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資料紹介コーナー                                                 

京都世界遺産めぐり  
 

２階展示室で開催中の企画展 世界遺産条約 40周年記念 

「京都の世界遺産」展に関連する図書を集めました。 

興味を持たれた社寺についての図書を手にとって見ていただ

ければと思っています。 

    ＊ここには書庫の資料は並べていません。ご希望の方はカウンター職員にお尋ねください。 

 

◎京都の世界遺産 

・『千年の都 世界遺産』第 22回世界遺産委員会支援京都実行委員会/編刊 1998.11 (K1/709.16/Se22) 

・『週刊日本の世界遺産&暫定リスト』04,08,14 朝日新聞出版 2012.4,6,7 (K1/709.16/Sh99) 

・『京都・世界遺産手帳』[1] ~[16] 河原書店編集部/編 河原書店 2009.2 (K1S/709.16/Ka96/1 ~16) 

・『京都奈良の世界遺産』JTBパブリッシング 2009.4 (K1/709.16/Ky6) 

・『木の国日本の世界遺産 文化遺産編[1] 古都京都』大蔵省印刷局/編刊 1996.6 (K1/709.16/O57) 

・『古都世界遺産散策』松本章男/著 京都新聞社 1997.7 (K1/709.16/MA81) 

・『世界遺産データ・ブック』2012年版 古田 陽久/著 古田 真美/著  

世界遺産総合研究所/企画・編集 シンクタンクせとうち総合研究機構 2011.8 (709/Sh64) 

 

○賀茂別雷神社（上賀茂神社） 

・『上賀茂神社 賀茂別雷神社』建内 光儀/著 学生社 2003.12 (K112/175.96/Ta67) 

・『上賀茂のもり・やしろ・まつり』大山 喬平/監修 石川 登志雄/編 思文閣出版 2006.6  

(K112/175.96/O95) 

・『週刊京都を歩く』第 2巻第 17号通巻 42号 上賀茂・岩倉 講談社 2004.5 (K1/291.62/Sh99) 

 

○賀茂御祖神社（下鴨神社） 

・『糺の森の四季 世界遺産・下鴨神社の杜』水野 克比古/写真, 下鴨神社/編 光村推古書院 2010.5  

(PK12/748/Mi96) 

・『甦る古代祭祀の風光 下鴨神社今昔』糺の森財団/編 淡交社 2005.11 (K12/175.96/Ta16) 

・『下鴨神社と糺の森 世界文化遺産』賀茂御祖神社/編 淡交社 2003.10 (K12/175.96/Ka41) 

・『葵祭の始原の祭り-御生神事-御蔭祭を探る』新木 直人/著 ナカニシヤ出版 2008.11 

 (K12/175.96/A64) 
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・『神游(かんあそひ)の庭(ゆにわ)  世界文化遺産・京都 賀茂御祖神社<下鴨神社>』 

新木 直人/著 経済界 2007.4 (K12/175.96/A64) 

・『鴨社の絵図』糺の森顕彰会事務局/編刊 1989.5 (K12/175.96/Ka41) 

・『鴨社古絵図展』糺の森顕彰会/編刊 1985.9 (K12/175.96/Ka41) 

 

□上賀茂神社と下鴨神社について 

・『賀茂社 上賀茂神社・下鴨神社』三好 和義/ほか著 淡交社 2004.4 (K1/175.96/Mi91) 

・『週刊古社名刹巡拝の旅』3 賀茂川の道 京都 集英社 2009.5 (K1/175.9/Sh99) 

・『週刊神社紀行』25 上賀茂神社・下鴨神社 学習研究社 2003.5 (K112/175.9/Sh99/25) 

・『葵祭（賀茂祭）』京都書院 1991.11 (K1/386.16/A52) 

・『賀茂社と貴船社』白山 芳太郎/[述]  皇學館出版部 2003.7 (K1/175.96/Sh87) 

 

○教王護国寺（東寺） 

・『古寺をゆく』3 東寺 小学館「古寺をゆく」編集部/編 小学館 2010.2 (K152/185.91/Sh95) 

・『週刊古社名刹巡拝の旅』36 集英社 2010.1 (K1/175.9/Sh99) 

・『古寺巡礼京都』(新版) 1 東寺 淡交社 2006.10 (K1/185.91/Ko39/1) 

・『東寺国宝展 創建 1200年記念』京都国立博物館/編 真言宗総本山東寺/編 朝日新聞社 1995  

(K152/709.16/Ky5) 

・『東寺宝物の成立過程の研究』新見 康子/著 思文閣出版 2008.2 (K152/702.17/N72) 

・『東寺観智院の歴史と美術 名宝の美 聖教の精華』東寺(教王護国寺)宝物館/編刊 2003.3  

(K152/702.17/To27) 

