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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

古典籍へようこそ : 京都府立総合
資料館の書庫から

京都府立大学文学部日
本・中国文学科編/京都府
立総合資料館編

2010 K0||026||Ky6||

遊びをせんとや : 古典籍へようこ
そ : 京都府立総合資料館の書庫
から : 2

京都府立大学文学部日
本・中国文学科編/京都府
立京都学・歴彩館編

2018 K0||026||Ky6||

京都ミュージアム探訪 : 京都市内
の美術館・博物館・科学館・宝物
館など約200件を網羅!

京都新聞出版センター編
集制作

2013 K1||069.021||Ky6||

京発見!ミュージアムへ行こう 2011 K1||069.021||Ky6||

Exploring Museums in Kyoto :

Between the covers you will find

some 200 Kyoto museums

covering arts,histories,sciences

and treasures!

Kyoto Shimbun

Publishing Center [編]
2013 K1||069.021||Ky6||

京のご利益さんめぐり100選 京都新聞出版センター編 2005 K1||185.91||Ky6||

京都ことこと観音めぐり : 洛陽
三十三所観音巡礼

京都新聞出版センター編 2006 K1||186.916||Ky6||

私の歴史ノート : 歴史グループ
早雲と共に歩んだ二十三年

山口博史著 2005 K1||210.049||Y24||

宮都のロマン : 長岡京発掘50年
の成果

京都新聞社編 2005 K242||210.36||Ky6||

平安京と王朝びと : 源氏物語の
雅び

村井 康彦監修/京都新聞
出版センター編

2008 K1||210.36||Ky6||

志士清風録 : 維新前夜の京をゆ 京都新聞出版センター編 2004 K1||210.58||Ky6||

新選組見聞録 : 維新前夜の京を
ゆく

京都新聞出版センター編 2003 K1||210.58||Ky6||

裂かれた大地 : 京都満州開拓民 :

記録なき歴史
二松 啓紀 [著]/京都新聞社
編

2005 K1||210.75||F97||

京を発掘!出土品から見た歴史 :

京都市埋蔵文化財研究所発掘現
場より

京都市埋蔵文化財研究所
編著

2015 K1||216.2||Ky6||

掘り出された京都
京都市埋蔵文化財研究所
編

2012 K1||216.2||Ky6||

御土居堀ものがたり 中村 武生著 2005 K1||216.204||N37||

幕末・維新彩色の京都 白幡 洋三郎著 2004 K1||216.206||Sh81||

京に燃えたおんな : 愛のかたち 堀野 広 [著] 2004 K1||281.04||H89||

上村多恵子の京都この人ええ話
: 対談集

上村多恵子編著 2004 K1||281.62||U42||

冷泉家歌ごよみ : 京の八百歳
冷泉 貴実子著/京都新聞
社編

2006 K1||288.3||R25||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

燦燦!! 美也子とわたくし 桝本 頼兼著 2012 K1||289.1||Ma68||

義経伝説をゆく : 京から奥州へ 京都新聞出版センター編 2004 K0||289.1||Mi38||

「二百年後ノ世界ヲ待ツ」村上
作夫伝

森 博編著 2010 K1||289.1||Mu43||

京みち歩き : 街道&まちなか京
都・滋賀38コース

京都新聞出版センター編
著

2009 K0||291.62||Ky5||

ウオ～キング京都 : いいね!小さ
な発見50コース

京都新聞出版センター編 2009 K0||291.62||Ky6||

京都でいちばん京都がいちばん 京都新聞出版センター編 2010 K0||291.62||Ky6||

名水を訪ねて京都・滋賀健康ウ
オーク

2001 K0||291.62||Ky6||

京都の地名を歩く 吉田金彦著 2003 K0||291.62||Y86||

意外と知らない京都 : 京の歴史
と文化をひもとく

井上満郎監修/京都新聞出
版センター編

2012 K1||291.62||Ky6||

京都検定問題と解説 : 2級・3級
全200問 第1回

京都新聞出版センター編 2005 K1||291.62||Ky6||

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全255問 第2回
京都新聞出版センター編 2006 K1||291.62||Ky6||

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全255問 第3回
京都新聞出版センター編 2007 K1||291.62||Ky6||

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全259問 第4回
京都新聞出版センター編 2008 K1||291.62||Ky6||4

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全259問 第5回
京都新聞出版センター編 2009 K1||291.62||Ky6||5

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全259問  第6回
京都新聞出版センター編 2010 K1||291.62||Ky6||6

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全255問 第7回
京都新聞出版センター編 2011 K1||291.62||Ky6||7

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全255問 第8回
京都新聞出版センター編 2012 K1||291.62||Ky6||8

