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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

アーカイブズの構造認識と編成記述 国文学研究資料館編 2014 ||018.09||Ko45||

龍谷大学善本叢書 太平記ほか 21冊
1981-

2010
||081||R98||

徳川黎明会叢書　全11巻
1985-

1994
||081||TO36||1-12

実学史研究 1 実学資料研究会編 1984 Y||121.5||019559

京都町衆伊藤仁斎の思想形成 三宅 正彦著 1987 K1||121.56||I89-M||

神仏習合の歴史と儀礼空間 嵯峨井 建著 2013 ||162.1||Sa15||

神名の語源辞典 志賀 剛著 1989 ||175.2||SH27||

神社史料研究会叢書 1-5
1998-

2005
||175.7||KA57||　ほか

大阪天満宮史の研究 第[1]-2集 大阪天満宮史料室編
1991-

1993
||175.96||O73||1-2

上賀茂のもり・やしろ・まつり
大山喬平監修/石川登

志雄[ほか]編
2006 K112||175.962||O95||

神々の酒肴湖国の神饌
中島誠一, 宇野日出生

著
1999 ||176.5||N34||

仏教の日本的土着 古田 紹欽著 1993 ||180.4||F94||

仏教思想と浄土教 水谷 幸正著 1998 ||181||MI97||

仏教考古学論攷　1-6
1977-

1978
||182.1||I72||1-6

老僧が語る京の仏教うらおもて 五十嵐 隆明著 2013 K1||182.16||I23||

黄檗版大蔵経刊記集 影印 大槻幹郎,松永知海編 1994 ||183.03||E37||

幕藩権力と寺院・門跡 杣田 善雄著 2003 ||185.1||So36||

中世後期の寺社と経済 鍛代 敏雄著 1999 ||185.6||KI64||

中世寺院社会の研究 下坂 守著 2001 ||185.91||Sh54||

京都実相院門跡 宇野日出生編集 2016 K12||188.45||U77||

中世東寺と弘法大師信仰 橋本 初子著 1990 K152||188.55||H38||

安祥寺資財帳 影印 (京都大学史料叢

書:17)

京都大学文学部日本

史研究室編
2010 K142||188.55||Ky6||

高雄山神護寺文書集成
坂本亮太, 末柄豊, 村

井祐樹編
2017 K161||188.55||Sa32||

住心院文書
首藤善樹, 坂口太郎,

青谷美羽編
2014 K12||188.595||Sh99||

西山浄土教の基盤と展開 五十嵐 隆幸著 2010 ||188.61||I23||

念仏の時空論考 菅田 祐凖著 2003 ||188.61||Su26||

法然伝と浄土宗史の研究 中井 真孝著 1994 ||188.62||N34||

古代・中世の浄土教信仰と文化 西田 円我著 2000 ||188.62||N81||

法然伝承と民間寺院の研究 平 祐史著 2011 ||188.65||Ta23||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

永観『往生講式』の研究 : 影印・訓訳養

福寺蔵本『往生講私記』
五十嵐隆幸著 2016 ||188.66||I23||

日本の社会と真宗 千葉 乗隆編 1999 K0||188.72||C42||

中世文化と浄土真宗
今井雅晴先生古稀記念

論文集編集委員会編
2012 ||188.72||I43||

蓮如上人研究 蓮如上人研究会編 1998 ||188.72||R27||

仏光寺の歴史と信仰 平松 令三責任編集 1989 K151||188.75||B87||

可睡斎史料集 第1-5巻
1989-

1998
||188.8||KA79||1-5

禅語辞典 古賀 英彦編著 1991 ||188.8||Ko24||

禅学論攷 : 山田無文老師喜寿記念 禅文化研究所編 1977 ||188.8||Z3||

隔蓂記総索引 : 人名・事項・社寺名・地名 『隔蓂記』研究会編 2006 ||188.82||H89||

関山慧玄と初期妙心寺 加藤 正俊著 2006 K161||188.82||Ka59||

正法山六祖伝訓註 荻須 純道 [註]著 1979 K161||188.82||O25||

黄檗文化人名辞典 大槻幹郎 [ほか]編著 1988 ||188.82||O89||

竜宝山大徳禅寺世譜 増補 平野 宗浄校訂 1979 K112和||188.82||R98

禅宗文化史の研究 桜井 景雄著 1986 ||188.82||Sa47||

曹洞宗の地域的展開 鈴木 泰山著 1993 ||188.82||SU96||

五山禅林宗派図 玉村 竹二著 1985 ||188.82||Ta78||

一休派の結衆と史的展開の研究 矢内 一磨著 2010 ||188.82||Y54||

天龍寺文書の研究 原田 正俊編 2011 K161||188.85||H32||

西山地蔵院文書 (京都大学史料叢書)
京都大学文学部日本

史研究室編
2015 K162||188.85||Ky6||

相国寺史料 第1-10巻,別巻
1984-

1997

K111||188.85||Sh96||

1-11

東福寺誌 白石 虎月編纂 1979 K141||188.85||To19||

本能寺史料 全6巻
藤井学, 波多野郁夫編

著

1996-

2006
K13||188.95||H88||

新島襄の師友たち : キリスト教界における

交流
本井康博著 2016 K1||198.321||Mo84||

アメリカン・ボード200年 : 同志社と越後に

おける伝道と教育活動
本井 康博著 2010 K1||198.37||Mo84||

歴史の地層から 河野 健二著 1990 Y||204||031096

視覚の一九世紀 : 人間・技術・文明 横山 俊夫編 1992 Y||209.6||061821||

禁裏・公家文庫研究 第1-6輯 田島公編
2003-

2017
||210.029||Ta26||1-6

中世アーカイブズ学序説 上島有著 2015 ||210.029||U38||

日本古代文書研究 渡辺 滋著 2014 ||210.029||W46||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

