刊）

28内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　7部　制作工業第4（第5回内国勧
　業博覧会事務局明治36年刊），

29内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　7部　制作工業別館（第5回内国勧
　業博覧会事務局明治36年刊）一

30内野勧業博覧会出品目録第5回　第

　8部　機械館（第5回内国勧業博覧
　．会事務局明治36年置）　内国勧業博

　覧会出品目録第5回　第9部門教
　育，学術，衛生及経済　別館（第5

　回内国勧業博覧会事務局明治36年
　刊）

31内国勧業博覧会出品目録第5回　第

　　9部　教育，学術，衛生及経済（第

　　5回内国勧業’博覧会事務局明治36年

　刊）

32内国勧業博覧会審査報告第5回　第’

　　1部巻之1（第5回内国勧業博覧会

　事務局明治37年刊）

33内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　1部首巻（第5回内国勧業博覧会事
　務局明治37年半），内国勧業博覧会，

　審査報告第5回　第1部巻之2　第
　　1類植物類　綿拉繊維類及製紙原料

　（第5回内国勧業博覧会事務局明治

　37年刊）　内国勧業博覧会審査報告

　第5回　第1部巻之3　第1類植物
　類‘葉煙草・製造煙草（第5回内国

　勧業博覧会事務局明治37年刊）

34内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　1部巻之4　第1類植物類　染色原
　料・製油原料1香田上・牧草・薬草・

　雑品・種子・苗・植物ノ標本．（第5

　．回内国勧業博覧会事務局明治37年

　刊）

35内国勧業博覧会審査報告第5回　第
　　1部巻之5　第2類動物類　蚕種・

　繭（第5回内国勧業博覧会事務局明

　治37年刊）　内国勧業博覧会審査報
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　告第5回忌第1部巻之6　第2出動
　物議　牛馬・小家畜及び家禽類，第

　3頚製造飲食品　肉温温の製品
　（第5回内国勧業博覧会事務局明治

　37年刊）

36内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　1部巻之7　第3類　製造飲食製
　茶，珈瑳（第5回内国勧業博覧会事務

　局明治37年刊）　内国勧業博覧会審

　査報告第5回　第1部巻之8　第3
　類　製造飲食品糖蜜（第5回内国勧

　業博覧会事務局明治37年刊）　内国

　勧業博覧会審査報告第5回　第1部

　巻之9’第3類　製造飲食品精穀粉

　麺乾物類　疏菜果実ノ貯蔵品（第5

　回内国勧業博覧会事務局明治37年
　刊）

37内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　1部巻之10第3類．‘製造飲食菓
　子，飴（第5回内国勧業博覧会事務

　局明治37年刊）　内国勧業博覧会審

　．査報告第5回　第1部巻之11　第4

　類　肥料，第5類農業ノ方法，第6

　類　農業及農産製造用器具（第5回

　内国勧業博覧会事務局明治37年刊）

38内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　1部巻之12　第1類．植物三諦菜，

　第7類　園芸，果実，花卉，装飾植

　二等（第5回内国勧業博覧会事務局

　明治37年刊）　内国勧業博覧会審査

　報告第5回第1部巻之13第8類
　有害有益ノ動植物（第5回内国勧業

　博覧会事務局明治37年刊）

39内国勧業博覧会審査報告第5回　第．

　1部巻之14官庁出品（第5回内国
　勧業博覧会事務局明治37年刊）　内’

　国勧業博覧会審査報告第5回忌第1

　部巻之15参考館（第5回内国勧業
　博覧会事務局明治37年刊）

40内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　2部巻之1　林業1．’（第5回内国勧

　業博覧会事務局明治37年刊）

41内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　2部巻之1（2）機械器具及製作用
　ノ加工木竹材・皮，蔓，染料，塗料

　　其他工業用ノ原料（第5回内国勧業
　　博覧会事務局明治37年刊）

42内国勧業博覧会審査報告第5・回　第

　　2部巻之1（3）菌輩其他食：料，薬

　　料・炭，灰其他林産製品・皮・毛・

　　羽．・角，三等（第5回内国勧業博覧

　　会事務局明治37年刊）

『43内国勧業博覧会審査報告第5回・第

　・2部巻之1（4）種子，苗，動植物

　　ノ標本及図画（第5回内国勧業博覧

　　会事務局明治37年刊）

44内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　2部巻之2（1）森林ノ経理，測量，

　　測漏出荒業ノ方法及成績，造林及森

　　林保護ノ方法成績（第5回内国勧業

　　博覧会事務局明治37年刊）

45内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　2部巻之2（2）伐木造林運輸林産

　　製造等森林利用ノ方法及成績竹林

　　ノ施業造林保護並利用ノ方法及成
　　績，林業器具，参考館其他外国陳列

　　館出品（第5回内国勧業博覧会事務

　　局明治37年刊）

46内国勧業博覧会審査報告第5回　第
　　3部1’総論，漁業，製造’（第5回

　　内国勧業博覧会事務局明治37年刊）

47内国勧業博覧会審査報告第5画　第

　　3部2　製造，’海嶺，養殖，水産業

　　ノ方法（第5回内国勧業博覧会事務

　　局明治37年刊）

48内画勧業博覧会審査報告第5回　第

　　4部第1篇　金属鉱業，第2篇　非
　　金属鉱業，第3篇　応用鉱物及標本

　　類（第5回内国勧業博覧会事務局明

　　治37年刊）

49内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　5部巻之1　審査提要（第5回内国

　　勧業博覧会事務局明治37年刊）　内・

　　国勧業博覧会審査報告第5回　第5・

　　部巻之2　第20類　化学製品（第5

　　回内国勧業博覧会事務局明治37年

　　刊）　内国勧業博覧会審査報告第5

　　回　第5部巻之3・第21類　醸造品

　　（第5回内国勧業博覧会事務局明治

　　37年刊）
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50，内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　5部巻之4　22類　陶磁器，第23類
　1七宝品及骸器品，第24類　破璃，第

　25類「セメント」石灰，石膏（第5

　回内国勧業博覧会事務局明治37年
　刊）’内国勧業博覧会審査報告第5

　回　巻之5　第26類　紙及紙製品，

　第27類　靱皮先革類（第5回内国勧

　業博覧会事務局明治37年刊）　内国

　勧業博覧会審査報告第5回　巻之6

　第28類　漆器（第5回内国勧業博覧

　会事務局明治37年刊）

51内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　6部巻之1　第1篇　総：堤（第5回・

　内国勧業博覧会事務局明治37年刊）

　内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　6部巻之2　第2篇糸及綿類
　（第5回内国勧業博覧会事務局明治
　37年刊）

52内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　6部巻之3（1）第3篇　絹織物類，

　第4篇　綿織物（第5回内国博覧会
　事務局明治37年刊）　　　　　＼
53’ 熏相ｩ業博覧会審査報告第5何　第

　　6部巻之3（2）第4篇　麻織物，

　毛織物，雑織物類　第5篇　染織物

　雑類（第5回内国勧業博覧会事務局

　明治37年刊）　内国勧業博覧会審査＝

　報告第5回　第6部巻之．4　第6篇

　特別報告（第5回内国勧業博覧会事

　務局明治37年刊）

54内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　7部第31類金属製品，第32頚武
　具，第33類　雑工作品（第5回内国

　勧業博覧会事務局明治37年刊）

・55内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　8部1（第5回内国勧業博覧会事務

　局明治37年余）

56内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　8部2（第5回内国勧業博覧会事務
　局明治37年刊）・

57内国勧業博覧会審査報告第5回　第

　　9部1　総論，・教育，学術，医学及

　衛生，測定器，写真及印刷，建築及

　土木（第5回内国勧業博覧会事務局

　　明治37年刊）

58内国勧業博覧会審査報告第5回’第

　　9部2　統計及経済（第5回内国勧
　　業博覧会事務局明治37年刊）　内国

　　勧業博覧会審査報告第5回　第10部

　　美術及美術工芸（第5回内国博覧会

　　事務局明治37年刊）

59第5回内国勧業博覧会二於ケル貿易

　　品調査書　第12回（横浜税関明治37

　　年刊）’第5回内国勧業博覧会総説

　　博覧会案内（金港堂明治36年刊）

60内国勧業博覧会第5回　上巻1（博

　　覧会要覧編纂所明治36年刊）

61内国勧業：博覧会要覧第5回　上巻2

　・（第5回内国勧業博覧会要覧編纂所

　　明治36年刊）

ig8博覧会彙報第1，2編（第5回内国
　　勧業博覧会に関する記事）　博覧会

　　彙報発行所　明治35年刊

199博覧会彙報第3－5編　（三三三三
　　報発行所明治35年刊）

397　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜96－171＞

内国勧業博覧会三略　喜三会著’

　東京　喜県会本部　190380p

398　〈96－206＞大阪博覧会便覧　裕隣畔編

　大阪農学i館　1903149p

399　　　　　　　　　　　　　－　　　’　　　　　＜96ヨ192＞

大阪名勝案内　第五回内国勧業博覧会
　附・高名商工人名録

　東京　辻本治三郎　190376，103p　図

　版　30枚

400　，　t　〈187－257＞
大阪審会要覧　七里恭三郎著　黒崎恒次郎

　編

．大阪　日清協和会　190324丁　　　㌔

401　．．’　〈96－146＞
大阪ζ博覧会　第五回内国勧業博覧会協賛

　会編

　大阪第五回内国勧業博覧会協賛三
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1902　274p

402　〈83－225＞三関動物写真帖　第1集　山岡千太郎著

　大阪　第五回内国勧業博覧会余興動物園

　1903　図版14枚

403　’　〈81－853＞
余興動物園集容動物目録及解説　織田信徳

　著』

　大阪　余興動物園　1903　107P

1904セントルイス万国博覧会
　　　アメリカ　フオレスト公園’

　　　4月30日～12月1日

’404　一　，　〈401－8＞
亜米利加合衆国ミソー・リ三聖三三ルーイシ

　ヤナ買収三豊会売房二於ケル日本美術出

　品物　山下三十郎編

　神戸　関西写真製版印刷出版部　1904

　図版94枚

405　〈81－980＞米国聖路易万国博覧会渡航案内　星一編

　東京　星一．190346，13p

406　’　．　〈81－906＞
『米国回路三世界大博覧会三聖三三市側内

　米国回路易博覧会渡航奨励倶楽部編

　大阪　大塚卯三郎　190372p

407　〈608－113＞　，
海外’博覧会本邦三三史料

　博覧会倶楽部編・刊　1930

　第5輯　回路易万国博覧会（明治37）’

408　’　〈DC51－13＞
明治前期産業発達史資料勧業博覧会資料

　205－207

　東京　明治文献資料刊行会　1976　3冊・

　205聖路易万国博覧会本邦参同事業報

　　　告第1編1
　206回路易万国博覧会本邦三三事業報

　　　告第1編2

207馬路町中国博覧会本邦三三事業報

　　告第1編3

409　’，　．　，　〈34－278＞
回路易万国博覧会本邦参同事業報告　1，

　2編
　［東京］農商務省　［1901］　1905　2冊

410　一　・　〈40－807＞
回路易万国博覧会日本出品協会報告　小倉

　三編　　　　　　　　’　、　、

東京　聖華華万国博覧会日本出品協会

　1906　499，43p’

1995　リエージュ万国博覧会・

　　　ベルギー　コイルト公園

411　〈79－458＞白耳義国利栄寿万国博覧会出品案内

　［東京］利栄寿命国博覧会日本出品協会

　1904　59p

412　〈6Q8－113＞海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊　1930

　第5輯　リエージ万国博覧会（明治38）．

，413　・　’　．〈DC51－13＞
明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　239，　240

　東京　明治文献資料刊行会　1976　2冊

　239　利栄寿万国博覧会報告1（利栄寿万

　　　　国博覧会日本出品協会明治40年刊）

　240『利栄寿万国博覧会報告2（利栄寿万

　　　　国博覧会日本出品協会明治40年刊）

一414　，　〈74－347＞．
千九百五年利栄寿三三博覧会報告

　［東京］利栄寿万国博覧会日本出品協会

　1907　655p

1905ルイスクラーク100年記念万国，
　　　博覧会

　　　アメリカ　ポートランド

　　　6月1日～10月5日
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415　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’＜608一ユ13＞

海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊　1930　　　’

　第5輯波土豪博覧会（明治38）

1906　ミラノ万国博覧会

　　　イタリア

　　　4月～12月

416　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜608一＝113＞

海外博覧会本邦国論史料

　博覧会倶楽部編・刊．193b，

　第5輯　，ミラノ万国博豊会（明治39）

1907　ゼームズタウン万国博覧会

　　　アメリカ・4月～11月

417　・　〈608－113＞
海外博覧会本邦参同史料

・博覧会倶楽部編・刊　1934

　第6輯　ゼームスタウ・ン博覧会（明治40）

1907東京勧業博覧会
　　　上野公園

　　　3月20日～7月31日，

　　　681万176

　　博覧会審査報告巻4　1（東京府庁

　　明治41年刊）層

220東京勧業博覧会審査…報告巻4　2
　　（東京府庁明治41年刊）

221．東京勧業博覧会審査全書1（興道館

　　本部明治41年刊）

222・東京勧業博覧会審李全書2、（興道館

　　本部明治41年刊）

223　東京勧業博覧会審査全書3（興道館

　　本部明治41年刊）

224　東京勧業博：覧会審査全書4（興道館

　　本部明治41年刊）

225　東京勧業博覧会審査全書5（興道館

　　本部明治41年刊）

226東京勧業博：覧会審査全書6（興導館

　　本部明治41年刊）

236　東京勧業博覧会：審査報告（東京府庁

　　明治41年刊）

419　・　’　〈31－354＞
東京勧業博覧会案内　秋谷梅之助編

　東京　精三社出版部　1907136p

420　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜31－301＞

東京勧業博覧会案内　小田青畔著

　東京　広文堂　1907，318p

418　〈DC51－13＞明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　214－226，236

　東京．明治文献資料刊行会　197614冊

　214東京勧業博覧会審査報告巻1　2
　　　（東京府庁明治41年刊）

　215　東京勧業博覧会審査報告巻1　3
　　　（東京府庁明治41年刊）　東京勧業

　　’博覧会審査報告巻2　1（車京府庁

　　　明治41年刊）

　216東京勧業博覧会審査報告巻2（東京

　　　府庁明治41年刊）

　217東京勧業博覧会審査報告巻3　1
　　　（東京府庁明治41年刊）

　218東京勧業博覧会審査報告巻、3　2
　　　（東京府庁明治41年刊）

　219東京勧業博覧会審査報告巻3　3
　　　（東京府庁明治41年刊）東京勧業

421　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜74－374＞

東京勧業博覧会案内　東京市市史編纂係留

　東京　渇感房　190723p

422　〈22－400＞東京勧業博覧会美術館出品図録　東京府編

　東京　審美書院　1907　2冊（合本）

423　〈81－1076＞東京勧業博覧会衛生調査報告

、東京　大日本私立衛生会　1907　185p

424

東京勧業博覧会彙報

　東京勧業博覧会彙報社

　1～7号（1906．8～1907．3）

425

＜雑37－51＞

〈321－63＞
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東京勧業博覧会審査報告

　［東京］東京府　1908　4冊

426　一　〈81－1083＞
東京勧業博覧会台湾館　月出三編

　東京　東山書屋　190777p

427　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜34－294＞

東京勧業博覧会実記　高木栄吉，清宮秀之

　解明

　東京　重宝新聞社　1907364p

’428　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜321－76＞

東京勧業博覧会事務報告’

