
笠置町関係図書資料のご紹介

　10月15日開催の京都を学ぶセミナー開催にあわせて、笠置町に関する図書資料の一部をご紹介します。 

No 書名 編著/発行 出版年 請求記号

1
香川貴志「笠置観光の盛衰と将来展望」
(京都を学ぶ : 文化資源を発掘する　南山城編　pp.162-179所収)

京都学研究会編/ナカニシヤ出版発行 2019 K0||291.62||Ky6||

2 笠置町と笠置山 : その歴史と文化 笠置町教育委員会編/発行 1990 K283||216.2||Ka71

* 3 史蹟勝地笠置山 笠置山史談会発行 1930 ヨ||992||55

* 4 京都府の史蹟名勝天然紀念物 京都府編/発行 1935 K0||291.62||Ky6

5 笠置寺激動の1300年 : ある山寺の歴史 改訂新版
小林義亮著/ ミヤオビパブリッシング
発行

2018 K283||188.55||Ko12

* 6 史蹟笠置山案内
前田 虹映画/笠置史蹟勝地保存會発
行

1938 K283|291.62||Ma26

No 書名 編著/発行 出版年 請求記号

7 笠置町史資料:第1集、第2集 笠置町教育委員会発行
1981、
[1985]

K283||291.62||KA71||1-2

8 私たちの相楽郡
相楽郡連合校長会編集/ 相楽郡誌刊
行会発行

1959 K28||291.62||W45

* 9 相楽郡誌 京都府教育会相楽郡部会編/発行 1936 K28||291.62||KY6

* 10 京都府相楽郡誌 京都府教育会相楽郡部会編纂/発行 1920 ヨ||992||84

11
「貞慶の笠置寺再興とその宗教構想-霊山の儀礼と神仏」（神仏と
儀礼の中世 pp.53-89所収）

舩田 淳一著/法藏館発行発行 2011 ||162.1||F89||

12
八田達男「笠置寺の創建と弥勒磨崖仏」（日本古代の宗教と伝承
(龍谷叢書:18)　pp.299-321）

松倉 文比古編/勉誠出版発行 2009 ||210.3||Ma79||

13 講演録・随心院聖教調査報告・笠置寺調査報告 [荒木浩]発行 2006 K142||188.55||A64||

14 「笠置寺縁起」（修験道史料集 18　pp.88-108所収） 五来 重編/名著出版発行 1984 Y||188.59||017454

* 15 笠置山之城元弘戦全圖並ニ四方手配堅固圖 [書写者不明] [1972] K28||291.62||Ka71||

16
「史跡及び名勝笠置山発掘調査報告」（京都府遺跡調査報告集 第
127冊　pp.5-31所収）

京都府埋蔵文化財調査研究センター
[編]/発行

2008 K0||210.025||Ky6||127

17
「史跡名勝笠置山」（京都府遺跡調査概報 第119冊　pp.95-104所
収）

京都府埋蔵文化財調査研究センター
[編]/発行

2006 K0||210.025||Ky6||119

* 18 史蹟残る笠置の風光 [大正鳩ブランド]発行 [19--] K283||291.62||Ta24||

* 19
笠置旅情百科 : 京都かさぎ : ハイキングマップ付 : ポケット版 改訂
4版

笠置町企画観光課企画、プランボック
ス編/笠置町企画観光課発行

2018 K283||291.62||Ka71||

20 笠置・加茂 (近畿日本ブックス:15)
近畿日本鉄道株式会社近畿文化会編
/綜芸舎発行

1990 K28||291.62||Ki44||

* 21 史跡及び名勝笠置山保存管理計画策定報告書 笠置町教育委員会編/発行 1985 K283||291.62||KA71||

京都を学ぶセミナー・南山城編 　第6回　　　令和元年10月15日(火)
「南山城再発見！－笠置の魅力発信に向けた提案－」 講師: 京都教育大学教授 香川貴志氏

■セミナー参考文献

■笠置町　地誌・史蹟

２階 京都資料総合閲覧室 資料紹介コーナー  

           令和元年10月1日～10月31日 

               令和元年10月1日作成 
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22 笠置山の景勝と史跡 岡本 和重編/笠置歴史研究会発行 1967 K283||291.62||O42||

