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「宮津橋立名所圖繪」吉田初三郎作（「京の記憶アーカイブ」より） 

 
   京都学・歴彩館２階京都資料総合閲覧室には、「天橋立」に関する資料がございます。 
   「天橋立」をもっともっと調べてみませんか。 
 

タイトル 編著者等 出版事項 請求記号 

智恩寺と天橋立 
若杉準治監修 京都プランニン

グハウス企画・編集 
天橋山智恩寺 1999 K42-1||188.85||C47||  

有井広幸「天橋立の形成過程について」（『京都府

埋蔵文化財論集 第 6 集』所収） 

京都府埋蔵文化財調査研究セ

ンター [編] 

京都府埋蔵文化財調査研

究センター 2010 
K0||216.2||Ky6||6 

京都府謎解き散歩 : 京都御所、清水寺、宇治平

等院、天橋立から祇園祭、紫式部、京言葉、八ツ

橋、任天堂まで(新人物文庫 い-10-1) 

井本伸廣, 山嵜泰正編著 新人物往来社 2012 K0S||291.62||I48|| 

王墓の考古学 : 丹後の弥生王権成立の謎を解

く : 「丹後天橋立大江山国定公園」新規指定等に

係る記念・大風呂南墳墓群出土品保存修理完成記

念特別展 

京都府立丹後郷土資料館編.  
京都府立丹後郷土資料館 

2007 
K4||216.202||Ky6||   

海の京都 : 天橋立・伊根(ことりっぷ:[関西 9])   昭文社 2017 K4S||291.62||U74||  

天橋立物語 : その文化と歴史と保全 岩垣雄一著 技報堂出版 2007 K42-1||216.2||I92||  

自然と歴史が織りなす風景を未来へ : 天橋立をめ

ぐる宮津の文化的景観 

宮津市教育委員会事務局総括

室 [編] 

宮津市教育委員会事務局

総括室 2009 
K42-1||216.2||Mi89||  

丹後・宮津の街道と信仰 (京都府立大学文化遺産

叢書:第 5 集)  
上杉和央編集 

京都府立大学文学部歴史

学科 2012 
K42-1||216.2||U47||  

天橋立のススメ   
[天橋立を世界遺産にする

会]  2015 
K42-1||291.62||A43||  

「天橋立学」への招待 : "海の京都"の歴史と文化 
天橋立世界遺産登録可能性検

討委員会編 
法藏館 2017 K42-1||291.62||A43|| 

天橋立・歩っと・マップ : 愉しく歩いて健康アップ 
天橋立リフレッシュプラン検討委

員会編集 

天橋立リフレッシュプラン検

討委員会 2007 
MK42-1||291.62||A43||  

日本三景天橋立十景めぐり 智原侃一画 [智原侃一] 2008 K42-1S||291.62||C43|| 

天橋立学(まな)ぶっく : みんなで守り残そう 世界

の宝物 

京都府丹後土木事務所企画調

整室作成・編集 

京都府丹後土木事務所(京

都府丹後広域振興局建設

部)  2009 

K42-1||291.62||Ky6||  

天橋立 : 特別名勝 
[京都府文化環境部文化芸術振

興課編] 

[京都府文化環境部文化芸

術振興課] 2012 
K42-1||291.62||Ky6||  

美の風景(うるわしのふうけい) : 天橋立と名所絵屏

風の世界 : 春季特別展 
京都府立丹後郷土資料館編集 

京都府立丹後郷土資料館  

2011 
K42-1||291.62||Ky6||  

Invitation to Amanohashidate : 天橋立を世界遺産

に 
[京都府立宮津高等学校編] 

 [京都府立宮津高等学校]  

[2010] 
K42-1||291.62||Ky6|| 

宮津天橋立 : Miyazu Amanohashidate guide book 宮津市 [編] 京都府宮津市 [200-]  K42-1||291.62||Mi89||  

宮津・天橋立ガイドマップ 宮津市編 宮津市 1989 K42-1||291.62||Mi89|| 

天橋立展 : 宮津市歴史資料館開館記念特別展 宮津市教育委員会編 宮津市教育委員会 2002 K42-1||291.62||Mi89|| 

  



