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博物館・美術館
タイトル 編著/発行 発行年 請求記号

京へのいざない : 京都国立博物館所蔵名品120選 京都国立博物館編/発行 2014 K1||706.9||Ky6||

京都国立博物館建築/庭園ガイド 京都国立博物館編/発行 2016 K1||069.61||Ky6||
★ 京都国立博物館120年のあゆみ 京都国立博物館編/発行 2017 K1||069.61||Ky6||

京都国立近代美術館ガイドブック : 美術との出会いがきっと
楽しくなる所蔵作品基礎知識

京都国立近代美術館編/発行 2003 K1||700||Ky6||

★ 京都国立近代美術館50年史 : 1963→2013 京都国立近代美術館編/発行 2013 K1||706.9||Ky6||

京都・美のタイムカプセル : 京都文化博物館開館25周年記
念・京都府立総合資料館開館50周年記念

京都文化博物館編/発行 2013 K0||708.7||Ky6||

★ 京都文化博物館10年のあゆみ 京都文化博物館発行 1999 K1||069.616||Ky6||

京都市美術館 : 開館70周年記念 京都市美術館編/発行 2003 K1||706.9||Ky6||
★ 京都芸術センター開設10周年記念誌 京都芸術センター編/発行 2011 K1||706.9||Ky6||

京都市考古資料館ガイドブック [京都市考古資料館]発行 [2012] K1||216.2||Ky6||

山城・お茶の100年 : 特別展・世紀をむすんでひらく展覧会 京都府立山城郷土資料館編/発行 2000 K2||619.8||Ky6||

大丹波展 : 豪族たちの栄華 : 開館40周年記念秋季特別展 京都府立丹後郷土資料館編/発行 2010 K0||210.32||Ky6||　
京都府立丹後郷土資料館 (ふるさとミュージアム丹後) を
活用した学びのガイドブック

京都府丹後教育局発行 2017 MK4||375.14||Ky6||

長岡京の歴史と文化 : 都を動かした人々 : 常設展示図録,
改訂新版

向日市文化資料館編/発行 2011 K24||216.203||Mu27||

城陽の歴史と文化財 : 常設展示図録 城陽市歴史民俗資料館編/発行 2007 K261||216.2||J85||

これまでの資料館、これからの資料館 : 雑水川、クニッテル
通り、技専、文化資料館、そして常設展 : 第29回特別展

亀岡市文化資料館編/発行 2013
K32-1||216.206||
Ka35||

妖怪大集合!! : 平成20年度夏季企画展 : 開館10周年記念 南丹市立文化博物館編/発行 2008 K34-1||388.1||N48||

舞鶴のあゆみ : ふるさとの歴史を語る文化財, 改訂版 舞鶴市郷土資料館編/発行 2013 K41-1||216.2||Ma31||

田辺城の歴史
舞鶴市教育委員会 舞鶴市田辺城
資料館発行

2014 K41-1||216.2||Ma31||

丹後王国の世界 : 丹後古代の里資料館展示ガイド
京丹後市立丹後古代の里資料館
編/発行

2013 K4||216.2||Ta86||

アサヒビール大山崎山荘美術館
アサヒビール大山崎山荘美術館
発行

2006 ||703.8||A82||

何必館拾遺 梶川芳友著/淡交社発行 2008 K141||704||Ka22

泉屋博古館名品選 : Sumitomo collection 泉屋博古館編/発行 2002 ||708.7||Se72||　
★ 泉屋博古館50年史 泉屋博古館編/発行 2011 K12||069.616||Se72||

