
平成１９年４月

京都府立総合資料館

嵐電関係
書名・誌名 編・著者 発行所 発行年 請求記号

京福電気鉄道５０年の歩み
京福電気鉄道社史編さ
ん事務局/編集

京福電気鉄道 1993 K1/686.06/Ke22

京福電気鉄道３０年史
京福電気鉄道株式会社
/編

京福電気鉄道株式会社 1972
K1S/686.06/Ke2
2

京都電燈株式会社五十年史 京都電燈/[編] 京都電燈 1939 K1/540.921/Ky6
京都電燈株式会社五十年史追
補

京都電燈五十年史追補
刊行会/編

石川事務所 1967 K1/540.921/Ky6

京都の街に嵐電　写真集 内藤靖正/撮影・文 京都ピイアールセンター 1996 PK1/686.91/N29
京都の街に嵐電　内藤靖正写真 内藤靖正/撮影・文 京都ピイアールセンター 1998 PK1/686.91/N29
１９９２夏から秋　嵐電 内藤靖正/撮影・文 京都ピイアールセンター 1993 K1/686.216/N29
駅名ものがたり　京の路面電車 山谷和弥/著 カギコウ 1992 K1/686.53/Y45
嵐電ぶらり各駅めぐり 桜風舎/編 コトコト 2007 K1/686.91/O19
嵐電エリアマップ　０１-０４ 京福電車/[編] 京福電車 2004 K1/291.62/Ke22
有価証券報告書総覧 1971-2006 朝陽会 MK0/336.8/Y97
京都の電車　市電・嵐電・叡電・
京津電車

高橋裕/編著 トンボ出版 1998
PK1/686.91/Ta3
3

ＲＡＮ　21（平３）～50号（平10）
京都ピイアールセンター
/編

京都ピイアールセンター ﾗﾝ/K

けいふく  97（平３）～132（平12）
（欠有り）

京福電気鉄道/編 京福電気鉄道 ｹｲﾌ/K

叡電ほか
書名・誌名 編・著者 発行所 発行年 請求記号

叡山電鉄
京都大学鉄道研究会/
編

京都大学鉄道研究会 1992 K1/686.21/Ky6

駅名ものがたり　続 山谷和弥/著 カギコウ 1992 K1/686.53/Y45

叡山めぐり
京都電燈株式会社叡山
電鉄課/[編]

京都電燈株式会社叡山
電鉄課

[19--] K1.1/291.62/Ky6

最新版比叡山全図 上田晶一郎/作図編輯
叡山ケーブル四明嶽駅
内売店

1933 K1.1/291.62/U32

叡山頂上一目八方鳥瞰図 吉田初三郎/作 観光社 1926 K1.1/291.62/Y86
比叡山 吉田初三郎/著 観光社 1926 K12/291.62/Y86
イラストマップ　ＥＩＤＥＮ 叡山電鉄株式会社 [叡山電鉄] [2007] K12/291.62/E39

比叡登山空中ケーブル
K1.1S/516.81/H5
4

高雄電気鉄道株式会社営業概
要起業予算書建設費用営業収
支予算書定款

高雄電気鉄道株式会社
/編

高雄電気鉄道 [1930] K161/686.3/Ta48

鞍馬電鉄沿線名所図絵 吉田初三郎/著 鞍馬電気鉄道 1928 K12/291.62/Y86
鞍馬山の遊覧 鞍馬電気鉄道/[編] 鞍馬電気鉄道 [19--] K12/291.62/Ku53
麗しの愛宕山鉄道鋼索線（ケー
ブル）