公家と武家 [1]-4 笠谷 和比古編
1995-

2008
||210.04||Ku21||1-4

日本国家の史的特質 近世・近代
朝尾直弘教授退官記

念会編
1995 ||210.04||N71||

日本国家の史的特質 古代・中世
大山喬平教授退官記

念会編
1997 ||210.04||N71||

日本社会の史的構造 近世・近代
朝尾直弘教授退官記

念会編
1995 ||210.04||N71||

日本社会の史的構造 古代・中世
大山喬平教授退官記

念会編
1997 ||210.04||N71||

交錯する知 : 衣装・信仰・女性 武田佐知子編 2014 ||210.04||Ta59||

今村家文書史料集 上・下巻 今村家文書研究会編 2015 K141||210.088||I44||

鹿王院文書の研究 鹿王院文書研究会編 2000 K161||210.088||R63||

日本古代即位儀礼史の研究 加茂 正典著 1999 ||210.091||KA41||

文化史学の挑戦 笠井 昌昭編 2005 ||210.12||Ka72||

岡田章雄著作集 1-6
1983-

1984
||210.18||O38||1-6

対外関係と文化交流 田中 健夫著 1982 ||210.18||TA84||

日本古代国家の展開 上･下巻 門脇 禎二編 1995 ||210.3||KA14||1-2

古代・中世の政治と文化 井上満郎, 杉橋隆夫編 1994 ||210.3||KO17||

古代太上天皇の研究 中野渡俊治著 2017 ||210.3||N39||

律令国家の展開と地域支配 西別府 元日著 2002 ||210.3||N81||

日本古代典籍史料の研究 鹿内 浩胤著 2011 ||210.3||Sh33||

続日本紀の世界 : 奈良時代への招待 中村 修也編著 1999 ||210.3||Sh96||

「大化改新」史論 上・下 門脇 禎二著 1991 ||210.34||KA14||1-2

奈良朝人物列伝 林 陸朗著 2010 ||210.35||H48||

日本古代宮廷社会の研究 滝浪 貞子著 1991 ||210.35||TA73||

中世史料学叢論 藤本 孝一著 2009 ||210.36||F62||

平安京とその時代 朧谷壽, 山中章編 2009 K1||210.36||H51||

仁明朝史の研究 : 承和転換期とその周辺
角田 文衞監修/古代

學協會編
2011 ||210.36||Ko17||

今昔物語集の人々 : 平安京篇 中村 修也著 2004 K1||210.36||N37||

平安時代貿易管理制度史の研究 渡邊 誠著 2012 ||210.36||W46||

古記録と日記 上・下巻 山中 裕編 1993 ||210.36||Y34||1-2

平安時代の古記録と貴族文化 山中 裕著 1988 ||210.36||Y34||

御堂関白記全註釈 山中 裕編
2003-

2012
||210.37||F68||1-13

王朝千年記 : 平安朝日誌九九〇年代 槙野 広造著 2001 K1||210.37||Ma35||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