・『東寺行こう 秘密の扉を開けてみよう。』竹内 のぶ緒/著 さげさか のりこ/絵 雄飛企画 2011.7 

(K152/188.55/Ta67) 

・『東寺の謎 巨大伽藍に秘められた空海の意図』三浦 俊良/著 祥伝社 2001.4  

(K152S/188.55/Mi67) 

・『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 1998.12  

(210.4/To27) 

・『東寺百合文書にみる日本の中世』京都府立総合資料館歴史資料課/編 京都新聞社 1998.3  

(210.4/Ky6) 

・『図録東寺百合文書』[1],続,続々 京都府立総合資料館/編刊 1970 ~81 (E/210.4/Ky6/1 ~3) 

・『東寺百合文書展』第 1 ~23回 京都府立総合資料館歴史資料課/編 京都府立総合資料館 1985 ~2008 

 (210.4/Ky6/1.2 ~23) 

 

○清水寺 

・『清水寺史』第 1 ~4巻 清水寺史編纂委員会/編修 音羽山清水寺 1995 ~2011 (K141/188.21/Ki87/1 ~4) 
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・『古寺巡礼京都』(新版) 26 清水寺 淡交社 2008.10 (K1/185.91/Ko39/26) 

・『週刊古社名刹巡拝の旅』4 集英社 2009.5 (K1/175.9/Sh99) 

・『清水寺の色 清水寺写真集』橋本 健次/写真 清水寺 1989.8 (PK141/748/Ki87) 

・『清水寺秘宝展』北法相宗大本山音羽山清水寺/編刊 [2011] (K141/702.17/Ki87) 

・『京清水寺展 良慶和上一〇九歳の生涯』京都・清水寺展実行委員会/編集 アートワン/編集  

京都・清水寺展実行委員会 [1989] (K141/188.21/Ki87) 

・『清水寺の謎 なぜ「舞台」は造られたのか』加藤 眞吾/著 祥伝社 2012.4 (K141S/188.21/Ka86) 

・『実録「清水の舞台より飛び落ちる」 江戸時代の『清水寺成就院日記』を読む』 

横山 正幸/編著刊 2000.4 (K141/188.21/Y79) 

・『観 清水まんだら 1-[12]』[京都新聞社/編刊] [2000] (K141E/188.21/Ky6) 

 

○延暦寺 

・『比叡山延暦寺 世界文化遺産』渡辺 守順/著 吉川弘文館 1998.12 (K1.1/188.4/W46) 

・『古寺巡礼京都』（新版）12延暦寺 淡交社 2007.8 (K1/185.91/Ko39/12) 

・『京(みやこ)を支配する山法師たち 中世延暦寺の富と力』下坂 守/著 吉川弘文館 2011.5  

(K1.1/188.45/Sh54) 

・『延暦寺の建築史的研究』清水 擴/著 中央公論美術出版 2009.7 (K1.1/521.81/Sh49) 

・『比叡山諸堂史の研究』武 覚超/著 法蔵館 2008.3 (K1.1/188.45/Ta58) 

・『延暦寺と中世社会』河音 能平/編 福田 栄次郎/編 法蔵館 2004.6 (K1.1/188.45/Ka96) 

・『比叡山史 闘いと祈りの聖域』村山 修一/著 東京美術 1994.2 (K1.1/188.45/MU62) 

・『比叡山寺 その構成と諸問題』景山 春樹/著 同朊舎 1978.5 (K1.1/188.45/Ka18) 

 

○醍醐寺 

・『醍醐寺の歴史と文化財』永村 眞/編 勉誠出版 2011.3 (K17/188.55/N15) 

・『週刊古社名刹巡拝の旅』39 山科・醍醐 集英社 2010.2 (K1/175.9/Sh99) 

・『古寺巡礼京都』（新版）6 醍醐寺 淡交社 2007.2 (K1/185.91/Ko39/6) 

・『日本名建築写真選集』9 醍醐寺 伊藤 ていじ/[ほか]編集 新潮社 1992.9 (K17E/521.81/O28) 

・『国宝醍醐寺展 山からおりた本尊』東京国立博物館/編集 総本山醍醐寺/編集  

日本経済新聞社/編集 日本経済新聞社 2001.4 (K17/702.17/D17) 

・『醍醐寺の謎 京都の旅』楠戸 義昭/著 祥伝社 2003.2 (K17S/210.48/Ku91) 

 

○仁和寺 

・『旧御室御所仁和寺』吉田 裕信/著 手嶋 千俊/著 小林 弘侑/著 仁和寺/編 仁和寺 1988.3 

 (K161/188.55/N76)  