鳥越一朗/著 ユニプラン 2002 K1/913.6/To67

書名・誌名 編・著者 発行所 発行年 請求記号
「チンチン電車」のルーツを探ると
「かくれた史跡を訪ねて」歩こう会

寺町会/編 寺町会 1987
K111/291.62/Te5
1

京都府臨時市部会決議議事録
明治26年6月

京都府会/編 京都府会 [1893] MK0/318.46/Ky6

京都の地域政治と鉄道
同志社大学人文科学研
究所

2005 K0/686.21/D88

さよなら伏見・稲荷線 京都市交通局/[編] 京都市交通局 1970 K17/681.8/Ky6

市電関係
書名・誌名 編・著者 発行所 発行年 請求記号
京都市電物語　思い出のアルバ
ム

京都新聞社/編 京都新聞社 1978 K1/686.91/Ky6

さよなら京都市電　８３年の歩み 京都市交通局/編 京都市交通局 1978 MK1/681.8/Ky6

京都電気鉄道（京電、チンチン電車）

資料紹介コーナー
「嵐電と京都の路面電車　～京都の電車１～」関係文献リスト



京都の市電　古都に刻んだ８０年
の軌跡

湯本和夫/編 立風書房 1978 K1/681.8/Y97

京都市電　回想のアルバム 品川文男/著 室町書房 1999 K1/686.91/Sh58
京都市電が走った街今昔　古都
の路面電車定点対比

沖中忠順/著 ＪＴＢ 2000 K1/686.91/O52

京都市電の廃線後を探る 中村浩史/[著] 岐阜新聞社 2003 K1/686.91/N37
写真集「市電が走った京の街」 廣庭基介/写真・文 [廣庭基介] 2004 K1/686.91/H71
汽車と電車の写真集 廣庭基介/撮影・文 [廣庭基介] 2001 K1/686.91/H71
N電　京都市電北野線 吉川文夫/著 ネコ・パブリッシング 2002 K1/686.91/Y89
Ｎ電（京都市電・北野線）廃止２５
周年回想録

久保田良雄/著 室町書房 1986 K1/681.8/Ku14

目でみる７０年史　チンチン電車
から地下鉄まで

1982 K1.681.8/Me14

電車路線図 吉田初三郎/[画] 京都市交通局 [1955] K1/686.9/Y86

軌道事業略史
京都市交通局総務部庶
務課/編

京都市交通局 1952 MK1/686.32/Ky6

市バス・市電案内　昭和５１年
（ほか）

京都市交通局/[著] 京都市交通局 K1/681.8/Ky6

京都の都市交通と料金問題につ
いて

同志社大学鉄道同好会
/編

同志社大学鉄道同好会 1967 K/681.8/D88

八方ふさがりの交通局　管理者
の泣きごと

京都市交通局/[編] 京都市交通局 [1970] MK1/681.6/Ky6

あすの京都の交通をめざして 京都市交通局/[編] 京都市交通局 [1973] MK1/681.6/Ky6
市電・市バスを考える 京都市交通局/編 京都市交通局 [1975] MK1/681.6/Ky6
京都市市電公社構想の提言　市
電新外周線存続計画

京都の市電をまもる会/
編

京都の市電をまもる会 1978 K1/681.8/Ky6

[京都の市電をまもる会関係資
料]その１～３

京都の市電をまもる会/
編

京都の市電をまもる会
1971-
1978

K1/681.8/Ky6/1
～3

市電を生かした速くて便利な京
都の都市交通システムの提案

日本科学者会議京都支
部交通問題研究委員会
/[編]

日本科学者会議京都支
部交通問題研究委員会

1971 K1/681.8/N71

市電２２番　みたさわったゆれた 吹田恭子/編 文理閣 1978 K1E/686.91/Su5
じいさんと市電 京都児童文学会/編 サンブライト出版 1987 K1/913/Ky6

京津線
書名・誌名 編・著者 発行所 発行年 請求記号

グラフ京阪　１９９７秋季号
京阪電気鉄道株式会社
総務部/編

京阪電気鉄道株式会社
総務部

1997
K1E/686.216/G9
5

さようならの風景　写真集 内藤靖正/撮影 京都ピイアールセンター 1997 K1/686.91/N29
三条通りを走る電車　さよなら京
津線

稲置佳広/著 すばる出版 1997 PK1S/686.91/I52

ＬＲＴ
書名・誌名 編・著者 発行所 発行年 請求記号
近年の京都市の交通政策と市民
の動き

地球温暖化防止京都
ネットワーク/[編]

地球温暖化防止京都
ネットワーク

2002 K1/681.1/C44

まちづくりと交通 土居靖範/編著 つむぎ出版 1997 K1/681.8/D83
Ｑ＆Ａ　ひと・まち・交通 土居靖範/共著 つむぎ出版 1999 K1/681.8/D83
ＬＲＴが京都を救う 土居靖範/共著 つむぎ出版 2004 K1/686.91/D83
ねっとわーく京都　179号 2003 ﾈﾂﾄ/K

その他
書名・誌名 編・著者 発行所 発行年 請求記号
京都滋賀鉄道の歴史 田中真人/著 京都新聞社 1998 K0/686.21/Ta84
鉄道友の会　京都支部通信　53
（昭62）～89（平5）（欠有り）

鉄道友の会京都支部
/[編]

鉄道友の会京都支部 ﾃﾂﾄ/K

ポイント　10号（昭49）～40（平
18）

立命館大学鉄道研究同
好会/編

立命館大学鉄道研究同
好会

ﾎｲﾝ/K

京都電車唱歌 山田信次/作 杉本甚之介 1913 K1/767.7/Y19
全国鉄道事情大研究　京都・滋
賀篇

川島令三/著 草思社 1992 K0/686.21/Ka97

地方鉄道・軌道一覧 鉄道同志会/編 鉄道同志会 1929
M/686.03/Te89/
S4

※リスト以外にも京都市交通局の資料は「業務概要」や「京都市交通事業白書」など多数あります。