有鄰館精華　第5版
有鄰館学芸部編/藤井斉成会発
行

2003 ||702.22||F57||

★
あゆみと人間模様今昔 : 筋の通った収集 : 有鄰館設立九
十周年記念冊子

藤井善三郎編著/藤井斉成会有
鄰館発行

2016 ||707.9||F57||

堂本印象 : 創造への挑戦
京都府立堂本印象美術館編
淡交社発行

2018 ||721.9||D85||

細見美術館 : 琳派のきらめき : 琳派400年記念 : 宗達・光
琳・抱一・雪佳

細見美術館編
ＭＢＳ発行

2015 ||721.5||H94||

河井寬次郎の陶芸 : 科学者の眼と詩人の心 : 河井寬次郎
記念館開館40周年記念

東大阪市民美術センター編/
瀬戸市美術館［ほか］発行

2013 ||751.1||Ka93||

Satsuma : 清水三年坂美術館コレクション
朝山衣恵編/
清水三年坂美術館発行

2015 K1||751.1||Ki87||

定本樂歴代 : 宗慶・尼焼・光悦・道樂・一元を含む
樂美術館監修　樂吉左衞門 樂篤
人 [編]著/淡交社発行

2013 K1||751.1||R12||

七宝 : 並河靖之七宝記念館館蔵品図録 並河靖之七宝記念館編/発行 2010 ||751.7||N47||

京都清宗根付館木下宗昭コレクション
ロバート・O.キンゼイ [ほか]監修・
協力/ 京都清宗根付館発行

2009 ||755.4||Ky6||1-2

茶の湯家元の四季 : 特別展 表千家北山会館編/発行 [2011] K1||791||O63||

わび茶の誕生 : 珠光から利休まで : 開館30周年記念秋季
特別展

茶道資料館編/発行 2009 ||791.2||C31||

「京都のミュージアム」紹介図書リスト

2019年9月、国際博物館会議（ＩＣＯＭ）大会が京都で開催されます。そのプレイベントとして、この夏、京都府内の

様々な博物館や美術館等が「夏の京都のミュージアム」と題して、特別企画を実施しています。 

京都のミュージアムを訪れる際の参考になる、各館のガイドブックや所蔵品図録等を紹介します。 



いろいろなミュージアム
タイトル 編著/発行 発行年 請求記号

★ 平安京講話 : 京都市平安京創生館ガイドブック
京都市生涯学習振興財団編/発
行

2007 K1||210.36||Ky6||

みんないっしょに防災体験 : 体験を通じて、しっかり防災学
習

京都市市民防災センター編/発行 [2002] MK1||369.3||Ky6||

京都市学校歴史博物館常設展示解説図録
京都市教育委員会編
京都市生涯学習振興財団発行

2009 K1||372.162||Ky6||

とっておき!名誉園長の植物園おもしろガイド : 京都府立植
物園公式ガイドブック

松谷 茂著
京都新聞出版センター発行

2011 K1||470.76||Ma88||

京都市動物園ガイドブック
京都市動物園監修　キッズプロ
モーション編/発行

2016 K1||480.76||Ky6||

★ みんなの京都市動物園 : 京都市動物園110周年記念誌 京都市動物園編/発行 2013 K1||480.76||Ky6||

琵琶湖疏水記念館 : 常設展示図録 京都市上下水道局編/発行 2009 K1.9||517.6||Ky6||

こどもじかん×おとなじかん : エコセンGuide Book2011　第3
版

京エコロジーセンター(京都市環境
保全活動センター) 発行

2011 K1||519.816||Mi76||

★ 20年の歩みとこれから 京都市景観・まちづくりセンター 2018 K1||521.86||Ky6

京都鉄道博物館公式ガイドブック 京都鉄道博物館発行 2016 K1||686.06||Ky6||

京都鉄道博物館ガイド : 保存車両が語る日本の鉄道史 : 付
JR・関西の鉄道ミュージアム案内

来住憲司著/創元社発行 2016 K1||686.06||Ki56||

大学ミュージアム
タイトル 編著/発行 発行年 請求記号

京都・大学ミュージアム連携活動報告書　2011-2013年度
京都・大学ミュージアム連携実行
委員会事務局編/発行

2014 K1||069.7||Ky6||

大学は宝箱! : 京の大学ミュージアム収蔵品展 : 京都・大学
ミュージアム連携合同展覧会

京都・大学ミュージアム連携実行
委員会編

2012 K1||708.7||Ky6||

学問の礎を受け継ぐ : 文化大学陳列館からの出発 京都大学総合博物館編/発行 2014 K1||069.7||Ky6||

京都のモダンデザインと近代の縞・絣
京都工芸繊維大学美術工芸資料
館発行

[2011] K1||757||Ky6||　

古典籍の魅力 : 大谷大学の名品 : 大谷大学博物館開館記
念特別展

大谷大学博物館編/発行 2003 ||026||O84||

国際文化資料館公式ガイドブック : これが国際文化資料館
だ!.

京都外国語大学国際文化資料館
編・発行

2017 K1||069.7||Ky6||

佛教大学所蔵資料にみる京の風景 : 二〇〇八年度企画展
示

佛教大学宗教文化ミュージアム編
/発行

2008 K1||382.162||B87||

ミュージアム・ガイド : 立命館大学国際平和ミュージアム :
みて・かんじて・かんがえて・その一歩をふみだそう

立命館大学国際平和ミュージアム
発行

[2013] K1||319.8||R48||

★
立命館大学国際平和ミュージアム20年の歩み : 過去・現
在、そして未来　 [本編].資料編

立命館大学国際平和ミュージアム
編/発行

2012 K1||319.8||R48||1-2

地獄絵ワンダーランド : 特別展
龍谷大学龍谷ミュージアム[ほか]編
NHKプロモーション発行

2017 ||702.098||R98||

ミュージアムを探す
タイトル 編著/発行 発行年 請求記号

京都ミュージアム探訪 : 京都市内の美術館・博物館・科学
館・宝物館など約200件を網羅!

京都新聞出版センター編集制作
京都市内博物館施設連絡協議会
京都市教育委員会発行

2013 K1||069.021||Ky6||

京都ミュージアムワンダーランド : 趣味と暮らしの博物館 光村推古書院発行 2005 K1||069.021||Ky6||

京都アート&カルチャーMAP : 美術館から書店、雑貨店にカ
フェも!歩けばアートに出合える街、京都。

京阪神エルマガジン社発行 2014 K1||291.62||Ky6||

★ 個人コレクション美術館博物館事典 日外アソシエーツ編/発行 1998 ||069.035||Ko39||

★ 日本全国歴史博物館事典 日外アソシエーツ編/発行 2018 ||069.035||N71||

★
大学博物館事典 : 市民に開かれた知とアートのミュージア
ム

日外アソシエーツ編/発行 2007 ||069.7||D16||

★ 全国人物記念館 中川志郎監修/講談社発行 2002 ||069.8||N32||

★ 企業博物館事典 新訂 日外アソシエーツ編/発行 2003 ||069.8||N71||

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　Tel 075-723-4833　URL http://www.pref.kyoto.jp/rekiasikan/

★の図書は京都資料総合閲覧室内にあります。

◇ミュージアムの資料は他にもたくさんあります。意外なミュージアムやテーマが見つかるかも。探し方などはカウン
ターでお尋ねください。