H［東京］東京府19092冊（上・下671p）

1908万国装飾技術及家具博覧会
　　　Uシア　ペテルスブルグ

　　　8月25日目11月1日

429　一　，　〈608－113＞
海外博覧会本邦三三史料

博覧会倶楽部編・刊　1934「

　第6輯彼得墨万国装飾技術及家具博覧
会（明治41＞

1909第1回発明品博覧会
　　　東京　上野公園

　　　4月1日～5月20日

430　　　、　　　・　　　＜特25－504＞，

発明晶博覧会報告　若林盛也編　　一’

　東京発明品博覧会残務取扱事務所
　1909　166p

431　〈17－448＞発明品博覧会出品案内　池田董編
　東京　発明品博：覧会　1909』283，18p

1909　アラズカ・ユーコン太平洋博覧

　　　会

　　　アメリカ　シアトル

432　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜327－121＞

アラスカ・ユーコン太平洋博：覧会日本出晶．

館提供三原祝賀会来賓演説筆記

東京　アラスカ・ユーコン太平洋博覧会

出品協会　190944p

433　’　・　〈608－113＞
海外博覧会本邦参同史料

博覧会倶楽部編・刊　1934

　第6輯　アラスカ・ユーコン太平洋博覧
　会（明治42）

1910　日英博覧会
　　　ロンドン’．

　　　5月14日～10月31日

434　，　・　〈608－113＞
海外博覧会本邦参同史料．

　博覧会倶楽部編・刊　1934、

　第6輯　日英博覧会（明治43）

435 〈326－21＞

日英博箪二三：知出品同盟会報告書

名古屋，日英博覧会愛知出品同盟会

1911120，17，77p　図版75枚

436　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜300－156＞

日莫博覧会古美術出品図録

　東京　日英博覧会事務局　1910　1冊

437　／　〈327－18＞
日英博：覧会ノ特許人出山人三三二関スルー

　般規則・同出品部類目録

　東京　日英博覧会事務局　190933p

438　’　”　〈300－156＞
日英博覧会新美術出品図録

　東京　日英博覧会事務局　1910　1冊

439　　　　　　　　　　　　　　　　　＜CZ－612－Ol＞

H英博：覧会諸規則

　東京　日英博覧会事務局　190952p

440

日英博覧会出品人参高議料

　東京　日英博覧会事務局

〈327－52＞

1909’　71p
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441　’

日英博覧会出品人要覧

．東京　日英博覧会事務局　1909

442

日英博覧会事務局事務報告

　［東京］農商務省　1912

　1001，38p）

〈327－57＞

33p

〈321－103＞

2冊（上・下

443　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　＜327－326＞

日英博覧会授賞人名録

　［東京］農商務省日英博覧会事務局

　1910　167p

444

1910年日英博覧会褒状

　1910　石版摺　1枚．

＜特7－554＞

447　．　〈606．7－N629n＞〈326－23＞
南京臨監会各省出品調査書　南洋勧業三日

　本出品協会編

　東京　東亜同文会調査編纂部　1912　1，、

．　426p

1911，ドレズデン万国衛生博覧会

　　　ドイツ．

　　　5月目10月

448　・　〈608－113＞
海外博覧会本邦三三史料

　博覧会倶楽部編・、刊　1934

　第6輯　ドレスデン万国衛生博覧会

1911イタリ．ア万国博覧会

　　幽ローマ　トリノ

445　．，　〈D7－37＞
British　press　and　the　Japan－British　Exhi－

　bition，　no．　1－4．

　Tokyo：　lmperial　Japanese　Commis－

　sion，　1910－191L　lv．　（bounded）

1910　南京博覧会

　　　中国

　　　5月5日～10月

449・　’　〈608－113＞
海洋博覧会本邦参同史料

　海外博覧会倶楽部編・刊　1934

　第6輯　伊太利万国博覧会（明治44）

1912　日本大博覧会

　　　東京

　　　4月1日～10月31日
　　　計画段階で中止

446　　　　　・　　　　　　　　　＜DC51－13＞

明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料

　208－213

　東京　明治文献資料刊行会　1976

・208南京博覧会各省出品調査書1（南洋

　　　勧業会日本出品協会明治45年刊）

　209南京博覧会各省出品調査書2（南洋

　　　勧業会日本出品協会明治45年刊）

　210南京博覧会各省出品調査書3（南洋

　　　勧業会日本出品協会明治45年刊）．

　211南京博覧会各省出品調査書4（南洋

　　　勧業会日本出品協会明治45年刊）

　2i2南京博覧会各省出品調査書5（南洋

　　　勧業会日本出品協会明治45年刊）

　213南京博：覧会各省出品調査書6（南洋

　　　勧業会日本出品協会明治45年刊）

450　・　・〈63－26＞
日本大博覧会経営ノ方針　日本大博覧会会

　長子爵金子堅太郎君演説集

　東京　日本大博覧会事務局　1908218p

4．51　　　　　　　・　　　　　　　　　　、．　　．　．　　　　＜18－860＞

日本大博覧会規則［等］

　東京　日本大博覧会事務局　1908　131p

　出品部類目録　出品二対スル発明意匠実

　用新案及商標保護二関スル法律，出品外

　国貨物免税二関スル法律を含む

452　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特…48－984＞

日本大博覧会二関スル講話筆記　附・日本

　大博覧会規則

　．［福島］福島県　190851p
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1912南洋スマラ7止血会，　　　　　　　　229三景大正博覧会審査報告巻2　1

　　　オランダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（果京府大正与年刊）

　　　8月20日～11月22日　　　　　　　　　　230東京大耳博覧会審査報告巻2　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京府大正5年刊）・

453　　　　、〈6・8一・・3’〉・，23・東回正博覧会審査報告巻23
海外博覧会本邦参同史料　　　　　　　　　　　　　　　く東京府大正5年刊）．東京大正博

　博覧会倶楽部編・刊　1934　　　　　　　　　　　　　覧会審査報告巻3　1（東京府大正

　第7輯　南洋スマラン博覧会　　　　　　　　　　　　5年刊）「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232東京大正博壷会審査報告巻3　2
19’P2　万国発動機博覧会　　　　　　　　　　　　　（東京府大正5年刊）

　　　デンマーク　コペンハーゲン　　　　　　．233東京大正博覧会審査報告巻3　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京府大正5年刊）

454　、　　　　　　　　層　〈608－113＞　　　　234東京大正博覧会審査報告巻4’1

海外博覧会本邦参同史料　　　　　　　　　　　　　　（東京府大正5年刊）

　博覧会倶楽部編・刊　1934・　　　　　　　　　？35東京六正博覧会審査報告巻4　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京府大正5年刊）　第6輯　コペンハーゲン万国発動機博覧

　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　458　・　〈3．37－202＞
1913　明治記念拓殖博覧会　　　　　　　　　大正博覧会宮城県受賞者紀念蛛　第1編

　　　大阪　天王寺公園1　　　　　　　　　　　’東北評論社　1914　180p

　　　4月21日～6月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　459　’　〈331－111＞
455　　・　　　　 ＜88－346＞　　　大正博覧会写真出品図録『

明治記念三三博覧会案内記　大久保旧著　　　　小林寿一編・刊　1914

　有信社　1913158p

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　460　〈94－812＞
456　・　　　　一　　　　　〈DC51－13＞　　　大正博覧会と東京遊覧

明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料　　　　　向上社　1914　312p　．

　207
　東京　明治文献資料刊行会　1976幽　　　　461　　　　』　　　　　　　＜321－148＞

　内容＝明治記念拓殖博覧会案内記（有信　　　東京大工E博覧会愛知県出品報告

社大正2年刊）　　　　　　　，tt　　　　　愛知県　1914172p

1914　東京大正博覧会　　　　　　　　　　462　－　　　　　』．　　』　〈326－68＞

　　　上野公園　　　　　　　’　　　　　　　東京大正’博覧会秋田県出品事務報告

　　　3月20日～7月31日　　　　　、　　　　　秋田県編・刊　191546p

457　・　〈DC51－13＞　463　・　〈359－11＞明治前期産業発達史資料　勧業博覧会資料　　　　東京大正博覧会美M［r館出品図録　東京府編

　227－235　　　　　　　　　　　　　　画報社1914　3冊
　東京　明治文献資料刊行会　1976

　227東京大正博覧会審査報告巻1　1’　　464　　　　　　　　　　　　〈359－58＞
　　　（東京府大正5年刊）　　　　　　　　　東京大正博覧会第十二部審査準報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　90　＝＝



465　・　〈406－52＞
車京大正博覧会建築号　前，後編

　建築世界社、1914　2冊

　（建築世界臨時増刊）

466　・　 　〈359－57＞
東京大正博覧会審査報告（1－4）

　東京府編・刊　1916　4冊．

467　一　〈350－377＞東京大正博覧会出品目録ピヤマン編再版『

　英来日本案三社　1914902p

468　・　’　，〈331－114＞
東京大正博覧会出品三三華　古林亀治郎編

　時事通信社　1914　1冊

469一　〈349－356＞東景大正博覧会出品審i奪概況　附・受賞人．

　名簿　東京大正博覧会編
　東京大正博覧会記念帖刊行会1914646P

470　．　〈349－292＞
東京大正博覧会要覧　西村義風編

　産業評論社　1914490p

471　〈350－190＞東京大正博覧会遊覧案内　附・地図

　東京大畢博覧会協賛社　1913

472　〈359－50＞東京大正博覧会事務報告

　東京三編・刊　1916　2柵

473　’@〈Ba75’S4＞

Guide　to　the’　Tokyo　Taisho　Exhibition／

　by　S．　Tanaka．

　Yokohama　：　Kelly　＆　Walsh，　1914．　47p．

474　’@・　’　〈Ba－545＞，
Tokyo　Taisho　Exposition，　Uyeno　Park，

　Tokyo，　1914．
　1東景　英文日本案内社』1914．

　409i36p
　English　and　Japanese．　．

1914ttリヨン博覧会
　　　フラジス

475　〈290－25＞千九百十四年里昂博覧会に於ける仏蘭西実

　業教育　ポール・ウイルンスベルジコ：編

　東京』文部省学務局　1918202p
　L’　enseignement　technique　a　1’　Exposi－

　tion　de　Lyon　’en　1914の抄訳

’1　915パナマ・太平洋万国博覧会

　　　アメリカ　サンフランシスコ

　　　2月20白～12月4日

　　　1，883万2，743

476　〈326－166＞博覧会協会桑港万国博覧会事務報告　中里

　一郎編

　博覧会協会　1916

477　〈608－113＞　’
海外博覧会本邦参同史料．

　博覧会倶楽部編・刊　1934
　第7翠煙出馬太平洋万国博覧会（夫正

　4）

478　　　　　　　　＜606．．7－cW64n－T＞

日本ノ経済界二及ボス桑港万国博覧会ノ効

　果ヲットー・ウイードフエルト稿．［東

　亜経済調査局訳］

　［，］　東亜経済調査局　1912　12p

　（東亜耀済調査局雑纂　三三18号）

479　　．　　　　　　　　　　　　　『　　　　　＜321－121＞　、

別書馬太平洋万国博覧会第1，2

新世界新聞二二●刊1913－143冊

480　i　〈367－15＞
r黙祷万国離参騨託

　、農商務省博覧難事i務局編●刊　1917　2

　冊

481　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　＜321－158＞

巴奈馬太平洋万国博覧会出品日本帝国人口
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静態及人口動態統計描画三三西畑画図ノ

基ツケル統計表

内閣統計局編・刊　1915　38p

482　・　’　〈326－200＞
桑港万国博覧会兵庫県出品協会事務報告

　桑港万国博覧会兵庫県出品協会編・刊

　1916　56p

483　〈326－153＞桑港万国博覧会静岡県出品協会事務報告

　桑港万国博覧会静岡県出品協会編・刊

　1916　212p

484　〈344－428＞桑港万国博覧会出品規則

　臨時博覧会事務局編・刊　1914149p

485　．　’〈344－427＞
桑港万国博覧会出品類別拉規則外国ノ分

　臨時博覧会事務局編・刊　1914　12p

1915　第7回日本産業博覧会
　　　大阪　天王寺公園

　　　4月1日～5月31日

486　’．　〈326－134＞．
日本産業博覧会　第7回　内田剛編

　日本産業協会　1915　180p

1917東インド博覧会（オランダ領）

　　　オランダ三三インド

487　・　〈D7－A8＞Brengt　Jndie　naar　Nederland／door　H．

’van　de　Riviere．

　Groningen：　Uitgave　van．het
　Nationaal　Secretariaat，　1917．　72p．

　［2］　Leaves　of　plates．

1917第1回化学工業博覧会
　　　東京　上野公園

　　　9月20日～11月ユ8日

化学工業博覧会報告（第1回）

　化学工業博覧会事務所編・刊1918692p

1918大阪化学工業博覧会．
　　　大阪　天王寺公園

　　　4月15日～6月30日

489　〈373－231＞大阪化学工業博覧会の写真と説明　多喜健

　編

　浪華化学工業会　1918　30p・

490　・〈333－71＞大阪化学工業博覧会誌　杉謙二編

　大阪化学工業博覧会誌編纂所1918382

　p

　　　　　　　し
191・8電気博覧会・

　　　東京　上野公園

　　　3月20日～ら月20日

　　　114万6，369

491　〈371－160＞電気博覧会報告’堀江長吉編

　日本電気協会　電気博覧会事務所　1919

　1冊

492　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜333－63＞

電気博覧会記念写真帖　廣田三山編

　オーム社　191840p　　　　v

493

電気博覧会誌　杉謙二編．

　電気博：覧会誌編纂所　1918

〈333－68＞

206p

1918　開道五十年記念北海道博覧会

　　　札幌

　　　8月1日～

494　’　一　〈31－772＞
開道五十年記念北海道博覧会写真帖　秋好

　善太郎編

　東光園　1918－1冊

488 〈326－363＞ 1919　畜産工芸博覧会
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東京／t上野