・『週刊古社名刹巡拝の旅』10 洛北きぬかけの路 集英社 2009.7 (K1/175.9/Sh99) 
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・『古寺巡礼京都』（新版）22 仁和寺 淡交社 2008.6 (K1/185.91/Ko39/22) 

 

○平等院 

・『週刊古社名刹巡拝の旅』49 宇治の里 集英社 2010.4 (K2/175.9/Sh99) 

・『古寺巡礼京都』（新版）13 平等院 淡交社 2007.9 (K1/185.91/Ko39/13) 

・『よみがえりゆく平等院 新資料で再現する平安の美』神居 文彰 /監修  学研パブリッシング 

 2011.5 (KS25-1/702.17/Ka37) 

・『平等院鳳凰堂 現世と浄土のあいだ』冨島 義幸/著 吉川弘文館 2010.2 (K25-1/702.17/To57) 

・『平等院王朝の美 国宝鳳凰堂の仏後壁』神居 文彰/監修 平凡社 2009.2 (K25-1/721.1/B99) 

・『平等院鳳凰堂 よみがえる平安の色彩美』神居 文彰/著 平等院/編集 東方出版 2002.5  

(K25-1/702.17/Ka37) 

・『日本名建築写真選集』3 平等院 伊藤 ていじ/[ほか]編集 新潮社 1992.3 (K25-1E/521.81/W46) 

・『国宝平等院展 開創 950 年記念』東京国立博物館/[ほか]編集 朝日新聞社 2000 (K25-1/702.17/B99) 

 

○宇治上神社 

・『収蔵文書調査報告書』4 宇治上神社文書 宇治市歴史資料館/編刊 2001.3 (K25-1/216.2/U57/4) 

・『文化財宇治』’94 宇治上神社・平等院世界遺産登録記念 宇治市教育委員会/編刊 1995  

(K25-1/709.16/U57) 

 

○高山寺 

・『古寺巡礼京都』（新版）32 高山寺 淡交社 2009.4 (K1/185.91/Ko39/32) 

・『鳥獣人物戯画』甲巻,乙巻,丙巻・丁巻解説 辻 惟雄 /[編]著 小学館 2007.11 (E/721.2/Ts41/1,2,3) 

・『鳥獣戯画 国宝絵巻』(双書美術の泉) 6 岩崎美術社 1984 (708.7/So63/6) 

  

○西芳寺（苔寺） 

・『古寺巡礼京都』（新版）36 西芳寺 淡交社 2009.8 (K1/185.91/Ko39/36) 

・『京の古寺から』6 西芳寺 淡交社 1995.4 (K1/185.91/KY5/6) 

・『日本の庭園美』1 西芳寺 集英社 1989.11 (K162E/629.21/N83) 

 

○天龍寺 

・『週刊古社名刹巡拝の旅』28 嵯峨野と高雄 集英社 2009.11 (K1/175.9/Sh99) 

・『古寺巡礼京都』（新版）9 天龍寺 淡交社 2007.5 (K1/185.91/Ko39/9) 

・『天龍寺の四季 水野克比古写真集』5 水野 克比古/著 東方出版 2004.10 (PK161/748/Mi96) 
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・『天竜寺と嵯峨野』1 西野 妙子/著 白地社 1982.9 (K161S/291.62/N85) 

 

○鹿苑寺（金閣寺） 

・『鹿苑寺と西園寺』有馬 頼底/監修 鹿苑寺/編 思文閣出版 2004.4 (K112E/702.17/R63) 

・『週刊古社名刹巡拝の旅』10 洛北きぬかけの路 集英社 2009.7 (K1/175.9/Sh99) 

・『古寺巡礼京都』（新版）21 金閣寺 淡交社 2008.5 (K1/185.91/Ko39/21) 

・『金閣寺平成の茶室』有馬 頼底/監修 木下 孝一/監修 千 宗屋/監修 新建新聞社 2005.8 

 (K112/526.79/A72) 

・『金閣寺大書院障壁画 加藤東一画伯の水墨大作』NHK出版/編集 加藤 東一/[画]  NHK出版 

 c1995 (K112E/721.9/N71) 

・『金閣』鹿苑寺/編 金閣鹿苑寺 1987 (K112/521.81/R63) 

・『日本の庭園美』2 鹿苑寺金閣 集英社 1989.3 (K112E/629.21/Sh18) 

 

○慈照寺（銀閣寺） 

・『古寺巡礼京都』（新版）11 銀閣寺 淡交社 2007.7 (K1/185.91/Ko39/11) 

・『不滅の建築』8 銀閣寺 鈴木 嘉吉/責任編集 工藤 圭章/責任編集 毎日新聞社 1989.1  

(K12E/521.81/O42) 

