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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

同志社の一隅から 住谷 悦治著 1967 K||049||SU67||

堺利彦全集 第4巻 堺 利彦著/川口 武彦編 1980 河||093.1||SA29||

大正哲学史研究 船山 信一著 1965 河||093.1||F88||

抵抗権 (憲法研究所特集:4) 憲法研究所編集 1965 河||093.1||KE51||

河上肇 : マルクス経済学にいたるまでの軌

跡
小林 漢二著 1994 河||093.1||KO12||

河上肇『自叙伝』の世界 塩田 庄兵衛編 1984 河||093.1||SH77||

河上肇『貧乏物語』の世界 塩田 庄兵衛編 1983 河||093.1||SH77||

宗教法研究 第1輯 竜谷大学宗教法研究会編 1979 ||165.9||R98||1

宗教法研究 第2輯 竜谷大学宗教法研究会編 1981 ||165.9||R98||2

宗教法研究 第3輯 竜谷大学宗教法研究会編 1982 ||165.9||R98||3

宗教法研究 第4輯 竜谷大学宗教法研究会編 1983 ||165.9||R98||4

宗教法研究 第5輯 竜谷大学宗教法研究会編 1983 ||165.9||R98||5

宗教法研究 第6輯 竜谷大学宗教法研究会編 1985 ||165.9||R98||6

宗教法研究 第7輯 竜谷大学宗教法研究会編 1987 ||165.9||R98||7

宗教法研究 第8輯 竜谷大学宗教法研究会編 1987 ||165.9||R98||8

宗教法研究 第9輯 竜谷大学宗教法研究会編 1988 ||165.9||R98||9

宗教法研究 第10輯 竜谷大学宗教法研究会編 1990 ||165.9||R98||10

宗教法研究 第11輯 竜谷大学宗教法研究会編 1992 ||165.9||R98||11

宗教法研究 第12輯 竜谷大学宗教法研究会編 1993 ||165.9||R98||12

神道信仰と民衆・天皇制 藤谷俊雄著 1980 ||172||F67||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

西本願寺寺法と「立憲主義」 : 近代日本

の国家形成と宗教組織
平野 武著 1988 K151||188.75||H66||

過去の終焉 : 現代歴史学への提言
J.H.プラム [著]/鈴木 利章

訳
1975 Y||201||003173

日本古代天皇制の研究 石尾 芳久著 1969 ||213||I81||

史跡でつづる 古代の近江 岡田 精司編 1982 ||216.1||O38||

京都社会史研究 (同志社大学人文科学

研究所研究叢書:12)

同志社大学人文科学研究

所編
1971 K1||216.2||D88||

史跡でつづる京都の歴史 門脇 禎二編 1977 K0||216.2||Ka14||1

史跡でつづる京都の歴史 続 門脇 禎二編 1979 K0||216.2||Ka14||2

再びは来ることなし : 西村幸雄遺稿集
西村 幸雄 [著]/川本 八郎

編
1993 K1||289.1||N84||

回想の天野和夫

立命館大学「天野和夫先

生追悼文集」編集委員会

編

2002 K1||289.1||A43||

回想の武藤守一
回想の武藤守一刊行委員

会編
1986 K1||289.1||MU93-R||

成熟都市の研究 : 京都のくらしと町 仏教大学総合研究所編 1998 K1||302.16||B87||

文明・技術・人間 : 高度工業社会の現実

とその分析
後藤 邦夫著 1972 Y||304||003249

戦後日本思想と知識人の役割 (同志社

大学人文科学研究所研究叢書:49)
出原政雄編 2015 ||309.02||I99||

ハロルド・ラスキの政治思想 H・A・ディーン著/野村 博訳 1977 Y||311.23||012235||

都道府県出先機関の実証研究 : 自治体

間連携と都道府県機能の分析
水谷利亮, 平岡和久著 2018 ||318.18||Mi97||

地方自治とシビル・ミニマム (自治問題選

書:1)

池上 惇編/山下 健次編/

林 堅太郎編/京都自治問

題研究所編

1978 K0||318.2||KY6||

京都の地域力再生と協働の実践 新川 達郎編 2013 K0||318.262||N72||

京都市政公共経営と政策研究
村上 弘編/田尾 雅夫編/

佐藤 満編
2007 K1||318.262||Mu43||

平和と人権への情熱 : 田畑忍 その人と学

問
上田 勝美編/松下 泰雄編 1979 K1||320.28||TA11||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

