
展示リスト 2016/12/17

資料名　（○は写真パネル，□はパネル） 年代 学校 など 所蔵
生徒作品　手描染 大正5（1916）年 京都市立工業学校 京工会

○紋織実習風景 大正期 京都市立工業学校 京工会

○糸染め実習風景 大正期 京都市立工業学校 京工会

『商工談話会雑誌』第4号 明治23（1890）年9月 尚商会 京一商西京同窓会

『京都商業学校同窓会雑誌』第1号 明治26（1893）年12月 京都商業学校同窓会 京一商西京同窓会

『校友会誌』第１号　（部分欠） 明治35（1902）年1月 京都市商業学校 京一商西京同窓会

『校友会誌』第３号 明治37（1904）年9月 京都市商業学校 京一商西京同窓会

『校友会誌』第４号　（奥付欠） 明治38（1905）年 京都市商業学校 京一商西京同窓会

『校友会誌』第11集　（奥付欠） 明治44（1911）年 京都市商業学校 京一商西京同窓会

卒業論文「西陣商慣習」 明治37（1904）年12月 京都市商業学校 西京高校図書館

卒業論文「友仙」 明治38（1905）年2月 京都市商業学校 西京高校図書館

卒業論文「菜種油　前編」 明治38（1905）年12月 京都市商業学校 西京高校図書館

○京都府商業学校　（『京一商八十八周年記念誌』より） 明治19-21年 京都府商業学校 当館

○京都染工講習所　（『洛陽工高創立百周年記念』より） 明治19-27年 京都染工講習所 当館

○京都府商業学校　（『京一商八十八周年記念誌』より） 明治21-41年 京都府商業学校 当館

○京都市立染織学校　（『洛陽工高創立百周年記念』より） 明治27-43年 京都市立染織学校 当館

○卒業写真 明治29（1896）年2月 京都府商業学校 当館

○卒業写真 明治33（1900）年3月 京都府商業学校 当館

○京都市商業学校　（『京一商八十八周年記念誌』より） 明治41-昭和6年 京都市立商業学校 当館

『商友』第10号，創立三十年紀念号 大正10（1921）年10月 京都市立商業実修学校 西京高校図書館

卒業論文「支那貿易と我国の覚悟」 大正10（1921）年11月 京都市立第一商業学校 西京高校図書館

卒業論文「文明の経済的考察」 大正10（1921）年 京都市立第一商業学校 西京高校図書館

『商業習字鑑　三』京都書道研究会編 大正8（1919）年 京都市立第一商業学校 個人

物理試験問題答案 大正9（1920）年頃 京都市立第一商業学校 個人

○野球部選手　（『校友会誌』第11集より） 明治44（1911）年 京都市立第一商業学校 京一商西京同窓会

○撃剣部　（『校友会誌』第13集より） 明治45（1912）年7月 京都市立第一商業学校 京一商西京同窓会

○端艇部　（『校友会誌』第13集より） 明治45（1912）年7月 京都市立第一商業学校 京一商西京同窓会

『A TEXT BOOK OF BUSINESS ENGLISH　No.3』松村吉則著 大正9（1920）年六版発行 京都市立第一商業学校 個人

『SUMMER DRILL IN ENGLISH No.Ⅴ』英語界編集部編 大正10（1921）年 京都市立第一商業学校 個人

「THEORY AND PRACTICE OF COMMERCE」（ノート） 大正10（1921）年 京都市立第一商業学校 個人

そろばん 大正9（1920）年頃使用 京都市立第一商業学校 個人

○校門と校舎　（『記念帖（卒業アルバム）』より） 大正5（1916）年度 京都市立第二商業学校 西京高校図書館

○購買　（『卒業アルバム』より） 大正11（1922）年 京都市立第一商業学校 個人

○軍事教練　（『卒業アルバム』より） 大正11（1922）年 京都市立第一商業学校 個人

領収証　授業料 昭和7（1932）年度 京都市立第一工業学校 個人

領収証　校友会費並修学旅行費 昭和6（1931）年度 京都市立第一工業学校 個人

領収証　父兄団会費 昭和7（1932）年度 京都市立第一工業学校 個人

受領証　雑費（諸用紙代，通信費，雑費） 昭和9（1934）年度 京都市立第一工業学校 個人

校友会誌『工華　新築移転・創立五十周年記念号』 昭和10（1935）年 京都市立第一工業学校 個人

メダル 昭和6-10年頃 京都市立第一工業学校 個人

メダル 昭和6-10年頃 京都市立第二工業学校 個人

「鮮満旅行」個人アルバム 昭和9（1934）年5月 京都市立第一工業学校 個人

「昭和九年　鮮満旅行日記」 昭和9（1934）年5月 京都市立第一工業学校 個人

○分解・設計実習 大正14（1925）年頃 京都市立第一工業学校 京工会

○旧校舎の前で集合写真 昭和6-10年頃 京都市立第一工業学校 個人

○楽友会館前にて　（個人アルバムより） 昭和7（1932）年 京都市立第一工業学校 個人

○陸上部「四校連盟大会」優勝記念写真　（個人アルバムより） 昭和8（1933）年 京都市立第一工業学校 個人

○「鮮満旅行」において，玄武門前　（個人アルバムより） 昭和9（1934）年5月 京都市立第一工業学校 個人

○京都市立第二工業学校　（『伏工50周年記念誌』より） 昭和11（1936）年 京都市立第二工業学校 当館

校旗 昭和初期 京都市立第三商業学校 当館

門標（銅製） 大正9（1920）年 京都市立第二商業学校 北野中学校

『学校教練の栞』京都市立第二商業学校 昭和5（1930）年 京都市立第二商業学校 北野中学校

『卒業記念写真帖』 昭和7（1932）年3月 京都市立第二商業学校 当館

卒業証書 昭和7（1932）年3月 京都市立第二商業学校 当館

「京二商　鮮満旅行記念写真」 昭和8（1933）年7-8月 京都市立第二商業学校 個人

○プール体操　（『卒業記念写真帖』より） 昭和6（1931）年 京都市立第二商業学校 当館
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○教員室　（『卒業記念写真帖』より） 昭和6（1931）年度 京都市立第二商業学校 当館

