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 青森県立郷土館では、平成4年以来、様々な文化財の購入を続けてきた。平成23年度に購入した資料は、吉田初三郎製作の鳥瞰図・

絵葉書および金子常光の鳥瞰図等合計278件である。これらの資料について解説する。 

 

作者の経歴と作品の特徴等について 

 吉田初三郎(1884～1955)は、京都に生まれ、友禅図案工を務めた後、鹿子木
か の こ ぎ

孟郎
たけしろう

に師事して洋画を学ぶが、吉田は彼の薦めによ

り、商業美術に転向した。大正 2(1913)年に製作された『京阪電車御案内』が初三郎の出世作である。当時、京阪電鉄専務であった

太田光凞
みつひろ

は、この図を見た当時の皇太子（のちの昭和天皇）から受けた『是れは奇麗で解り易い』との言葉を、初三郎に手紙で伝え

た。彼はこの言葉に大いに感激し、以後、名所図絵のために生きることを決意した(2)。次いで、彼は大正10年(1921)に『鉄道旅行案

内』（鉄道省発行）の挿絵を描き(3)、これがきっかけで全国各地の市町村・鉄道会社・旅館等から鳥瞰図作成の依頼が舞い込むように

なり、1600点を超えると言われる観光鳥瞰図を残すこととなった。戦時中は軍事的な理由から鳥瞰図製作が困難となり、絵はがき製

作に重点を移した。戦後に鳥瞰図製作を再開するが、昭和25(1950)年から体調を崩しがちになり、昭和30(1955)年に没している(4)。 

初三郎式鳥瞰図のなかには、その地域全体の道路・鉄道などの交通機関と数々の名所が描き込まれており、絵図の裏面にはその地

域の概説と名所案内が詳細に記されている。その描写方法は、同じ視点からは決して見えないはずの風景が共存するなど、独特のデ

フォルメを特徴とするものであるが、これは主として爛熟期とも表される昭和に入ってからの作品に強くみられるものであり、大正

期の作品にはそれほどみられない。 

 金子常光は、かつて吉田初三郎の弟子ではあったが、大正11(1923)年に小山吉三が「日本名所絵図会社」を設立すると、初三郎の

もとを離れ、同社に合流した。彼は数多くの鳥瞰図等の作品を世に送り出し、初三郎最大のライバルとなった(5)。彼の経歴の詳細に

ついては明らかでない。 

購入資料の内訳 

 今回購入した資料の細目は次の通りである。なお、この文の末尾に資料リストを掲げた。 

 ○吉田初三郎作品 （資料番号 2203-1-1～2203-1-61,2203-1-63～2203-1-192） 

   鳥瞰図 191点 

日本本土ほとんどの都道府県をカバーしているほか、旧満州の千山のほか、朝鮮半島の図も含まれる。年代は、古いもので

大正前期から、新しいものは戦後の晩年に至るまであるが、大正末期から昭和初期にかけてのものがほとんどを占める。発行

年が明記されていないものが多くあるが、これらについての年代の特定に関しては、鳥瞰図の描写やその裏面にある初三郎の

文章「絵に添えて一筆」にある日付やその他解説、および、『大正・昭和の鳥瞰図絵師 吉田初三郎のパノラマ地図』（『別冊

太陽』2002年 平凡社）125～136頁にある作品目録を参考にした。 

   絵はがき 17組(78枚) （資料番号 2203-2-1～2203-2-17） 

資料番号は、絵はがきの組を単位として付している。当時の包紙が欠落しているものについては、入手先の整理方法になら

い、発行元が同じものでまとめている。発行元は、おおむね各地域の各種団体であるので、自ずと同じ地域のものでまとまっ

ている。絵はがき自体には年代を特定する手がかりが乏しい。 

 ○金子常光関係作品 

   鳥瞰図 68点 （資料番号 2203-3-1～2203-3-68） 

 地域の面で見ると、初三郎作品と同様、北海道から鹿児島の日本本土全体と朝鮮半島の作品がおおむねそろっているが、関

東・近畿、中国・四国の作品が少ない。初三郎の作品とは違い、発行年月日が明記されていないものは少ない。 
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○その他  書籍 2冊 

  ・ （資料番号2203-1-62）『鉄道旅行案内』 大正十五年版 鉄道省 
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     前述のとおり、吉田初三郎が挿絵を担当したベストセラー。沿線の風景を横長の判型で描いている。 

 ・ （資料番号2203-3-69）『東京近郊日がへりの行楽』 松川二郎 著 昭和6(1931)年発行（初版昭和5年） 誠文堂発行 

東京近郊の観光名所を紹介しており、金子常光・中村富仙作の鳥瞰図４枚が綴じ込まれている。中村富仙は、小山吉三の弟

であり、常光とともに日本名所図絵社の鳥瞰図を製作した一人である。 

本県の観光地を題材とした作品と十和田湖の描写について 

 本県関係の作品は、七戸（資料番号 2203-1-10）、八戸(2203-1-11)、弘前(2203-1-12)、浅虫(2203-3-11)が各 1 点、十和田湖が 6

点(初三郎作は2203-1-14、常光作は2203-3-7, 2203-3-8, 2203-3-9, 2203-3-10, 2203-3-13。発行元が秋田県側のものも含む。)で