3月18日，～5月31日

495　〈378－118＞畜産工芸博覧会報告

　中央畜産会編≧刊　1920529p

1920　新聞博覧会

　　　大阪　天王寺公園

　　　3月10日～5月18日

496　一　〈397－47＞
新聞博覧会報告

　大阪電報通信社編・刊　192069p

’1921　畜産博覧会

　　　東京両国亀沢町

　　　4月30目～5月9日

497　一　〈378－254＞
畜産博覧会報告

　畜産博覧会差扁・干IJ　1922　394p

1922　平和記念東京博覧会

　　　東京　上野公園

　　　3月10日～7月31日
　　　1，103万2，584

498　，　’　’　〈416－69＞
平祁博出品写真画報　古山省吉編

　平和博出品記念会1923　1冊

499　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜422－100＞

　　　　　　　へ平和記念東京博覧会電気写真帖

　オーム三編・刊　192236p

500　，〈518T4＞宰和記念東京博覧会岐阜県出品協会事務報

　告

　平和記念東京博覧会岐阜県出品協会編・

　干lj　1922　53p’

501　’　〈518－78＞
平和記念東京博覧会神奈川三三晶協会事務

　報告

平和記念東京博覧会神奈川県出品協会
i編・干IJ　1923　’171p，

502　’　’
q518－23＞

平和記念東京博覧会協賛会事務報告

　平和記念東京博覧会協賛三編・刊一1923

　1冊’

503　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　ぐ14．6ノ｝一162＞

平和一己念東京博覧会二出品セル衛生統計描

　画図

　内務省衛生局編・刊1922　1冊

504　，　，　〈368－193＞
平和記念東京博覧会審査報告（上・下）

　平和記念東京博覧会編・刊　1923　2冊

505　・　〈507－44＞
平和記念東京博覧会出品文化村住宅設計図

説高橋仁編

　鈴木書店　1922’81p

506　〈368－208＞平和記念東京博覧会事務報告（上・下）

　東京山面・刊　1924　2冊

1922住宅改造博覧会
　　　兵庫　箕面桜ヶ丘

　　　9月21日～1Q月20日

　　　10万

507・　・　，’　〈419－151＞
’大正11年9月住宅改造博覧会出品住宅図形

　市川美作編

　大阪市　1912　ユ冊

1’922ブラジル100年記念万国博覧会

　　　リオデジャネイロ

　　　9月7日～12月31日

’508　z．　，〈608－113＞
海外博覧会本邦参同史料

　博覧会イ具楽音β編・干凹　1934

　第7輯　伯利西爾博覧会（大正11－12）
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509　，　’〈518－96＞
日本産業協会伯国博覧会事務報告　生田義

　人編

　日本産業協会　1924114p

フランス　デ・ザンウァリード・セ

ーヌ河畔・グランバレ

4月28日～11月30日
1，500万

1923第3回発明品博覧会
　　　東京　上野公園

　　　3月20日～5月18日
　　　42万5，824

510

第3回発明品博覧会報告

　第3回発明品博覧会　1924

〈518－111＞

443p

511　〈518－111＞発明品博覧会報告　第3回　七字三編

　第3回発明品博覧会　1924　445p

1・925　第2回畜産工芸博覧会

　　　東京　上野公園

　　　5月10日～5月18日
　　　27万3，617

512

第2回畜産工芸博覧会報告
　中央畜産会編・刊　1926

1925．大大阪記念博覧会

　　　天王寺公園　大阪城

　　　3月15日～4月30日
　　　187万8，468

〈378－118＞

234p

513　　　　　　．〈606．7－073ウ〉〈518－185＞

大大阪記念博覧会誌

　大阪毎日新聞社編・刊　1925862p

1925　新農業博覧会

　　　宇治山田

　　　3月21日～5月10日

514　’　〈518－242＞
新農業博覧会報告　松本二二

　新農業博覧会　1926135p

515　’　L　〈608－113＞
海外博覧会本邦門門史料

　博覧会｛具楽音β編・干U　1934

　第7輯　巴里万国装飾美術博覧会（大正
　14）

516　〈540－53＞近世建築巴里万国工芸美術博覧会　巻1－5

　洪洋平編・刊　1925　5冊

517　・　’　〈337－378＞
．巴里万国工芸美術博覧会室内装飾図録’、

　装飾研究会編・刊　192568p

518　〈518－232＞巴里万国装飾美術工芸博覧会日本産業協会

　事務報告

　日本産業協会編・刊　1926　216p

，519・　，一　〈524－441＞
巴里万国装飾美術工芸博覧会の状況及欧州

　に於ける最近意匠の傾向　佐々木吊技・

　横浜輸出協会　192624p

520　．　〈343－7＞
巴里万国装飾美術工芸博覧会政府参同事務

　報告

　商工省商務局　1927146p

521　〈337－425＞1925年巴里万国工芸美術博覧会（近世建築）

　巻6・

　洪洋社　1926　1冊

1925　日本絹業博覧会

　　　兵庫　神戸港海岸埋立地　湊川公

　　　園

　　　・4月10日～5月25日

1925　万国現代装飾美術工芸博覧会 522 〈416－127＞
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日本官業博覧会「記念写真帖」

兵庫県博覧会協会編・刊　1925　1冊「

中国

8月10日～9月18日r

523　’　’　，　一〈540－122＞
日本絹業博覧会事務報告

・兵庫県博覧三会編・刊　1926233p

1925一一26ニュージーランド及び南太

　　　　平洋国際博覧会
　　　　　ドウネディン

524　’　〈305－62＞
OMcial　record　of　the　New　Zealand　and

　South　Seas　lnternational　Exhibition，，

　Dunedin，　1925－1926　／　written　by　G．　E．

’　Thompson．

’Dunedin：Nbw　Zealand　，　and　South

Seas　Exhibi．tion　Co．，　［1926？］．　168p．

1926　全国産業博覧会

　　　兵庫．姫路城南練兵場’

　　　4月1日～5月10日
　　　44万416

脇1163砺　
編
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1926　第2回化学工業博覧会

　　　東京　上野公園

　　　3月19日～5月17日

526　〈326－363＞化学工業博覧会報告，第2回　鈴木謙二編

　1926　389p

1926　朝鮮大博覧会幽

　　　朝鮮景福宮

　　　、5月13日～6月11日

527　．　〈412－125＞
朝鮮博覧会記念写真帖

　朝鮮総：督三編・刊　1930　1冊

1926　大連勧業博覧会

，528　〈606．7－D17d＞
大連勧業博覧会誌

　大連勧業博覧会協賛会　1926　112p

1926フィラデルフィア万国博覧会
　　　アメ，リカ　リーグアイランド

　　　5月31日～11月30日

　　　585万2，000

529　．　〈588－61＞
米国独立百五十年記念万国博覧会神奈川県

　出品協賛会事務報告書　神奈川県商工会

　編

　神奈川県庁内務部　1928’149p

530　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈572－2＞

　　　　　　　米国独立百五十年記念万国博覧会政府参同

　事務報告

　商工省商務畔編・刊　1927　88p

531　・　・　〈608－113＞
海外博覧会本邦参同史料

　博覧会倶楽部編・刊　1934

　第7輯　米国独立百五十年記念費府万国

　博覧会（大正15）

532　’，　’　〈563－195＞
1926年米国独立百五十年記念万国博覧会出．

　五団体代表者視察報告

　商工省商務局編・刊　1927209p

1928　御大典奉祝名古屋博覧会

　　　鶴舞公園

　　　9月15日～11月30日

　　　194万600

533　・〈383－171＞
名比翼博覧会総覧（御大典奉祝）

　名古屋勧業協会編・刊　1929459p

1928’全国産業博覧会

　　　香川’高松市
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3月20日～5月10日 仙台商工会議所編・刊　1929268p幽

534　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜588－165＞

高松市主催全国産業博覧会誌

　高松市役所編・刊　1929　352p

1928　御大典記念全国馬匹博覧会

　　　東京　代々木練兵場’

　　　10月25日～11月1日『

535　〈588－63＞高松全国産業博覧会協賛会誌　頼富浅吉編

　高松全国産業博覧会協賛会　1928　512p

1928木日本勧業博覧会
　　　岡山　岡山練兵場　東山公園　鹿

　　　田駅前

　　　3月20日目5月18日
　　　133万3，282’

536　〈567－23＞岡山市主催大日本勧業博覧会誌

　岡山市勧業再編・刊　1929576p

1928　大礼記念国産振興東京博覧会

　　　上野公園

　　　3月24日～5月22日
　　　223万3，487、

537　・　，　’ q604－384＞

大礼記念国産振興東京博覧会について

　倉橋藤治郎著

　1930　17p

538　’　　一　〈588－108＞
大礼記念国産振興東京博覧会審査報告

　大礼記念国産振興東京博覧会編・刊1929

541　’　・　〈658－91＞
競馬法実施十周年記念全国馬匹博覧会復命

　書

　農林省畜産局編・刊　1934236p

542

全国馬匹博覧会事務報告

　全国馬匹博：覧会編・刊　1929

1928御大典記念神戸博覧会
　　　兵庫　湊川

　　　10月15日～11月15日

〈567－36＞

444p

543　〈120－131＞神戸海港博覧会記念館出品目録

　神戸博覧会協会　1931

f928　大礼奉祝交通電気博覧会

　　　大阪　天王寺公園

　　　10月1日～11月30日
　　　・100万872

．　544　〈563－296＞
大礼奉祝交通電気博覧会誌　山本光次編

　大礼奉祝交通電気博：覧会残務事務所

　1929　397p
　附録：大正12年交通博覧会概要　80p・

539　〈588－146＞．大礼記念国産振興東京博覧会事務報告

　大礼記念国産振興東京博覧会編・刊

　1929　551p

1928　東北産業博覧会

　　　宮城　仙台川内東西両公園

　　　4月15日～6月3日

540

東北産業博覧会誌

〈83－469＞

、1929，昭和産業博覧会

　　　広島　西練兵場　比治山

　　　3月20日～5月12日

545　・　〈608－72＞
’広島市主催昭和産業博覧会協賛会誌

　広島市役所編・刊　1930　1冊

546　・　〈608－36＞
広島市主催昭和産業博覧会誌

　広島市役所編．・刊唱1930　718p
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1929　施政二十年記念朝鮮博覧会

　　　京城旧景福宮

　　　9月12日～10月31日

　　　98万6，179

・547

朝鮮博覧会記念写真

　京城

　図版20枚

　　　　　　　　　　〈YR8－78＞

　　　　　　門田房太郎撮影

朝鮮博覧会京城協賛会　1929

548　・　’　〈412－125＞，
朝鮮博覧会記念写真帖

　朝鮮総督府　1930　1冊

1930　万国科学工業海洋殖民博覧会
　　　ベルギー　リエージュ　アントワ

　　　ープ

　　　5月3日ん11月3日、

　　　　　　　　　　　　　　〈372－446＞549

白：耳義国独立百年記念安上府殖民海洋万国

　博覧会日本産業協会三三事務報告

　日本産業協会編・刊　1931　100p

550　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜259－627＞

白耳義国独立百年記念リエージ万国博覧会

文部省出品事務報告

　文部省編・刊　1931　1冊　　　　1

551　〈581－272＞．
白耳義国独立百年記念リエージ産業科学万

　国博覧会日本産業協会事務報告、

　日本産業協会編・刊　1931502p

552　，　・　’　〈608－283＞
白耳義国独立百年記念利栄寿産業科学万国

　博覧会政府三三事務報告　1930

　商工省商務局編・刊　1931　111p

1930・観艦式記念海港博覧会

　　　兵庫　中ノ島・湊川公園他

　　　9月20日～IO月31日，

554

観艦式記念海港博覧会誌

　神戸博：覧会協会編・刊　1931

1930　自動車市場博覧会

　　　東京　上野産業会館

　　　10月25日～11月20

〈581－301＞

1冊

555　，　〈372－524＞
日本産業協会主催自動車市場博覧会事務報

　告

　日本産業協会編・干囁　1932　88p

1931第3回化学主業博覧会
　　　東京　上野公園

　　　3月20日～4月10日

556　・’　〈326－363＞
化学工業博覧会報告　第3回

　化学工業博覧会’　1931341p

1931市制二十周忌記念浜松産業博覧
　　　会

　　　静岡　元浜町　鴨池町

　　　’3月15日～5月8日

　　　68万362

557　〈617－24＞浜松市主催全国産業博覧会協賛会誌．

　全国産業博：覧会協賛三編・刊1931　144p

1932第4回発明品博覧会
　　　東京　上野公園

　　　3月20日～5月10日

553　’・　〈D7－A4＞
Exposition　coloniale　internationale：
　guide　6fficial　／　texte　de　A．　Demaison．

　Paris　：　Editions　Mayeux，　［1931］．

　207　p．，　［32］　，p．　of　plates．

558　’　〈518－111＞
発明博覧会報告　第4回・

　発明博覧会編・刊　1932　557p

1932　産業と観光の大博覧会’

　　　石川　金沢市　出羽町練兵場旧日
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　　　本丸
　　　4月12日～6月5日
　　　5万2，133．

