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No. 書名 編著/発行 発行年 請求記号

1
京都府立総合資料館の書庫から (古典籍へようこ
そ)

京都府立大学文学部日本・中国
文学科, 京都府立総合資料館編/
京都新聞出版センター

2010
K0||026||Ky6||
資料ID: 110970313

2 遊びをせんとや (古典籍へようこそ:2)
京都府立大学文学部日本・中国
文学科, 京都府立京都学・歴彩館
編/京都新聞出版センター

2018
K0||026||Ky6||
資料ID: 118005475

3 京都府立総合資料館貴重書目録 昭和46年3月現在
京都府立総合資料館図書部編/京
都府立総合資料館

1971
||026||Ky6||
資料ID: 110495887

4 京都府立総合資料館新収追加貴重書書誌調査研究 藤原英城研究代表/京都府立大学 2010
||026||F68||
資料ID: 110967619

5
京都府立総合資料館蔵貴重書・準貴重書書誌調査
研究

藤原英城研究代表/[京都府立大
学]

2011
||026||F68||
資料ID: 110972191

6
京都府立総合資料館蔵古典籍についての文献調査
研究

藤原英城研究代表/[京都府立大
学]

2012
||026||F68||
資料ID: 110977806

7 古典籍へようこそ : 京都府立総合資料館の書庫から [京都新聞社編]/[京都新聞社]
[2008-
2010]

K0||026||Ky6||
資料ID: 110968023

8 古典籍をあじわう : 府総合資料館の書庫から [京都新聞社編]/[京都新聞社]
[2007-
2008]

K0||026||Ky6||
資料ID: 110955628

9
和語表記による和様刊本の源流 : 武蔵野美術大学造形
研究センター日本近世における文字印刷文化の総合的
研究 論考篇、図版篇

武蔵野美術大学美術館・図書館 :
武蔵野美術大学造形研究セン
ター

2018
E||022.31||Mu82||
資料ID: 118010148、
　　　　　　118010149

10 円光寺所蔵伏見版木活字関係歴史資料調査報告書
京都府教育委員会編集/京都府教
育委員会

1991
K12||022.31||Ky6||
資料ID: 110567618

11 京都集書院 : 福沢諭吉と京都人脈 多田建次著/玉川大学出版部 1998
K1||016.216||Ta16||
資料ID: 110581326
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12 京都府立総合資料館所蔵文書解題 改訂増補
京都府立総合資料館歴史資料課
編集/京都府立総合資料館

1993
K0||216.2||Ky6||
資料ID: 110569234

13 古文書つれづれ&明治の京都
京都府立総合資料館編/京都府立
総合資料館

2003
K0||216.2||Ky6||
資料ID: 110909217

14 東寺百合文書展　第1回～第23回 京都府立総合資料館
1985-
2008

||210.4||Ky6||1・2-23
資料ID: 110561758ほか

15
今に伝わる2万5千通　（東寺百合文書展 平成27年
度）、文書の解説

京都府立総合資料館 [2015]
||210.4||Ky6||
資料ID: 110993877
           110993878

16 東寺百合文書を読む : よみがえる日本の中世 上島有[ほか]編/思文閣出版 1998
||210.4||To27||
資料ID: 110520864

17 百合文書と東寺の重宝 根津美術館編/根津美術館 1997
||210.4||H99||
資料ID: 110498831

18 東寺文書十万通の世界 : 時空を超えて 東寺宝物館編/東寺宝物館 1997
||210.4||To27||
資料ID: 110498826

19 東寺百合文書にみる日本の中世
京都府立総合資料館編/京都新聞
社

1998
||210.4||Ky6||
資料ID: 110508447

20
革嶋家文書展 : 京都近郊の中世武家の歴史がいま
甦る : 重要文化財指定記念

京都府立総合資料館歴史資料課
編/京都府立総合資料館

2003
K162||210.088||Ky6||
資料ID: 110909183

21 革嶋家文書
京都府立総合資料館編/京都府立
総合資料館

1974-
1978

K162||210.088||Ky6||
資料ID: 110569759

22
京都府行政文書を中心とした近代行政文書につい
ての史料学的研究

小林啓治研究代表/京都府立総合
資料館歴史資料課編集/小林啓治
(京都府立大学文学部)

2008
K0||318.262||Ko12||
資料ID:110955896

23
激動の80年、京都府の誕生から敗戦・占領まで : 重
要文化財指定記念・京都府行政文書展図録

京都府立総合資料館 [編]/京都府
立総合資料館

[2002]
K0||318.26||Ky6||
資料ID: 110915129

■お宝　古典籍！

■お宝　古文書！行政文書！

「京都学・歴彩館のお宝」展　関連資料リスト 令和元年7月11日（木）～9月10日（火）

１階展示室にて7月13日（土）から9月8日（日）まで開催の【ICOM京都大会記念特別展示「京都学・歴彩館の
“お宝”－書く、描く、刷る　奈良時代から現代まで－　＋特別陳列：京都盲唖院関係資料」】に関連した資料
を紹介します。