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全262問 第9回
京都新聞出版センター編 2013 K1||291.62||Ky6||9

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全263問 第10回
京都新聞出版センター編 2014 K1||291.62||Ky6||10

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全263問 第11回
京都新聞出版センター編 2015 K1||291.62||Ky6||11

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全263問 第12回
京都新聞出版センター編 2016 K1||291.62||Ky6||12

京都検定問題と解説 : 1級・2級・3

級全263問 第13回
京都新聞出版センター編 2017 K1||291.62||Ky6||13
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

京のおもしろウオッチング 京都新聞出版センター編 2008 K1||291.62||Ky6||

日本人の忘れもの : 京都、ここ
ろここに

京都新聞社編 2013 K1||291.62||Ky6||1

日本人の忘れもの : 京都、ここ
ろここに 第2部

京都新聞社編 2014 K1||291.62||Ky6||2

文化で旅する京都案内 京都新聞出版センター編 2008 K1||291.62||Ky6||

3日でマスター!京都検定3級虎の
巻

京都新聞出版センター編 2011 K1||291.62||Ky6||

義経ハンドブック : 源平史跡一
七七選

2005 K1||291.62||Ky6||

歴史都市・京都から学ぶジュニ
ア日本文化検定テキストブック
: ジュニア京都検定

京都新聞開発(株)編集 2006 K1||291.62||Ky6||

中村武生とあるく洛中洛外
京都新聞社編/中村武生監
修/佐藤知幸文

2010 K1||291.62||N37||

中村武生の京都検定日めくりド
リル500問

中村武生著/京都新聞社編 2008 K1||291.62||N37||

彩色みやこ名勝図会 : 江戸時代
の京都遊覧

白幡洋三郎著/京都新聞社
編

2009 K1||291.62||Sh81||

京都散策自転車ノート 多賀一雄著 2008 K1||291.62||Ta17||

京都散策自転車BOOK 多賀一雄著 2013 K1||291.62||Ta17||

京都元気企業独創の軌跡 : 世界
へはばたく

京都新聞出版センター編 2003 K0||335.216||Ky6||

小雁の京都人の取扱説明書 : い
やいやかなんわぁものすごいこ
といわはる

芦屋 小雁著 2009 K1||361.42||A92||

絆つむいで : 家族はかけがえが
ない

京都新聞社編 2008 K0||367.3||Ky6||

学びやタイムスリップ : 近代京
都の学校史・美術史

和崎光太郎, 森光彦執筆/

京都市学校歴史博物館編
2016 K1||372.162||Ky6||

御雇外国人J.A.ウィードの六年
間 : 京都府農牧学校物語

拝師 暢彦著 2005 K343||376.48||H15||

京の名脇役 京都新聞出版センター編 2007 K1||382.162||Ky6||

花也
松村 和彦 [撮影]/京都新聞
社編

2014 PK1||384.9||Ma82||

はんなりと : 京舞妓の四季 溝縁 ひろし著 2004 K1||384.9||Mi93||

祇園まち花暦 : マイ・スナップ 品川 文男撮影 2004 PK141||384.9||Sh58||

京都の葬儀と法要 保存版 京都新聞出版センター編 2002 K0||385.6||Ky6||

嵯峨祭の歩み : その起源・構
造・変遷

古川 修著 2008 K161||386.162||F93||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