ある。吉田初三郎作の「日本八景名所図絵」(2203-1-180)でも十和田湖を扱っている。十和田湖を描いた作品が多いのは、同地が昭

和2(1927)年に日本新八景に選ばれたことが影響しているのであろう。 

藤本一美氏は、初三郎が種差に拠点を構えた背景について、かつての弟子である金子常光が、初三郎作品の空白地であった東北の

作品を数多く制作、なかでも十和田湖の作品は昭和 6年までに 7版を重ねていることが初三郎工房のあせりとなった(5)、と指摘して

いる。 

 十和田湖の描写については、構図の点で初三郎と常光の間に明らかに差異がある。初三郎の鳥瞰図は、図の上下の幅を精一杯使い、

十和田湖の標高を最大限に強調して表現している。常光の作品ではそこまでの表現はみられない。初三郎の鳥瞰図では、十和田湖が

山上のカルデラ湖であることが一目で見て取れ、「奇麗で解り易い」ものと感じられる。 

「潮観荘」について 

 吉田初三郎は、八戸市種差海岸にアトリエ兼別邸「潮観荘」を構えていた。 

その設置の経緯については、鳥瞰図『国立公園十和田湖』（昭和8(1933)年刊行）にある「絵に添えて一筆」で述べられている。こ

れによると、昭和 7(1932)年当時、東北各地の市長からの依頼を受けた製作活動を行っており、従来拠点としていた木曽川沿いのア

トリエ（愛知県犬山町）まで往復するのが不便になったため、その夏に八戸市鮫町に臨時のアトリエを設けた。しかし、執筆中に多

久安信青森県知事などの著名人の来訪が多く、応対に不便があったため、草庵を新築することになった、という。 

その後、昭和 10(1935)年に画室（アトリエ）が増築され、初三郎は弟子達とともにここで製作活動を行っている。昭和 28(1953)

年の火災により焼失し、現在では失われている(6)。 

本県に関係する初三郎作品原画について 

 吉田初三郎は、県内の市や町から依頼を受けて鳥瞰図の製作を行っている。その原画は、依頼主などに寄贈されることが多い。な

かでも、アトリエをおいていた八戸市に関する作品については原画が数多く残されており、昭和25(1950)年製作の「八戸市観光鳥瞰

図」の原画が３種、昭和27(1952)年・28年製作の「八戸市鳥瞰図」原画がそれぞれ１種のほか、八戸市の旅館が描かれた「石田屋鳥

瞰図」の原画がある。その他県内には「弘前市之図」、三戸町を描いた「聖山名久井岳之図原画」の原画がそれぞれ存在する(7)。 

おわりに－今後の資料活用について等 

初三郎の鳥瞰図を扱った博物館の企画展としては、本県の八戸市博物館が2006年に開催した『吉田初三郎と八戸』が記憶に新しい。

他県でも、管見の限りでは、堺市博物館の『パノラマ地図を旅する－「大正の広重」吉田初三郎の世界－』（1999年）、同館の『描か

れた近代の景観－パノラマ地図にみる都市と観光－』（2010年）、宇治市歴史資料館の『パノラマ地図と鉄道旅行』(2007年)、長野県

立歴史館の『観光の描き方－浮世絵版画から観光パンフレットまで』(2011年)が開催されている。 

本年度購入した鳥瞰図は、一部は、当館の平成23年度地域総合展『十和田湖・八甲田山』で展示した。今後、館内外、様々な場面

での活用が期待できる。 

 

註 

  (1) 吉田初三郎「如何にして初三郎式鳥瞰図は生まれたか」（昭和3年6月1日『旅と名所』第22号）。宇治市歴史資料館図録『パ 

  ノラマ地図と鉄道旅行』48～52頁(2007年)掲載の翻刻文を使用した。 

  (2) 堀田典裕『吉田初三郎の鳥瞰図を読む』10頁（河出書房新社 2009年） 

  (3) 長瀬昭之助「『吉田初三郎』雑考Ⅱ 昭和黄金時代」（『古地図研究』307号17頁 2000年3月1日） 

  (4) 藤本一美「鳥瞰図の世界」（『地図ジャーナル』No.137 2002年盛夏号8頁 社団法人日本地図調整業協会） 

  (5)(6) 藤本一美「吉田初三郎の八戸市の鳥瞰図類について」（八戸市博物館『研究紀要』21号32～36頁 2007年） 

 (7) 八戸市博物館 展示図録『特別展 吉田初三郎と八戸』（2006年）16～23頁 
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吉田初三郎・金子常光の鳥瞰図等について