藤原道長事典 : 御堂関白記からみる貴族

社会
大津透, 池田尚隆編 2017 ||210.37||O87||

『親信卿記』の研究
佐藤宗諄先生退官記念

論文集刊行会編
2005 ||210.37||Sa85||

摂関時代文化史研究 関口 力著 2007 ||210.37||Se27||

荘園制成立史の研究 川端 新著 2000 ||210.38||Ka91||

院政期政治史研究 元木 泰雄著 1996 ||210.38||MO85||

中世前期女性院宮の研究 山田 彩起子著 2010 ||210.38||Y19||

兵範記人名索引 兵範記輪読会編 2007 ||210.39||Ta23||

平氏政権の研究 田中 文英著 1994 ||210.39||TA84||

中世寺領荘園と動乱期の社会 熱田 公著 2004 ||210.4||A95||

京都文化の伝播と地域社会 源城 政好著 2006 K0||210.4||G34||

日本中世の領主一揆 呉座勇一著 2014 ||210.4||G74||

日本中世の社会と寺社 細川 涼一著 2013 ||210.4||H94||

日本中世の王権と権威 伊藤 喜良著 1993 ||210.4||I89||

中世公家領の研究 金井 静香著 1999 ||210.4||KA44||

南都寺院文書の世界 勝山 清次編 2007 ||210.4||Ka88||

中世京都文化の周縁 川嶋 将生著 1992 K1||210.4||Ka97||

中世都市共同体の研究 小西 瑞恵著 2000 ||210.4||Ko75||

日本中世の民衆・都市・農村 小西瑞恵著 2017 ||210.4||Ko75||

荘園公領制の成立と内乱 工藤 敬一著 1992 ||210.4||KU17||

東寺百合文書 1-12 京都府立総合資料館編
2004-

2016
||210.4||Ky6||1-12

中世民衆生活史の研究 (思文閣史学叢

書)
三浦 圭一著 1984 ||210.4||Mi67||

中世村落の景観と環境 : 山門領近江国

木津荘
水野 章二編 2004 ||210.4||Mi96||

中世京都の空間構造と礼節体系 桃崎 有一郎著 2010 K1||210.4||Mo27||

中世の契約社会と文書 村石 正行著 2013 ||210.4||Mu42||

中世畿内における都市の発達 永島 福太郎著 2004 ||210.4||N22||

中世・近世の村と地域社会 西村 幸信著 2007 ||210.4||N84||

中世荘園の世界 : 東寺領丹波国大山荘 大山 喬平編 1996 K374||210.4||O95||

中世寺院社会と民衆 : 衆徒と馬借・神

人・河原者
下坂守著 2014 ||210.4||Sh54||

東寺廿一口供僧方評定引付 第1-2巻
伊藤俊一, 近藤俊彦,

富田正弘編

2002-

2003
||210.4||To27||1-2

東寺百合文書を読む 上島 有 [ほか]編 1998 ||210.4||To27||

東寺文書と中世の諸相 東寺文書研究会編 2011 ||210.4||To27||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

中世長崎の基礎的研究 外山 幹夫著 2011 ||210.4||To79||

東寺・東寺文書の研究 上島 有著 1998 ||210.4||U38||

周縁文化と身分制
脇田晴子, マーチン・コ

ルカット, 平雅行編
2005 ||210.4||W33||

日本中世の政治権力と仏教 湯之上 隆著 2001 ||210.4||Y98||

玉蕊 今川文雄校訂 1984 ||210.42||Ku26||

鎌倉時代の朝幕関係 森 茂暁著 1991 ||210.42||MO45||

後鳥羽院政の展開と儀礼 谷 昇著 2010 ||210.42||Ta87||

鎌倉時代の権力と制度 上横手 雅敬編 2008 ||210.42||U97||

在京大名細川京兆家の政治史的研究 浜口 誠至著 2014 ||210.46||H23||

室町幕府管領施行システムの研究 亀田 俊和著 2013 ||210.46||Ka33||

室町幕府文書集成 奉行人奉書篇 上・下 今谷明, 高橋康夫編 1986 ||210.46||Mu74||1-2

室町幕府の東国政策 杉山一弥著 2014 ||210.46||Su49||

戦国大名佐々木六角氏の基礎研究 村井 祐樹著 2012 ||210.47||Mu41||

織豊期主要人物居所集成 藤井 讓治編 2011 ||210.48||F57||

織豊期主要人物居所集成 第2版 藤井讓治編 2016 ||210.48||F57||

本能寺と信長 藤井 学著 2003 K1||210.48||F57||

住友の歴史 上・下巻
朝尾 直弘監修/住友

史料館編集

2013-

2014
||210.5||A88||1-2

近世史小論集 : 古文書と共に 藤井 讓治著 2012 ||210.5||F57||

朝鮮通信使の研究 李 元植著 1997 ||210.5||I91||

近世京都の都市と民衆 鎌田 道隆著 2000 K1||210.5||Ka31||

徳川社会と日本の近代化 笠谷和比古編 2015 ||210.5||Ka73||

阿蘭陀宿海老屋の研究 1-2 片桐一男著 1998 K1||210.5||Ka82||1-2

幕藩制国家の成立と対外関係 加藤 栄一著 1998 ||210.5||KA86||

近世社会と知行制
J.F.モリス, 白川部達夫,

高野信治共編
1999 ||210.5||KI46||

近世日本の儒教と文化 衣笠 安喜著 1990 ||210.5||KI47||

近世大名のアーカイブズ資源研究 : 松代

藩・真田家をめぐって
国文学研究資料館編 2016 ||210.5||Ko45||

幕藩政アーカイブズの総合的研究 国文学研究資料館編 2015 ||210.5||Ko45||

日本近代の成立と展開
梅渓昇教授退官記念

論文集刊行会編
1984 ||210.5||N71||

日本近世染織業発達史の研究 貫 秀高著 1994 ||210.5||Ts83||

大坂蔵屋敷の建築史的研究 植松清志編著 2015 ||210.5||U41||

飛脚問屋井野口屋記録 第1-4巻 (大阪

経済大学日本経済史研究所史料叢書)
渡辺忠司, 徳永光俊編

2001-

2004
||210.5||W46||1-4

日蘭交渉史の研究 金井 円著 1986 Y||210.5||019217||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

徳川将軍家領知宛行制の研究 藤井 讓治著 2008 ||210.52||F57||

寛永文化のネットワーク : 『隔蓂記』の世

界
岡 佳子, 岩間 香編 1998 K1||210.52||Ka52||

一八世紀日本の文化状況と国際環境 笠谷 和比古編 2011 ||210.55||Ka73||

稽徴録 : 京都守護職時代の会津藩史料

(大阪経済大学日本経済史研究所史料叢

書)

