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Ⅰ　シンポジウム関係の資料

NO タイトル 請求記号 編著/発行 出版年

1 夢幻軌道を歩く 新着コーナー横 京都新聞連載のスクラップ

2 宮津線物語 K4E||686.21||Ky6|| 京都新聞社編 1990

3 京都市電物語 : 思い出のアルバム K0||681.8||Ky6|| 京都新聞社編 1978

4 京都の市電 : 昭和を歩く : 街と人と電車と K1||686.916||F74|| 福田静二編著 2015

5
鉄道～果てしなく続く路～ : 平成22年度夏季特別展 : 京都
-綾部間開通100周年記念

K3||686.216||N48|| 南丹市立文化博物館編 2010

6 京都市電最後の日々 上・下 K1||686.916||Ta33||1ｰ2 高橋弘著 ; 高橋修著 2009

7
写真集「市電が走った京の街」 : ワンマンカー時代を中心
として

K1||686.916||H71|| 廣庭基介写真・文 2004

8 京都市電の廃線跡を探る K1||686.916||N37|| 中村浩史 [著] 2003

9 N電 : 京都市電北野線 K1||686.916||Y89|| 吉川文夫著 ; 高橋弘著 2002

10 N電(京都市電・北野線)廃止25周年回想録 K1||681.8||Ku14|| 久保田良雄著 1986

11 京都の市電 : 古都に刻んだ80年の軌跡 K1||681.8||Y97|| 湯本和夫編 1978

12 さよなら京都市電 : 83年の歩み K1||686.916||Ky6|| 京都市交通局編集 1978

13 さよなら伏見・稲荷線 : 日本最初の電車路線廃止記念 K1||681.8||Ky6|| 京都市交通局 [編] 1970

14 京都滋賀鉄道の歴史 K0||686.216||Ta84||
田中真人著 ; 宇田正著 ; 西藤 二郎
著

1998

15
京阪六地蔵線と新京阪洛西線 : 昭和初期の京都近郊の
鉄道計画

K0||686.216||W17|| 若林正博 [著] 2016

16
京阪六地蔵線、新京阪山科線と名古屋急行 : 行政文書か
ら探る昭和初期の鉄道計画

K0||686.216||W17|| 若林正博 [著] 2015

17 京都鉄道博物館汽笛一声 686.21||Ky6|| 京都鉄道博物館編 2018

18
洛中洛外鉄道絵巻 : 京の都の鉄道史 : 京都駅開業140周
年記念企画展

K1||686.216||Ky6|| 京都鉄道博物館編 2017

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

Ⅱ　京都府北部の鉄道

NO タイトル 請求記号 編著/発行 出版年

20
京都の地域政治と鉄道 : 第54回公開講演会[公開連続講
座]

K0||686.21||D88|| 同志社大学人文科学研究所 2005

21
「幻の鉄道　-明治後期・大正期における京都府下の鉄道
建設計画事例-」『資料館紀要　第4号』

||シリヨ||K|| 京都府立総合資料館 1975

22 京丹後市公共交通ガイドブック K46||686.5||Ky6||
Willer Trains (株), 丹後海陸交通
(株) 監修

[2018]

23
丹後あかまつ号 丹後くろまつ号 丹後あおまつ号 : 北近畿
タンゴ鉄道

K4||686.216||Ki65|| 北近畿タンゴ鉄道株式会社 [編]  [2014]

24 タンゴは、動く。 K4||686.216||Ki65|| 北近畿タンゴ鉄道株式会社編 [1990]

25 北丹鉄道 : 河川敷に消えた小鉄道 K4||686.216||Y31|| 山本武男著 2000

26 鉄道史料と近現代の史料論 : 北丹鉄道の事例を中心に K0||686.216||Su62|| 住本剛史著 [1999]

27 北丹鉄道の歴史 K4||686.216||F74|| 福知山市開発公社編 1988

28 加悦鉄道 : 丹後ちりめんを運んだ「絹の鉄道」 上・下
K421||686.216||Ka98||1-
2

加悦鐵道保存会著 2014

29 よみがえる加悦鉄道 : 加悦SL広場 K421||686.216||Ka98|| 加悦鐵道保存会 [編] 2009

30 鉄道への旅 : 平成11年度夏季企画展 K3 ||686.216||So44|| 園部文化博物館編集 1999

31 亀岡鉄道物語 : 汽笛がひびいて100年 K32-1 ||686.216||Ka35|| 亀岡市編 1999

平成31年3月2日（土）開催  地域の歴史を学び未来へ伝えるシンポジウム「鉄道史と地域
をつなぐ」に関連して、京都府内の鉄道に関する資料を集めました。鉄道を通じてそれぞ
れの地域の歴史を調べてみませんか？