資料番号 題名 地域 年代 発行所等
2203-1-1 旭川 北海道 昭和 5年 旭川商工会議所
2203-1-2 阿寒村 北海道 昭和28年 阿寒村役場

2203-1-3
札幌市郊外定山
渓温泉　電鉄沿
線名所図絵

北海道 昭和6年 定山渓鉄道
株式会社

2203-1-4 みなとの留萌
と旭川 北海道 昭和5年 留萌町役場

・留萌商工会
2203-1-5 札幌 北海道 昭和6年 札幌商工会議所

2203-1-6
札幌市郊外定
山渓温泉電鉄
沿線名所図絵

北海道 昭和6年 定山 渓 鉄 道 株 式
会社

2203-1-7 小樽 北海道 昭和6年 小樽市役所

2203-1-8 おたる 北海道 昭 和 9 年 以
降 小樽市役所

2203-1-9
日本観光百選
道立大沼公園
七飯村鳥瞰図

北海道 戦後 七飯村役場・大沼
観光協会

2203-1-10 馬のみやこ
七戸町 青森県 昭和9年 七戸町役場

2203-1-11 八戸市 青森県 昭和8年 八戸市役所
2203-1-12 ひろさき 青森県 昭和10年 弘前市役所

2203-1-13 花巻温泉 岩手県 昭和20年代
中～後 花巻温泉株式会社

2203-1-14 国立公園十和
田湖 青森県 昭和8年 十和田観光会

2203-1-15 秋田 秋田県 昭和12年頃 秋田市役所
2203-1-16 秋田 秋田県 昭和9年頃 秋田市役所

2203-1-17 宮城の志津川
町 宮城県 昭和9年頃 志津川町役場

2203-1-18 福島市 福島県 昭和15～
　　　16年 福島市役所

2203-1-19 観光の福島県 福島県 昭和12年 福島県観光協会

2203-1-20 福島市と飯坂
温泉 福島県 昭和9年 福島市役所

2203-1-21 常陸霊場笠間
稲荷神社 茨城県 大正11年 大正名所図絵社

2203-1-22 水戸 茨城県 昭和4年頃 水戸市役所

2203-1-23
昭和四年陸軍
特別大演習記
念　茨城県鳥
瞰図

茨城県 昭和4年 茨城県

2203-1-24 湊鉄道沿線名
所図絵 茨城県 大正14年 湊鉄道株式会社

2203-1-25 塩原温泉名所
図絵 栃木県 大正11年 大正名所図絵社

2203-1-26 塩原温泉名所
図絵 栃木県 大正9年 大正名所図絵社

2203-1-27 日光御案内 栃木県 昭和6年 小西旅館

2203-1-28 日光塩原御案
内 栃木県 昭和4年 日光自動車株式会

社

2203-1-29 日光名所図絵 栃木県 大正後半 小西旅館
2203-1-30 伊香保御案内 群馬県 大正15年 観光社
2203-1-31 高崎市 群馬県 昭和9年 高崎市役所
2203-1-32 前橋市 群馬県 昭和9年 前橋市役所
2203-1-33 成田山全景 千葉県 大正7年 清聚学院

2203-1-34 大銚子遊覧鳥
瞰図絵 千葉県 大正15年 交通教育会

（・仙松閣）

2203-1-35 秩父絶勝　三
峰山名所図絵 埼玉県 大正11年 大正名所図絵合資

会社

2203-1-36 京王電車沿線
名所図絵 東京都 昭和5年 京王電気軌道株式

会社

資料番号 題名 地域 年代 発行所等

2203-1-37 道了大薩埵鎮座
大雄山名所図絵 神奈川県 昭和5年 大雄山最乗寺

2203-1-38 横浜 神奈川県 昭和10年 横浜商工会議所

2203-1-39
道了大薩埵鎮
座大雄山名所
図絵

神奈川県 大正11年 大雄山最乗寺

2203-1-40 鎌倉江之島名
所図絵 神奈川県 大正11年 脇田佳助

2203-1-41 江之島と鎌倉
名勝 神奈川県 大正8年 熊谷治純

2203-1-42 江之島と鎌倉
名勝 神奈川県 大正14年 熊谷治純

2203-1-43 箱根名所図絵 神奈川県 大正15年 神田次郎

2203-1-44 富士身延鉄道
沿線名所図絵 山梨県 昭和3年 富士身延電気鉄道

株式会社

2203-1-45 富士須走口駿
河登山道案内 静岡県 大正12年 小山町保勝会

2203-1-46 官幣大社富士
山名所図絵 静岡県 大正11年 浅間神社社務所

2203-1-47
静岡県の大茶
園　金谷牧野
原鳥瞰図

静岡県 昭和7年 川崎鉄工場

2203-1-48 伊豆名所図絵 静岡県 大正12年 駿 豆 鉄 道 株 式会
社

2203-1-49 南伊豆遊覧
交通鳥瞰図 静岡県 大正14年 下田自動車株式会

社
2203-1-50 静岡県 静岡県 昭和6年 静岡県

2203-1-51 静岡県の神社
と名所 静岡県 昭和7年 静岡県旅行協会

2203-1-52 茶の静岡県 静岡県 昭和2年 静岡市・静岡県茶
業組合連合会議所

2203-1-53 ぬま津 静岡県 昭和6年 （不明）

2203-1-54
伊豆霊場　長
岡古奈温泉名
所図絵　韮山
古蹟三津勝地

静岡県 大正11年 大正名所図絵合資
会社

2203-1-55 熱海温泉理想
郷桃山案内 静岡県 大正14年 竹内同族株式会社

2203-1-56 清水静岡名所
案内 静岡県 昭和3年 弘益社

2203-1-57 長野電鉄沿線
御案内 長野県 昭和10年 長野電鉄株式会社

2203-1-58 善光寺から仙
寿閣へ 長野県 昭和4年 長野電鉄株式会社

2203-1-59 渋温泉及び附
近名所案内 長野県 昭和5年 （博愛館　つばた

や忠右衛門）

2203-1-60 長野電鉄沿線
温泉名所案内 長野県 昭和5年 長野電鉄株式会社

2203-1-61 平穏温泉及び
附近名勝案内 長野県 昭和5年 （不明）

2203-1-63 佐渡が島 新潟県 昭和5年 佐渡商船株式会社
2203-1-64 石川県 石川県 昭和8年 石川県
2203-1-65 金沢市 石川県 昭和7年 金沢市役所