* 23 笠置山誌 笠置寺編/発行 1939 K2.1||291.62||KA71||

* 24
「笠置山の史蹟及び名勝」（京都府史蹟名勝天然紀念物調査報告
第11冊 pp.37-62所収）

京都府史蹟勝地保存委員会 [編]/京
都府発行

1930 K0||291.62||Ky6||11

* 25 笠置落元弘戦記 竜背 辰次郎編/古跡研究所発行 1927 K283||291.62||TA95||

* 26 笠置山の栞 : 寫真版挿画 塚田武馬編/笠置寺発行 1903 K283||291.62||Ts52||

* 27 笠置山之圖 大倉丈英著、松齋字/大倉丈英発行 1894 K283||291.62||O57||

* 28 笠置山獨案内 大蔵 笠陰編/笠置寺発行 1886 K283||291.62||O57||

No 書名 編著/発行 出版年 請求記号

29 笠置のイカした生き方帖
笠置町探られる里プロジェクトメンバー
執筆、studio-L編集/笠置町企画観光
課発行

2014 K283||291.62||Ka71||

30 わたしたちのふるさと笠置 : 小学校3・4年生社会科副読本 笠置町教育委員会 [編]/発行 2007 K283||291.62||Ka71||

31 広報れんけい 創刊号(2006.4)～
相楽東部広域業務連携協議会編 /発
行

2006－ MK28||318.56||So54

* 32 こうほうかさぎ 31号(昭60.1)～166号(平18.1) 笠置町編/発行
1985
-2006

MK283||318.56||KA72

33
 笠置ファン獲得へ! : 全国ご当地鍋フェスタの取組み(町村の施策
事例集 : 魅力ある町村を実現するための様々な取り組み pp.159-
161所収）

全国町村会 [編]/発行 2015 M||318.6||Z3||4

* 34 笠置町新総合計画 : 新わかさぎ物語 : 弥勒ツーリズム・笠置 京都府笠置町 [編]/発行 2001 MK283||318.76||Ka71||

* 35 笠置町総合計画第2次基本計画 笠置町編/発行 1994 MK283||318.76||KA71||

36
ふるさとを愛する「お茶学習」 : 地域とともにある学校 : 相楽郡東部
連合立中学校のお茶学習 : ふるさとのお茶を知り、良さを伝えられ
る生徒の育成を目指して

相楽郡東部広域連合立和束中学校、
相楽郡東部広域連合立笠置中学校著
/発行

[2017] K28||375.189||So54||

* 37 学校要覧 笠置町立笠置小学校編/発行
1966
-1976

K283||376.2||G16||

38 宇治・山城の民話 2 宇治民話の会著/文理閣発行 1999 K25-1||388.162||U57||2

39
医食同源byりさがお届けする笠置町産素材を使った春夏秋冬レシ
ピブック

[笠置町役場]発行 [2017] K283||596||Ka71||

* 40
時を見つめてきた山紫水明 : 京都・笠置町紀行 (ふるさと情報発信
事業報告書:平成11年度)

笠置町商工会発行 2000 K283||601.16||Ka71||

41 三町村の魅力・お茶の魅力 : 南山城村・笠置町・和束町
セカンドスクール風の学舎 [編]、フロ
イデ株式会社編/[セカンドスクール風
の学舎]発行

2010 K28||619.8||Se13||

* 42 加茂笠置組合史 : 四ケ村共有山の歴史
加茂笠置組合編、木坂 順一郎監修/
加茂笠置組合発行

1999 K28||651.15||KA41||

* 43 笠置観光サービス調査報告書（観光サービスシリーズ 1-2,4所収） 京都府立産業能率研究所編/発行 1952 MK0||689.3||Ky6

44 笠やんの詩 : 写真集 : 笠置山の道案内猫 森 義久写真・俳句・詩・文/発行 1993 PK283||748||MO45||

45 笠やん伝説 : 写真小説 森 義久著/メディア出版発行 1994 PK283||748||MO45||

*の資料は書庫にあります。カウンターでお尋ねください。

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/

■笠置町あれこれ


