
歴史
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

「絵図から見る峯山城下町」:平成十八年
度丹後古代の里資料館夏期企画展示

京丹後市立丹後古代
の里資料館編集

京丹後市立丹後古代
の里資料館

2006 K431||216.2||Ta86||

おじいさんの語る羽衣の里 羽衣伝説の里・歴史会 　 [1993] K431||291.62||H14||

加悦町史:古墳公園とちりめん街道概要
版

加悦町史編纂委員会
編

加悦町 2004 K421||216.2||Ka98||

加悦町20世紀の記憶
加悦町20世紀記録集
制作実行委員会編

加悦町 2001 K421||216.2||Ka98||

京丹後市の歴史:中学校社会科副読本
京丹後市中学校社会
科副読本作成委員会
編

京丹後市教育委員会 2012 K46||216.2||Ky6||

三探文庫:丹後・但馬・丹波1
三たん地方開発促進
協議会編

三たん地方開発促進
協議会

1996 K4S||291.62||SA67||

丹後町の歴史と文化:資料館展示図録
丹後町古代の里資料
館編

丹後町古代の里資料
館

1994 K442||216.2||Ta86||

丹後の国盗り物語:丹後を滅ぼしたのは
織田信長か第2版

中江忠宏著 [中江忠宏] 2010 K4||216.2||N31||

探訪 丹後半島の旅:地名語源とその歴史
伝承を尋ねて上

澤潔著 文理閣 1983 K4||291.62||SA93||1

探訪丹後半島の旅:地名語源とその歴史
伝承を尋ねて中

澤潔著 文理閣 1983 K4||291.62||SA93||2

探訪丹後半島の旅:地名語源とその歴史
伝承を尋ねて下

澤潔著 文理閣 1983 K4||291.62||SA93||3

田辺城の歴史
舞鶴市教育委員会
[編]

舞鶴市田辺城資料館
舞鶴市教育委員会舞
鶴市田辺城資料館

2014 K41-1||216.2||Ma31||

間人皇后:聖徳太子の母 港井清七朗著 機関紙共同出版 1991 K0||913.6||MI39||

ふるさと舞鶴:舞鶴市制施行70周年記念
写真集保存版

加藤晃監修 郷土出版社 2013 K41-1E||216.2||Ma31||

歴史と伝説の里・丹後:丹後伝説の科学
的考察:生涯教育資料

鬼塚史朗著 あまのはしだて出版 2005 K4||216.2||O66||

歴代宮津藩主展:宮津市歴史資料館2003
年秋期特別展

宮津市歴史資料館編 宮津市歴史資料館 2003 K42:1||216.2||Mi89||

わがまち峰山:峰山郷土史現代編
峰山町[編]/峰山町教
育委員会[編]