タイトル 編著者等 出版事項 請求記号 

雪舟天橋立図の世界展 : 宮津市歴史資料館開館

一周年記念特別展 
宮津市歴史資料館編 宮津市歴史資料館 2003 K42-1||291.62||Mi89||  

宮津 : 名勝天橋立を望む城下町 : 宮津まちなか

観光ガイドブック 

宮津まちなか観光推進協議会

編 

宮津まちなか観光推進協

議会 2008 
K42-1||291.62||Mi89|| 

日本三景『天の橋立』史跡めぐりガイドブック 文殊村おこし活動委員会 [編] 
文殊村おこし活動委員会 

2016 
K42-1||291.62||Mo33|| 

意表つく-<中嶋説>「天橋立図」の不思議にせまる

(中嶋利雄著作集:天橋立篇) 
  あまのはしだて出版 2002 K42-1||291.62||N42||  

福島克彦「「天橋立図」と丹後府中」（『地図の思

想』所収） 
長谷川孝治編著 朝倉書店 2005 ||290.38||H36||  

天橋立をめぐる謎 : 古代丹後半島のロマン 今澤美喜雄著 今澤美喜雄 1981 K42-1||388.162||I46|| 

天橋立むかし話 
文殊地区民話等記録委員会企

画 栗田美也子絵 

文殊地区民話等記録委員

会  2014 
K42-1||388.162||Mo33|| 

京丹後市久美浜湾の古環境と形成過程 : 阿蘇

海・天橋立との比較 
植村善博編集 京丹後市教育委員会 2010 K451||454.7||U42|| 

天橋立ネイチャーガイドブック 天橋立を守る会 [編] 天橋立を守る会 2010 K42-1||462.162||A43||  

天橋立花めぐり : 散策ガイド : 自然観察ハンドブ

ック 
宮津美しさ探検隊編 宮津美しさ探検隊 2008 K42-1||472.162||Mi89||  

天橋立周辺地域景観まちづくり計画景観形成ガイ

ドライン 

京都府建設交通部都市計画課, 

宮津市建設室都市整備係 [編] 

京都府建設交通部都市計

画課, 宮津市建設室都市

整備係  2008 

MK42-1||518.8||Ky6||  

天橋立大辞典 : 未来に残そう美しい私たちのた

からもの 

天橋立を守る会制作 新しい歴

史に向かって走ろう府民運動推

進協議会宮津支部企画 

天橋立を守る会 2007 MK42-1||629.416||A43||  

天橋立公園の松並木と利用を考える会報告書 : 

松の保護から松並木の適正な管理へ そして文化

遺産としての価値を高め未来へ継承するために 

天橋立公園の松並木と利用を考

える会 [編] 

天橋立公園の松並木と利

用を考える会 2006 
MK42-1||629.416||A43|| 

天橋立-日本の文化景観の原点 : 世界遺産暫定

一覧表記載資産候補提案書 
京都府 [編] 

京都府, 宮津市, 伊根町, 

与謝野町 2007 
MK42-1||629.416||Ky6|| 

天橋立を未来に引き継ぐために : 京都府の取り

組みについて 

京都府丹後土木事務所企画調

整室作成・編集 

京都府丹後土木事務所

2008 
MK42-1||629.416||Ky6|| 

池田武文「天橋立における景観保全の取り組み」

（『古都の森を守り活かす : モデルフォレスト京

都』所収） 

田中和博編 京都大学学術出版会 2008 K0||652.162||Ta84|| 

日本三景展 : 松島・天橋立・厳島 「日本三景展」実行委員会編 
 「日本三景展」実行委員会  

2005 
||721.02||H73||  

日本三景への誘い : 松島・天橋立・厳島 島尾新, 長谷川成一編 清文堂出版 2007 K42-1||721.02||Sh43||  

みやっぴーと天橋立(あまのはしだて) : 日本三景

(にほんさんけい) 

宮津市社会福祉協議会作 みも

りあきら絵 

宮津市社会福祉協議会 

2013 
K42-1||726.6||Mi89||  

日本三景天の橋立 : 橋本健次写真集 橋本健次著 旅行読売出版社 1993 PK42-1||748||H38|| 

丹後物狂 : 京都・天橋立 
栗田美也子絵・装丁 古田陽子, 

山崎和子文  

文殊村おこし活動委員会  

2016 
K42-1||773||Mo33|| 

天橋立百人一首 : 撰歌集 丹後歌人会選歌 あまのはしだて出版 1988 K42-1||911.108||A43||  

天橋立遊覧之和歌 
賀茂直兄 [著] 砂治寿一, 砂治

龍惠編集 
砂治寿一/砂治龍惠 2011 K42-1||911.15||Ma74||  

詩歌(うた)の道天橋立短歌俳句入選作品集  1 巻 天橋立を守る会編  天橋立を守る会 2010.3 K42-1||911.167||A43||1 

天橋立に住み古りて : 歌集 (ハハキギ選書:第

198 編) 
大槻美都著 みぎわ書房 2014 K42-1||911.168||O89||  

阿蘇海名勝図誌 : 天の橋立名所案内 阿蘇海保勝会 板岡賀太次 1921 
地図ガラスケース

K42-1||291.62||A93||  

大日本三景之一天之橋立図 廣榮堂 [編] 広栄堂 1898 
地図ガラスケース 

K42-1||291.62||Ko22||  

 
「天の橋立と橋北汽船」吉田初三郎著（「京の記憶アーカイブ」より） 

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 http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/ 

書庫資料や行政文書、古文書も所蔵しています。 
カウンターでご相談下さい。 
「京の記憶アーカイブ」http://www.archives.kyoto.jp/ もご覧下さい！ 