家近 良樹編 1999 K1||210.58||I21||

松平春岳未公刊書簡集 伴 五十嗣郎編 1991 ||210.58||Ma74||

明治維新期の政治文化 佐々木 克編 2005 ||210.58||Sa75||

幕末期の老中と情報 : 水野忠精による

風聞探索活動を中心に
佐藤 隆一著 2014 ||210.58||Sa85||

西洋化の構造 : 黒船・武士・国家 園田 英弘著 2000 ||210.58||SO45||

シーボルトと鎖国・開国日本 宮崎 道生著 1997 ||210.59||MI88||

近代日本と幕末外交文書編纂の研究 田中 正弘著 1998 ||210.59||TA84||

近代医療のあけぼの : 幕末・明治の医事

制度
青柳 精一著 2011 ||210.6||A57||

近代化の推進者たち : 留学生・お雇い外

国人と明治

アーダス・バークス編/梅

渓 昇監訳
1990 ||210.6||B92||

岩倉具視関係史料 上・下 佐々木克 [ほか] 編 2012 ||210.6||I93||1-2

近代日本の歴史都市 : 古都と城下町 高木 博志編 2013 K1||210.6||Ki42||

憲政常道と政党政治 : 近代日本二大政

党制の構想と挫折
小山俊樹著 2012 ||210.6||Ko97||

条約改正交渉史 : 1887～1894 大石 一男著 2008 ||210.6||O33||

日本近代化の諸相 梅渓 昇著 1984 ||210.6||U73||

吉田清成関係文書 1-6 (京都大学史料

叢書:10-15)

吉田清成関係文書研

究会編集・解説

1993-

2016
||210.6||Y86||1-6

明治文化と西洋人 : 重久篤太郎著作集 重久 篤太郎著 1987 Y||210.6||019762

明治初年真宗門徒大決起の研究 三上 一夫著 1987 ||210.61||MI21||

中華民国の誕生と大正初期の日本人 曽田 三郎著 2013 ||210.69||So15||

万象録 : 高橋箒庵日記 巻1-7
1986-

1990
Y||210.69||001148

日中戦争についての歴史的考察 明石 岩雄著 2007 ||210.74||A32||

原田伴彦著作集:1-7,別巻
1981-

1982
||210.8||H32||1~A-1

京都大学文学部博物館の古文書:第1-

12輯

1987-

1994
E||210.88||KY6||1-12

ザ・ヤトイ : お雇い外国人の総合的研究 1987 ||216||Z1||

近江の歴史と文化 木村 至宏編 1995 ||216.1||KI39||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

近世琵琶湖水運の研究 杉江 進著 2011 ||216.1||Su33||

「洛中洛外」の社会史 川嶋 将生著 1999 K1||216.2||Ka97||

京都冷泉町文書 第1-6巻,別巻
京都冷泉町文書研究

会編

1991-

2000
K13||216.2||Ky6||1-7

京都・大枝の歴史と文化 村井 康彦編 1991 K162||216.2||Mu41||

京都の都市共同体と権力 仁木 宏著 2010 K1||216.2||N73||

丹後地域史へのいざない 上田 純一編 2007 K4||216.2||U32||

八瀬童子 : 歴史と文化 宇野 日出生著 2007 K12||216.2||U77||

京都の歴史災害 吉越昭久, 片平博文編 2012 K1||216.2||Y89||

日本古代都市史研究 : 古代王権の展

開と変容
堀内 明博著 2009 K1||216.203||H89||

中世京都の都市と宗教 河内 将芳著 2006 K1||216.204||Ka98||

中世京都の民衆と社会 河内 将芳著 2000 K1||216.204||Ka98||

京都中世都市史研究 高橋 康夫著 1983 K1||216.204||Ta33||

近世の禁裏と都市空間 岸 泰子著 2014 K1||216.205||Ki56||

京都雑色記録 1-3 (京都大学史料叢

書:7-9)

京都大学文学部日本

史研究室編

2003-

2012

K1||216.205||Ky6||1-

3

近世の公家社会と京都 : 集住のかたちと

都市社会
登谷伸宏著 2015 K1||216.205||To78||

近代京都研究
丸山宏, 伊從勉, 高木

博志編
2008 K0||216.206||Ki42||

みやこの近代
丸山宏, 伊從勉, 高木

博志編
2008 K1||216.206||Ma59||

近代日本と地域振興 : 京都府の近代 高久 嶺之介著 2011 K0||216.206||Ta38||

文人世界の光芒と古都奈良 : 大和の生

き字引・水木要太郎

久留島浩, 高木博志,

高橋一樹編
2009 ||216.5||Mi95||

近世都市和歌山の研究 三尾 功著 1994 ||216.6||MI48||

歴史とアイデンティティ : 日本とドイツにとって

の1945年
山口定, R.ルプレヒト編 1993 ||217.6||R25||

名家伝記資料集成 第1-5巻
森繁夫編/中野荘次補

訂
1984 ||281.031||MO45||1-5

佐々木六角氏の系譜 : 系譜学の試み 佐々木 哲著 2006 ||288.2||Sa75||

角倉一族とその時代 森洋久編 2015 K0||288.3||Su63||

魚雁集 : 細川家に残っている手紙 細川 護貞著 1990 Y||288.3||002561||

宸翰英華 : 別篇北朝 図版篇・解説篇 宸翰英華別篇編修会編 1992 ||288.4||TE25||1-2

近代古墳保存行政の研究 尾谷 雅比古著 2014 ||288.46||O84||

歴史のなかの天皇陵 高木博志, 山田邦和編 2011 ||288.46||Ta29||

幕末維新期の陵墓と社会 上田 長生著 2012 ||288.46||U32||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

