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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

書中の天地 富士 正晴著 1976 Y||019.1||031202

8時02分発京都河原町行き急行 :

私の京都論 : 訪「城」記
西村 正信編著 1996 K1||049||N84||

◆

私の歩く道 : 随筆 小川 半次著 1979 K||049||O24||

浄土寺地域 (京都の神仏:その1) 1970 K1||175.962||KO12||

京の仏たち 中村 直勝著 1963 K1||180.4||N37||

銅鐸は生きている 徳力彦之助著 1972 Y||210.02||031420

古都千年物語 : 平安朝日誌九八

〇年代
槙野 廣造著 1997 K1||210.37||Ma35||

中村直勝日本史 第1冊 中村 直勝著 1965 ||211||N37||1

中村直勝日本史 第2冊 中村 直勝著 1965 ||211||N37||2

中村直勝日本史 第3冊 中村 直勝著 1967 ||211||N37||3

中村直勝日本史 第4冊 中村 直勝著 1971 ||211||N37||4

坂本竜馬 改訂増補版 川本 直水著 1968 ||215.8||SA32-K||

昭和三十年代湖国暮らしの表情 :

浅岡利三郎写真が語る

浅岡 利三郎撮影/

写真で見る昭和三

十年代の地域を研

究する会文・解説

2008 P||216.1||A88||

京の色彩 (立命館大学京都文化講

座「京都に学ぶ」:1)
2009 K1||216.2||R48||1

京の乱 (立命館大学京都文化講座

「京都に学ぶ」:2)
2009 K1||216.2||R48||2

京の荘厳と雅 (立命館大学京都文

化講座「京都に学ぶ」:3)
2009 K1||216.2||R48||3

京の生活 (立命館大学京都文化講

座「京都に学ぶ」:4)
2009 K1||216.2||R48||4

京の風土と景観 (立命館大学京都

文化講座「京都に学ぶ」:5)
2010 K1||216.2||R48||5

京の地宝と考古学 (立命館大学京

都文化講座「京都に学ぶ」:6)
2011 K1||216.2||R48||6

京の公家と武家 (立命館大学京都

文化講座「京都に学ぶ」:7)
2011 K1||216.2||R48||7

京の文化と藝術 (立命館大学京都

文化講座「京都に学ぶ」:8)
2012 K1||216.2||R48||8
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

水が語る京の暮らし : 伝説・名水・

食の文化
鈴木康久著 2010 K1||216.2||Su96||

アナウンサー武部宏と京の女たち 武部 宏著 1974 K0||281||TA58||

アナウンサー武部宏と京の女たち 続 武部 宏著 1976 K0||281||TA58||

選ばれた京都の顔20人 森川舟三著 1973 K0||281.62||Mo51||

京おんなの足あと 八尋 不二著 1978 K||281.9||Y16||

宥座の器 : グンゼ創業者波多野鶴

吉の生涯
四方洋著 1997 K36-1||289.1||H42||

百歳までの人生 糟谷幸造著 1971 K1||289.1||KA79||

珈琲の雫 辰巳幸三郎著 1982 K1||289.1||TA95|| ◆

江戸と京都　上 明田 鉄男著 1970 K1||291.62||A33||1

江戸と京都　下 明田 鉄男著 1971 K1||291.62||A33||2

幕末京都　上 明田 鉄男著 1967 K1||291.62||A33||1

幕末京都　下 明田 鉄男著 1967 K1||291.62||A33||2

乱世京都　上 明田 鉄男著 1969 K1||291.62||A33||1

乱世京都　下 明田 鉄男著 1969 K1||291.62||A33||2

カメラ京都ガイド
臼井喜之介,浅野

喜市共著
1964 K1S||291.62||A87||

現代っ子風土記 : 子供の目で見る

京都

「現代っ子風土記」

編集委員会編
1964 K1S||291.62||G34||

京を描く : 画文集 岩田 重義著 1996 K1||291.62||I97|| ◆

京を描く : 画文集 その2 岩田重義著 2014 K1||291.62||I97||2

古都往来 : 京の画文集 岩田 重義著 1992 K1||291.62||I97|| ◆

京洛維新風雲史 木俣 秋水著 1969 K1||291.62||KI31||

漫画・京都アンナイト 北村 ただし著 1964 K1.S||291.62||KI68||

京都ぷらっと日記 : イラストエッセイ 小酒句未果著 2013 K1||291.62||Ko82||

京都の女子大生が月刊京都から選

んだちょっとイケズな京都力てすと
2006 K1||291.62||Ky6||

京洛歳々 宮本 正雄著 1973 K1||291.62||MI77||

斜めに見る京都 中村 直勝著 1962 K1||291.62||N37||

京の道標 (京都ポケット叢書:13) 塩見 青嵐著 1966 K1S||291.62||SH74||

イラストマップ京都観光案内 白川書院制作 2002 K1||291.62||Sh83||

イラストマップ京都観光案内 白川書院制作 2004 K1||291.62||Sh83||

新撰京都名所図会 巻1 東山之部 竹村俊則著 1963 K1||291.62||Ta63||1
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