2203-1-66 富山 富山県 昭和7年 産業観光富山宣伝
会

2203-1-67 高岡市 富山県 昭和11年 高岡市役所
2203-1-68 わかさ小濱 福井県 昭和8年 小濱町役場

2203-1-69 芦原三国名所
図絵 福井県 昭和5年 合名会社田中本店

2203-1-70 福井市 福井県 昭和8年 福井市役所
2203-1-71 岐阜 岐阜県 昭和6年 （旅館玉井屋）
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資料番号 題名 地域 年代 発行所等

2203-1-72 ながら川の鵜
飼 岐阜県 大正末～

　昭和初期 岐阜市役所

2203-1-73 岐阜名所
萬松館 岐阜県 昭和8年 万勝館

2203-1-74 陶都多治見図
絵 岐阜県 昭和4年 多治見商工会

2203-1-75 飛騨の高山 岐阜県 昭和25年
以降 高山観光協会

2203-1-76 高山市 岐阜県 昭和25年 高山市役所
2203-1-77 岐阜 岐阜県 昭和6年か 岐阜市役所
2203-1-78 美濃郡上八幡 岐阜県 昭和8年 岐阜県八幡町役場
2203-1-79 彩雲閣御案内 愛知県 昭和4年 彩雲閣

2203-1-80 岡崎市とその
附近 愛知県 昭和11

　又は15年 岡崎観光協会

2203-1-81 日本ライン御
案内 愛知県 昭和2年 名古屋鉄道株式会

社
2203-1-82 八勝館御案内 愛知県 昭和8年 八勝館

2203-1-83
産業と観光の
一宮市とその
附近

愛知県 昭和9年 一宮観光協会

2203-1-84
天下の絶勝　
南知多遊覧交
通名所図絵

愛知県 大正14年 観光社

2203-1-85 愛知県 愛知県 昭和9年 愛知県

2203-1-86 名古屋市鳥瞰
図 愛知県 昭和11年頃 名古屋汎太平洋平

和博覧会事務局

2203-1-87
知多半島新四
国八十八ヶ所
巡拝図絵

愛知県 昭和4年 知多自動車株式会
社

2203-1-88 豊橋市とその
附近 愛知県 昭和5年 豊橋商工協会

2203-1-89
昭和二年陸軍
特別大演習記
念愛知県鳥瞰
図

愛知県 昭和2年 愛知県

2203-1-90 観光の名古屋
市とその附近 愛知県 昭和8年 名古屋市役所

2203-1-91 比叡山 京都府 大正15年 観光社・京都電灯株
式会社叡山電鉄部

2203-1-92 琵琶湖遊覧御
案内 滋賀県 大正15年 観光社（・太湖汽

船株式会社）

2203-1-93 大津 滋賀県 昭和10年 大津市観光課・大
津観光協会

2203-1-94 京都観光案内 京都府 昭和5年
　　以降か

京都市観光課・市
設京都観光案内所

2203-1-95 鷹ヶ峯光悦寺 京都府 大正13年 大正名所図絵社

2203-1-96 京都洛西名所
図絵 京都府 大正12年 大正名所図絵社

2203-1-97 京名所御案内 京都府 昭和3年 平野家いもぼう本
店

2203-1-98 弘法大師法要
案内 京都府 昭和9年 京都市観光課・市

設京都観光案内所

2203-1-99 鞍馬電鉄沿線
名所図絵 京都府 昭和3年 鞍馬電気鉄道株式

会社

2203-1-100 京都 京都府 昭和3年 大礼記念京都博覧
会事務局

2203-1-101
洛東洛西洛南
洛北京名所交
通図絵

京都府 昭和3年 京都市教育会

2203-1-102 醍醐山名所図
絵 京都府 昭和2年 醍醐寺

2203-1-103 御室仁和寺 京都府 大正12年 大正名所図絵社

2203-1-104 臨済宗大本山
　妙心寺図絵 京都府 昭和9年 大本山妙心寺

資料番号 題名 地域 年代 発行所等
2203-1-105 姫路市 兵庫県 昭和6年 姫路市役所

2203-1-106
義士発生の遺
跡　赤穂鉄道
沿線図絵

兵庫県 昭和3年 赤 穂 鉄 道 株 式会
社

2203-1-107
御伊勢参り　
合同電車沿線
御案内

三重県 昭和10年 合同電気株式会社

2203-1-108 伊勢参宮御名
所図絵 三重県 昭和5年 宇治山田市商工会

議所

2203-1-109 松阪市 三重県 昭和8～
　　10年頃 伊勢津広告通信社

2203-1-110 参宮要覧伊勢
名所図絵 三重県 大正8年 伊勢土産物商組合

2203-1-111 桑名 三重県 昭和8年
　　　以降 桑名保勝会

2203-1-112 三聖地巡拝御
図絵 三重県 昭和11年頃 （大阪電気軌道株

式会社か）

2203-1-113