京都西陣きもの町 毛利 ゆき子著 2005 K1||386.162||Mo45||

京都祇園祭 中田 昭著 2011 K1||386.162||N43||

イラスト祇園祭
下間 正隆文・絵/吉田 孝
次郎監修

2014 K1||386.162||Sh54||

京のお地蔵さん 新版 竹村 俊則 [著] 2005 K1||387.4||Ta63||

京 : 天と地と人 京都地学教育研究会編 2015 K0||450.916||Ky6||

京の水案内 カッパ研究会編 2013 K0||452.9||Ka61||

とっておき!名誉園長の植物園お
もしろガイド : 京都府立植物園
公式ガイドブック

松谷 茂著 2011 K1||470.76||Ma88||

京都御苑四季の花 米澤 信道解説・写真 2002 K111||472.162||Y84||

京のお魚大集合 : 丹後の海に学
ぶ

京都府立海洋センター編 2005 K0||487.521||Ky6||

鴨川の鷺 : マイ・スナップ 私家
版

品川 文男著 2004
PK1.7||488.58||Sh58|

|

京のシルバー医 岡田慶夫著 2002 K1||490.4||O38||

琵琶湖疏水の散歩道 : 明治のロ
マンを求めて

中西 一彌著/京都新聞出
版センター編

2003 K1.9||517.6||N38||

京の門 京都新聞出版センター編 2006 K1||521.8||Ky6||

元離宮二条城 京都新聞出版センター編 2003 K13||521.82||Ky6||

桂離宮 修学院離宮 京都新聞出版センター編 2004 K1||521.825||Ky6||

京都御所 大宮・仙洞御所 京都新聞出版センター編 2004 K111||521.825||Ky6||

古民家探訪 : 京都滋賀に残る伝
統建築

京都新聞社編 2012 K0||521.86||Ky6||

梅小路蒸気機関車館 : あの日に
帰りたい懐かしき蒸気機関車た
ち

京都新聞出版センター編 2011 K1||536.1||Ky6||

平安京の紙屋紙 町田 誠之著 2009 K1||585.6||Ma16||

和菓子の意匠 : 京だより
井上 由理子文/井上 隆雄
グラビア写真

2010 K1||588.36||I57||

京のおまわり : 老舗料亭の主人
がつくる四季のおかず53品

飯田 知史著 2011 K1||596.21||I26||

きょうのじぶんどき : まさじろ
う褻のおかずレシピ : 京のおま
わり第2弾

飯田知史著 2015 K1||596.21||I26||

京とうふ京ゆば京みそ : 京都で
食べよう : ヘルシーKYOTO

京都新聞出版センター編 2002 K1||596.3||Ky6||

京都蕎麦スタイル57 京都新聞出版センター編 2006 K1||596.38||Ky6||

京都ラーメン物語 : 極める味の
旅 : 決定版常連になりたい店80

軒

京都新聞出版センター編 2003 K0||596.38||Ky6||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

菓子ひなみ : 三六五日の和の菓
子暦

2007 K0||596.6||Ky6||

菓匠歳時記 石原 義正著 2005 K1||596.65||I74||

京都ゆるり日本茶カフェ :

Japanese Tea time for you!
2010 K1||596.7||Ky6||

京の田舎ぐらし : 18の新しいラ
イフスタイル

京の田舎ぐらし・ふるさ
とセンター編

2008 K0||611.98||Ky5||

植治次期十二代小川勝章と巡る
技と美の庭 : 京都・滋賀

小川勝章, 仲屋聡文/京都
新聞社編. 京都新聞出版
センター

2018 K0||629.21||O24||

危機来襲 : 鳥インフルエンザ・
48日間の攻防

山田 啓二編著/京都府政
研究会編著

2005 K0||646.16||Y19||

京たけのこが教えてくれた : 放
置竹林の喜怒哀楽

杉谷 保憲著 2010 K0||657.82||Su47||

おこしやす京の女将さん 京都新聞社編 2001 K1||672.162||Ky6||

京都駅発着列車 : JR西日本・JR

東海・近鉄・地下鉄
京都新聞出版センター編 2008 K1||686.216||Ky6||

おはようおかえりやす : 京都六
女将の魅せる和のおもてなし

早内 高士著/京都新聞出
版センター編

2013 K1||689.816||H49||

薫る公家文化 : 近衞家の陽明文
庫から

名和 修監修/河部 光男文/

井上 匠写真/京都新聞社
編

2008 K1||708.7||Ka91||

美を伝える : 京都国立博物館文
化財保存修理所の現場から

京都国立博物館編 2011 ||709.1||Ky6||

美を超えて : 国宝 京・近江 井上 匠写真/河部 光男文 2009 K0||709.162||I57||

名画のなかの京都
久我 なつみ著/京都新聞
社編集

2006 K1||721||Ku21||

花ひらく琳派 : 琳派四百年記念
祭公式記録

京都新聞出版センター編 2016 K1||721.5||Ky6||

京都百景 : 平成版浮世絵 井堂 雅夫画 2009 K1||733.087||I19||

京都の子どもたち : 甲斐扶佐義
写真集

甲斐扶佐義著 2003 PK1||748||Ka21||

風の雅 : レンズ越しの京都
北奥耕一郎著/京都新聞社
編

2008 PK1||748||Ki72||

国の天然記念物深泥池 : 大都市
の中に

近藤博保著 2004 PK112||748||Ko73||

工芸の四季 : 愛しいものがある
生活

澤田美恵子, 中野仁人著 2013 ||750.21||Sa93||

京都でお仕立て 2010 K1||750.216||Ky6||

技を継ぐ : 21世紀の匠たち
京都新聞社編著/税田隆編
集

2001 K1||750.216||Ky6||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

織の四季 : 京の365日 藤井 健三著/佐藤 道子著 2005 K1||753.3||F57||

アス飯レシピ : みんなのスポー
ツライフを応援 : アスリートの
体をつくる、おうちごはん

山瀬理恵子著 2017 ||780.19||Y43||

イエローカードはぼくらの旗印 沢田 俊子著 2011 K1||783.47||Sa93||

京都の海釣り : 空撮ポイント :