新撰京都名所図会 巻2 北山之部

西山之部
竹村俊則著 1959 K1||291.62||Ta63||2

新撰京都名所図会 巻3 洛中の部 竹村俊則著 1963 K1||291.62||Ta63||3

新撰京都名所図会 巻4 洛中の部2 竹村俊則著 1962 K1||291.62||Ta63||4

新撰京都名所図会 巻5 伏見地区

西山地区 山科醍醐地区
竹村俊則著 1963 K1||291.62||Ta63||5

新撰京都名所図会 巻6 宇治市 久

世郡 綴喜郡 相楽郡
竹村俊則著 1965 K1||291.62||Ta63||6

新撰京都名所図会 巻7 索引 竹村俊則著 1965 K1||291.62||Ta63||7

京を探る : 庶民の祈りを秘めて 辻 与一著 1971 K1||291.62||TS41||

京を探る 続 辻 与一著 1975 K1||291.62||TS41||2

京のかたち 柚木 伸一著 1973 K1||291.62||Y97||

西陣 (カメラ・シリーズ:1)
臼井 喜之介著/松

尾 弘子著
1963 K111||291.62||U95||

右と左と裏 : 暴れん坊記者が明かす

京都秘史
笹井 慈朗著 2002 K0||318.26||Sa73||

ドキュメント京都市政 : 次代を生きる

あなたに伝えたい
梶宏著 2002 K1||318.262||Ka22||

京都から京都へ : 京都の未来に向

けてのメッセージ
1990 K1||318.76||KY6||

◆

母 : 集団疎開学童の日々 徳野 博久著 1998 K423||372.106||To41||

京の女ごよみ : あんなあへえ
朝日新聞京都支

局編
1974 K1||382.1||A82||

漁村社会の生活慣習 上 益田 庄三著 1973 TN-V||384.1||MA66||1

漁村社会の生活慣習 下 益田 庄三著 1974 TN-V||384.1||MA66||2

京洛風流抄 石田 民三著 1973 K1||384.9||I72||

地図で歩く山鉾めぐり : 通りごとに訪

ねる山鉾35基 : 山鉾周辺マップ

2013

2013 K1||386.16||Sh83||

祇園祭のひみつ : コラムとクイズで解

き明かす
2008 K1||386.162||G47||

祇園祭のひみつ 改訂新版 (月刊京

都うんちくシリーズ)
白川書院編 2015 K1||386.162||G47||

京都祇園祭稚児・禿物語 : 日本の

夏絵巻こんちきちん 1996
白川書院編 1996 K1||386.162||Ky6||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

ふるさとの祭と行事 限定版 田中 緑紅著 1969 K1||386.81||TA84||

特集:むかしばなし (京都:11月号) 1975 K0||388.162||Ky6||

京のわらべ唄 相馬 大著 1967 K1S||388.91||SO36||

京のわらべうた 相馬 大著 1976 K1||388.91||So36||

橋の旅 小林 豊著 1976 Y||515.02||012238||

糸染七十五年史 京都糸染研究会 1969 K1||587.02||Ky6||

日毎の糧 : パンと歩んだ50年 進々堂編 1963 K1||588.3||SH69||

京名菓百撰
臼井 喜之介著/清

水 誠規著
1971 K1||588.3||U95||

伏見の酒 : 京の味
臼井 喜之介編/小

野 則秋 [ほか]執筆
1961 K17||588.52||U95||

文具と共に六十年 福田文太郎著 1964 K1||589.7||F74||

きもの美 : 服部和子きもの随想 服部 和子著 1979 K1||593.1||H44|| ◆

京都味覚散歩 臼井 喜之介著 1963 KS||596.04||U95||

新編京都味覚散歩 : 京のガイド 臼井喜之介著 1970 K1S||596.04||U95||

蕎麦と尾張屋 臼井 喜之介著 1968 K13||596.38||U95||

京の庭を歩く : 庭の思想 中村直勝著 1964 K1S||629.21||N37||

「植治の庭」を歩いてみませんか : 洛

翠庭園・無鄰菴庭園

11代小川治兵衛

監修
2004 K1||629.21||O24||

京の庭を巡る 重森 三玲著 1975 K1||629.21||Sh28||

日本庭園要説 長谷川 正海著 1977 Y||629.21||012546||

漁村社会の基礎構造 上 益田 庄三著 1970 TN-V||661.9||MA66||1

漁村社会の基礎構造 下 益田 庄三著 1972 TN-V||661.9||MA66||2

帯屋五十年 岡本慶三著 1956 K1||672.1||O42||

京の室町 西村 国三郎著 1979 K13||672.16||N84||

京のれん 京都府物産協会 1981 K1||673||KY6|| ◆

京都観光 : 40人の提言 三好克之 [著] 2017 K1||689.216||Mi91||

近江美術の表情 (近江文化叢

書:2)
徳永 真一郎著 1978 Y||702.1||011144

美術館・博物館 1999 K1||706.9||KY6||

亀岡百景 : 岩田重義の画文集 岩田 重義著 2005 K32-1||721.9||I97||

私の幼少時代 : 冬日帖 第1篇 杉本 哲郎著 1963 K1||721.9||SU38||

寺島紫明 : 孤高の美人画家 瀬川 与志著 1976 Y||721.9||011427||

京都書のある風景 米田 弥太郎著 1984 K1||728.8||Y82|| ◆
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