聖徳太子御建
立　法隆寺名
所図絵

奈良県 大正10年 （法隆寺）御遠忌
事務局

2203-1-114 奈良電気沿線
名所図絵 奈良県 昭和3年 奈良電気鉄道株式

会社

2203-1-115 信貴山名所図
絵 奈良県 昭和5年 信貴山電鉄株式会

社

2203-1-116 白浜湯崎温泉 和歌山県 昭和8年 和歌山県瀬戸鉛山
温泉課

2203-1-117 新和歌浦名所
交通鳥瞰図 和歌山県 昭和2年 観光社

2203-1-118
弘法大師
一千百年御遠
忌記念出版高
野山図絵

和歌山県 昭和9年 高野山仏具名産品
商業組合

2203-1-119 聖地熊野三山
めぐり 和歌山県 昭和12～13

年頃
国立公園協会和歌
山県支部

2203-1-120 参詣要覧高野
山名所図絵 和歌山県 大正11年 金剛峰寺事務所

2203-1-121 南紀州名所交
通案内鳥瞰図 和歌山県 大正14年 観光社

2203-1-122 和歌山県 和歌山県 昭和9年 和歌山県観光協会
2203-1-123 岡山市 岡山県 昭和7年 岡山市産業課
2203-1-124 岡山県 岡山県 昭和5年 岡山県

2203-1-125 南備名所御案
内 岡山県 昭和5年 伏源

2203-1-126 広島県 広島県 昭和5年 広島県
2203-1-127 島根県鳥瞰図 島根県 昭和12年 島根観光協会
2203-1-128 島根県鳥瞰図 島根県 昭和5年 島根観光協会

2203-1-129 欧亜連絡都市
　下関 山口県 昭和7年 下関市役所

2203-1-130
瀬戸内海国立
公園と讃岐観
光案内

香川県 昭和9年 香川県国立公園協
会

2203-1-131 世界之公園瀬
戸内海御案内 香川県 昭和8年 （瀬戸内商船株式

会社）

2203-1-132
讃岐国屏風ヶ
浦弘法大師御
誕生所　大本
山善通寺図絵

香川県 昭和6年 善通寺

2203-1-133 讃岐観音寺御
図絵 香川県 昭和5年 （讃岐琴弾観音寺）

2203-1-134 史蹟と風光の
香川県 香川県 昭和6年 香川県

2203-1-135 御霊地参拝案
内 岡山県 昭和8年 金 光 教 徒 婦人 之

友社
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2203-1-136 小豆島御案内 香川県 大正5年 財団法人神懸山保
勝会

2203-1-137 松山道後名所
図絵 愛媛県 昭和2年 松山市役所・松山

商工会議所

2203-1-138 伊予道後温泉
と大三島 愛媛県 昭和2又は6

年 観光社

2203-1-139 子安講本部香
園寺図絵 愛媛県 昭和8年 子安講本部

2203-1-140 阿波いけだ 徳島県 昭和8年 徳島県池田観光協
会

2203-1-141
四国第十九番
霊場阿波国　
立江寺

徳島県 昭和6年 （立江寺善根会）

2203-1-142 徳島県 徳島県 昭和6年 阿波保勝協会
2203-1-143 とくしま 徳島県 昭和6年 （日本製飴会社）

2203-1-144 鳴門 兵庫県 昭和9年 淡 路 鉄 道 株 式会
社

2203-1-145
海南唯一の情
遊境　得月楼
御案内

高知県 昭和3年 （得月楼）

2203-1-146 高知市 高知県 昭和12年 高知市役所
2203-1-147 高知市案内 高知県 昭和5年 高知市役所

2203-1-148 土佐電気沿線
案内 高知県 昭和6年 土佐電気株式会社

2203-1-149 土佐電気沿線
名所案内 高知県 昭和3年 土佐電気株式会社

2203-1-150 博多湾鉄道汽
船御案内 福岡県 昭和8年 博多湾鉄道汽船株

式会社

2203-1-151 理想之楽土 福岡県 昭和9年 飛 鳥 埋 立 土 地分
譲事務所

2203-1-152 福岡市並近郊
名所交通図絵 福岡県 昭和2年 東亜勧業博覧会協

賛会
2203-1-153 直方 福岡県 昭和8年 直方市役所

2203-1-154 小倉鉄道沿線
名所図絵 福岡県 昭和3年 小倉鉄道株式会社

2203-1-155 博多名所遊覧
御案内 福岡県 昭和2年 （水野旅館）

2203-1-156 大牟田市 福岡県 昭和10年
　　　以降 大牟田市役所

2203-1-157 久留米 福岡県 昭和10年 久留米市役所
2203-1-158 八幡市 福岡県 昭和9年 八幡市役所
2203-1-159 飯塚市 福岡県 昭和8年 飯塚市役所
2203-1-160 唐津 佐賀県 昭和8年 唐津市役所