559　〈641－40＞金沢市主me業と騨の大博三余癩会式
　誌
　産業と観光の大博覧会協賛会編・刊

　1933　133p

1933　万画婦人子換博覧会

　　　車京上野公園
　　　3月17日～5月10日

560’　〈627－290＞
万国婦人子供博覧会報告

　万国婦人子供博覧会事務所編・刊　1935

　265p

1933　満州大博覧会

　　　大連　白雲山下埋立地

　　　7月23日～8月31日
　　　21万1，873

561　’　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　＜685－10＞

大連市主催満州夫博覧会誌

　大連市役所編・刊　1935　781p

1933　進歩め世紀・シカゴ万国博覧会

　　　ミシガン湖畔

　　　5月27日～11月12日

　　　2，256万5，859，

”s62　〈674－13＞
進歩一世紀市俄古方国博覧会満州出品報告

　書　　　　　”、

　進歩一世紀市俄古万国博覧会満州出品参

　加残務整理事携所編・刊　1934．io6p

563　．　’　・　〈650－232＞
19L辮歩第一旧弊隣出品

　1933年市俄古進歩第一世紀万国博覧三三．

　三三三編！刊　1934458p

564　一　〈614－166＞
1933年三三古進歩一世紀万国博：覧会参加出

　品事業報告

　日本中央翻糸三会編・刊　193484p，

565　．　〈662－78＞
1933年市俄古進歩一世紀万国博覧会政府参’

　同事務報告

　商工省商務局編・刊　1934136p

1933．電灯市営十周年記念電気科学博

　　　覧会
　　　大阪　元白木屋堺筋館

　　　9月10日～10月31，日

　　　21万1，873

566　〈662－66＞電灯市営十周年記念軍気科学博覧会誌
　電気普及南大阪支部緬・刊　1934　248p

193㌃国際産業観光博覧会

　　　長崎　中ノ島埋立地　雲仙国立公

　　　国
　　　3月25日k一　5’月23日

567　・　〈680－68＞　’
母崎市主催国際産業観光博覧会協会綿賛会

　誌
長崎市主三三織光博覧会騰癩

　会・干lj　1935　211p

1934　日満興産博覧会

　　　北海道　旭川市

　　　8月1日～8月20日

568　’　’　〈662－166＞
日塩汁産博覧会誌

　旭川市役所編・刊　1935158p

1935　工業大博覧会

　　　大阪市

　　　4月1日～5月14日

5“69，h．．．．一．．一u．’“．　．tu．．．　．1・　〈69Q一？4．〉

手業大博覧会記念誌　梶山義三編
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日本工業新聞社　1935308p

1935　始政四十周年記念台湾博覧会

　　　台北公知及び以南‘

　　　10月10日rll月28日

　　　・257万8，895

3月22日～5月5日』

44万511

575　　　　　　　　　　　’　＜606．7－N48＞

土画線開通記念南国土佐大博覧会誌

　南国土佐大博覧会協賛会　1940　160p

570　一’　．　一　〈712－109＞
台湾満州大博覧会と大阪の出品

　大阪出品連合会編・刊　1936103p

1936輝く日本大博覧会
　　　兵庫　申子園中津浜弓

　　　3月25日，～5月13日

571　・・　〈719－10＞
輝く日本大博覧会記念帖

　大阪毎日新聞社　東京日日新聞社編・刊

　1936　’1冊

1936第2回大阪産業工芸博覧会
　　　大阪府立貿易館

　　　5月24日～6月13日
　　　1万3，225

572　．　，　，　〈707－308＞
大阪産業工芸博覧会報告書　第2回

　大阪産業工芸博覧会事務局編・刊　1936

　90p

1　9　3’6　国産振興四日市大博覧含

　　　四日市港埋立地’

　　　3月25日；一　5月31日

’573　’　〈727－75＞
国産振興四日市大博覧会協賛会誌

　国産振興四日市大博覧会協賛会編・刊

　1937　383p

574

国産振興四日市大博覧会誌

　四日市市役所編・刊　1938

〈739－39＞

413p

1937　土三線全通記念博覧会

　　　高知　鏡川畔

．1　937　名古屋汎太平洋平和博覧会

　　　臨海地帯．

　　　3月15日～5月31日

　　　480万8，164

576　一　’〈305－58＞
名古屋汎太平洋平和博覧会誌　名古屋汎太

　平洋平和’博覧会誌編纂三編

　仙陽社　1938　図版58枚

577　’　〈305－58＞
名古屋汎太平洋平和博覧会会誌上中下巻

　名古屋汎太平洋平和博覧会編・刊　1938

　3冊

578　’　．　〈707－387＞
〔名古屋汎太平洋平和博覧会〕受賞者名簿・

　名古屋汎太平洋平和博：覧三編・刊’1937

　134p

1938　臼支事変聖戦博覧会

　　　兵庫　西宮球場及び三園

　　　4月1日～5月30日

579

支那事変聖戦博覧会大観
　朝日新聞社編・干ij　1939

＜755－11＞

図版48枚

1938支那事変と産業博覧会
　　　熊本市　水前寺

580　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層く776－123＞

支那事変と産業博覧会誌

　熊本商工会議所編・刊　1939261p

1939サンフランシスコ万国博覧会
　　　’アメリカ，トレジャー」アイランド

　　　2月18日んi2月2日
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’2千万

581　”　’　〈606L7－Sy957n＞
紐除金門万国博覧会政府参山事務報告書th

　東京　商工省監理局　1941179p

1939－40　ニューヨーク万国博覧会

　　　　アメリカ　フラッシングメドウ

　　　　公園

　　　　』1939年4月30日～10月31日

　　　　1940年5月11白～10月27日

　　　　4千500万

582　〈606．7－Sy957n＞
紐育金門万国博覧会政府参同事務報告書

　東京　商工省藍理局　1941179p’』

1940紀元二千六百年記念日本万国博
　　　覧会

　　　東京市晴海　横浜市山下公園

　　　3月15日～8月31日

583　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜748－9＞

紀元二千六百年記念日本万国博覧会概要

　東京　紀元二千六百年記念日本万国博覧、，

　会事務局1938　1冊

584　〈152－200＞Grand’ hnternational　Exposition　6f，
　Japan，　Mar．　一Aug．　1940．

　Tokyo　：　Association　of　Japan　lntdr－

　national　Exposition，　1937．　1　v．

1940　紀元二千六百年記念戦時工業総
　　　力博覧会

　　　東京　上野公園不忍池畔

　　　3月20日～4月20日

585’　，　〈902－132＞
紀元二千六百年記念戦時工業総力博覧会会

　誌　・

　日刑工業新聞社　1941447p
　　　　　　　，　副

1940　肇国興亜博覧会
　　　鹿児島市’三池公園児童体育場

10月5日～11月15日

586　一　’．　〈606．7－Ka19＞
．肇国興亜博覧会誌（紀元二千六百年）

鹿三朝旧聞社1942’85P’

1948復興大博覧会
　　　大阪市天王寺区　夕陽丘一帯

　　　9月18日～11月ユ7日

587　〈a606－3＞復興大博覧会誌　1948年　毎日新聞社編

　大阪　毎日新聞社　1949215p

1949　日本貿易博覧会

　　’神奈川県　横浜市

　　　3月15日～6月15一日

588　〈606．7－N684b＞
貿易と産業　日本貿易博覧会事務局編

　東京　日本電報通信社写真部1950184p

　英文併記

1949長野平和博覧会
　　　長野市

　　　4月1日～5月31日

589　〈606．7－H418n＞
長野平和博覧会誌　平和’博算会誌編纂委員

　三編

　長野　長野市　1950415p、

1950全日本宗教平和博覧会
　　　石川県　金沢市　兼六園一帯

　　　4月8日～5月22日

590　〈160．6－Z24z＞
全日本宗教平和博覧会誌　全日本宗教平和

　博覧会編　　，

　金沢　全日本宗教平和博：覧会　195080p’

1950　日本貿易産業博覧会良士戸博”

　　　神戸市　王子公園　湊川公園一帯

　　　3月15日～6月25日
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591　．　〈606．7一，N684n＞
日本貿易産業博覧会tt神戸博”会誌　1950

　日本貿易産業博覧会事務局編

神戸　日本貿易産業博覧会事務局　1951

　333p

1954　富山産業大博覧会

　　　富山市

　　　4月～6月

592　　　　　　　　　　　　　　　　　＜291．42－Ki315t＞

富山博記念写真帖　1954

　富山　北日本新聞社　1954序　図版205p

1958世界貿易産業大博覧会　門司ト
　　　ンネル博
　　　門司市　老松公園　和布刈公園』

　　　3月20日～5月25日

　　　112万2．536

593　〈606．7－Se122s＞
世界貿易産業大博覧会誌　門司トンネル博

　昭和33年3月20日一5月25日　関門海底

　国道トンネル開通記念　世界貿易産業大

　博覧会誌編纂三三三編

　門司　門司市　1959310p

1958ブリュッセル万国博覧会
　　　ベルギー　ヘイゼル公園

　　　4月17日～10月19日

　　　4，145万4，1ユ2

594　一　一　〈Y95－69＞
ブリュッセル万国博覧会第3回参加国代表

　者会議報告書

　日本万国博覧会協会　1968・70p

1958　北海道大博覧会

　　　札幌市　小樽市

595　〈606．7－H616h＞
北海道大博覧会協賛会誌

　［札幌］　北海道大博覧会協賛会　1959

　85P
　附（別冊）＝協賛商社名簿乖事業報告

596　，　〈606．7－Sa634h＞
北海道大’博覧会誌　札幌市経済三編

　ホL幌　　ホL幌市　　1959　234p

1962五・一六革命第一三年記念産業
　　　博覧会

　　　韓国　　　　’

597　〈606．7－Ka455s＞
五・一六革命第一週年記念産業博覧会写真

　鑑

　ソウル　韓国産業振興会　1962265p

　朝鮮語英語併記
　英文書名：The　Korean　lndustrial

Exhibition　in　Picture．　’

1966　南国産業科学大博覧会

　’　高知市

598　　　’　　　　　　　＜606．7－N626n＞

南国博　高知：1966　資料集

　［高知］　高知新聞社　1967　151p

1967　モントリオール万国博覧会

　　　カナダセントヘレナ島　ノート

　　　ルダム島

　　　4月28コ口10月29日
　　　’5，030方6，648

599・　〈D7－9＞’　Ge’
獅?窒≠戟@report　of　the　1967　World　Exhibi－

　tion／Presented　by　the　Canadian・

　Corporation　for　the　1967　Wor！d　Exhi－

　bition．

　Montreal，　Chhada　［1969］　5v，

・600　　　　．　　　　　　　　　　＜D7－A7＞

This　was　Expo／written　by　Robert　Fule

　ford　；photographed　by’　John　de　Vis一，

　．ser，　Harold　Whyte，　Peter　Varley．

　［Torontoコ：McClelland　and　St6wart，

　c1968　．203p．

1968カリフォルニア博覧会、

　　　アメリカ

　　　　6月
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601　，　．・　〈D7L4＞
De＄ign，　construction，　and　operating　pro－

　gram　for　the　California　Exposition

　and　Fair，　opening　June　1968．

　Los　Angeles：Economic　Research
　AssociateS，　1966．　89p．

1970　日本万国博覧会

　　　大阪　千里丘陵

　　　3．月15日～g月13日

　　　6，421万8，770

602　’　’　・　〈D7－29＞
アメリカ館　日本万国博覧会　於大阪
　［Washingfon］．　’United　States　lnfor－

mation　Agency［1970］　1冊

　英文併記・

603　．　〈D7－19＞
万国博建設促進協力会記録

　大阪万国博建設促進協力会1970　374p

609

万博知事　佐藤義詮著

　東京’毎日新聞社．1969

＜US41－17＞

238p

610　’　一・　〈Y77－E663＞
ビッグにワイドに楽しめる万国博記念公園

　ガイドブック

　吹田日本万国博覧会記念協会198799p

611’　一　〈Z80－823＞
EXPO’70

　大阪　日本万国博覧会協会

　1968．10．5－1969．9．15

612　．　〈D7－6＞
EXPO’70　日本万国博指導のために

　東京　文部省　197084p

613’　〈YP2－17＞
EXPO’70・日本万国博：中学生ニュース

　大阪　日本万国博覧会協会一1970　51枚

604　〈D7－15＞，万国博の虚像’70年　そのねらいと都市　　・

　．住民り生活万国博研究会，吹田市職労共

　編
　『東京　自治体研究所　1970　296p

605’　．．　・　〈D7－10＞
万国博を考える　三上正良，中川貴編

　東京　新日本出版社　1970’273p

614　一　〈D7－9＞
EXPO’70写真集　日本万国博
　東京　朝日新聞社　1976　図版143p（解

　詳論）　　　　　　　　　　　　’

615　〈D7－27＞EXPO’70記録地方自治体館
　［東京］　日本万国博覧会地方公共団体出’

　展準備委員会　1971101p

606　’　’　〈D7－7＞
万国博と未来戦略　ビジネスマンのための

　ガイド　池口小太郎著

　東京　ダイヤモンド社　1970390p

607　〈D7r8＞．万国博と情報ファシズム　中瀬寿一著

　東京　校倉書房　1970　330P

608，　・　〈GB8－8＞
、万博記念日本一世界一　万国博のみどころ

　東京　日本情報センター　1970377p．

　編集責任：泉三七郎

616　．　〈NA252－2＞
EXPO’70の建築　パビリオン・基幹施設の

　計画と工法

　東京　工業調査会　1970820P，

　編者：「建築生産」編集部

617　〈D7－11＞幻想の祭典　日本万国博　邦光史郎著

　東京　講談社　1970218p

618　．　，一〈KA16－14＞
架構・空聞・入間　日本万国博建築写真集

　第2回日本建築三三行委員会写真集部会
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編

大阪　第2回日本建築三三行委員会事務

局　1970　2冊（資料編共）

619，　　　　　　、　　　，　　＜HP3－1＞

目と手　人間の発見・日本万国博キリスト

　教館の記録

　東京　エンデルレ書店　197035，35p

620　・　〈D7－26＞
NHK－EXPO’70編集：NHK大阪中央側
　送局万国博放送記念アルバム編集委三会

［大阪］　日本放送協会6197072p

621　i　・〈D7－23＞
日本万国博旧本四国博覧会会報総集豚’