法曹茶談 続 杉島 勇著 1982 K1||320.4||Su45||2

法曹鎖談 続々 杉島 勇著 1980 K1||320.4||Su45||3

日本古代法の研究 増補版 石尾 芳久著 1961 ||322.13||I81||

日本近代法と「村」の解体 武井 正臣 [ほか]共著 1965 ||322.19||N71||

住民の暮らしと憲法
天野 和夫編/[憲法改悪阻

止京都各界連絡会議編]
1978 K0||323.14||J94||

地域経済の構造と政策 竹内正巳著 1966 TN-V||332.9||TA67||

現代資本主義と国際通貨 増補版 松井 清編 1972 TNV||338.97||MA77||

日本の統計学 (市民教室:9) 大橋 隆憲著 1965 TN-III||350.12||O28||

変容する西陣の暮らしと町
仏教大学西陣地域研究会

編/谷口 浩司編
1993 K111||361.78||TA87||

地域のくらしと社会保障 小倉 襄二編/真田 是編 1978
TN-

V||364.08||G34||5

婦人の生涯と社会保障 坂寄 俊雄編/小倉 襄二編 1977
TN-

V||364.08||G34||1

高齢化社会と社会保障 角田 豊編/奈倉 道隆編 1978
TN-

V||364.08||G34||4

京のまちづくりと障害者

京都市社会福祉協議会編/

京都市民生児童委員連盟

編

1986 K1||369.27||KY6||

「18歳選挙権」時代のシティズンシップ教育

: 日本と諸外国の経験と模索

石田徹, 高橋進, 渡辺博明

編
2019 ||371.6||I72||

この子らと共に : 学童集団疎開の記録 太田 正二編著 1976 K32-1||372.10||O81||

個を伸ばす : みんながわかりひとりひとりが

生きる授業

佐伯 正一編/京都教育大

学教育学部附属京都小学

校編

1977 K112||375||SA14||

充実感を生み出す授業 : たのしい学習を

めざして

加藤 義和編/京都教育大

学教育学部附属京都小学

校編

1979 K112||375||KY6||

自ら学ぶ力を育てる : 個の学ぶ過程を大

切にする授業

京都教育大学教育学部附

属京都小学校編
1989 K112||375||KY6||

自ら学ぶ力を育てる 2
京都教育大学教育学部附

属京都小学校編
1991 K112||375||KY6||2
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

自己実現を可能にする教育 : 教科学習

の担うもの,共生学習の担うもの : 理論・

実践編 : 第18期研究

京都教育大学教育学部附

属京都小学校編
1995 K112||375||KY6||

輝く子 : 自ら求め,高め合う子を育てる授

業 [1]

京都教育大学教育学部附

属京都小学校編
1983 K112||375||KY6||1

輝く子 : 自ら求め,高め合う子を育てる授

業 2

京都教育大学教育学部附

属京都小学校編
1985 K112||375||KY6||2

輝く子 : 自ら求め,高め合う子を育てる授

業 3

京都教育大学教育学部附

属京都小学校編
1987 K112||375||KY6||3

大学の周辺 天野和夫著 1980 K1||377.21||A43||

未開家族の論理と心理
マリノウスキー [著]/青山 道

夫訳/有地 亨訳
1960 Y||389||015976

国民のための地学教育 : 郷土に根ざした

地質教育
亀井 節夫編著 1969 K0||450.7||KA34||

京都地学ガイド : 現地に見る京都五億年

の旅 第2版

地学団体研究会京都支部

編
1982 K0||450.91||C43||

新京都五億年の旅
地学団体研究会京都支部

編
1990 K0||455.162||C43||

京都地学ガイド : 現地に見る京都五億年

の旅

地学団体研究会京都支部

編
1979 K0||456.91||C43||

京都五億年の旅
地学団体研究会京都支部

編
1976 K0||456.916||C43||

哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類 (京都の

動物:1)
1986 K0||482.162||Ky6||1

魚・淡水生物・昆虫とクモ (京都の動

物:2)
1988 K0||482.162||Ky6||2

技術科学論 (世界の思想:14) 銭 学森 [著]/山田 慶児訳 1967 Y||504||013780

現代地域政策学 : 動態的で補完的な内

発的発展の創造
入谷貴夫著 2018 ||601.1||I64||

京都府における農地政策の展開と土地問

題

京都府農地行政史編纂委

員会編集
1981 MK0||611.23||KY6||

おこしやすの観光戦略 : 京都学の構築に

むけて
山上 徹編著 2001 K1||689.21||Y26||

京都観光学 山上 徹著 2000 K1||689.21||Y26||

京都観光学 改訂版 山上 徹著 2007 K1||689.21||Y26||
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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||

京都の出版社, '96 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

京都の出版印刷製本案内 京都出版印刷製本協力会編 京都出版印刷製本協力

会

京都出版関係綜合名簿 日本出版協会京都支部編 日本出版協会京都支部

＜法律文化社＞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

法律文化社

2008 K1||023.067||H89||

法律文化社

2008 K1||023.067||H89||

https://www.hou-bun.com/image/02sub/60_spring.pdf

https://www.hou-bun.com/image/02sub/60_autumn.pdf

法律文化社六〇年の歩み : 法律文

化社創立60周年記念冊子春号

法律文化社創設六〇年とこれから :

60周年記念冊子秋号

https://www.hou-bun.com/image/02sub/60_autumn.pdf
https://www.hou-bun.com/image/02sub/60_autumn.pdf
https://www.hou-bun.com/image/02sub/60_autumn.pdf

