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神戸開港

神戸港は、1868年1月1日（慶応3年12月7日）に開港しました。
開港当時の様子を知るために役立つ本の一部をご紹介します。

開港の歴史
書名 著者 出版社 出版年 場所 分類

神戸開港百年
読売新聞神戸支局
編

中外書房 1966 2階　郷土資料   15A

神戸開港100年の歩み 神戸市港湾局編 神戸市 1967 2階　郷土資料 15A
たまくす 第2号　特集/開化の横浜・神
戸

横浜開港資料普及
協会編

横浜開港資料普及
協会

1984 2階　郷土資料 15A

旧条約下に於ける開市開港の研究 :
日本に於ける外国人居留地

大山梓 鳳書房 1988 2階　郷土資料 15A

神戸外国人居留地 : ジャパン・クロニ
クル紙ジュビリーナンバー 新版

ジャパン・クロニク
ル社[編] ; 堀博, 小
出石史郎共訳

神戸新聞総合出版
センター

1993 2階　郷土資料 16A

神戸港と神戸外人居留地 山下尚志著 近代文芸社 1998 2階　郷土資料 16A
神戸居留地史話 : 神戸開港140周年記念 土居晴夫著 リーブル出版 2007 2階　郷土資料 16A

神戸開港五十年誌
神戸青年会臨時編
纂

神戸青年会編纂所 1921 2階　郷土資料   HA

神戸開港三十年史 上巻 (明治百年史
叢書:第237巻)

開港三十年紀念会
編

原書房 1974 2階　郷土資料   HA

神戸開港三十年史 下巻(明治百年史
叢書:第238巻)

開港三十年紀念会
編

原書房 1974 2階　郷土資料   HA

新修神戸市史 歴史編4: 近代・現代
新修神戸市史編集
委員会編

 神戸市 1994 2階　郷土資料   HA

神戸開港140年の記録誌
神戸港振興協会,
神戸海洋博物館,
神戸市みなと総局

開港140年神戸港に
感謝する会/神戸港
振興協会

2008 2階　郷土資料   606A

神戸港勢大觀　大正12年 兵庫縣港務部編 兵庫縣港務部 1923 2階　郷土資料   683A
神戸海運五十年史 神戸海運業組合編 神戸海運業組合 1923 2階　郷土資料   683A

神戸港史
神戸水上警察署辛
酉會編

神戸水上警察署辛
酉會

1924 2階　郷土資料 683A

神戸港史概説  : [並装] 神戸市港湾総局編 神戸港振興協会 1961 2階　郷土資料 683A

神戸開港秘史(郷土史話シリーズ,№17) 福原潜次郎 福原源九郎 1967 2階　郷土資料   683A

神戸開港百年史  建設編
神戸開港百年史編
集委員会編

神戸市 1970 2階　郷土資料 683A

神戸開港百年史  港勢編
神戸開港百年史編
集委員会編

神戸市 1970 2階　郷土資料 683A

振り返って130年 : 神戸開港130年記
念展

神戸海洋博物館編 神戸海洋博物館 1997 2階　郷土資料   683A

市民のグラフ「こうべ」No.95神戸港を
築いた人々（昭和55年8月）

神戸市広報課編 神戸市広報課 1980
2階窓口へ
(書庫)

Ｔ00-34

市民のグラフ「こうべ」No.170みなとの
120年（上）（昭和61年12月）

神戸市広報課編 神戸市広報課 1986
2階窓口へ
(書庫)

Ｔ00-34

市民のグラフ「こうべ」No.171みなとの
120年（下）（昭和62年1月）

神戸市広報課編 神戸市広報課 1986
2階窓口へ
(書庫)

Ｔ00-34

市民のグラフ「こうべ」（昭和61年8月～
昭和62年４月連載）「神戸港120年のあ
ゆみ」７回連載 ※昭和61年12月、昭和
62年1月連載なし

神戸市広報課編 神戸市広報課
2階窓口へ
(書庫)

Ｔ00-34



記念出版
書名 著者 出版社 出版年 場所 分類

神戸はじめ物語展 : 近代都市・神戸の
はじまりと開化風俗

神戸市立博物館編
神戸市スポーツ教
育公社

1987 2階　郷土資料   069A

夏休み親子はくぶつかん : みなと神戸
のれきしにタイムトラベル : 企画展神
戸開港140年記念 : 報告書

神戸市立博物館編
集

[神戸市立博物館] 2007 2階　郷土資料   069A

松方コレクション展 : 松方幸次郎夢の
軌跡 : the old Matsukata Collection

神戸市立博物館編
松方コレクション展
実行委員会

2016 2階　郷土資料   069A

神戸開港120年祭「春の祭典」「海の祭
典」の記録

神戸開港120年祭実
行委員会, 「第2回海
の祭典」推進協議会

神戸開港120年祭
実行委員会

1987 2階　郷土資料 606A

神戸開港五十年祭記念冩眞帖 大澤米造 日本社 1921 2階　郷土資料  683A
神戸開港百年祭 神戸開港百年祭協会 1967 2階　郷土資料 683A
振り返って130年 : 神戸開港130年記
念展

神戸海洋博物館編 神戸海洋博物館 1997 2階　郷土資料 683A

＜2階（郷土資料）案内図＞

分類 069A  博物館の本 

分類 683A 
海運の本 

書庫の本は 

受付カウンターまで

お申し込みください。 

分類 15A 

神戸開港の本分類  
 

分類１6A 

居留地・異人館・華僑の本 

分類 HA   歴史の本 

分類 606A 
博覧会の本 

分類 震683A  

（震災関係）海運の本 

分類 910A  日本文学