　大阪　日本万国博覧会協会　1970．1冊

622　　、　　　　　　　　　　　　　＜D7T13＞

日本万国博ハイライトアルバム

　東京　静山堂出版　1970’図版192p（解tt

　説共）

，監修：茅誠司　山田幸五郎　高橋正人

　解説は英，仏文併記

623・　’　〈YP2－16＞
目本万国博ζどもニュース

　大阪　日本万国博覧会協会1970國14枚

　監修：文部省

624

日本万国博の建築

　東京　朝日、新聞社　1970

　39p　’

＜YP12－22＞

図68枚　解説

625　〈YP12－28＞日本万国博の色彩環境　日本万国博会場の

　色彩調査記録

　東京　日本色彩研究所　1970　図68枚

626　　　　　　　　　　　　　　　　　＜D7－24＞

日本万国博ニュース総旧版

　大阪　日本万国博：覧会協会　1970　1冊

627 〈D7－12＞

日本万国博覧会　公式ガイド

吹田　日本万国博覧会協会東京　東京

　出版販売（発売）ユ970　352p

制作：電通日本万国博覧会公式が花ド作

成委二会

628　・　・　〈606．7－Ky995n＞
日本万国博覧会会場計画基礎資料三三1970

　京都大学万国博調査グループ編

　［大阪］　日本万国博覧会協会　1966地

　図23枚

629　〈Y95－76＞　，
日本万国博覧会記念基金Fund

　￥15，500，000，000

　日本万国博覧会記念協会　1976・29P

630　，　〈D7－16＞
日本万国博覧会記念写真集

　大阪万国博グラフ社　197σ308p
　監修：日本万国博覧会協会　　　　1

631　’　，　〈D7－32＞
日本万国博覧会公式記録

・吹田　日本万国博覧会記念協会　［東京］

　電通（制作）　1972　3冊・

632　〈YP2－21＞日本万国博覧会公式記録資料集

　吹田　日本万国博覧会記念協会　東京

　電通（制作）1971833p

633’　’　，’　〈YP2－21＞
日本万国博覧会公式記録資料集　別冊・A

　［大阪］「’日本万国博覧会協会1971

　132p
　内容＝設立発起人会会議録昭和40年10

　月9日

634’@　　　　　　　　　　　　＜YP2－21＞

日本万国博覧会公式記録資料集　別冊B1－

　27

　［大阪］　日本万国博覧会協会　197127

　冊

　内容：常任理事会会議録　1　第1回
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　（昭和40年12月20日）一第4回（昭和41年3’

　月17日）　2　第5回（昭和41年4「月18
　日）一三7回（昭和41年7月15目）　合　第

　8回（昭和41年8月8日）一三12回（昭和41’

年12月16日目　4，第13回（昭和42年1月

20日）一審16回（昭和42年3月30日）　5

第17回（昭和42年4月21日）一難20回（昭和

42年7月17日）　6　第21回（昭和42年8

月10日）一打23回（昭和42年9月13日）　7

第24回（昭和42年10月20日）一第26回忌昭和．

42年12月15日）、8　緊急御召和43年1月

　8日）一三27回一緊急（昭和43年2月2日）

　9　第28回（昭和43年2月16日）一緊急一旦

29回一緊急（昭和43年3月29日）　10　第

30回（昭和43年4月19日〉一結31回（昭和43

年5月17日）11第32回（昭和43年6月
21日）　12　第33回（昭和43年7月19日）一

緊急（昭和43年7月26日）13第34回
（昭和43年8月16日）一旗35回（昭和43年9

月26日）　14　第36回（昭和43年10月18

日）一第37回（昭和43年11月22日）　15　緊

急（昭和43年11月29日）一回38回（昭和43年

12月13臼）一緊急（昭和43年12月20日）　16

第39回（昭和44年1月24日）一緊急（昭和44

年2月12．日）17第40回（昭和44年2月．

’21日）一緊急（昭和44年2月28日）一罪41回

（日召和44年3月25日）　18　第42画（日召和

44年4月17日）一読43回（昭和44年S　．n　20

日）　19　第44回（昭和44年6月20日）

20・第45回（昭和44年7月18日）一即急（昭

和44年7月25日）一腰46回（昭和44年8’

22日）21第47回（昭和44年9月17日）一

第48回（日芝敷44年10月17日）　22　第49回

（昭和44年11月14日）一路50引く昭和44年12

月19日）23第51回（日召和45年1月27
日）一汁52回（日平和45年2月25日）　24　第

53回（昭和45年6月26日）一蹴54回（昭和45

年8月20日）　25　第55回（昭和45年10月

23日）一泊56回（昭和45年12月11日）26

第57回（昭和46年1月28日）一第58回（昭和

46年3月25日）27第59回（昭和46年6
月25日）一白60回（日召和46年7月30日）

［大阪］一日本万国博覧会協会　197122qp

内容：事務総長業務報告集

636　〈YP2－21＞日本万国博覧会公式記録資料集別冊
　Dl，2

　［大阪］　日本万甲博：覧会協会　［1971］

　2冊
　内容：専門委員会会議録1－2　1　テー

　マ委員会会議録　2　会場計画委員会会

　議録

637　〈YP2－21＞日本万国博覧会公式記録資料集別冊
，El－4

　［大阪］　日本万国博覧会協会　［1971］

　4冊
　内容：参加国政府代表会議運営委員会会’

議録1－4　1　第1回（1968年11月14日）

　第2回（1969年3月4日・5目）2技
術小委員会（1969年4月14日）7t第3回運

営委員会（1969年5月26日・29日）　3

第4回（1969年9月30日・10月1日），第

　5回（1970年1月19月・23日）　4　第6

　回（1970年3月31日・4月2日），第7‘回

　（1970年5月18日）；第8回（1970年7月23

　日），第9圃（1970年11月3日・4日）

638　．　〈YP2－21＞
日本軍国博覧会公式記録資料集　別冊　F

　［大阪］’日本万国博覧会協会　1971

　262p

　内容：出展者会議会議録　第1回（昭和

　42年5月29日）一三30回（昭和45年9月’7

　日）

639　〈YP2－21＞日本万国博覧会公式記録資料集　別冊　G

　［大阪］　目本四国博覧会協会　［1971］

　421p

　内容：BIEと日本万国博面会一公信・書簡

　およびBIE議事録

635　’・　〈YP2－21＞
日本万国博覧会公式記録資料集　別冊C

640　一　一　一’　．．〈YP2－21＞
日工万国博覧会公式記録資料二二冊．tH

一104一



［大阪］、日本万国博覧会協会　1971

470p

内容：式典および要人の訪問

641　・　〈YP2－21＞
日本万国博覧会公式記録資料集　別冊　1

　［大阪］　日本万国博覧会協会　1971

　313p

　内容：ナショナルデー・スペシャルデー

　スピーチ集

642　　　　　　　　　　　　　　　＜YP2」21＞

日本万国博覧会公式記録資料集　三舟　J

　［大阪］　日本万国博覧会協会　1971

　1冊
　内容：目本四国博覧会会場施設図画集

643　　・　　　　　　　　　　　　＜YP2－21＞

日本万国博覧会公式記録資料集　別冊　K

　［大阪］　日本万国博覧会協会　1971

　204p

　内容：旧地工事

644　〈YP2L21＞目本方国博覧会公式記録資料集　別冊　L

　［大阪］　日本万国博：覧会協会　1971

　112p　’

　内容：地域冷房

645　〈YP2－21＞日本万国博覧会公式記録資料集　別冊　M

　［大阪］　日本万国博：覧会協会　1971

　278p
　内容：衛生，

646　〈YP2－21＞日本万国博覧会公式記録資料集　別冊　N

　［大阪］　日本万国博覧会協会1971

　347p
　内容：会場警備

・647　一　〈YP2－21＞
日本万国’博覧会公式記録資料集　別冊　0

　［大阪］　日本万国博覧会協会　1971・

　69p

　内容：会場建設工程管理，

648　一　〈YP2－21＞
日本万国博覧会公式記録資料集　別冊　P
　［大阪］　日本万国博覧会協会・［1971］

　78P

　内容：資金調達総揖報告書

649　〈D7L31＞・
日本万国博覧会公式記録写真集

　吹田　日本万国博覧会記念協会東京
　電通（制作F）　1971　図500p

650　・　・　〈D7－25＞
日本万国博覧会日本館運営報告書
　EXPO’70

　東京　日本貿易振興会　1971254p

651　　　　　　．　　　　　　　　　　．＜D7－22＞

日本万国博覧会政府公式記録

　東京　通商産業省　1971377p

　仕日本万国博覧会会場図（1枚）

652　，　〈D7－21＞
日本万国博覧会政府出展報告　通商産業省

　企業局編

　東京　通商産業省　1971405p

653　〈AZ－354－14＞
日本万国博：覧会消防業務記録誌

　［吹田］　日本万国博覧会遁辞対策本部

　1970　176p

654　’　〈D7－20＞
日本万国博覧会と大阪市

　［大阪］大阪市　1971351p

655

日本海国博覧会郵政施設概要

　大阪大阪郵便局・197．180p

656

21世紀への創造　EXPO’70

、大阪　大阪建設莱協会・1970671p

〈D7－28＞

〈YP19－26＞
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657　’　〈EG344TE21＞・
20年の歩み

　吹田　日本万国博：覧会記念協会　1991

　67p

658　．　〈D7L4＞
参加国政府代表会議報告書　第1回
　［東京］　日本万国博：覧会協会　［1968］

　331p

　1968年5月27－30日　国立京都国際会館

659　　　、　　　　　　　　　　　　　＜D7－4＞

参加国政府代表会議報告書　第2回

　［大阪］　日本万国博覧会協会　［1968］

　254p・

　1968年11月12－15日　国立京都国際会館

660　’　〈D7－4＞
参加国政府代表会議報告書　第3回

　［大阪］・日本万国博覧会協会　1969

　276p

　1969年5月27－30目一国立京都国際会館

661　．　’　〈D7－4＞
参加国政府代表会議報告書　第4回
　［大阪］　日本万国樽覧会協会　［1970］

　380p

　1970年1月21－23日　国立京都国際会館

662　〈606．7－Ky995n2＞
’70日本四国博覧会会場計画に関する基礎

　調査研究　京都大学万国博調査グループ

　報告書

　［大阪］’日本万国博：覧会協会　1966　1冊

663　・　〈D7－36＞
タイム・カプセルEXPO’70記録書’1970年

　から5；OOO年後へのメッセージ　タイ

　ム・、カプセルEXPO’70記録小委員会編

　門真　松下電器産業．1975　2冊

664　．　〈DD83－5＞
都市開発と市民生活　万国博の福祉効果

　橋本磁心

　東京　東洋経済新報社　1970　195P，

，665　・　，〈D7－2＞
われわれにとって万博とはなにか　針生一

　郎編

　東京　田畑書店　1969330p．
　内容：民衆不在の祭典（針生一郎）万博反

　対論（多木浩二）知の頽廃（多木浩二）

　EXPOSE・1968なにかいってくれ，いま
　さがす批評（多木浩二）根拠地の思想（宮

　内嘉久）万国博一芸術の思想的責任（宮内

　嘉久）「ノン」を吟わない建築家（内宮嘉

　久）文化と政治のアンシャン・レジーム

　（武藤一羊）未来芸術へあ模索（大岡信）

　EXPO’70　tt序曲”（三三：郎）四つの疑問を

　なげかける，（吉岡健次）参加者の論理と批

　判者の論理（粟津画論）情況と実践・万博

　と安保（青木忠，針生一郎）資料・日本万

　国博覧会

666　〈EG344－13＞
事務概要

　吹田　日本語国博覧会記念協会1984
　72p．

667　’　〈EG344－13＞
事務概要　［昭和62年］

　吹田　日本万国博覧会記念協会　1987

　78p

668　〈Z41－5403－B＞
事務概要　日本万国博覧会記念協会［編］

　日本万国博覧会記念協会．［19一］一

　年刊

　日闇汁63年5月～

　〈表示三号より前のものは，図書扱い〉

　〈図書：請求記号：EG344L13＞

669　，　〈D7－17＞
人類の進歩と調和　大阪開催のあゆみ

　大阪　大阪府　197021．7p

670’ C　・　・　，〈YQ19－25＞
図集EXPO’70編集；大阪府建築部

　大阪　大阪府建築士会　1970　2冊

671 〈YQ19　17＞

＝　106　一



三三耳XPO’70．大．阪府建築部，．’日杢万国博

　覧会建築物等設計図集編集部貝回編

　　［大阪］大阪府建築部　1970．500p．

　　672　　．　　　　　　　　．．　＜YQ19－162＞

　　図集EXPO’70大阪府建築部日本万国博

　　　．覧会建築物等設計図集編集委員会編’

　　　大阪　大阪府建築士会・1971．499p

　　　　　　　　　ノ
　　673’1、・　　．．，．．”　　i　　’＜D7－11＞

　　Co血pte　rendu　g6n6ral　de　Ia　deu文iさme

　　　cohf6！ence・des．corhrnissaires　g6n6r二

　　　aux，．du　12．au　151nov．，1968，　Kyoto，

．　Japon．’

　　　　［Osaka］：Ass6ciation　japonaise　pQur

　　　．1’Exposition　・universelle　de．．1970．

　　　　［1968？］．　　　230p：

674　．　　　　　．　・．　　　　‘＜D7－18＞

Compte　rendu　geri6ral　de　la　quatrieme

　　conferen’ce　’des　comniissaires　g6ri6rr

　　aux，　du　21　au　23　janV．，　1970，　Kyoto，

　　Japo耳　　　　．．’