○双樹　（『卒業記念写真帖』より） 昭和8（1933）年度 京都市立第二商業学校 個人

○競書部　（『卒業記念写真帖』より） 昭和8（1933）年度 京都市立第二商業学校 個人

○南大門前にて　（「京二商　鮮満旅行記念写真」より） 昭和8（1933）年7-8月 京都市立第二商業学校 個人

○旅順二〇三高地登山道　（「京二商　鮮満旅行記念写真」より） 昭和8（1933）年7-8月 京都市立第二商業学校 個人

新築移転・創立五十周年　記念絵葉書　（６枚） 昭和10（1935）年11月 京都市立第一工業学校 当館

学校要覧 昭和10（1935）年10月 京都市立第一工業学校 当館

服部延春『機構学』四版 昭和13（1938）年4月 京都市立第一工業学校 当館

ある一日の登校より放課後まで　（写真17枚） 昭和初期 京都市立第一工業学校 京工会

創立100周年記念テレホンカード　３種
（校舎と歴代の校章・学生証（京一工）・学生証（洛陽工高））

昭和61（1986）年 洛陽工業高校 京工会

工業実習風景　（写真５枚） 大正期 京都市立工業学校 京工会

烏丸校舎模型の一部 昭和11（1936）年頃 京都市立第一工業学校 京工会

『愛唱歌集』京一工音楽部編 昭和11（1936）年 京都市立第一工業学校 京工会

特別研究報告（４年生１学期）「RADIO． ABOUT TO ANTTENA．」 昭和9（1934）年 京都市立第一工業学校 京工会

工業普及館関連資料　（３点） 昭和13-15年 京都市立第一工業学校 京工会

工業普及館　館外観・内観写真　（10枚） 昭和13（1938）年 京都市立第一工業学校 京工会

校章の変遷，体操競技合格章，ボタン　（13点） 明治期～戦後 洛陽工業高校・前身校 京工会

証書・賞状　（４枚） 昭和9-11年 京都市立第一工業学校 京工会

入学許可通知，通学定期券，丸学マーク など　（13点） 昭和17-21年度 京都市立第一工業学校 京工会

国旗染用枠 昭和初期 京都市立第一工業学校 京工会

門標（木製） 昭和初期 京都市立第一工業学校 京工会

つづれ織屏風 昭和5（1930）年 京都市立第一工業学校 京工会

捺染サンプル帳 昭和13（1938）年3月 京都市立第一工業学校 個人

○捺染サンプル帳を作成した生徒 昭和14（1939）年度 京都市立第一工業学校 個人

個人アルバム（工展・工業普及館） 昭和13（1938）年頃 京都市立第一工業学校 個人

○個人アルバムより①
　　校内ラグビー大会，関東方面修学旅行など

昭和13（1938）年 京都市立第一工業学校 個人

○個人アルバムより②
　　関東方面修学旅行，尚染会ハイキングなど

昭和13（1938）年 京都市立第一工業学校 個人

□「大津市の運送について」（２年生）
（『MATUSYO校報』第７号より）

昭和12（1937）年12月 京都市立松原商務学校 西京高校図書館

『MATUSYO校報』第７号 昭和12（1937）年12月 京都市立松原商務学校 西京高校図書館

『学校教練必携　前篇』改訂1911版，陸軍省徴募課編 昭和12（1937）年9月 京都市立第二商業学校 北野中学校