北垣国道日記「塵海」 塵海研究会編 2010 K0||289.1||Ki63||

新島襄を語る 1-10,別巻1-4 本井 康博著
2005-

2014
K1||289.1||N72||

新島襄の交遊 : 維新の元勲・先覚者たち 本井 康博著 2005 K1||289.1||N72||

新島八重と夫、襄 : 会津・京都・同志社

増補改訂

早川 廣中, 本井 康博

著
2012 K1||289.1||N72-H||

理想と現実 : 冷泉家ご先祖さまはえらかっ

た (円山応挙論:附録)
冷泉為人著 2017 K1||289.1||R25||

鍼の道 : 一内科医の青春　[正]・続 高島 文一著
2004-

2005
K0||289.1||Ta54||

吉田光邦両洋の人
吉田光邦追想文集刊

行会編
1993 K1||289.1||Y86||

箕作阮甫の研究 蘭学資料研究会編 1978 Y||289.1||010808||

水谷仁三郎伝 : 一古美術商の生涯 田中 周二編 1991 Y||289.1||034502||

緒方洪庵と適塾生 梅渓 昇著 1984 Y||289.1||060629

京都療病院お雇い医師ショイベ : 滞日書

簡から

森本武利編著/酒井謙

一訳
2011 K0||289.3||Sc2||

大地へのまなざし : 歴史地理学の散歩道 金田章裕著 2008 ||290.18||Ki42||

日本近世地誌編纂史研究 白井 哲哉著 2004 ||291||Sh81||

京都源氏物語地図
紫式部顕彰会編纂/角

田 文衞監修
2007 K1||291.62||Mu56||

伏見学ことはじめ
聖母女学院短期大学

伏見学研究会編
1999 K17||291.62||Se17||

野中広務 : 素顔と軌跡 海野謙二編著 2002 K0||312.1||N95||

天皇親政 : 明治期の天皇観 坂田 吉雄著 1984 Y||312.1||040640

明治期外国人叙勲史料集成 影印 第1

巻-5,別巻
梅渓昇編 1991 ||317.5||U73||1-6

条約改正と英国人ジャ-ナリスト
樋口次郎,大山瑞代編

著
1987 Y||319.1||019430||

経済史文献解題 1996年版-2001年版
日本経済史研究所経済

史文献編集委員会編

1997-

2002
||332||KE29||

日本法制史論集 : 牧健二博士米寿記念
牧健二博士米寿記念日

本法制史論集刊行会編
1980 ||322.1||N71||

住友史料叢書:[1]-[5]
1985-

1989

Y||332.105||001665-

001669

先学追慕 宮本 又次著 1982 Y||331.21||033270

京都企業の光と陰 : 成長・衰退のメカニズ

ムと再生化への展望

日夏 嘉寿雄, 今口 忠

政編著
2000 K1||335.216||H61||

散所・声聞師・舞々の研究
世界人権問題研究セン

ター編
2004 K1||361.86||Se22||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

近代日本の都市社会政策とマイノリティ 杉本弘幸著 2015 K1||364.1||Su38||

京都の女性史
京都橘女子大学女性

歴史文化研究所編
2002 K0||367.216||Ky6||

近代京都の施薬院 八木聖弥著 2013 K1||369.91||Y15||

教科書国定化をめぐって 梶山 雅史 [著] 1981 Y||372.1||050653

京都府の教育史 衣笠 安喜編著 1983 K0||372.162||Ki47||

三高の見果てぬ夢 : 中等・高等教育成立

過程と折田彦市
厳 平著 2008 K1||376.48||G34||

近代日本高等教育体制の黎明 : 交錯

する地域と国とキリスト教界
田中 智子著 2012 K0||377.216||Ta84||

同志社女学校史の研究 宮澤 正典著 2011 K1||377.3||Mi89||

花洛(みやこ)のモード : きものの時代 京都国立博物館編 2001 K1||383.1||Ky6||

古代日本の衣服と交通 : 装う王権つなぐ

道
武田佐知子著 2014 ||383.1||Ta59||

地域名菓の誕生 橋爪伸子著 2017 ||383.81||H38||

京料理の文化史 上田純一編 2017 K0||383.816||U32||

中世蹴鞠史の研究 : 鞠会を中心に 稲垣 弘明著 2008 ||384.8||I52||

祭りのしつらい : 町家とまち並み
岩間 香, 西岡 陽子編

集/京極 寛写真
2007 ||386.1||Ma86||

まち祇園祭すまい : 都市祭礼の現代 谷直樹, 増井正哉編 1994 K1||386.16||Ma16||