花鳥湖彩 : 美しき琵琶湖に映える

四季の自然美 : 酒井博写真集
酒井 博著 1997 P||748||SA29||

道頓堀 : 川 橋 芝居 三田 純市著 1975 ||774||MI56||

新劇はどこへ行ったか 三好 十郎著 1980 Y||775.1||012030|| ◇

マキノプロダクション・事始 瀬川 与志 [著] 1977 Y||778.21||011418||

流民烈伝 : 風のなかの旅人たち 朝倉 俊博著 1977 Y||779||011407

お茶の研究 佐伯太著 1948 ||791||SA14||

京の川 : 文学と歴史を歩く 河野 仁昭著 2000 K1||910.2||KO76||

文学散歩比叡山 渡辺 守順編 1963 K1.1S||910.2||W46||

京都の文学:1～11 神馬弥三郎 1969 K1||910.26||J52||

京の文学碑 西野 信明著 1971 K0||910.26||N85||

京都の明治文学 : 伝統の継承と変

革
河野 仁昭著 2007 K1||910.261||Ko76||

京都の大正文学 : 蘇った創造力 河野 仁昭著 2009 K1||910.262||Ko76||

受難の時代 (京都の昭和文学:1) 河野 仁昭著 2011 K1||910.263||Ko76||1

泣かぬ鬼父三好十郎 三好 まり著 1981 Y||910.268||012028|| ◇

叡山 : 短歌とカメラと 三品 千鶴著 1971 K1.1||911.168||MI53||

京都叙情 : 詩集 臼井 喜之介著 1972 K1||911.56||U95||

源氏物語の風土 (京都文学散

歩:1)
森本 茂著 1965 KS||913.36||MO55||1

源氏物語の風土 2(京都文学散歩) 森本 茂著 1968 KS||913.36||MO55||2

いのちの川 : 琵琶湖疏水物語 山田 正三著 1974 K1.9||913.6||Y19||

小説本願寺 山田 正三著 1973 K151||913.6||Y19||

京おんなの京 富士谷 あつ子著 1973 K||914.6||F67||

京都の詩情 平野 威馬雄著 1964 K1S||914.6||H66||1

京都の詩情　第2 平野 威馬雄著 1965 K1S||914.6||H66||2

京都の詩情　第3 平野 威馬雄著 1966 K1S||914.6||H66||3

新編随筆京都 臼井 喜之介編 1960 K1||914.6||U95||

京洛風流抄 (京都叢書:第5) 山田 一夫著 1961 K||914.6||Y19||

西山文学へのいざない 楊枝 憲二著 1990 K24||914.6||Y73|| ◆

好き放題 八尋 不二 [著] 1977 Y||914.6||011398

知識人は信頼できるか 三好 十郎著 1980 Y||914.6||012029|| ◇

北山杉の里 相馬 大 [著] 1977 K161||915.6||SO36||

◆白川書院新社刊、◇東京白川書院刊
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【雑誌】

タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号

所蔵巻号 備考

京都（月刊京都） 白川書院編 白川書院 1950- ||キヨウ||K||

1号(昭25)～147, 149～151, 153～

555, 557号(平9.12)～

誌名変更:京都 観光と

美術→東京と京都(38号

-)→京都(218号-)

詩季 白川書院編 白川書院
1969-

1978
||シキ||K||

15(昭44)～18, 20～22, 41号(昭53)

　白川書院編集

京都御苑ニュース 白川書院編
国民公園協

会京都御苑
1984- E||キヨウ||K||

1(昭59)～21, 27号～39号, 41号, 43

号, 45号(平7)～

京曼陀羅 白川書院新社編
京都府観光

連盟

1992-

1996
||キヨウ||K||

1(平4)～14号(平8) 以後「京都」に吸収

日本の老舗 白川書院編
日本老舗百

店会

1964-

2017
||ニホン||K||

1集(昭39)～14,18,26,32,34,75～

115,117,121～135,137～151,252,

254,255,257,260,262～264,268,

270,281,286,287,290,292,299,301,

302,304,306,308～311,313,314集

(平29)

「月刊京都」は京の記憶アーカイブ（http://www.archives.kyoto.jp/）の京都雑誌記事論文で記事の一部

(218号(1969.05)-400号(1984.11))が検索ができます。
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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||