『創立五十周年記念誌』 昭和11（1936）年11月 京都市立第一商業学校 西京高校図書館

創立五十周年記念　絵葉書　（４枚） 昭和11（1936）年 京都市立第一商業学校 西京高校図書館

○剣道稽古　（『MATUSYO校報』第７号より） 昭和12（1937）年12月 京都市立松原商務学校 西京高校図書館

○飾窓習作　（『MATUSYO校報』第７号より） 昭和12（1937）年12月 京都市立松原商務学校 西京高校図書館

○実習慰安会　（『MATUSYO校報』第７号より） 昭和12（1937）年12月 京都市立松原商務学校 西京高校図書館

防空サイレン 昭和10年代後半 京都市立第一工業学校 京工会

『卒業アルバム』 中平先生 他 昭和13（1938）年度 京都市立第二商業学校 西京高校図書館

『卒業アルバム』 中平先生の葬列 他 昭和15（1940）年度 京都市立第二商業学校 西京高校図書館

『京二商双樹時報』第５号 昭和17（1942）年8月 京都市立第二商業学校 西京高校図書館

○査閲　（卒業アルバムより） 昭和15（1940）年度 京都市立第二商業学校 西京高校図書館

○国民服を着て 昭和20（1945）年頃 京都市立第一商業学校 当館

□「あゝ紅の血は燃ゆる　学徒動員の歌」
　（『同窓会発足九十周年記念誌　京二商史』より）

昭和19（1944）年 ― 北野中学校

○黒く塗られたままの校舎 昭和21（1946）年頃 京都市立四条商業学校 当館

○集合写真　4年生（推定） 昭和21（1946）年頃 京都市立四条商業学校 当館

『卒業アルバム』
　付：寄贈にあたっての手紙

昭和16（1941）年度
 付：平成20（2008）年

京都市立第二商業学校 北野中学校

『同窓会発足九十周年記念誌　京二商史』
　付：集められた掲載写真

平成15（2003）年 京都市立第二商業学校 北野中学校

○本校史料展・図画成績品展　（『創立五十周年記念誌』より） 昭和11（1936）年11月 京都市立第一商業学校 西京高校図書館

洛陽工業高校の前の制服（冬服）　市内最後の黒の学ランタイプ 平成24（2012）年まで 洛陽工業高校 洛陽工業高校

洛陽工業高校の現在の制服（冬服） 現在 洛陽工業高校 洛陽工業高校

伏見工業高校の現在の制服（冬服） 現在 伏見工業高校 伏見工業高校

西京高校の現在の制服（冬服） 現在 西京高校 村田堂

京都工学院高校の制服（冬服） 現在 京都工学院高校 村田堂

本展開催にあたり，資料提供・借用にご協力いただいた方々，（有）村田堂様，京工会（市立一工及び洛陽高校・洛陽工
業高校同窓会）・京一商西京同窓会・北野中学校・洛陽工業高校・伏見工業高校・西京高校（及び同校図書館）・京都工
学院高校の方々に，たいへんお世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。　（担当学芸員：和崎光太郎）
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