峰山町 2004 K431||216.2||Mi44||

わたしたちのまち宮津市第4版
宮津市学校教育研究
会ふるさと読本編集委
員会編集

宮津市教育委員会 2012 K42-1||291.62||Mi89|



伝承とことば
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

網野の浦島伝説
網野町郷土文化保存
会編

網野町郷土文化保存
会

1980 K441||388.16||A45||

綾部の伝説・民話
綾部市公民館連絡協
議会民話集作成事業
実行委員会編

綾部市 2012 K36-1||388.16||A98||

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||388.16||Mo33

大江山の伝説 藤田〓二著
自衛隊福知山駐とん
地広報室

1975 K4.1||388.16||F67||

大江山の鬼とふるさと:その小論とエッセ
イ

宮本 正章著 郁朋社 2006 K4.1||388.16||Mi77||

大江山鬼伝説考
大江山鬼伝説一千年
祭実行委員会鬼文化
部会編

大江山鬼伝説一千年
祭実行委員会鬼文化
部会

1990 K4.1||388.16||O18||

加悦谷の方言 塩見勝信著 塩見勝信 1992 K42||818.62||SH74||

京丹後市の伝承・方言:京丹後市史資料
編

京丹後市史編さん委
員会編集

京丹後市役所 2012 K46||216.2||Ky6||

京都丹波・丹後の伝説 京都新聞社編 京都新聞社 1980 K3||388.16||KY6||

京都府伊根町の民話:泉とく子・藤原国蔵
の語り

立石憲利編著/泉とく
子語り/藤原 国蔵語り

伊根町 2013 K423||388.16||Ta94||

京丹後市の民俗:京丹後市史資料編
京丹後市史編さん委
員会編集

京丹後市役所 2014 K46||382.16||Ky6||

酒呑童子由来:大江山千丈ケ嶽
村上政市監修/福井朝
日堂挿絵

アットワークス 2011 K35-1||388.16||Mu43

丹波・丹後の鬼伝説の地を訪ねて [京都新聞社編] [京都新聞社] 2009 K3E||388.16||Ky6||

谷源蔵と間人民族の研究
上谷正男編/広瀬 幸
二郎編/宮川 督三編

谷源一 1993 K442||389.16||U48||

福知山の民話と昔ばなし
福知山市立中央公民
館編

福知山市立中央公民
館

1982 K35-1||388.16||F74||

宮津・与謝ふるさと絵巻 宮津青年会議所企画 宮津青年会議所 2009 K42||388.16||Mi89||



ちりめん
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

京都府蚕糸業1926 京都府内務部編 京都府内務部 1926 MK0||630.2162||KY6||

丹後ちりめん始祖伝 岩崎英精編
丹後ちりめん始祖顕
彰会

1965 K4||586.721||I96||

丹後縮緬家：特別展（特別展図録：20）
京都府立丹後郷土資
料館編集

京都府立丹後郷土資
料館

1989 K4||586.721||Ky6||

丹後のはた音:織物産業を支えた人たち
の記録

「丹後のはた音」編集
グループ [編]

「丹後のはた音」編集
グループ

1998 K442||586.72||TA86||

養蠶秘録3巻
上垣 守國作/西村 中
和画/速水 春曉齋画

須原屋平左衞門ほか 1803 和||355||6||1～3

自然
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

舞鶴の道・山ハイキングガイドブック:舞鶴
東ロータリークラブが歩いた

舞鶴東ロータリークラ
ブ[編]

舞鶴東ロータリークラ
ブ

2013 K41-1||291.62||Ma31

冠島のオオミズナギドリ:ふしぎな鳥の世
界をさぐる

岡本文良著 小峰書店　1978 1978 K41-1||488.67||O42||

樹に登る海鳥:奇鳥オオミズナギドリ 吉田 直敏著 汐文社 1981 K41-1||488.67||Y86||

京都府冠島の生物 丹信実著
[平安学園教育研究
会]

[1956] K41-1||462.16||TA82

建築と文化財
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

京丹後市の美術:京丹後市史資料編
京丹後市史編さん委
員会編集

京丹後市役所 2013 K46||216.2||Ky6||

京都の社寺建築
与謝・丹後編京都府文
化財保護基金編

京都府文化財保護基
金

1984 K0||521.81||KY6||

京都の社寺建築
中丹編京都府文化財
保護基金編

京都府文化財保護基
金

1981 K0||521.81||KY6||

舞鶴の赤煉瓦:1989-1991
まいづる建築探偵団
編

まいづる建築探偵団 1991 K41-1||524.46||MA3

舞鶴の民家
舞鶴市教育委員会社
会教育課企画

舞鶴市 2003 K41-1||521.86||Ma31

舞鶴クレインブリッジ:地域社会に根付い
た斜張橋

岡本寛昭著 文理閣 2003 K41-1S||515.5||O42||

舞鶴の文化財増補改訂版 舞鶴市教育委員会編 舞鶴市 1986 K41-1||709.16||MA3



産業
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

うかわの地域づくりとデザイン:宇川流域
デザイン調査報告書

1998年3月京都精華大
学美術学部デザイン
学科VCDII類編

京都精華大学美術学
部丸谷研究室

1998 K442||291.62||Ky6||

丹後への想い:554通のラブレター
京都府農林水産部
[編]