　　［Osaka］：　Assdciatioh　j　aPonaise　pour

　　1’Exposition　universelle　de’　1970，

　　［1970？］．　390，　42p．

675　一・　．　，　〈D7－19＞
Compte　rendu　gen6ral　de　la　troisieme

　conference　des　comMissaires　gener－

　　aux，　27－30　mai，　1969，’　Kyoto，　Japon．

　　［Osaka］：　Association　j　aPonaise’　pour

　　1’Exposition　universelle，　［1969？］．

　　279p．

676　，　’　・　，　〈D7－5＞
Expo　’70：　all　colQr　guide．．

　　Tokyo　：　Mainichi　．　Newspapers，　’1970．

　　52p．　’　．．　’　　．

677

Expo　’70　official　guide．

　　Osakq：Japap　Association

　　1970　World　Exposition，　1970：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

＜D7－7＞

for　the

352p．

678　一．　’@・　・　〈D7－13＞
General　report　of　the　first　cdnference　of

　　commissioners　general，　May　27－30，

　　1968，　Kyotp，　Japan．

　　［QSaka］：　J’ap，　an　AsSociation　for　the

　　1970，World　ExPositiop，　［1968？］．227p．’

679　・　．　．　　、　　　’　．　＜D7－20＞

General　repQrt　of　the　fourth　conference

　　of．　cornmissioners　genera1．21－23．Jan．，

　．．197Q，　Kygto，．J臼pah．

　　［Osaka］：Japan　Asso6iation　for　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　19クOWorld　Ekposition，・［1970？］．

　　389，39P．

680　．　　．　　　　　、　　　　　　＜D7－10＞

・General　report　of　the　second¢onfer6nce　　l

　　of　icommissioners　g6neral，　Nov．12－15，

　　1968，Kyoto，　Japan．

　　［Osaka］：．Japan　A＄sociation　for　th6

　　1970　World　Expo’sition，・［1968？］．

　　212p．．．　　　　　．　　　　　　　　　．

．681　，　．　・　・　’　〈D7－21＞

General　repprt　of　the　third　conference・of

　　60mmissioners　general，　27－30　’，May，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x
　　1969；　Kyoto，　Japan．

　　［Osakal，：　J’apan　Association　for　the

　　1970World　Exposition，　［1969？］．263p．

682　・　’．．　’・　〈D7－6＞
Gixide　officiel　de．　1’Expo　70．

　　Suita，：　Associatipn．　j　aponaise　pour　1’

Expdsitibn．　universelle　de　；9，70，　1970．

，352p．

683　i・　’　，．　，　・．’〈D7－14＞

Japan，　Expo　”70　guide／Myra　Waldo．

　　London：一Collier：Macmillan，　1970．

　　320p．

684　．・　．　．　〈D7－33＞
The　Offi．cial　record　oftirne　capsule　Expo

　　’70　：・　a　gift　to　the　people　of　the　future

　　froni　the　people　of　the　present　day・・・…　．
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一　KadOma　：　Mat＄．　ushita　Electtic　’　ln一一

dustria．1　Co．，　c1980．　’　’・272p．

685　．　’　〈D7－28＞
Official　rePort・　of　the　Japan　World　Expo－

　si，tion，　Osaka，　1970．　．

’．’@Suita：　Commemorative　AssociatiQn’

　’for　the　Japan　World　Exposition，　1972．

　3vl　十Supplements　（3’v．）・　．

686　一　・　．　’　，　’〈D7－12＞
Rapport　gen6ral　de　la　premiere　confe’r－

　ence　des　dommi＄，saires’gen6raux，　mai

，’ Q7－30・　1968，　Kyoto，　Japon．

　［Osaka］：．　Association　japonai’se　poUr

．1一’Expo－sition，upiverselle　de’　1970，’

　［1968？］．’　236p．’，

687　一　・一’　一　・　〈D7－27＞
・　Rapport　officiel　sur　1’Exposition　Univet－

　selle　du　JaPon，　Osa・ka，　1970．　’

　Suita：　Associatiori　cbmm6morative

　pour　1’Exposit・ion　・universelle

　japonaise，　1972．　3v．＋SuppleMent．

688　，　”一．　，．’　i〈D7－3＞
Seeing　ExpQ’一70　：　guide　・to　Japan　World

　Exposition．

　Tokyo　：　Mainiti　・　NeWSpapers，［1970？］．，’

　223p．

689　　、　　　　　．．　　　’　．．＜D7門23＞・

・Stretnutie一　pod　sakurami：　．r，eportaze　z

　・Expo　’70　a．z　Japonska／Ri　dblf　Fabry．’

　Brastislava　：　Spor’t，　SIQVensk6

　TeloV・Vchdvn6　VYdavatel’stvo，　19711．

　91P．，

　　　　　　　，一　s

690・　　　　　・．．．　・．．　．．　・〈D7一ユ6＞

，This　was　Expo／written　by　Robert　Ful－

　ford；photographed　by　John　de　Vis一

．　ser，・　Harold　Whyte，’Peter　Varley．

Toronto　：’@McClelland　’≠獅早@Ste，　viart，

　c1968．　’203pi．

197H6　沖縄海洋博覧会．．
　　　　　　沖縄県本部半島．．

　　　　　　7月20日～－1月18日．　・

　　　　　　348万5，75Q

691　’　・・’　1・　’一’　〈D7－39＞

エキスポ・ファヅショ．ン　海洋博公式ユニ

　フオ・・一z一ム．ガイド．

　本部町（沖縄県）’．沖縄国際海洋博輩会協

　会．．東京．洋品界（制作・発売）．’197S

　li2p

　表紙」奥付の書名：．Expo　fashion．

692

Expo’75　1

　東京　国際情報社・1975

i　〈YP2－59＞

一103p’

　　一693’　・　’　・　〈D7－42＞　’
’　海洋博’そのテーマと記録　琉球放送株式、

会社編
．那覇．． ｮ球放送
監修：．周本太郎

・1975・　176P

　　694　・一　・．　’・一・　’　〈D7－45＞

　　三菱海洋未来館・’EXpo’75．．

　　　、［東京］三菱沖縄海洋綜合委員会

・　博報堂．（制作），197648p．

：．695　　．　　　　　　．　．．　　．．　＜D7－38＞

沖縄国際海洋博　海一その望ましい未．来

　　［富山］　北日本新聞社．．1975’112p

696　．　，・一”　〈DL825－54＞　）
沖縄国際海洋博覧会関連事業工事誌、r般
　由道58号．沖縄開発庁沖縄総合事務局開

　発建設部編　　　　　　．　・　、

　那覇　沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建『

　設部　1977314p

697　　’　一　．．・』　　　　　　　　〈D7i35＞

沖縄国際海洋博覧会公式ガイドブック

　東京沖縄国際海洋博覧1会協会　講談社’

　（発売）．．1975i　219p．

　制作：沖縄海洋博覧会公式ガ．イドブック

　制．作共同体，，講談社，』電通　表紙の書名．ξ

’　一　108　・一



海洋博公式ガイドブック

698　〈D7－49＞沖縄国際海洋博覧会公式報告書　シンポジ

　ウム編　沖縄国際海洋博覧会協会編

　那覇　沖縄国際海洋博覧会協会　1976

　848p

　日英両文

699．’　，　〈D7－47＞
沖縄国際海洋博覧会公式記録’総合編

．東京　沖縄国際海洋博覧会協会　1976

　400p
　編集・制作：電通

700　，　・　．　〈D7－50＞
沖縄国際海洋博覧会公式記録写真集

　東京、沖縄国際海洋博覧会協会　1976

　1冊
　電通編監修：前田i義徳英文書名：
　Expo’75　Pictorial　Report

．701　，　〈D7－44＞
沖縄国際海洋博覧会政府出展報告　通商産

　業省産業政策局編

　東京　通商産業省　1976404p
　編集：通商産業三三策局沖縄国際海洋博

　覧会三舞官室，資源エネルギー庁長官官

　房総務課海洋開発室

702　〈AZ－373－12＞
沖縄国際海洋博覧会税関記録　沖縄地区税

　関沖縄国際海洋博覧会税関記録編集委員

　会遇

　那覇　沖縄地区税関　1977　111p

703　〈D7－46＞海iにかける夢Expo’75WOSくじら館の
　記録

　［東京］　ワールドオーシャンシステムグ

　ループ沖縄国際海洋博：覧会出展委員会

　1976．　80p　，

付：白いくじらのうた（ソノシート）1枚

付：WOSくじら館

704　一　・’　〈D7－41＞
海と人間の記録　沖縄海洋博写真集　新建

　弊社企画部編

　東京　新i建築社　1975　10Sp

705　〈D7－31＞Expo’75　；　official　report．

　Tokyo：Japa’n　Association　for　the

　International　Ocean　Expos，ition，　1976．

　260p．

1978－79宇宙一人類の夢と希望・宇宙

　　　　博覧会
　　　　東京　船の科学館周辺

　　　　　7月16日～1月15日

　　　　551万4，658

706　　　　　　　．、　　　　　　、　＜D7－54＞

宇宙科学博覧会公式記録

　東京　宇宙科学博覧会協会　1980301p

　奥付の書名：宇宙科学博覧会／国際児童

　年協賛宇宙科学博覧会公式記録　，

1981新しい『梅の文化都市”の創造
　　　ポートピア’81（神戸博）

　　　兵庫神戸ポrトアイランド
　　　3月20日～9月15日

　　　1，610万2，752

707　・　〈YQ19－230＞
神戸ポートア．イランド博覧会建築設計図集

　神戸ポートアイランド博覧会建築設計図

　集編集委員会稽

　［神戸］兵庫県i建築士会　1981・244p

708　〈Y84－4534＞神戸ボー↑アイランド博覧会公式ガイドブ

　ッ．ク

　神戸　神戸ポニトアイランド博覧会協会

　1981　216p

709　〈D7－58＞神戸ポートアイランド博覧会公式記録

　神戸　神戸ポートアイランド博覧会協会

　1982　576p
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編集三神戸新聞出版センター，電通

710　・　〈D7－E55＞
神戸ポートアイランド博覧会写真集　神戸

　新聞出版センター，電通編

　神戸　神戸ポ’トアイランド博覧会協会

　1982　・256p

711　〈Y121－81A3363＞
ポートアイランド神戸へめ招待

　神戸　神戸市広報課　1981　160p

712　　　　　　　』　・　，　　　　＜D7－34＞

K6be　P6to　Airando　Haku’rankai　official

　guide．　［Compiled　by　the　Kobe　Shimburr

　Publishing　Cdnter　and　Dentu　lnc．］

　Kobe　：　Portislapd　Exposition　Assocla：

　tion，　1981．　216p．

1982ふくおか’82大博覧会

　　　大濠公園・舞鶴公園一帯

　　　3月19日～5月30日

　　　136万850

713　，　一　〈Y95－82E－163＞
ふくおか’82大博覧会ガイドブック

　福岡，ふくおか’82大博覧会事務局
　　　　　　　J　1982　84p

富山県民公園　大閣山ランド

7月16日～9月15日

716　　　　　・．　　．　　　　　　＜D7－30＞

富山県100年記念にっぽん新世紀博覧会公

　式記録，北日本新聞社編
　富山　北日本新聞社　1984’　175p

　背の書名：にっぽん新世紀博覧会公式言己

　録

1983大阪築城400年まつり・大阪城博

　　　覧会

　　　大阪城公園一帯

　　　’10月1日～11月25日

　　　552万

717　〈Y95－84C－1086＞・
大阪城博覧会公式ガイドブック

　大阪　大阪21世紀協会　1983144p．

718　’　，　〈D7－64＞
大阪城博覧会大阪築城400年まつり特
　別展示・中国奏・兵馬桶展開催の記録

　大阪、大阪21世紀協会　1984　144p

1984名古屋城博
　　　名古屋

　　　9月29日～11月25日

714　・　〈Y95－83C－1559＞
ふくおか’82大博覧会ガイドブック

　福岡　’82大博覧会事；務局　1982　1冊

1982　’82北海道博覧会

　　　北海道国産業共進会場周辺
　　　6月12日～8・月を2日

　　’280万

715　’　〈D7－61＞
82北海道博覧会公式記録

　札幌’82北海道博覧会実行委員会
　1982　182p

1983置三百’年記念・にっぽん新世紀

　　　博覧会

719，　，　’　〈D7－69＞
名古屋城博報告書

　［名古屋］名古屋城博欄催委員会　1985

　120p

　編集・制作：電通

1984二十一世紀へのたびたち栃木産
　　　業博

　　　宇都宮市清原団地

　　　’7月12日～9月16日

720　　　　1　・　　　　　＼　　　　＜D7－68＞

’84とちぎ博公式記録

宇都宮．’84とちぎ博実行委員会1984

　240p
　編集．・制作：下野新聞社
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198P鯛講；エツ騨航記念1

　　　高知市師田字四郎左衛門高知中小

　　　企業団地造成地等

　　　3・月20日～5月13日

　　　』101万8，565

721　・　’〈D7－65＞
’84高知・黒潮博覧会公式記録
　高知　’84高知・黒潮博覧会実行委員会

　1984　123p

　編集・制作：高知新聞社

1984　国際伝統二［芸博覧会・

　　　窟都　国鉄京都啄南口

　　　10月1日～11月30日

　　　150万2，000

722　’　〈D7－81＞
回虫ひ130至人国際伝統工f博燗公式記

　京都伝統工芸京都博覧会1985　2冊
．「資料編」・「写真編」に分冊刊行

1985岩手ピア85
　　　岩手県産業文化センター

、　　8月10日～8月2与日

723　　　　　　　　　　　、　　　　＜D7－86＞

いわてピア’85公式ガイドブック明日の岩

　手産業と文化の創造　岩手日報広告三編

　盛岡　いわてeo　7’85実行委員会一198与

　100p
　背の書名：いわてピア’85

1985
D鞘巻飴科学万博

　　　築三学園都市

　　　3月17日～9月16日
　　　2，033万4，727

724　’　〈D7－79＞’
エレクトロ・ガリバーの冒険・電力館

　EXPO’85の記録エレクトロ・ガリバ「

　の冒険一電力館編

　東：京　電気事業連合会　198596p　’．

725　，・，　’ @〈Z3－1656＞

EXPO’85国際科学技術博覧会協会

　1～6号（1980．12～1982．3）

　別誌名：科学万博ニュース

　以後「Tsukuba　EXPO’85」と改題

726　’　〈D7－76＞EXPO，85　日本政府出展施設21世紀べ

　のメッセ「ジ’