・『庭園の中世史 足利義政と東山山荘』飛田 範夫/著 吉川弘文館 2006.3 (K1/629.21/H54) 

・『日本の庭園美』3 慈照寺銀閣 集英社 1989.4 (K12E/629.21/O28) 

 

□金閣・銀閣について 

・『金閣・銀閣名宝展 大本山相国寺創建六百年記念』読売新聞大阪本社/編刊 1991 

 (K1/702.17/Y81) 

・『日本の美術』No.153 金閣と銀閣 至文堂 1979 (702.1/N71/153) 

・『日本名建築写真選集』11 金閣寺・銀閣寺 伊藤 ていじ/[ほか]編 新潮社 1992.11 

 (K1E/521.81/Sh18) 

 

○龍安寺 

・『古寺巡礼京都』（新版）33 龍安寺 淡交社 2009.5 (K1/185.91/Ko39/33) 

・『龍安寺の四季 水野克比古写真集』水野 克比古/著 東方出版 2006.2 (PK161/748/Mi96) 

・『竜安寺石庭を推理する』宮元 健次/著 集英社 2001.8 (K1/629.21/Mi77) 

・『竜安寺石庭 七つの謎を解く』大山 平四郎/著 淡交社 1995.3 (K161/629.21/O95) 

・『宇宙の庭 竜安寺石庭の謎』明石 散人/著 佐々木 幹雄/著 講談社 1992.2 (K161/629.21/A32) 

・『日本の庭園美』4 竜安寺 集英社 1989.5 (K161E/629.21/N83) 
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○本願寺（西本願寺） 

・『本願寺史』第 1~3巻 本願寺史料研究所/編纂 浄土真宗本願寺派宗務所 1961~69 

 (K151/188.75/H84/1~3) 

・『本願寺年表』本願寺史料研究所/編 浄土真宗本願寺派 1981 (K151/188.75/H84) 

・『古寺巡礼京都』（新版）20 西本願寺 淡交社 2008.4 (K1/185.91/Ko39/20) 

・『こころのふるさと御影堂 大切に受け継がれてきた信仰の証』本願寺出版社/[編]刊 2011.4 

 (K151/188.75/H84) 

・『西本願寺御影堂「平成の大修復」全記録 一九九九-二〇〇九』講談社/編刊 2010.10 

 (K151/521.81/Ko19) 

・『飛雲閣ものがたり』荒木 経惟/撮影 本願寺出版社 2005.6 (PK151/748/A64/) 

・『西本願寺荘厳の美』井上 博道/撮影 西本願寺/協力 世界文化社 2011.10 (K151/702.17/I57) 

・『本願寺展 親鸞聖人七五〇回大遠忌記念』朝日新聞社/編刊 2008.4 (K151/702.17/A82) 

・『西本願寺展 御影堂平成大修復事業記念』東京国立博物館/編 NHK 2003.3 (K151/702.17/To46) 

 

 

○二条城 

・『二条城展 江戸東京博物館開館 20周年記念』東京都江戸東京博物館/編[刊] c2012  

(K13/521.82/N73) 

・『二条城 千年の都に輝く武家の威光』大山 邦興/編 小学館 2005.1 (K1/521.82/Me25) 

・『名城を歩く』20 二条城 PHP研究所 2004.8 (K13/521.82/P61) 

・『元離宮二条城』京都新聞出版センター/編刊 2003.9 (K13/521.82/Ky6) 

・『二条城 京洛を統べる雅びの城』学研 1996.5 (K13/521.82/N73) 

・『二条城 黒書院障壁画と幕末の古写真』松戸市戸定歴史館/編刊 1994ごあいさつ  

(K1/521.82/Ma74) 

・『新・京のかたち』3 二条城 京都市歴史資料館/編刊 2011.7 (K13/521.82/Ky6) 

・『二条城の 400年 二条城築城 400年祭「学びの宴」』京都市元離宮二条城事務所/編刊 [2003]  

(K13/521.82/Ky6) 

・『不滅の建築』11 二条城二の丸御殿 京都・京都市 鈴木 嘉吉/責任編集 工藤 圭章/責任編集  

毎日新聞社 1989.4 (K13E/521.82/O42) 

・『二條城庭園の歴史』内田 仁/著 東京農業大学出版会 2006.5 (K13/629.21/U14) 

・『二条城にはふたつ天守閣あり』永井 太一郎/著・編集 大竜堂書店 2000.11 (K13/521.82/N14) 

・『国宝・世界文化遺産元離宮二条城の沿革』京都市理財局理財部財産管理課/編 京都市 1997.3  

(MK13/521.82/Ky6) 

 

 