京都の鉄道関連資料リスト  

地域の歴史を学び未来へ伝えるシンポジウム「鉄道史と地域をつなぐ」関連企画 

２階 京都資料総合閲覧室 資料紹介コーナー 
                      2月14日～4月9日  



Ⅲ　京都府南部の鉄道年史

NO タイトル 請求記号 編著/発行 出版年

32 嵐電北野線90周年 K1||686.067||Ke22|| 京福電気鉄道株式会社 [編] 2016

33
叡山本線、鋼索線開業90周年 : 洛北を走り続けて90年、
ありがとうそしてこれからも。

K0||686.067||E39|| 叡山電鉄 : 京福電気鉄道 2015

34 京阪百年のあゆみ K0||686.067||Ke23||1-2
京阪電気鉄道株式会社経営統括室
経営政策担当編集

2011

35 近畿日本鉄道100年のあゆみ : 1910～2010 686.067||Ki44|| [近畿日本鉄道編] 2010

36 京福電気鉄道50年の歩み K1||686.067||Ke22||
京福電気鉄道社史編さん事務局編
集

1993

37 京都電灯株式会社五十年史 K1||540.906||Ky6|| 京都電灯 [編] 1939

Ⅳ　京都府南部（京都市内）の鉄道

38 愛宕山が一番賑わった頃 : 愛宕電車の16年 K161||686.216||I26|| 飯田公著 2007

39 愛宕電車の16年  続 K161||686.216||I26||2 飯田公著 [2008]

40 京都市高速鉄道東西線建設史 MK1||516.72||Ky6|| 京都市交通事業振興公社編 1999

41
地下鉄開通の夢と現実 : 京都市地下鉄東西線事業とまち
づくり : 平成9年度京都市地域調査活動助成金実績報告
書

K1||516.72||Ky6||
京都大学経済学部岡田ゼミナール
編

1998

42
三条通りを走る電車 : さよなら京津線 京津三条～御陵 :
稲置佳広写真集

PK1S||686.916||I52|| 稲置佳広著 1997

43 1992夏から秋嵐電 K1||686.216||N29|| 内藤靖正撮影・文 1993

44 夙志開鴨涯 : 京都地下線建設工事完成記念 K1E||686.21||Ke23|| 京阪電気鉄道株式会社編 1991

45 鴨東線建設史 K1||516.17||Ke23|| 京阪電気鉄道株式会社建設部編集 1990

46
京洛車窓風景絵巻 : 今はなつかし : 京都地下線(東福寺-
三条)開通記念乗車券

K1||686.21||Ke23|| 京阪電車 [編] [1987]

47 行政文書に見る嵐山電車 K1||686.21||I43|| 今井健夫著 [1986]

48 梅小路駅を中心とせる京名所御案内 K1||291.62||Y86|| 吉田初三郎著 1930

Ⅴ　京都府南部（京都市以外）の鉄道

49
阪神・阪急・京阪 : 沿線の暮らしから日本の歩みが見えて
くる

686.216||I46|| 今尾恵介著 2017

50 京阪電鉄、叡山電鉄、京福電鉄(嵐電) : 1世紀の写真記録 K0||686.216||Ta33|| 高橋修著 2017

51 動く京都・20世紀鉄道絵葉書の世界 K0||686.216||Mo45|| 森安正, 生田誠, 高田聡編 2016

52 進め!奈良鉄道 : JR奈良線120年 K25ｰ1||686.216||U57 || 宇治市歴史資料館編 2016

53
城陽を走った電車の話 : 奈良電から近鉄へ : 平成23年度
春季特別展

K261||686.216||J85|| 城陽市歴史民俗資料館 [編] 2012

54 走れ!!おとぎ電車 : 昭和30年代の街と暮らし K25ｰ1||686.216||U57 || 宇治市歴史資料館編集 2010

55 大仏鉄道物語 : 明治のロマン:美しい山里 K28||686.216||D14|| 大仏鉄道研究会著 2009

56 鉄道は夢をつなぐ : 京都・乙訓と鉄道建設 : 第15回企画展 K243||686.216||O95|| 大山崎町歴史資料館[編] 2007

57 よみがえる鉄道黄金時代 : 宇治を走った汽車・電車 K25ｰ1||686.216||U57 || 宇治市歴史資料館編集 2000

58 南山城の鉄道100年 : 特別展 K28||686.216||Ky6|| 京都府立山城郷土資料館編 1998

59 広報ポスターに見る阪急電車 Y||686.21||023037|| 阪急電鉄総務部広報課 1979
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「京の記憶アーカイブ」より   『梅小路駅を中心とせる京名所御案
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