
森の京都関連企画　

地域の自然・歴史・くらしに関する図書
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

京都の自然200選 : 植物部門
[京都府保健環境部環境対
策室編]

京都府企画環境部環境
企画課

1991 K0||450.91||KY6

原色写真図鑑京都府下の山野草
衣川 幸三共編 ; 内藤 登喜
夫共編

遅日草舎 1983 K0||472.16||KI47

京都植物たちの物語 : 古都の花と緑と
作物

堀田満編 かもがわ出版 1987 K0||472.16||H96

京都・巨樹を訪ねる
[京都府保健環境部環境対
策室編]

京都府保健環境部環境
対策室

1991 K0||653.21||KY6

おすすめ花暦 : 「きまぐれ園だより」&
「園長のおすすめ花暦」

京都府立植物園監修・編集 京都府立植物園 2012 K1||470.76||Ky6

京都の木 : 歴史のなかの巨樹名木
京都市文化観光局文化観
光部文化財保護課編

京都市文化観光局文化
観光部文化財保護課

1986 K1||653.21||KY6

区民の誇りの木 全区版
京都市建設局水と緑環境
部緑政課編

京都市 2001 MK1||653.21||Ky6

自然と文明のかけはし百年の森づくり :
合併記念の森全体構想

京都市産業観光局農林振
興室林業振興課 [編]

京都市産業観光局農林
振興室林業振興課

2009 MK1||651.14||Ky6

豊かな森をめざして : 企業で取り組む
森林保全活動

京のアジェンダ21フォーラ
ム [編]

京のアジェンダ21フォー
ラム

[2010] K1||654||Mi76

丹波源流の山々 : 由良川・桂川源流域
120㎞を行く

京都・亀岡山の会 [編] 京都・亀岡の会 2006 K3||786.1||Ky6

亀岡の名木 : 緑と文化を訪ねて
亀岡市名木古木選定委員
会

 亀岡市 1996 K32-1||653.21||KA35

わがまち亀岡 : 亀岡の名木 : スケッチ
集

田村 忠司著 2010 K32-1||723.1||Ta82

芦生の森から : 関西の秘境 　改訂版 鈴木 元編 かもがわ出版 2004 K333||291.62||A92

廿一世紀に遺された魅せる森 奥村 覺著 2005 K34||652.16||O55

里山のこころ : 新しいつながりを生きる 細見 均著 ; 岡本 裕介著 クリエイツかもがわ 2013 K34-1||519.81||H94

園部の自然を食べる 園部町 [編] 園部町 2002 MK341||596.37||So44

川合村史 [川合村史編纂委員会編] 川合村史編纂委員会 1987 K351||216.2||Ka93

森の京都～豊かな自然の恵み～

　

　　期　間　：　平成２８年６月９日(木)～９月１３日（火）まで
　　　　　　　　　※７月１３日（水）、１８（月・祝日）、８月１０日（水）、１１日（木・祝日）は休館

　　場　所　：　総合資料館３階　図書閲覧室(資料紹介コーナー)

京都府では、古都京都だけではない京都府全体の魅力を発信するプロジェクトとし

て、 昨年の「海の京都」に続いて、今年は中部エリア（亀岡市、南丹市、京丹波町、

綾部市、福知山市、京都市右京区京北）において「森の京都」をテーマとする交流

イベントを開催しています。当館では、これにちなみ、各地域の自然や産業を紹介

するとともに、里山の植物などに関する所蔵資料を紹介します。  



生野の里 : 歌枕の地 谷口 守編著 2004 K35-1||291.62||Ta87

福知山の自然遺産 : 伝えたいふるさと
の自然

福知山市天然記念物等総
合調査実行委員会作成

福知山市教育委員会 2014 K35-1||450.91||F74

三段池公園の植物たち : 小さな植物宇
宙

小笠原 巖著 2011 K35-1||470.38||O22

野草の力をいただいて : 若杉ばあちゃ
ん食養のおしえ

若杉 友子著 五月書房 2011 K36-1||596.37||W26

綾部の古木名木100選 : 緑と文化の遺
産

綾部の古木名木100選編
集委員会編

綾部自然の会 1997 K36-1||653.21||A98

大江山草木誌
日本の鬼の交流博物館 他
編

日本の鬼の交流博物館
他

2010 K4.1||472.16||N71

芦生原生林 美山町自然文化村[編] 美山町自然文化村
Vol.1

(2011)～
アシウ||K

京のみどり 京都市都市緑化協会編 京都市都市緑化協会
創刊号

(1996)～
MK1||518.85||Ky6

京都の林業
京都府農林水産部林務課
編

京都府農林水産部林務
課

44(昭
36.4)～

MK0||650.5||KY6

南丹・京丹波の林業
南丹・京丹波林業振興会
[編]

 南丹・京丹波林業振興
会

創刊号
(2000)～

MK3||650.5||N48

以森伝心 自然堂株式会社企画・編集
京都モデルフォレスト協
会

創刊号
(2007)～

MK0||652.16||Ky6

植物画に関する図書
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

本草圖譜 岩崎常正 博文館 1903 和||499.9||I96||

畫本野山草　５巻 橘保國 澁川清右衞門 1755 和||470.38||TA13||

草木圖説　前篇２０巻 飯沼慾斎 1875 和||470.38||I27||

高山植物図譜 井上正晴 内田美術書肆 1931-32 特||722||294||

写真集
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

森の仲間たち : 京都の野生動物たち 小泉博保著 京都書院 1987 PK0||482.16||KO38||

北山杉の詩 勝山 吉和 [撮影]  [2010] PK1E||748||Ka88

山里残影 : 丹波路：茅葺民家の里 稲垣喬方著 ; 塚本和也文 グラフィック社 1992 PK3||748||I52||

京丹波 : 季節の彩り 福井重数著 光村推古書院 2015 PK3||748||F76

芦生風刻 : 由良川源流の森
広瀬慎也著 : 豊田泰輔監
修

光村推古書院 2007 PK333||748||H72

樹奏森響 : 京都美山芦生の森 広瀬慎也著 かもがわ出版 2015 PK333||748||H72

追憶の郷里 : 水没離散の天若村 新保 隆久撮影 冬青社 1998 PK344||291.62||SH59

総合資料館の庭の木々より （左から） サツキ 、マメツゲ、カイヅカイブキ、ツツジ 