描かれた祇園祭 : 山鉾巡行・ねりもの研究 八反裕太郎著 2018 K1||386.162||H43||

祇園祭の中世 : 室町・戦国期を中心に 河内 将芳著 2012 K1||386.162||Ka98||

京都 芸能と民俗の文化史 山路 興造著 2009 K1||386.162||Y26||

京の民間医療信仰 : 安産から長寿まで 奥沢 康正著 1991 K1||387||O58||

外国人のみたお伽ばなし : 京のお雇い医

師ヨンケルの『扶桑茶話』

ヨンケル [著]/奥沢 康

正訳
1993 K1||388.1||L25||

大坂蘭学史話 中野 操著 1979 Y||402.105||014451||

近代西洋文明との出会い 杉本 勲編 1989 Y||402.105||015611||

京都大地震 : 文政13年の直下型地震に

学ぶ
三木 晴男著 1979 K0||453.216||Mi24||

医学序説
ヘンリー・E・ジゲリスト著

/高山 坦三訳
1981 Y||490||014014

典医の歴史 山田 重正著 1980 ||490.21||Y19||

図説・日本医療文化史 宗田 一著 1989 YE||490.21||001357

江馬家来簡集 江馬文書研究会編 1984 Y||490.21||010237||

近代日本の医学 : 西洋医学受容の軌跡 阿知波 五郎著 1982 Y||490.21||014027

究理堂所蔵京都小石家来簡集 小石家文書研究会編 2017 K1||490.216||Ko33||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

京都の医学史 [本篇],資料篇
京都府医師会医学史

編纂室編集
1980 K0||490.216||Ky6||

京の医史跡探訪 杉立 義一著 1984 K0||490.216||SU47||

京の医史跡探訪 増補版 杉立 義一著 1991 K1||490.216||Su47||

蘭学の背景 石田 純郎編著 1988 Y||490.235||014469||

都市文化と東洋医学
マーガレット・ロック著/中

川 米造訳
1990 K1||490.9||L77||

鍼灸医学序説 高島 文一著 1988 Y||492.7||013076||

緒方洪庵の「除痘館記録」を読み解く
緒方洪庵記念財団除

痘館記念資料室編
2015 ||493.82||O23||

医療の社会史 : 生・老・病・死
京都橘大学女性歴史

文化研究所編
2013 ||498.02||Ky6||

松岡恕庵本草学の研究 太田 由佳著 2012 K1||499.9||O81||

京の鴨川と橋 : その歴史と生活 門脇禎二, 朝尾直弘編 2001 K1.7||515.02||Ka14||

京都高瀬川 : 角倉了以・素庵の遺産 石田 孝喜著 2005 K1||517.6||I72||

水系都市京都 : 水インフラと都市拡張 小野芳朗編著 2015 K1||517.6||O67||

京・近江・丹後大工の仕事 : 近世から近

代へ
建部 恭宣著 2006 K0||520.921||Ta94||

大工頭中井家建築指図集 : 中井家所

蔵本
谷 直樹編 2003 K0E||521.5||Ta87||

中井家大工支配の研究 谷 直樹著 1992 K1||521.5||Ta87||

京都近代の記憶 : 場所・人・建築 中川理著 2015 K0||521.6||N32||

都道府県庁舎 : その建築史的考察 石田 潤一郎著 1993 ||521.8||I72||

近世妙心寺建築の研究 平井 俊行著 2013 K161||521.818||H64||

春秋京大和翠紅館 2009 K141||521.818||Sh99

近世復古清涼殿の研究 島田 武彦著 1987 K111||521.82||SH36||

近世京都の町・町家・町家大工 日向 進著 1998 K1||521.86||H99||

茶の湯空間の近代 : 世界を見据えた和風

建築
桐浴邦夫著 2018 ||521.863||Ki54||

近世上方大工の組・仲間 川上 貢著 1997 K1||525.54||Ka94||

水車の技術史 出水 力著 1987 Y||534.32||000997||

紙 : 昨日・今日・明日 : 日本・紙アカデ

ミー25年の軌跡
日本・紙アカデミー編 2013 K0||585.06||N71||

紙 : 七人の提言 日本・紙アカデミ-編 1992 Y||585.6||061825

紙と文明 吉田 光邦著 1992 Y||585.6||061944

西陣史 佐々木信三郎著 1980 K1||586.721||Sa75||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