京都府農林水産部 [1995] MK0||660.4||Ky6||

鉄道～果てしなく続く路～:平成22年度夏
季特別展:京都-綾部間開通100周年記念

南丹市立文化博物館
ほか編

南丹市立文化博物館
ほか

2010 K3||686.21||N48||

日満連絡日本海一宮津港 宮津町編 宮津町 1933 MK42-1||683.9||MI89||

北丹鉄道:河川敷に消えた小鉄道(RM
library:14)

山本武男著 ネコ・パブリッシング 2000 K4||686.21||Y31||

宮津線物語 京都新聞社編 京都新聞社 1990 K4E||686.21||KY6||

海の暮らし
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

サワラ加工マニュアル:日本海で急増した
サワラを有効利用するための技術開発

水産総合研究センター
日本海区水産研究所
編集

水産総合研究セン
ター日本海区水産研
究所

2012 MK0||664.63||Su51||

間人ガニ
丹後町商工会むらおこ
し事業実行委員会編

丹後町商工会むらお
こし事業実行委員会

1990 K442S||664.76||TA86||

丹後伊根浦漁業史 岩崎英精著 伊根漁業協同組合 1955 K||660.21||I96||

丹後王国・カニの本 篠田正俊編著 現代旅行研究所 1995 K4||664.76||Sh72||

日本山海名産圖繪5巻 法橋關月畫圖 鹽屋卯兵衛 1799 和||340||1||1～5

舟屋むかしいま 和久田幹夫著 あまのはしだて出版 1989 K423||661.9||W35||

ふるさとの塩づくり(特別陳列図録:28)
京都府立丹後郷土資
料館編集

京都府立丹後郷土資
料館

1991 K4||669||KY6||

舞鶴かまぼこ百科 辻義雄著
舞鶴かまぼこ協同組
合

2013 K41-1||667.5||Ma31||

よみがえる丹後の松葉ガニ:丹後海発信:
カニフォーラム記録

丹後観光キャンペーン
推進協議会編

丹後観光キャンペー
ン推進協議会

2000 K4||664.76||Ta86||



絵図と写真集
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

京・丹後の四季(Suiko books:118) 森澤保賢著 光村推古書院 2003 PK4||748||Mo63||

心のふるさと丹後:坂根正喜写真集その1 坂根正喜著 あまのはしだて出版 2001 PK4||748||Sa34||

写真が語る明治・大正・昭和の丹後
奥丹後地方史研究会
編集委員会編

文理閣 1991 K4||216.2||O57||

図説福知山・綾部の歴史 　 歴史郷土出版社 1998 K3E||216.2||Z8||

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

宮津市歴史資料館編 宮津市歴史資料館 2003 K42-1||291.62||Mi89|

丹後印象:坂野英俊写真集 坂野英俊著
写真集『丹後印象』刊
行会

1990 PK4||748||SA34||

丹後由良:四方寿朗写真集
四方寿朗著あまのは
しだて出版編

[あまのはしだて出版] 2003 PK4E||748||Sh33||

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||

橋北汽船案内 吉田初三郎作 坂根榮正堂 1924 K42-1||291.62||Y86||

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||

舞鶴・宮津・丹後の今昔 : 舞鶴市・宮津
市・与謝郡・中郡・竹野郡・熊野郡 保存
版

郷土出版社 2004 K4E||216.2||Ma31||

舞鶴図絵 吉田初三郎作 坂根榮正堂 1924 K41-1||291.62||Y86||

宮津橋立名所圖繪 吉田初三郎作 坂根榮正堂 1924 K42-1||291.62||Y86||

目で見る舞鶴・宮津・丹後の100年:舞鶴
市・宮津市・与謝郡・中郡・竹野郡・熊野
郡

郷土出版社 1995 K4E||216.2||ME14||