2203-1-161
北九州第一の
絶勝　唐津松
浦潟御案内

佐賀県 昭和5年 北九州鉄道株式会
社

2203-1-162 奇勝耶馬全渓
谷遊覧交通図 大分県 大正15年 観光社

2203-1-163 山紫水明日田
盆地図絵 大分県 昭和3年 日田町役場

2203-1-164 別府温泉 大分県 昭和5年 別府市役所

2203-1-165 中外産業博覧
会 大分県 昭和3年 観光社

2203-1-166 耶馬渓御案内 大分県 大正3年 （記載なし）

2203-1-167 別府温泉御遊
覧のしをり 大分県 昭和2年 観光社

2203-1-168 牛深 熊本県 昭和6年 牛深町役場

2203-1-169
人吉温泉　日
本三急流　球
磨川下り御案
内

熊本県 昭和3年 翠嵐楼

資料番号 題名 地域 年代 発行所等

2203-1-170 日本八景雲仙
岳 長崎県 昭和2年 荒木豊三郎

2203-1-171 景勝の長崎 長崎県 昭和9年 長 崎 市 観 光 誘 致
協会

2203-1-172 あまくさ 熊本県　 昭和7年 天草風景協会
2203-1-173 鹿児島神宮 鹿児島県 昭和6年 鹿児島神宮社務所
2203-1-174 鹿児島県 鹿児島県 昭和6年 鹿児島県
2203-1-175 鹿児島市 鹿児島県 昭和10年 鹿児島市観光協会

2203-1-176 日本鳥瞰近畿
東海大図絵

近畿・
東海 昭和2年 大阪毎日新聞社

2203-1-177
近畿を中心と
せる名勝交通
鳥瞰図

近畿 大正15年 大阪毎日新聞社

2203-1-178 日本鳥瞰中国
四国大図絵

中国・
四国 昭和2年 大阪毎日新聞社

2203-1-179 日本鳥瞰九州
大図絵 九州 昭和2年 大阪毎日新聞社

2203-1-180 日本八景名所
図絵 全国 昭和5年 主婦之友社

2203-1-181 千山 中国大陸 昭和3年 南満州鉄道株式会
社鉄道部

2203-1-182 大和尚山　
金州 朝鮮半島 昭和3年 南満州鉄道株式会

社鉄道部

2203-1-183 朝鮮金剛山大
図絵 朝鮮半島 昭和6年 朝鮮総督府鉄道局

2203-1-184 朝鮮金剛山交
通大鳥瞰図 朝鮮半島 昭和4年 朝鮮総督府鉄道局

2203-1-185 朝鮮大図絵⑴ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社
2203-1-186 朝鮮大図絵⑵ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社
2203-1-187 朝鮮大図絵⑶ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社
2203-1-188 朝鮮大図絵⑷ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社
2203-1-189 朝鮮大図絵⑸ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社
2203-1-190 朝鮮大図絵⑹ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社
2203-1-191 朝鮮大図絵⑺ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社
2203-1-192 朝鮮大図絵⑻ 朝鮮半島 昭和4年 元山毎日新聞社

凡例
　・　題名は、表紙にある表題に即して記載した。
　・ 　発行所名で（　）があるものは、明記されていないが、他の記

述から判断したものである。

註
　⑴　裏面表題「黄海道」
　⑵　裏面表題「慶尚北道」
　⑶　裏面表題「全羅南道」
　⑷　裏面表題「忠清南道」
　⑸　裏面表題「平安北道案内」
　⑹　裏面表題「咸鏡北道」
　⑺　裏面表題「咸鏡南道」
　⑻　裏面表題「朝鮮」

88

佐藤良宣



吉田初三郎作絵はがき 

 

 