敦賀湾・小浜湾・舞鶴・丹後半
島 最新版

2003 K4||787.13||Ky6||

茶の宇宙茶のこころ : 京の茶室-

待庵 湘南亭 表千家 裏千家 武者
小路千家 藪内家

京都新聞社編 2007 K1||791.6||Ky6||

おぼえておきたい京の名せりふ
高野 澄著/京都新聞出版
センター編集

2005 K1||816||Ta47||

折々の京ことば 堀井 令以知著 2009 K1||818.62||H88||

京ことばかるた : 洛中編

市田 ひろみ京ことば語り
/中川 眞監修/樂 和馬制作/

武部 宏子脚本/路地ヒル
ネイラスト

2008 K1||818.62||I13||

気軽に英語でおもてなしin

KYOTO
京都新聞出版センター編 2008 K1||837.8||Ky6||

指差し京都的中国語でおもてな
し

京都新聞出版センター編 2011 K1||827.8||Ky6||

京都文学散歩 京都新聞出版センター編 2006 K1||910.26||Ky6||

中西進と歩く百人一首の京都 中西 進著/京都新聞社編 2007 K1||911.147||N38||

もっと知りたい京都小倉百人一
首

冷泉 貴実子監修/京都新
聞出版センター編集

2006 K1||911.147||R25||

京都うた紀行 : 近現代の歌枕を
訪ねて

永田 和宏著/河野 裕子著/

京都新聞社編
2010 K1||911.16||N23||

京都・湖南の芭蕉
さとう 野火著/北山 冨士
夫ほか撮影

2014 K1||911.32||Sa85||

京都で読む徒然草 松村 栄子著 2010 K1S||914.45||Ma82||

本籍京都市 昭和ひと桁 : ふるさと
への想い 世代の証言

林田 庄治著 2004 K1||914.6||H48||

本籍京都市 昭和ひと桁 : ふるさ
とへの想い 世代の証言 改訂版

林田 庄治著 2004 K1||914.6||H48||

年ふりて 今井 幸代著 2003 K1||914.6||I43||

あんなぁよおぅききや : 京の言
の葉しにせの遺心伝心

玉置 半兵衛著 2003 K1||914.6||Ta78||

墨模様ふたりごと : 京都・茅葺
の山里で綴る

室谷 一柊著/室谷 朱琴著 2003 K333||914.6||Mu77||
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京都の出版社について調べる
タイトル 編著者名 出版者

出版年 請求記号

京都出版史 : 明治元年-昭和二
十年

京都出版史<戦後編>編纂委員
会編

日本書籍出版協会京
都支部/京都出版史刊
行会(発売)

1991 K0||023.162||Ky6||

京都出版史<戦後編> : 昭和20-

32年

京都出版史<戦後編>編纂委員
会編

日本書籍出版協会京
都支部

2000 K0||023.162||Ky6||

京都書肆変遷史 : 出版文化の源
流 : 江戸時代(1600年)～昭和二
十年(1945年)

京都書肆変遷史編纂委員会編/

時松 雅信監修

京都府書店商業組合

1994 K0||024.162||Ky6||

京の出版哲学 [京都新聞社編] [京都新聞社]

2006 K1||023.162||Ky6||

Kyoto書林探訪 [毎日新聞社編] [毎日新聞社]

2012 K1E||023.162||Ma31||

京都の出版社　2001 日本書籍出版協会京都支部編 日本書籍出版協会京
都支部

2000 K0||023.162||N71|

出版・書籍商人物情報大観 大久保 久雄監修 金沢文圃閣

2008 ||023.1||O54||

京阪書籍商史, 修正復刻版 蒔田 稲城著 臨川書店

1982 ||023.1||Ma37||

＜京都新聞出版センター＞について調べる
タイトル 編著者名 出版者

出版年 請求記号

京都新聞百年史 京都新聞社史編さん小委員会編 京都新聞社

1979 K1||070.67||Ky6||

京都新聞110年史 京都新聞創刊110年記念事業実
行委員会社史編さん部会編集

京都新聞社

1989 K1||070.67||Ky6||

京都新聞120年史 京都新聞創刊120年記念事業実
行委員会社史編さん部会編集

京都新聞社

1999 K1||070.67||Ky6||

＊京都新聞出版センターは2001年より京都新聞企画事業会社として発足。
　当リスト以外に京都新聞社発行の資料も多数所蔵しています。