老舗に学ぶ京の衣食住 (佛教大学四条セ

ンター叢書:5)
西岡 正子編 2013 K1||602.162||Sh62||

明治初期の京都博覧会 丸山 宏著 1986 K1||606.9||MA59||

図説万国博覧会史 : 1851-1942 吉田 光邦編 1985 Y||606.9||000863||

万国博覧会の研究 吉田 光邦編 1986 Y||606.9||018078||

木のはなし [正] 満久 崇麿著 1983 Y||657||014300||

三木金物問屋史料 永島 福太郎編 1978 Y||672.164||010817

広告の夜明け : 大阪・萬年社コレクション

研究
竹内幸絵, 難波功士編 2017 ||674.4||Ta67||

近世日蘭貿易史の研究 鈴木 康子著 2004 ||678.21||Su96||

日本仏教美術史研究　[正],続,続々 中野 玄三著
1984-

2008
||702.09||N39||1-3

中世考古美術と社会 難波田 徹著 1991 ||702.09||N48||

仏教説話の美術 奈良国立博物館編 1996 E||702.09||N51||

美術史を愉しむ : 磯博先生記念論文集
関西学院大学美学研

究室編
1996 ||702.1||Ka59||

正倉院宝物と古代の技 木村法光著 2015 ||702.1||Ki39||

日本美術史論究 : 源豊宗著作集 1-6
1978-

1994
||702.1||MI38||1-6

正倉院宝物に学ぶ 奈良国立博物館編 2008 ||702.13||N51||

野村得庵の文化遺産 野村美術館学芸部編 2013 ||702.1||N95||

東寺宝物の成立過程の研究 新見 康子著 2008 K152||702.17||N72||

鹿苑寺と西園寺
有馬 頼底監修/鹿苑

寺編
2004 K112||702.17||R63||

熊本県の美術 熊本県立美術館編 1995 E||702.19||KU34||

近江の美術と民俗 宇野 茂樹編 1994 ||702.19||U77||

京都の美術史 赤井 達郎著 1989 K1||702.196||A29||

河北倫明美術時評集 1-5
1992-

1994
||704||KA94||1-5

芸術の理論と歴史
京都大学美学美術史

学研究会編
1990 ||704||KY6||

吉田光邦評論集 1-3 1982
Y||704||003179-

003181

木村重信著作集 第1-8巻
1999-

2004
||708||Ki39||1-8

源氏物語千年のかがやき 国文学研究資料館編 2008 ||708.7||Ko45||

古文化財の科学 山崎 一雄著 1987 ||709||Y48||

日名子実三の世界 : 昭和初期彫刻の鬼

才
広田 肇一著 2008 ||712.1||H61-H||

近江の古像 高梨 純次著 2014 ||718||Ta46||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

園城寺の仏像 第1-3巻 (天台寺門宗教

文化資料集成)

園城寺の仏像編纂委

員会編

2016-

2018
||718.021||O66||1-3

近世の女性画家たち : 美術とジェンダー パトリシア・フィスター著 1994 ||720.28||F28||

近世御用絵師の史的研究 : 幕藩制社

会における絵師の身分と序列

武田庸二郎, 江口恒

明, 鎌田純子編
2008 ||721.025||Ki46||

文化・文政期 (京都画壇の一九世紀:2) 佐々木 丞平責任編集 1994 K1||721.025||Ky6||2

原本『古画備考』のネットワーク 古画備考研究会編 2013 ||721.028||Ko24||

風俗絵画の文化学　[1]-3
松本郁代, 出光佐千子

編

2009-

2014
||721.04||F99||

黄金のとき桃山絵画 京都国立博物館編 1999 E||721.087||Ky6||

入門奈良絵本・絵巻 石川 透著 2010 ||721.2||I76||

法然上人絵伝の研究 中井 真孝著 2013 ||721.2||N34||

琳派 : 響きあう美 河野元昭著 2015 ||721.5||Ko76||

宗達伊勢物語図色紙

羽衣国際大学日本文化

研究所伊勢物語絵研究

会編

2013 E||721.5||Ta97||

円山応挙論 冷泉為人著 2017 ||721.6||R25||

三河風外本高墨蹟集 : 虚心坦懐 小原智司著 2014 ||721.7||F54||

蕪村 : 没後220年
逸翁美術館, 柿衛文庫

編
2003 ||721.7||Ta87||

田能村竹田基本画譜 図版篇・解説篇 宗像 健一編著 2011 E||721.7||Ta89||1-2

祈りの文化 : 大津絵模様・絵馬模様 信多 純一著 2009 ||721.82||Sh66||

酔うて候 : 河鍋暁斎と幕末明治の書画会
成田山書道美術館, 河

鍋暁斎記念美術館編
2008 ||721.9||Ka96||

近代日本画、産声のとき : 岡倉天心と

横山大観、菱田春草
児島 孝著 2004 ||721.9||Ko39||

森田りえ子作品集 : 1979-2011 森田 りえ子著 2012 ||721.9||Mo66||

高山辰雄の世界 : 素描と本画 広田 肇一責任編集 2000 ||721.9||TA56||

竹内栖鳳近代日本画の源流 広田 孝著 2000 K1||721.9||Ta67-H||

宋元画名品図録 : 岡崎桃乞コレクション 1978 ||722.25||O48||

追憶の記 : 画家芝田米三と歩んだ人間讃

歌の50年
芝田藤子著 2010 K1||723.1||Sh18||

平安時代書道史 春名 好重著 1993 ||728.21||H34||

書の文化史 : 書状にみる人と書 波多野 幸彦著 1997 ||728.21||H42||

書道史より見る禅林の墨蹟 中島 晧象著 1990 ||728.21||N34||

近代日本における書への眼差し : 日本書

道史形成の軌跡
高橋 利郎 [著] 2011 ||728.21||Ta33||

精選山頭火遺墨集 鴻池楽斎, 稲垣恒夫編 1993 E||728.21||TA86||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

料紙と書 : 東アジア書道史の世界 島谷 弘幸編 2014 ||728.3||Sh43||

図録和紙の文化史年表 思文閣出版編集 1977 ||728.32||SH21||

くずし字辞典
波多野 幸彦監修/東

京手紙の会編集
2000 ||728.4||H42||

古筆切資料集成 巻1-6
1989-

1993
||728.8||I26||1-6

近衛家熈写手鑑の研究 仮名古筆篇 村上翠亭,高城竹苞著 1998 ||728.8||MU43||

平成新修古筆資料集 第2-5集 田中 登編
2003-

2010
||728.8||Ta84||2-5

禅林墨蹟 復刻版 全6巻 田山 方南編 1981 和||728.8||Ta98||

動物・植物写真と日本近代絵画 中川 馨著 2012 ||743.6||N32||

アーツ・アンド・クラフツと日本 デザイン史フォーラム編 2004 ||750.21||D69||

柳宗悦と民芸運動 熊倉功夫,吉田憲司編 2005 ||750.21||Y52||

京都近代美術工芸のネットワーク
並木誠士, 青木美保子

編
2017 K1||750.216||Ky6||

京都伝統工芸の近代 並木誠士[ほか]編 2012 K1||750.216||Ky6||

ダーティントン国際工芸家会議報告書 :