資料番号 題名 枚数 地域 年代 発行 備考 

2203-2-1 （福島） 5 福島県 （不明） 福島市役所   

  【内訳】夜の飯坂温泉、明治天皇行在所、福島競馬場と文地摺観音、信夫橋と弁天山、別格官幣社 霊山神社 

2203-2-2 御絵はかき 5 神奈川県 昭和 10 年頃 復興記念 横浜大博覧会

協賛会 

当時の包紙あり。 

  【内訳】伊勢佐木町通り、横浜開港時の風俗、安政元年の横浜村、三渓園、みなと 

2203-2-3 （佐渡汽船） 2 新潟県 （不明） 佐渡汽船   

  【内訳】尖閣湾、おけさ丸 

2203-2-4 忠魂 5 愛知県 昭和 17 年 刈谷町 当時の包紙あり。 

  【内訳】宍戸昌明先生像 生誕地碑、刈谷城址、松本奎堂先生像 生誕地碑、宍戸昌明先生和歌短冊・松本奎堂先生

詩幅、松本先生詩幅 

2203-2-5 （名古屋） 5 愛知県 昭和 14 年以降 名古屋市銃後奉公会   

  【内訳】白雪に立てる八事興正寺五重塔、朝影すがしき熱田神宮、大須観音夜景、風薫る鶴舞公園、春の名古屋城 

2203-2-6 記念絵はがき 1 奈良県 昭和 15 年頃 紀元二千六百年奈良県奉

祝会 

長さは通常の 2倍。当時の包紙あ

り。 

  【内訳】橿原神宮畝傍山東北陵境域並橿原登場之図 

2203-2-7 （防府） 5 山口県 （不明） 防府市役所   

  【内訳】花神子・雪の松崎神社・月明の塩田・鞠生の松原・黎明の三田尻港 

2203-2-8 （今治） 4 愛媛県 （不明） 今治観光協会   

  【内訳】石鎚山・瓶ヶ森、今治市街遠望、国幣大社 大山祇
おおやまづみ

神社、吹揚城址 

2203-2-9 （今治） 3 愛媛県 （不明） 今治市役所   

  【内訳】近見山展望 其の一 今治市と燧灘、近見山展望 其の二 来島水道、其の三 いつき灘と芸予群島 

2203-2-10 （南国土佐大博覧会） 5 高知県 昭和 12 年頃 南国土佐大博覧会   

  【内訳】浦戸湾の帆傘船、高知城、南国土佐大博覧会々場、夜の新京橋、桂浜 

2203-2-11 御絵はかき 3 福岡県 （不明） 大牟田市役所 当時の包紙あり。 

  【内訳】大牟田市大工場街に夕月さやかなり、大牟田市鳥瞰図、大牟田市に明け行く湊 

2203-2-12 御絵はかき 5 佐賀県 （不明） 唐津市役所 当時の包紙あり。 

  【内訳】舞鶴公園、鏡山及び虹の松原、虹の松原、観音の滝、七ツ釜、西の浜海水浴場 

2203-2-13 （久留米） 6 福岡県 （不明） 久留米市観光協会   

  【内訳】筑後源氏蛍と鮎、水天宮 梅林寺 篠山城址図絵、三勇士、井上伝女、久留米つゝじ、高良神社雪景と皇居

を遙拝する高山先生、筑水涼景（水天宮花火大会・鮎・蛍）、筑後川風景 

2203-2-14 （唐津） 5 佐賀県 （不明） 唐津市役所 2203-2-12 と同じ 

  【内訳】舞鶴公園、鏡山及び虹の松原、虹の松原、観音の滝、七ツ釜、西の浜海水浴場 

2203-2-15 （九江絵葉書） 14 中国大陸 （不明） 花園館   

  【内訳】九江車站、湖口石鐘山、九江市街、九江南門湖畔、九江廬山、九江甘棠湖煙水亭、潯陽江、九江碼頭、九江

武蔵野橋畔、九江甘棠湖公園、九江廬山蓮花渓、九江廬山五老峯、鄱陽湖畔星子城、九江龍仁寺古塔 

2203-2-16 絵はかき 4 中国大陸 昭和 10 年前後 大連市役所 当時の包紙あり。 

  【内訳】大広場・軍政時代の大連・忠霊塔・戒克 

2203-2-17 朝鮮博覧会絵はがき 1 朝鮮半島 昭和 4 年 朝鮮博覧会事務局 長さは通常の 2倍。当時の包紙あ

り。 

  【内訳】朝鮮博覧会図絵 

凡例  

 ・ （ ）内の題名は、発行当時の包紙等が欠けているものについて、仮に付けたものである。おおむね、題材としている地域名と 
なっている。 
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資料番号 表紙等の題名 地域 年代 発行所等

2203-3-1 登別温泉案内 北海道 昭和3年 北海道登別温泉宣
伝協会

2203-3-2 国立公園大雪山層
雲峡 北海道 昭和8年 温泉旅館層雲閣

2203-3-3 釧路大観 北海道 昭和4年 釧路商工会議所
2203-3-4 後志支庁管内 北海道 昭和6年 北海道庁後志支庁
2203-3-5 小樽名所図絵 北海道 昭和4年 小樽市役所
2203-3-6 檜山 北海道 昭和11年 北海道庁檜山支庁
2203-3-7 十和田湖名所図絵 青森県 大正14年 日本名所図絵社
2203-3-8 十和田湖 青森県 昭和7年 日本名所図絵社

2203-3-9 日本八景　十和田
湖 青森県 昭和4年 日本名所図絵社

2203-3-10 神秘境　十和田湖
之大観 青森県 昭和2年 日本名所図絵社

2203-3-11 浅虫温泉名所図絵 青森県 大正15年 名畑商店
2203-3-12 厳美渓名勝案内 岩手県 大正14年 槻山喜子吉

2203-3-13 秋田鉄道　附十和
田湖御案内 秋田県 昭和3年 秋田鉄道株式会社

2203-3-14 三陸汽船航路図絵 宮城県 大正15年 三陸汽船株式会社
塩釜営業所

2203-3-15 黄金花咲く陸奥乃
霊島　金華山案内 宮城県 大正15年 石巻運輸造船株式

会社
2203-3-16 山形県絵図 山形県 （不明） 山形県
2203-3-17 新庄 山形県 昭和 9年 新庄町役場

2203-3-18 三山電鉄から月山
湯殿山へ 山形県 昭和 2年 三山電気鉄道株式

会社

2203-3-19 会津東山温泉若松
市及附近案内 福島県 大正15年 日本名所図絵社

2203-3-20
東北第一飯坂湯野
温泉案内　附飯坂
電車株式会社沿線
図絵

福島県 大正14年 前同社

2203-3-21 奥利根温泉郷 群馬県 昭和6年 水上副業組合

2203-3-22
変化を求めて下仁
田から　妙義登山
しるべ

群馬県 昭和2年 上信電気鉄道株式
会社

2203-3-23 草津温泉御案内 群馬県 昭和3年 草津印刷株式会社
2203-3-24 観光の大島　 東京都 昭和11年 大島観光協会
2203-3-25 高尾山名所図絵 東京都 大正12年 三光荘

