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No. 書名 編著/発行 発行年 請求記号

1
ばら色の京都あま色の東京 : 『暮しの手帖』新編集
長、大いにあわてる

澤田康彦著/PHP研究所 2019
K1||914.6||Sa93||
資料ID:118010374

2 建築の歴史・様式・社会
藤井恵介先生献呈論文集編集委
員会編/中央公論美術出版

2018
||520.2||F57||
資料ID:118005003

3 ときどき、京都人。 : 東京⇔京都二都の生活 永江朗著/徳間書店 2017
K1||291.62||N13||
資料ID:118002554

4 もし京都が東京だったらマップ 岸本千佳 [著]/イースト・プレス 2016
K1S||291.62||Ki58||
資料ID:110998648

5
大江戸と洛中 : アジアのなかの都市景観 : 江戸東
京博物館開館20周年記念特別展

東京都江戸東京博物館編/東京都
江戸東京博物館

2014
||210.5||E24||
資料ID:110987695

6 描かれた都 : 開封・杭州・京都・江戸
大倉集古館編, 板倉聖哲監修/東
京大学出版会

2013
||722.2||O57||
資料ID:110986948

7 東京と京都水彩で描く魅力の風景 貝川代三著/日貿出版社 2012
K0||724.4||Ka21||
資料ID:110980520

8
都市を描く : 京都と江戸 : 人間文化研究機構連携展
示

国立歴史民俗博物館編集, 国文学
研究資料館編集/人間文化研究機
構

2012
K0||721.087||Ko49||
資料ID:110978830

9 祭 : 遊楽・祭礼・名所 出光美術館編集/出光美術館 2012
K0||721.8||I19||
資料ID:110978625

10 東京育ちの京都探訪 : 火水さまの京 麻生圭子著/文藝春秋 2007
K1||915.6||A93||
資料ID:110953005

11 江戸と京都 　上 明田鉄男著/白川書院 1970
K1||291.62||A33||1
資料ID:110569348

12 江戸と京都 　下 明田鉄男著/白川書院 1971
K1||291.62||A33||2
資料ID:110569349

13 東京皇居ノ由来 京都皇居ノ沿革 水上浩躬 [著] 1921
K1和||288.45||Mi36||
資料ID:110212541
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14 公家たちの幕末維新 : ペリー来航から華族誕生へ 刑部芳則著/中央公論新社 2018
||210.58||O73||
資料ID:118009626

15
高精細画像で甦る150年前の幕末・明治初期日本 :
ブルガー&モーザーのガラス原板写真コレクション

東京大学史料編纂所古写真研究プ
ロジェクト編/洋泉社

2018
||210.58||To46||
資料ID:118006127

16 天璋院篤姫と皇女和宮 徳川美術館編/徳川美術館 2017
||210.58||To36||
資料ID:118006431

17
明治十二年明治天皇御下命「人物写真帖」 : 四五〇
〇余名の肖像

宮内庁 2013
||210.6||Ku４1||
資料ID:110981860

18 幕藩制国家と明治維新 藤野保著/清文堂出版 2009
||210.5||F6４||
資料ID:110965957

19 岩滝の大祭礼 : 岩滝町大名行列の歴史と現況
福持昌之編著, 東條さやか執筆/岩
滝町(京都府)

2002
K422||386.162||I97||
資料ID:110910691

20 新日本と遷都 大木遠吉著/新興之日本社 1917
||210.61||O51||
資料ID:110450655

■京(京都)と江戸(東京)の対比

「双京　京の夢、江戸の夢」展　関連資料リスト 令和元年9月12日（木）～11月12日（火）

１階展示室にて9月14日（土）から11月10日（日）まで開催の「双京　京の夢、江戸の夢～館蔵資料に見る、
二都の縁～」に関連した資料を紹介します。

■江戸時代から明治維新



No. 書名 編著/発行 発行年 請求記号

21
天上の庭 : 京都御所・仙洞御所・修学院離宮・桂離
宮

二川幸夫企画・撮影, 隈研吾文/
エーディーエー・エディタ・トーキョー

2017
K1E||629.21||F97||
資料ID:118000745

22 京都・観光文化への招待
井口貢, 池上惇編著/ミネルヴァ書
房

2012
K1||689.216||I24||
資料ID:110978296

23 二条城展 : 江戸東京博物館開館20周年記念

東京都江戸東京博物館編集, 元離
宮二条城事務所編集, 読売新聞社
編集, 博報堂DYメディアパートナー
ズ編/[東京都江戸東京博物館]