　［桜村（茨城県）］　国際科学技術博覧会協

　会　　［1985］　95p

　英語書名：EXPO’85’Japanese　Govern－

　ment　exhibit英文併記　総合監修：白

　根礼吉
　編集・制作：．電通（東京）

727・　’　〈D7－63＞
科学万博で先を読む本　参加企業の「狙レ、」

　は何か　塵境出版編

　東京　中経出版　1984　118p

7w2　8，　．”．　．．　．．　．．．　．“　．　”　．．　一　＝　．“　．〈“D’　7－73＞一・．

国際科学技術博覧会茨城県公式記録

　水戸　茨城県国際博協力室　1986339p

729　，　，　．　．　・　’　〈D7－72＞

国際科学技術博覧会茨木県公式記録写真集

　茨城新聞社出版センター編

水戸．鐡新聞社1986215・

730　・　〈D7－89＞国際科学技術’博覧会公式記eq　’

　［東京］　国際科学技術博箪会協会　1986’

　455p
編集・電通PRセンター

731　〈Ylll－82A－9555＞
国際科学技術博監会に関する世論調査　昭

　和57

騨騨繹木臣餌広報室198360・．

732　，　〈D7－80＞
．国際科学技術博覧会政府公式記録、科学技
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術三編

東京　科学技術庁　1986・343p

733　・　’　．〈D7－85＞
国際科学技術博覧会政府出展報告　国際科

　学技術博覧会協会編

　東京　科学技術庁’1986　471p．・

734　〈D7－78＞くるま館記録集　国際科学技術博覧会編

　東京．二本自動車工業会　198675P．

735　．　，　．，　〈D7T70＞
21世紀べの礎　つくば万博と学園都市

』相沢英之［ほか］共著

　東京　パンセ‘1985　189p

　発売：翠三社

736’．　’　’　・〈Z3－1656＞
Tsukuba　EXPO’85　国際科学技術博覧会

　協会　7ん25号（1982．7～1985．8）以降廃i

　刊

　別面名：科学万博ニュース

　「EXPO’85」の改題　巻次を継承

737　．　・　・．　・・　，　．　．〈D7－90＞　，

Tsukuba　EXPO’85公式記録写真集．
　［東京］・国際科学技術博覧会協会　1986

　184p
　標題紙の書名：国際科学技術博覧会公式

　記録写真集　編集：電通’PR’leンター

738　．　’〈D7－82＞
Tsukuba　EXPO’85催事写真集　国際科学
「技術博覧会協会催事当盤　：「

　東京　国際科学技術博詩会協会催事部

　1985　180p

739　’　〈D7－E4＞
つくばEXPO読本’・幻だけサイエンス
　「季刊グライシス」編集曲論拠出

　東京　社会評論社　1985　200p

　「季刊クライシス」臨時増刊

740 ．　〈Z51－P623＞

Expo’85　Boletin．一［Sakura－mura，’，Ibara一’

　ki：Asociacion　Japone＄a’para・La

　Expo＄icion　lnternacional，　TSukuba，

　1985　．　IR．

　1：1981，10－5　：，1983．1

741　　　　　　　　　　　　　　．　ぐZ55－D20＞

’Expo’85　Bulletin．　一Sakura－mura，

　Ibaraki：Japan　Association　f6r　the

　International　Exposition，　Tsukuba，

　1985．　．

　1　：　1981．　10－6　：　1983．5

742．，　・　・〈M57－A33＞
Report　of　the　lnternational　Symposiuirn・

　f6r　EXPO’85／［edited　by　lnternational

　Symposium’Planning　Committee　（At－

sushi・　Shimokobe，　chairman），　Japan

　Association　for　the　lnternationl　Expo－

　sition，　Tsukuba，　1985］．

　［Tokyo］：　Japan一　Association　for　the

．International　Exposition，　i　．Tsukuba，

　1985，　［1985？］．　263p．

743　　　『　．　　　　tt・　　　・＜D7－A1＞

Tsukuba　Expo　’85　：　official　report．

　［Tokyo］：Japan　Assocition，　for　，the．

　International　Exposition，’　Tsukuba，

　1985，　1986．　287p．

1986、’86さっぽろ花と緑の博覧会’

　　　札幌市百’合ケ原公園

　　　6月．28日～8月31日

744　’　〈D7－87＞
’86さっぽろ．花と緑の博覧会の経済効果推

　計調査報告書

　札幌．北海道未来総合研究所1986　74p

　札幌市委託調査．

1987　国際建築博覧会

　　　ドイツ　ベルリン

745　・　・・．，〈D7！一A64＞
・lnternationale・　Bauausstellung・　Berlin．
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，1987：Project　report／［pro，duction

　director，　Rainer　Nitsche；translation，

　Michael　Robinson］．

　Berlin：Die　Ausstellung，　1991．
　408p．　［3］　folded　leaves　of　plates．

1987　’87未来の東北博覧会

　　　仙台商工会議所　仙台市港地区

　　　7月18日～9月28日

746　’　’　〈D7－E7＞
柳未来の東北博覧会旧式記録

　仙台　未来の東北博覧会協会1988266P

　編集・制作：河北新報社1

1987　’87世界古城博覧会，

　　　滋賀県　彦根地域一帯

　　　3月28日～5見31日

747　”　一　一　〈D7－E8＞
’87世界古城博覧会公式記録

　彦根　’87世界古城博覧会協会　1987

　151p’

1988第6回全国都市緑化緑・花　祭
　　　なごや’88

　　　名古屋市名城公園　若宮大通公園

　　　9月30日～11月23日

　　　85万9，156

748　’　’〈D7－E32＞
緑・花・祭なごや’88公式記録　第6回全国

　都市緑化なごやフェア実行委員会事務局

　編
　［名古屋］　第6回全国都市緑化なごやフ

　ェア実行委員会事務局，1989220p

1988青函トンネル開通記念博覧会
　　　（青森EXPO’88）（函館EXPO’
　　　88）

　　　7月9日目9月18日
　　　青森147方1，000函館120万4，600

・749　’　・　〈D7－E23＞
青森EXPO188公式記録　青函トンネル開

　通記念博覧会

　［青森］青函トンネル開通記念博覧会実

　行委員会　1989277p
　背の書名：青函トンネル開通記念博覧会

　公式記録

750　，　・　〈D7－E69＞
青函博；函館EXP（）’88．公式記録　青函ト

　ンネル開通記念博覧会実行委員会事務局

　編・著

　函館　青函トンネル開通記念博覧会実行

　委三会　1989257p・

1988世界・食の祭典（JJ’88）・

　　　札幌　函館

　　　6月3日～10月30日
　　　90万

751　・　・　一　〈D7－E59＞
ある地方博の死　世界・食の祭典88の検証

　鷲田小弥太著　幽

　札幌　亜璃西社　1988　211p

1988’8．8さいたま博覧会

　　　熊谷市

　　　3月19日～5月29日

752　〈D7－E5＞’88さ’いたま博覧会公式ガイドブック

　浦和　埼玉新聞社　1988163p

　背の書名lSaitama．　EXPO’880伍cial
　g宙de　book監修：一tさいたま博覧会実行．

　委員会

753　’　’　〈D7－E16＞
’88さいたま博覧会　公式記録　埼玉県，さ’

　いたま博覧会実行委員会編

　浦和　埼玉県　1988255p．

　共同刊行：さいたま博覧会実行委員会

1988，瀬戸大橋架橋記念博覧会
　　　岡山県倉敷市児島駅前’層

　　　3月20日～8月31’日

　　　一754
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瀬戸大橋’博’88・岡山公式ガイドブック

　倉敷岡山県瀬戸大橋架橋記念博覧会協

　会1988・164p
　制作・発売：山陽新聞祉電通

755　一　・〈D7－E30＞
瀬戸大橋博’88・岡山公式記録

　［岡山］一岡山県瀬戸大橋架橋記念博覧会

　協会　1989244p

756　・　〈D7－E25＞
瀬戸大橋架橋記念博覧会四国公式記録

　［高松］　香川県瀬戸大橋架橋記念博覧会’

　協会　　1989　　327p

1988　置県100年・市制gb年なら・シル

　　　クロード博

　　　奈良公園一帯　平城口跡

　　　，4月24日～10月23日

　　　681万8，833

757　〈D7－E45＞なら・シルクU一ド博　菊竹清訓編著
　東京　新建三社　1989　128p　・

758　．　．　〈D7－E17＞
なら・シルクp一ド博公式ガイドブック

　奈良　なら・シルクロード博協会　1988

　183p

　発売：東京出版販売’

759　〈D7－E27＞なら・シルクロード博．公式記録

　［奈良］なら・・シルクロ　一一・ド博協会

　1989　217p

198，8　国際レジャー博覧会
　　　オーストラリア　ブリ』スベン

　　　4月30日～10月30日

760　．　’　・〈D7－E18＞
’ブリスベン国際レジャー博覧会事業への参

　加事業

　［東京］余暇開発センター　198895p
　、（余暇開発セシタr調査研究報告書）

761　　　　　　’　　　　　　　　　〈D7一耳35＞

’88ブリスベン国際レジャ」博覧会参加事

　業実施報告書

　［東京］　日本余暇文化振興会1989127p

1988　ぎふ中部未来博

　　　長良川畔　岐阜総合運動場

　　　7月8日～9月18日・
　　　407万5，000

762　〈D7－E38＞「緑と木のむら」記三三　ぎふ中部未来博

　覧会

　岐阜　岐阜県林業振興協議会　198996p

763　〈D7－E9＞未来博88公式ガイドブック

　岐阜・ぎふ中部未来博覧会協会　1988

　229p

　奥付の書名：ぎふ中部未来博覧会公式ガ

　イドブック　編集・発売：中日新聞本社
　（名古屋）

’1988’88飛騨・高山食と緑の博覧会

　　　高山市飛騨地区

　　　　9月23日～10月30日

764　，　〈D7－E28＞
’88飛騨・高山博公式記録”88飛騨・高山食

　と緑の博覧会実行委員会，「’88飛騨高山

’博」高山市イベント実行委三会編

　［高山］、’88飛騨・高山食と緑の博覧瓜実

　行委員会　1989331p

765’　，　〈D7－E24＞
’88飛騨・高山食と縁の博覧会経済効果調査

　飛騨地域広域行政事務組合，東海総合研
究所編

　〔高山〕　飛騨地域広域行政事務組合

　1989　129p

1988イートピアとちぎ’88食と緑の博
　　　覧会

　　　JR宇都宮駅：東地区

　　　9月30日～11月6日
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766　・　〈D7－E21＞
イートピアとちぎ’88公式記録　食と緑の

　博覧会

　［宇都宮］　食と緑の博覧会一とちぎ’88

　実行委員会　1988216p
　製作：下野新聞社

1989　アジア太平洋博覧会一福岡’89

　　　福岡市　シーサイドももち

　　　3月17日～9月3日
　　　241万2，831

767　　　　　　　　　　　　　　　　＜D7－E63＞

’アジア太平洋博覧会一福岡’89公式記録

　［福岡］　アジア太平洋博覧会t朔’会　1990

　477p　．

　．編集・製作ゴ西日本新聞

1989静岡100周年・駿府寺築城400回
転　　記念静岡駿府博覧会：SunPU博
　　　’89

　　　駿府公園

　　　3月18日～5月21日．

768　〈D7－E4・1＞静岡駿府博覧会記録集　静岡駿府博共同企噛

　業体編

　［静岡］静岡100年委員会　1990163p

769　’　・　〈D7－E36＞
Sun加計89公式ガイドブック　静岡駿府
　博共同企業体編
　静岡　静岡160年委員会　1989　194p’

1989　姫路市制100周年記念’89姫路シ
　　　自トピア博

　　　姫路城周辺　　　

　　　3月18日目6月4日

770　．　，　〈D7－E60＞
文化創造への飛翔　「姫路百祭シロトピア」

　分析評価　「姫路血祭シロトピア」分析評

　価委員会調査分析

　姫路姫路100周年行事実行委員会
　1989　27p

771　〈YP2－164＞’89姫路シロトピア博　ようこそ！・シロト

　ピアへ　日刊「’89シmトピア博」ニュー

　ス
’姫路　姫路100周年行事実行委員会　、

　［1989］　1冊

772　　　　　　　　　　、　　　＜YQ2－1694＞

「姫路三三シロトピア」効果検討調査報告書

　姫路　「姫路百祭シロトピア」分析評価委

　員会　　1989　　116p

773　’　一　〈Y77TEI139＞
姫路三三シロトピア公式ガイドブック’

　姫路　姫路100周年行事実行委員会

　1989　104p

　製作：神戸新聞事業社，神戸新聞マーケ

　ティングセンター　発売：神戸新聞総合

　出版センタr

774　〈DD46－E29＞
姫路百祭シロトピアにみるコトおこし仕

　掛・仕組ノウハウ　都市文化創造研究所

　編著
　東京　ダイ’ヤモンド社　1990223p

1989横浜市制1．　eo周年g開港130周年

　　　記念横浜博覧会：YES’89
　　　みなとみらい21地区

　　　3月25日～10月1日
　　　133万7，150

775　・　’　〈D7－E49＞
横浜博覧会公式記録

　横浜　横浜博覧会協会　ig90’390P

　編集・製作：神奈川新聞社

776　〈D7－E47＞横浜博覧会公式旧套集　横浜博覧会協会編

　横浜　横浜博覧会協会　1990　208P

777　〈D7－E46＞横浜博覧会・そのデザイシとアーバニティ

　横浜博覧会協会刊行委二会編

　［横浜］　横浜博三会協会　1989　191p・
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監修・灘博覧会騰製作・発売：幽新建
　築社（東京）’