2203-3-26 横須賀 神奈川県 昭和6年 横須賀市役所・横
須賀商工会議所

2203-3-27 御嶽昇仙峡 山梨県 昭和2年 朗月堂書店
2203-3-28 甲斐名所案内 山梨県 戦前 山梨開発協会

2203-3-29 甲府市を中心とせ
る甲斐大観 山梨県 昭和4年 朗月堂書店

2203-3-30 国立公園富士山と
其附近 静岡県 昭和6年 大宮町役場

2203-3-31 富士登山と五湖め
ぐり 山梨県 （不明） 山梨県庁

2203-3-32 富士登山と五湖め
ぐり 山梨県 昭和2年 山梨県

2203-3-33 富士山北口図絵 山梨県 大正12年 富士電気軌道株式
会社

2203-3-34 諏訪大観 長野県 昭和7年
官幣大社諏訪神社
附属　諏訪明神講
社

2203-3-35 浅間温泉より国立
公園上高地へ 長野県 昭和7年 浅間温泉商和会

2203-3-36
アルプス登山と筑
摩電気鉄道　附 
浅間温泉上高地温
泉白骨温泉等案内

長野県 大正12年 筑摩電気鉄道株式
会社

資料番号 表紙等の題名 地域 年代 発行所等

2203-3-37 伊那電気鉄道沿線
案内 長野県 大正12年 伊那電気鉄道株式

会社

2203-3-38 天龍峡図絵 長野県 昭和2年 株式会社蕉梧堂ホ
テル

2203-3-39 黒部峡谷と宇奈月
温泉 長野県 昭和4年 黒部鉄道株式会社

2203-3-40 静岡清水遊覧案内 静岡県 昭和2年 静岡電気鉄道株式
会社

2203-3-41 熱海温泉案内 静岡県 昭和6年 日本温泉協会代理
部

2203-3-42 温泉電軌御案内 石川県 昭和3年 温泉電軌株式会社
2203-3-43 天の橋立案内 京都府 昭和6年 清輝楼

2203-3-44 金剛山探勝 朝鮮半島 昭和9年 金剛山電気鉄道株
式会社

2203-3-45 観光の和歌山 和歌山県 昭和12年 和歌山市役所

2203-3-46 観光の和歌山 和歌山県 昭和11年 和歌山県観光協会
和歌山支部

2203-3-47 躍進の宇部市 山口県 昭和12年 宇部市役所

2203-3-48 下関・長府案内 山口県 昭和2年 山陽電気軌道株式
会社

2203-3-49 交通史蹟高松屋島
御案内 香川県 戦前 頼富庄蔵

2203-3-50 大洲名所大観 愛媛県 昭和4年 大洲町商工会
2203-3-51 久万・面河大観 愛媛県 昭和4年 久万町商工会
2203-3-52 松山・道後大観 愛媛県 昭和4年 松山商工会議所
2203-3-53 福岡市名所案内 福岡県 昭和8年 福岡市観光協会
2203-3-54 篠栗四国名所案内 福岡県 大正13年 篠栗村自治後援会

2203-3-55 太宰府神社及附近
名所旧蹟案内 福岡県 大正13年 官幣中社　太宰府

神社々務所
2203-3-56 筑前名所図絵 福岡県 大正13年 後藤常吉
2203-3-57 耶馬渓 大分県 昭和8年 日本名所図絵社
2203-3-58 佐賀市 佐賀県 昭和7年 佐賀市役所
2203-3-59 雲仙国立公園 長崎県 昭和9年 （不明）

2203-3-60
雲仙岳大観　国際
連絡　島原鉄道沿
線案内

長崎県 昭和5年 島原鉄道株式会社

2203-3-61 人吉町と球磨川下
り 熊本県 昭和3年 人吉町役場

2203-3-62 大阿蘇国立公園 熊本県 昭和初期 浜田書画堂

2203-3-63 国立公園大阿蘇山 熊本県 昭和7年 大阿蘇国立公園協
会

2203-3-64 祖国日向の宮崎市 宮崎県 昭和6年 宮崎市役所
2203-3-65 霧島国立公園 鹿児島県 昭和10年 霧島国立公園協会
2203-3-66 鹿児島市大観 鹿児島県 大正15年 鹿児島商業会議所
2203-3-67 朝鮮 朝鮮半島 昭和10年 朝鮮総督府
2203-3-68 朝鮮案内 朝鮮半島 昭和10年 朝鮮総督府

その他…書籍
2203-1-62　『鉄道旅行案内』　大正十五年版　鉄道省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…挿絵は吉田初三郎

2203-3-69　東京近郊日がへりの行楽』　松川二郎 著
　昭和6（1931）年発行（初版昭和5年）　誠文堂 発行
　鳥瞰図４枚付き
　　・東京・横浜・目黒蒲田電車沿線案内　中田富仙　作
　　・西武鉄道沿線案内図絵　中田富仙　作
　　・絶景 奥多摩渓谷探勝図絵 青梅鉄道 金子常光・中田富仙作
　　・仙境　湯河原温泉案内図絵　金子常光作

⎧ 
⎜
⎨
⎜
⎩

金子常光鳥瞰図
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