No. 書名 編著/発行 発行年 請求記号

24 京都近代美術工芸のネットワーク
並木誠士, 青木美保子編 上田文
[ほか著]/思文閣出版

2017
K1||750.216||Ky6||
資料ID: 110999541

25 図案からデザインへ : 近代京都の図案教育
並木誠士, 松尾芳樹, 岡達也著/淡
交社

2016
K1||727.021||N47||
資料ID: 110997681

26 京都伝統工芸の近代
並木誠士, 清水愛子, 青木美保子,
山田由希代編/思文閣出版

2012
K1||750.216||Ky6||
資料ID: 110980434

27
明治・大正図案集の研究 : 近代にいかされた江戸の
デザイン

樋田豊次郎, 横溝広子編/国書刊
行会

2004
||757.021||H54||
資料ID: 110931930

28
花と草木篇 (友禅グラフィックス : 千総型友禅伝統図
案集:1)

グラフィック社 2002
K1||753.8||Y99||
資料ID: 1110931566

29
風物・鳥獣・幾何学文様篇 (友禅グラフィックス : 千
総型友禅伝統図案集:2)

グラフィック社 2002
K1||753.8||Y99||2
資料ID: 110931567

30 綜合 (琳派:5) 村重寧編集/紫紅社 1992
||721.5||R45||5-1
資料ID: 110504036

31 明治の輸出工芸図案 : 起立工商会社工芸下図集 樋田豊次郎編著/京都書院 1987
E||757||Me25||
資料ID: 110370360

32 明治の文様 : 染織 海野弘[ほか]解説/光琳社出版 1979
||753.2||Me25||
資料ID: 110530978

No. 書名 編著/発行 発行年 請求記号

33
近代京都へのまなざし : 写真にみる都の姿 : 京都文
化博物館平成29年度企画展

京都文化博物館編集/京都文化博
物館

2017
K1||291.62||Ky6||
資料ID: 118000593

34 小林天眠と関西文壇の形成 (上方文庫:26) 真銅正宏 [ほか]編/和泉書院 2003
||910.26||Sh62||
資料ID: 110914808

35
与謝野晶子・鉄幹と浪漫派の人々 : 知られざる近代
日本文学小史 : 小林天眠文庫展

京都府立総合資料館編/[京都府
立総合資料館]

1993
||911.162||Y85-K||
資料ID: 110565238

36 鳥瞰図! 本渡章著/140B 2018
||291.038||H84||
資料ID: 118008124

37
吉田初三郎のパノラマ地図 : 大正・昭和の鳥瞰図絵
師

平凡社 2002
||291.038||Y86||
資料ID: 110911763

38
パノラマ地図を旅する : 「大正の広重」吉田初三郎の
世界

吉田初三郎[画], 堺市博物館編集/
堺市博物館

1999
||291.038||Y86||
資料ID: 110544746

39 都百景 : 彩色木版画集 中川邦昭写真・文/京都新聞社 1994
K1||291.62||Mi76||
資料ID: 110569568

40 三木翠山展
姫路市立美術館編集/姫路市立美
術館, 神戸新聞社

2015
||721.9||Mi24||
資料ID: 110992746

No. 書名 編著/発行 発行年 請求記号

41 京都府盲唖院設立一件
桜庭修, 水野サダ子編/京都府立
盲学校資料室

1980
K112||378.1||Ky6||
資料ID: 110537095

42 京都府立盲学校資料室史資料解説 : 展示編
京都府立盲学校資料室編/京都府
立盲学校資料室

[200-]
K112||378.1||Ky6||
資料ID: 110941777

43 京都府盲聾教育百年史
盲聾教育開学百周年記念事業実
行委員会編集部会編/京都府教育
委員会

1978
K0||378.1||Ky6||
資料ID: 110537094

44
近代盲聾教育の成立と発展 : 古河太四郎の生涯か
ら

岡本稲丸著/日本放送出版協会 1997
K0||289.1||F93||
資料ID: 110580615

45
歴史の手ざわり : 新聞・雑誌が描いた盲啞院・盲学
校 : 京都盲啞院～京都府立盲学校(誕生から義務化
まで) : 『資料室だより』(創刊号～50号) 私家版

岸博実編・著/[岸博実] 2010
K112||378.1||Ki56||
資料ID: 110968138

46 古川氏盲唖教育法
[古川太四郎著], [渡辺平之甫編]/
京都府立盲学校創立百周年記念
事業委員会

1978
K112||378.1||F93||
資料ID: 110537093
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■お宝　図案資料！

■お宝　写真資料等！

■盲唖院について