778　，，　〈D7－E52＞
横浜博覧会・そのデザインとアーバニティ

　Yes’89横浜博：覧会協会刊行委三会編

　［横浜］横浜博覧会協会　1989195p
　英語書名：Yokbha・ma　exotic　showcase

　’89－its　design　and　u中anity英文併載

　監修：横浜博覧会協会

779　・　〈D7－E20＞
ヨコハマ未来探険　YES’89横浜博覧
　会バンドブック　片方善治著

　東京　山下出版　1989　198p．

　発売：山下書店

780　’　‘　〈D7－E42＞
横浜・丘と海の祭り　市政100三年・開港

　130周年記念事業公式記録　神奈川新聞

　社企画・編集
　横浜　横浜市門歯財政局市政100周年詑

　念事業推進担当　1990 3耳2p

1989松江市制100周年記念第21回全
　　　国菓子大博覧会

　　　西川津町北公園

　　　4月23日～5月14日

781　’〈D7－E64＞
花詩集　第二十一回全国菓子大博覧会京都

　府協賛出品協会記念諒
　京都　第21回全国菓子大博覧会京討論協

　賛出品協会、［1989］153p

1989’89海と島の博覧会・ひろしま

　　　広島市商工センター東広島県沿
　　　岸・島しょ部

　　　7月8日～10月29日
　　　329万8，495

782　t　．　〈D7－E37＞
「’89海と島の博覧会・ひろしま」公式ガイ・

　ドブック　未知あんない　中国新聞社編

　広島’89海と島の’博覧会協会1989

　285p
　　　　　　ノ　記念保存版　発売：．中国新聞社

1989ナイスふ一ど新潟’89食と緑の博

　　　覧会
　　　新潟産業振興センター周辺地

　　　7月14日～9月3日

783　，　　　　　　　　　’　　　　　＜i）7TE39＞

ナイスふ一ど新潟’89食と緑あ博覧会・公

　式ガイドブック

新潟’8噺潟飢緑の博覧会協会

　1989　　111p

　発売：新潟日報事業社出版部

784　　　　　　　　　　、　　　　’＜D7－E57＞

ナイスふ一ど新潟’89公式記録　’89新潟食

　と緑の博：覧会

　［新潟］⑧噺三食と緑の博覧会協会

　1990　220p

1989名古屋市制100周年記念世界デ
　　　ザイン博覧会
　　　名古屋城　白鳥　名古屋港

　　　7月15日～11月26日

　　　752万8；520

785・　　　　　　　　　　　　　　　〈D7－E76＞

デポちゃんクラブ奮戦記　デザイン博非公，

　式記録　デポちゃんクラブ著

　名古屋　名古屋流行発信　1990234p
背血温・デポちゃ傭戦記

786　　　　　　　　　　　、’　　　〈D7－E50＞

’から《リワンダーランド名古屋市館　出展

　記録
　［名古：屋］・名古屋市総務局企画部百周年

町回室199057P
787　　　’　　　　　一「　　　　　〈D7－E26＞

世界デザイン博覧会公式ガイドブック　世
界デザイン博覧会公式ガイドブ・ク賄・

　委員会編

　名古屋世界デザイン博覧会協会　1989
　278p　　　　　　　　　　　　　　’t
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発売：世界デザイン博覧会公式ガイドブ

’ック刊行委員会

788　’〈D7－E58＞
世界デザイン博覧会公式記録

　［名古屋］世界デザイン博覧会協会一

　1990　451p

　編集：電通

789　．　，　〈D7－E53＞
世界デザイン博章会における観客実態に関

　する調査

　［名古屋］名古屋市総務局企画部企画課

　1989　66p

790　〈D7－E54＞世界デザイン博覧会における経済効果に関

　する調査

　［名古屋］㌦名古屋市総務局企画部企画課

　1990　53p

1990おかやま食と緑の博覧会
　　　笠岡湾干拓地，

　　　3月16日～4月15日

791　〈D7－E65＞おかやま食と緑の博覧会公式記録

　［岡山］　おかやま食と緑の博覧会実行委

　員会　　1990　160p

1990　鴨方町食と緑の博覧会

　　　岡山県　鴨方町

　　　3月・16日～5月21日

792　　　　　　　　　　　　　　　　＜D7－E66＞

めん博かもがた公式記録
　［鴨方町（岡山県）」　鴨方町食と緑の博覧

　会推進協議会　1990・66p

1990　国際花と緑の博覧会　EXPO’90

　　　大阪市鶴見緑地

　　　4月1日～9月30日

793　・　〈Y77－EIO82＞
遊べるおもしろ花の万博　滝井康勝著’

東京’日本ヴォーグ社　1990112p

794

EXPO’90
　［大阪］

幽572P

795

EXPO’90

　花と緑
　［夫阪］

　631p

796

EXPO’90
　緑“

　編

　東京

　　　　　　　　　〈D7－E87＞

国際花と緑の博覧会公式記録

国際花と緑の博覧会協会　199↓

　　　　　　　　　〈D7－E86＞

国際花と緑の博覧会公式記録

国際花と緑の博覧会協会　1991

　　　　　　　　　　〈D7－E96＞

　Osaka花の万博写真集“花と．
日造協花甲記念写真集編集委員会

日本造園建設業協会　1991　1冊

797　・　〈Y77－E1707＞
EXPO’90・花の万博わたしたちの見学ガイ．

　ド・地球の緑と友だちになろう1！

　東京，ペップ出版　199096p

798　，　〈D7－E81＞
’花の万博業務記録集・

　［大阪］　国際花と回り博覧会協会

　［1991］　・30冊

　1総務，従業員住宅　2理事会，常任
　委員会（その1）3理事会，常任委員会

　（その2）4規則・規程　5　賓客接遇
　6　広報…報道　7　企画調整　8外事，19

　資金　10観客・集客，入場券，事業　11

　出展参加　12　催事　13屋内出展・・コ

　「ンテスト　14．政府出展　15観客輸送

　16交通対策　17周辺交通対策18
　通関貨物・保険．19会場警備20．医
　療・衛生　21会場サービス　22．消防
　救急　23情報管理　24植物管理　25

　検疫26ナショナルデー・スペシャル
　デー　27植物一覧表（植物リスト）28

　会場建設　29　国際花と緑の博覧会会場

　施設図面集　30　国際庭園

799 〈D7－E93＞
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花の万博と今後の大阪の“まちづくり”に

　ついての世論調査報告書

　［大阪］　大阪市　1991　114p

800　’〈D7－E62＞
花の江戸東京館　国際花と緑の博覧会

唱東京　東京都公園協会　199068p

　監修：東京都建設局公園緑地部　　　一

801　・　〈D7－E70＞
花の江戸東京館出展報告書国際花と緑の博

　覧会　　　　　　　　　　　　　．　’

　東京東京都建設局公園緑地部’199055p

802　〈D7－E74＞いんなあとりつぷ館記念グラフ　EXPO
　’90国際花と緑の博覧会

　［東京］いんなあとりつぷ社1990130p

　監修：花の万博いんなあとりつぷ館出展
　委貝会　発売：あした出版社

803　〈AZ－373LE8＞
国際花と緑の博覧会一税関記録

　［大阪］大阪税関　1991104p’

804　〈UC215－E32＞国際花ど緑の博覧会ハイビジョンサテライ

　ト展開業務実施報告書　国際花と緑の博

　覧会協会，電気通信高度化協会編

　大阪　国際花と緑の博覧会協会　1991

　38p

　共同刊行：電気通信高度化協会（東京）

8Q5　，　．　〈RB193－E80＞
国際花と緑の博覧会花壇植栽管理記録集成・

　設計から管理まで

　大阪　国際花と緑の博覧会花壇植栽管理

　記録集成作成委員会　1991256p

806　〈RB　193－E80＞
国際花と緑の博覧会花壇植栽管理記録集成

　図面集・旧きリスト

　［大阪ユ　国際花と緑の博覧会花壇植栽管

　理記録集成作成委員会　199145p　図

　版62枚

807　．　〈D7－E44＞
国際花と録の博覧会開催への期待と周辺交

　通対策に関する調査

　［大阪］　大阪商工会議所．1989　36p

808　〈KHI’1－E368＞
国際花と緑の博覧会記念俳句集　国際花と

　緑の博覧会記念俳句集編纂委員会編

　大阪　マルポ　1991’560p

809　，　．　’　・　〈D7－E61＞
国際花と緑の博：覧会記録写真集　EXPO

　’90．花と緑EXPO’90出版事務局企画・

　編集

　東京・開隆堂出版　1990　319p

810　，　〈D7一　E84＞
国際花と’緑の博覧会・公式ガイドブック

　EXPO’90保存版
　［大阪］　国際花と緑の博覧会協会

　1990　312p．

811　，　〈D7－E80＞
国際花と緑の博覧会公式記録写真集
　EXPO’90　Pictorial　report

　大阪　国際花と緑の博覧会協会　1991

　351p

812．　’　〈D7－E75＞
国際花と緑の博覧会協力活動・接遇活動報

　告書　大阪商工会議所編

　大阪　大阪商工会議所　1ggo　54P

813　’　〈D7－E6＞国際花と緑の博覧会に関する世論調査　昭

　和63年1月調査
　東京．内閣総：理大臣官房広報室　［1988］

　31p

814　’　〈D7－E6＞
国際花と緑の博覧会に関す，6世論調査　昭

　和63年6月調査
　［東京］　内閣総理大臣官房広報室

　．［1988］　61p
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815　〈D7－E6＞国際花と緑の博覧会に関する世論調査　平

　成元年5月調査
　東京　内閣総：理木品官房広論義’［1989］

．60p　，．　．

816　．　一　〈D7－E73＞
国際花と緑の博覧会政府公式記録’建設

　省，農林水産省編

　東京　建設省　1991436p』

　共同刊行：農林水産省

817　，　〈D7－E79＞
国際花と緑の博覧会政府出展報告　国際花

　と緑の博覧会協会編

　東京　建設省　1991444p
　背の書名：政府出展報告　共同刊行：農

　林水産省

818　〈D7－E72＞国際花と緑の博覧会と大阪市

　大阪　大阪市　1991371p

819，　〈D7－E78＞大いなる自然生命紀行　国際花と緑の博覧

　会EXPO’90出展記録

　［大阪］花博みどり会　1991131p

820　’　〈D7－E67＞
自然と人間の共生．国際花と緑の博覧会大

　阪府公式記録　大阪府編

　［大阪］大阪府　1991294p　図版25枚

821　’　’　〈RA341－E94＞
よみがえる花の万博　花の万博出展植物標

　本作成事業図録　第19回特別展解説書

　岡本素治，藤井伸二編著
　［大阪］　大阪府立自然史博覧会　c1992

　71p

822　〈D7－A5＞Expo’9Q　：　first　meeting　of　Commissioners

　General　of　Section，　November　24－25s

　1988，　Tokyo，　Japan．

　Osaka：Japan　Association　for　the

Iptetnational　Garden　and　Greenery
Exposition，　Osaka，　Japan，　1990，

［1989？］．　lv．　（variotis　pagings）

823　．　〈D7－A65＞
Expo　’90：the　lnternational　Garden　and

　Greenery　Exposition，　Qsaka，　Japan，

　1990：0thcial　report．

　Osaka：Japan　’Association　for　the

　International　Garden　and　Greenery
　Exposition，　Osaka，　1990，　1991．　407p．：

　ill．　（some　col．）

1990長崎「旅」博覧会
　　　長崎港松が枝国際観光埠頭ほか

　　　8月3日～11月’4日．

824　　　．　　　　，　　　』　　＜D7－E77＞

’90長崎旅博覧会公式記録

　［長崎］　長崎「旅」博覧会協会　1991

　313p

　奥付の書名：長崎「旅」博覧会公式記録

1990食と緑の博覧二一ちば’90

　　　幕張メッセ　日本コンベンション

　　　センター

　　　11月18日～12月16日

’825　〈D7－E71＞
食と緑の博覧会一ちば’90公式記録　食とt

　緑の博覧会一ちば’90実行委員会編

　千葉　食と緑の博覧会一ちば’90実行委

　員会1991231p
　表紙の書名：’90ちば博覧会公式記録

1992　国際園芸博覧会フロリアード’92

　　　オランダ　ズーターメア

　　　4月10日一」　10月11日

　　　330万

826　・　〈D7－E94＞
国際園芸博覧会フロリアード’92・日本国

　政府屋内出展報告

　東京　農林水産省　1992　131p

　企画：日本花普及センター　　　t一
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1992、・セビリア万国博覧会

　　　スペイン

　　　4月20日～10月翅日

827　’　〈D7－EIO3＞・
1992年セビリ1ア万国博監会日本公式参加記

　録・日本貿易振興会編

　［東京コ　日本貿易振興会　1993，2冊

　別冊（95p）：写真集

1992』 ｢界建築博覧会1998奈良第1回
　　　プ9イ、ベント　　　　　　　　．

　　　奈良

　　　4月25日～6月14日

828　’　〈D7－E98＞
世界建築博覧会第1回プレイベントトリエ

・ンナーレ奈良’92の51日問　　・

　奈良　世界建築博覧会協会　199355p

829　．　〈D7－EIO2＞
奈良，そしてトリよンナーレ奈良1992新

　建築社編集製作

　奈良・世界建：築博覧会協会　1993　212P

　世界建築博覧会1998奈良第1回プレイベ

　ント英語書名lNara，　and　Triennale，

　Nara，　・　1992英文併記　『新建築1993年

　8月号別冊』の別刷

1992’92世界民話博IN遠野
　　　岩手県

　　　7月4日～8月31日

830　　　’　．　　　’　　　　＜YQ2－1807＞

「世界民話博博覧会」実施概要

　［遠野］世界民話博実行委員会1993

　1冊

1992　三陸・海の博覧会

　　　岩手県

　　　7月4日～9月15日

831　・　，　〈D7－E92＞
俺たちの地方博　三陸に200万人が集まつ

　た！神田隆著

東京　日本経済新聞社　1993　222p

1’992第1回ジャパンエキスポ富山’92

　　　富山民県公園太三山ランド．．

　　　7月10日～9月27日
　　　236万5，893

832　’　’　〈D7－E99＞
第1．回ジャパンエエキスポ富山’92　富山

　県活動記録　富山県博覧会推進三編

　［富山］富山県’博覧会推進局　1993

　127，58p

833　’　’　〈D7－E97＞
第1向ジャパンエキスポ富山192経済波及

　効果等測定調査報告書

　［富山］　富山県　1993　150回

忌調査機ee：’北陸経済研究所

834　・　〈D7－E95＞
ジャパンエキスポ富山　公式記録　第1回

　（1992）　北日本新聞社編
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1993信州博覧会
　　　松本平広域公園緑地

　　　7月17日r9月26日
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．18．T1年．向ンドン万国博覧会

　　　　、．　　クリズタルパレス

　（出，典：Guide　to　the』Crystal．．，

　　　　　Palace　and　park．　1854L＞
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