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●セミナー参考文献
タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

京都を学ぶ : 文化資源を発掘する 伏見編
京都学研究会編 / ナカニシ
ヤ出版

2022.3
K0||291.62||Ky6||
資料ID：118024732

京都府域の文化資源に関する共同研究会報告
書 令和２年度(伏見編)

京都府立京都学・歴彩館京
都学推進課編 / 京都府立
京都学・歴彩館

2021.9
K0||291.62||Ky6||
資料ID：118022612

●京都の米
タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

ゆるりと久多日和 : 「京の輝き」をつかったどぶ
ろく

京都府立大学ACTRどぶろく
学生チーム

[2019]
K12||588.52||Ky6||
資料ID:118012263

京都の酒米
近畿農政局統計情報部編
刊

1999
MK0||616.2||Ki44||
資料ID:110198029

京丹後ご当地米リスト
 [京丹後市役所農林水産部
農業振興課]

2020.3
MK46||616.2||Ky6||
資料ID:118019209

和食文化学入門
佐藤洋一郎, 母利司朗, 平
本毅編 / 臨川書店

2021.3
||383.81||Sa85||
資料ID:118020651

京の旨味を解剖する
田中國介, 松井裕編 / 人文
書院

2004.11
K0||383.816||Ta84||
資料ID:110933561

●伏見の酒造について
タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

伏見酒造組合一二五年史
伏見酒造組合一二五年史
編纂委員会編 / 伏見酒造
組合

2001.10
K17||588.52||F96||
資料ID:110906653

* 伏見酒造組合誌 伏見酒造組合 1955
K||588.5||F96||
資料ID:110246401

産業集積地の継続と革新 : 京都伏見酒造業へ
の社会学的接近

藤本昌代, 河口充勇著 / 文
眞堂

2010.4
K17||588.52||F62||
資料ID:110969458

西宮・灘目と京・伏見を比較して酒税滞納公売
処分を中心に酒造家の興亡を見る

藤田卯三郎編[刊] 2007.3
K17||588.52||F67||
資料ID:110949032

伏見酒造業の経営学的分析（初版：昭和13年） 平沢弘著刊 1976.9
K17||588.52||H67||
資料ID:110917214

京都府清酒製造業界構造改善診断報告書
京都府立中小企業総合指
導所編刊

1989
MK0||588.52||KY6||
資料ID:110489897

伏見の酒造用具 (京都市文化財ブックス:第2
集)

京都市文化観光局文化観
光部文化財保護課編刊

1987.3
K17||588.52||Ky6||
資料ID:110906177

* 伏見酒 第2版 1
伏見醸友会編集委員編 /
伏見醸友会

1980.9
K17||588.52||F96||1
資料ID:110538017

伏見学ことはじめ
聖母女学院短期大学伏見
学研究会編 / 思文閣出版

1999.6
K17||291.62||Se17||
資料ID:110199115

作成日：令和4年5月12日

京都を学ぶセミナー【伏見編】 令和４年５月１８日（水）開催

「伏見酒蔵群の需要に応える酒米ブランドとは」

講師 中村貴子（京都府立大学大学院 准教授）

セミナーの開催にあわせて、関連する歴彩館所蔵資料をご紹介します。

２階 京都資料総合閲覧室でご覧いただけます。

関連資料

リ ス ト



京・伏見歴史の旅
山本眞嗣著 / 水野克比古
撮影 / 山川出版社

1991.11
K17||291.62||Y31||
資料ID:110968471

伏見五十年のあゆみ
伏見区五十周年記念行事
実行委員会

1981
K17||216.206||F96||
資料ID:110569791

* 水と暮らしの環境文化 : 京都から世界へつなぐ
槌田劭, 嘉田由紀子編 / 昭
和堂

2003.4
K1||517||Ts26||
資料ID:110912398

●伏見の酒にまつわる話
タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号

蔵元の娘がつづる京案内 : 伏見老舗造り酒屋
北川貴子著 / PHPエディ
ターズ・グループ : PHP研究
所(発売)

2006.8
K1||291.62||Ki63||
資料ID:110947078

* 伏見の酒 : 京の味
臼井喜之介編 / 小野則秋
[ほか]執筆 / 白川書院

1961.5
K17||588.52||U95||
資料ID:110246416

逸話と伝説伏見の酒 吉田酔痴著  /せんなり屋 1978
K17||588.52||Y86||
資料ID:110246415

* 京の酒 八尋不二著 / 駸々堂出版 1971
K||588.52||Y16||
資料ID:110246414

●酒造会社の出版物
タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

月桂冠三百六十年史
月桂冠株式会社・社史編纂
委員会編集 / 月桂冠

1999.6
K17||588.52||G32||
資料ID:110199110

月桂冠史料集
月桂冠株式会社社史編纂
委員会編集 / 月桂冠

1999.2
K17||588.52||G32||
資料ID:110199111

月桂冠大倉記念館 : 京都、伏見 月桂冠 [201-]
K1||588.52||G32||
資料ID:118004216

月桂冠社員の酒粕レシピ
月桂冠株式会社監修 / メ
ディアファクトリー

2012.11
K17||596||G32||
資料ID:110983682

京仕込 : キンシ正宗 キンシ正宗 [1996]
K17||588.52||Ki46||
資料ID:118005297

* 士魂商才 : 酒通入門 続
宇治田福時著 / 日本工業
新聞社監修 / 玉乃光酒造
(株)出版部(発売)

1999.11
K1||596.7||U57||
資料ID:110934056

宝ホールディングス90周年記念誌 : 1925→
2015

宝ホールディングス株式会
社環境広報部編 / 宝ホー
ルディングス

2016.3
K1||588.5||Ta51||
資料ID:110996114

●酒蔵案内
タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号

京都の地酒蔵 (らくたび文庫 : ポケットに京都
ひとつ:No.046)

コトコト 2011.11
K1S||291.62||R12||46
資料ID:110976602

Kyoto Fushimi sake guide
[Fushimi Sake Brewers
Association]

2015.2
K17||588.52||F96||
資料ID:118002421

京都伏見清酒紀行
伏見酒造組合[編] / 京都酒
造組合

2012.10
K17||588.52||F96||
資料ID:110983454

京で醸す [毎日新聞社編刊]
[2009-
2010]

K0E||588.5||Ma31||
資料ID:110974437

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　Tel：075－723－4833

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

*の資料は書庫資料です。カウンターでご請求ください。

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