2012
K13||521.823||N73||
資料ID:110979779

24 江戸時代の名産品と商標 江戸遺跡研究会編/吉川弘文館 2011
||210.5||E24||
資料ID:110974140

25 京の公家と武家 白川書院 2011
K1||216.2||R48||7
資料ID:110976070

26
京都の近代と天皇 : 御所をめぐる伝統と革新の都市
空間1868～1952

伊藤之雄著/千倉書房 2010
K1||216.206||I89||
資料ID:110970979

27 秘蔵写真で知る京都御所入門 渡辺誠文・写真/東京書籍 2005
K111||521.825||W46||
資料ID:110935927

28 京都御所　新訂 藤岡通夫著/中央公論美術出版 1987
K111||521.825||F65||
資料ID:110578587
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29
御即位慶賀 : 帝 : 平成から令和へ : 西尾市岩瀬文
庫企画展

西尾市岩瀬文庫編/西尾市岩瀬文
庫

2019
||210.091||N86||
資料ID:118011655

30
京都の御大礼 : 即位礼・大嘗祭と宮廷文化のみや
び

「京都の御大礼即位礼・大嘗祭と宮
廷文化のみやび」展実行委員会編
集/思文閣出版 (制作・販売)

2018
K1||210.91||Ky6||
資料ID:118008887

31 近代大礼関係の基本史料集成 所功著/国書刊行会 2018
||210.091||To34||
資料ID:118009625

32 近代天皇制と社会 高木博志編/思文閣出版 2018
||313.61||Ta29||
資料ID:118009034

33 明治の御慶事 : 皇室の近代事始めとその歩み
宮内庁書陵部, 宮内庁三の丸尚蔵
館編集, 黒川廣子翻訳/宮内庁

2018
||210.6||Ku41||
資料ID:118005837

34 天皇の即位儀礼と神仏 松本郁代著/吉川弘文館 2017
||210.091||Ma81||
資料ID:118005036

35 礼服 : 天皇即位儀礼や元旦の儀の花の装い
武田佐知子, 津田大輔著/大阪大
学出版会

2016
||383.1||Ta59||
資料ID:110998626

36
即位礼・大嘗祭 : 第百二十五代天皇陛下・天皇家と
真珠

大久保利美編集/産業倶楽部 : 綜
文館

1993
E||210.91||So32||
資料ID:110366768

37 図説天皇の即位礼と大嘗祭 新人物往来社 1988
||210.091||Sh63||
資料ID:118006433
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38 「江戸名所図屏風」と都市の華やぎ 出光美術館編/出光美術館 2018
||721.025||I19||
資料ID:118008859

39 化粧ものがたり : 赤・白・黒の世界 高橋雅夫著/雄山閣 2018
||383.5||Ta33||
資料ID:118009633

40 近世の朝廷財政と江戸幕府 佐藤雄介著/東京大学出版会 2016
||342.1||Sa85||
資料ID:118001668

41 芝地域を考える : 愛宕山・増上寺・芝神明
東京都江戸東京博物館都市歴史
研究室編/東京都江戸東京博物館,
東京都歴史文化財団

2012
||213.6||E24||
資料ID:110985127

42 狩野派の十九世紀 : 江戸城を彩る
東京都江戸東京博物館編/東京都
江戸東京博物館

2004
||721.4||To46||
資料ID:110931973

43 皇居の四季 学習研究社 [編]/学習研究社 2002
PE||748||G16||
資料ID:110914961

44
鹿鳴館秘蔵写真帖 : 江戸城・寛永寺・増上寺・灯台・
西国巡幸

霞会館資料展示委員会編/平凡社 1997
P||748||Ka79||
資料ID:110509596

45 広重名所江戸百景
ヘンリー・スミス著, 安藤広重
[画], 生活史研究所監訳/岩波書店

1992
E||721.8||A47-S||
資料ID:110532961

46 江戸東京八十景小事典
芳賀徹編著者代表/エッソ石油株
式会社広報部

1987
Y||291.36||002824||
資料ID:110643510

京都府立京都学・歴彩館　〒606-0823京都市左京区下鴨半木町1-29　℡:075-723-4833　WEB: http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

■江戸

■京都

■皇室