陶芸と染織:1952年

ダーティントン・ホール・トラ

スト, ピーター・コックス編/

藤田治彦監訳・解説

2003 ||750.4||D44||

伝統工藝再考 京のうちそと 稲賀 繁美編 2007 K0||750.4||I52||

民芸運動と地域文化 濱田 琢司著 2006 ||751.1||H22||

近世京焼の研究 岡佳子著 2011 K1||751.1||O36||

金森宗和と御室焼 中ノ堂 一信著 1976 K||751.3||N39||

正倉院染織品の研究 尾形 充彦著 2013 ||753||O23||

上代日本染織史 明石国助著 1977 ||753.2||A32||

染織史考 明石 染人著 1977 ||753.2||A32||

上村六郎染色著作集 1-6 上村 六郎著
1979-

1981
||753.2||U42||1-6

金唐革史の研究 徳力 彦之助著 1979 特||755.5||TO42||

図録金唐革 思文閣出版編集 1978 Y||755.5||041653

日本古代の武具 : 『国家珍宝帳』と正倉

院の器仗
近藤好和著 2014 ||756.6||Ko73||

応用美術思想導入の歴史 : ウィーン博参

同より意匠条例制定まで
天貝 義教著 2010 ||757||A42||

京からかみ文様譜 特装版 久米 康生編著 1979 KE||757.1||KU37||

陽明文庫蔵舞絵[舞楽散楽図]/法隆寺

旧蔵揩鼓

上野学園大学日本音

楽史研究所編
2016 ||768.21||U45||

京舞井上流の誕生 岡田 万里子著 2013 K1||769.1||O38||
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

猿楽 (さるがく) と面 (おもて) : 大和・近

江および白山の周辺から
MIHO MUSEUM編 2018 ||773.21||Mi17||

壬生狂言古衣裳 野上俊子 [ほか]編 1992 K13||773.9||Mi12||

かぶき論叢 郡司 正勝著 1979 ||774||G94||

煎茶文化考 : 文人茶の系譜 大槻 幹郎著 2004 ||791||O89||

中世後期の香文化 : 香道の黎明 本間 洋子著 2014 ||792.021||H85||

香道の美学 : その成立と王権・連歌 濱崎加奈子著 2017 ||792.021||H26||

末宗広著作集 1-2 1981 ||791.04||SU15||1-2

売茶翁の生涯
ノーマン・ワデル著/樋口

章信訳
2016 K1||791.2||B14||

講座日本茶の湯全史 第1-3巻 茶の湯文化学会編
2013-

2014
||791.2||C33||1-3

茶湯古典叢書 1-7
1974-

2014
||791.2||C31||　ほか

蘭室藤村正員年譜考 白嵜 顕成著 2003 ||791.2||F63||

藤村庸軒年譜考 上・下巻 白嵜 顕成著 2009 ||791.2||F63-S||1-2

数奇の革命 : 利休と織部の死 児島 孝著 2006 ||791.2||Ko39||

茶人と茶の湯の研究 熊倉 功夫編 2003 ||791.2||Ku33||

元伯宗旦の研究 中村 静子著 2014 K1||791.2||Se56||

武野紹鷗 : わびの創造
戸田勝久先生喜寿記

念論集刊行会編
2009 ||791.2||Ta64-T||

公家茶道の研究 谷端 昭夫著 2005 ||791.2||Ta87||

茶の湯連翹抄 戸田 勝久著 2005 ||791.2||To17||

近代の「美術」と茶の湯 : 言葉と人とモノ 依田 徹著 2013 ||791.5||Y73||

生花正意四季の友 [落帽堂 暁山著] 1977 Y||793||012512

立花初心抄 復刻 1977 Y||793||012513

抛入花伝書 復刻 1977 Y||793.2||012510

草木出生伝 復刻 五大坊 卜友著 1977 Y||793.2||012514

頭書立華指南 復刻 1977 Y||793.6||060692

陽明叢書　国書篇 第1-16輯（全48

巻）
陽明文庫編集

1975-

1982
||911.135||KO43|| ほか

晶子と寛の思い出 与謝野 光著 1991 ||911.162||Y85||

新興俳人の群像 : 「京大俳句」の光と影 田島 和生著 2005 K1||911.36||Ta26||

新訳絵本伊勢物語 限定版 1-2 田中 大穂著 1977
Y||913.32||030539-

030540

源氏物語の地理 角田文衛,加納重文編 1999 K1||913.36||G34||

夜の解剖室 : 生と死と希望と 坂部 慶夫著 1989 Y||913.6||033065
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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||Ma

31||

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||

＊思文閣出版は1976年に発足。
　当リスト以外に思文閣発行の資料も多数所蔵しています。


