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タイトル 編著者名 発行年 請求記号

徳川日本のナショナル・ライブラリー (日記

で読む日本史:16)
松田泰代著 2018 ||010.21||Ma74||

日本文庫史研究 改訂新版 上・下巻 小野 則秋著 1988 ||010.21||O67||1-2

田安徳川家蔵書と高乗勲文庫 : 二つの

典籍コレクション (古典講演シリーズ:9)

国文学研究資料館

編
2003 ||022.21||Ko45||

京阪書籍商史 修正復刻版 蒔田 稲城著 1982 ||023.16||Ma37||

竹苞楼来翰集 : 佐々木竹苞楼蔵 影印

翻刻 (京都大学国語国文資料叢書:31)
1982 K||023.9||C44||

紙魚の昔がたり 反町 茂雄編 1979 Y||023.9||024553

蔵書名印譜 改訂新版 朝倉 治彦編 1977 ||024.4||A85||

国立国会図書館蔵蔵書印譜 朝倉 治彦解説 1985 ||024.9||KO49||

石井積翠軒文庫善本書目 本文篇・図

録篇
川瀬 一馬編 1981 ||026||KA97||1-2

米沢善本の研究と解題 内田 智雄編 1988 ||026||Y84||

享保以後江戸出版書目 新訂版
朝倉治彦, 大和博

幸編
2011 ||026.2||A85||

曼殊院蔵書目録 : 曼殊院蔵 (京都大学

国語国文資料叢書:50)
1984 ||029.8||MA47||

果園文庫蔵書目録 横山 重 [ほか]編 1992 ||029.9||Y79||

重宝記資料集成　第1-45, 別巻
2004-

2009
||031.3||N24||1-46

重宝記の調方記 : 生活史百科事典発掘 長友 千代治著 2005 ||031.3||N24||

京都大学蔵大惣本稀書集成 第1-17,

別巻

1994-

1997
||081||D27||1-18

丹鶴叢書　1-8, 図譜 1976
Y||081.5||012351-

012359

貴重典籍叢書 : 国立歴史民俗博物館

蔵 :文学篇第1-22巻

1999-

2002
||081.7||Ki11||1-22

貴重典籍叢書 : 国立歴史民俗博物館

蔵 :歴史篇第1-18巻

1998-

2001
||081.7||KI11||1-18

怪異学の技法 東アジア恠異学会編 2003 ||147.6||H55||

神道書籍目録 上・下巻 加藤 玄智著 1974 ||170.31||KA86||1-2

吉田神道の基礎的研究 (神道史研究叢

書:17)
出村 勝明著 1997 ||171.3||D56||

八幡宮巡拝記 : 京都大学蔵 影印 (京

都大学国語国文資料叢書:23)
1980 ||174||H11||

神社古図集 [正編], 続編 福山 敏男ほか編
1989-

1990
||175.5||J52||1-2

春日社記録 日記3 永島 福太郎校訂 1970 ||175.9||KA79||3

兵庫県神社誌 上・中・下巻，附録 兵庫県神職会編 1984 ||175.96||H99||1-4
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タイトル 編著者名 発行年 請求記号

八坂神社文書 増補 上巻・下巻1-2 八坂神社社務所編 1994 K141||175.962||Y61||1-3

新修八坂神社文書 中世篇
八坂神社文書編纂

委員会編
2002 K141||175.962||Y61||

新編八坂神社文書 第1-2部 2014 K141||175.962||Y61||1-2

新編八坂神社記録
八坂神社文書編纂

委員会編
2016 K14||175.962||Y61||

古代祭祀の構造と発達 真弓 常忠著 1997 ||176||MA98||

日本のミイラ仏 松本 昭著 1993 ||180.21||MA81||

栂尾祥雲全集 1-6, 別巻1-5
1982-

1989
||180.8||TO21||1~2-5

三国伝来仏の教えを味わう : インド・中

国・日本の仏教と「食」 (臨川選書:35)

安永祖堂, 松田隆

行編
2017 ||181.6||H28||

大谷大学図書館蔵影印北京版西蔵大

蔵経総目録・索引
大谷大学監修 1985 ||183.03||O84||

一乗拾玉抄 : 叡山文庫天海蔵 影印 [叡海著] 1998 ||183.3||E38||1

一乗拾玉抄の研究 中野 真麻理著 1998 ||183.3||E38||2

法華経直談鈔 1-3 栄心著 1988 ||183.3||E39||1-3

中世寺院と民衆 増補 井原 今朝男著 2009 ||185.91||I25||

東大寺宗性上人之研究並史料 上・中・

下
平岡 定海著 1988 ||188.32||SH99-H||1-3

叡山文庫文書絵図目録 延暦寺編 1994 ||188.4||E63||

叢塵集 : 曼殊院蔵 影印 翻刻 (京都大

学国語国文資料叢書:11)
[良恕法親王著] 1978 ||188.4||R96||

諸国一見聖物語 : 曼殊院蔵粉河寺蔵

影印 (京都大学国語国文資料叢書:29)
[亮海著] 1981 ||188.42||R96||

出家作法 : 曼殊院蔵 影印 (京都大学

国語国文資料叢書:21)
1980 ||188.46||SH99||

高野の三大宝 新訂復刻版 森田 竜僊著 1984 ||188.52||MO66||

南都大安寺論叢
南都国際仏教文化研

究所編集
1995 ||188.55||D14||

扶桑五山記 玉村 竹二校訂 1983 ||188.85||F96||

日宗龍華年表 新訂増補版 山田日真編 1978 ||188.9||Y19||

歴代残闕日記 影印 第1-30巻 黒川 春村編
1968-

1971
||210.088||R25||1-30

日本古墳文化資料綜覧 [本編], 続1:

文献篇, 続2:遺跡篇
齋藤忠編

1982-

1988
||210.025||SA25||

改定史籍集覧 第3,14-16,19,25,26冊
1983-

1984
||210.088||SH89|| ◆

続史籍集覧 第1-10冊
近藤 瓶城編/史籍

集覧刊行会著
1969

Y||210.088||023439-

023448
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タイトル 編著者名 発行年 請求記号

史籍集覧 新訂増補 第33-42冊 近藤 瓶城編 1967 ||210.088||SH89||33-42

續史料大成　1-22 竹内理三編 1967 ||210.088||Sh89||2-1~22

歴代宸記 (増補史料大成:1) 1989 ||210.088||Sh89||3-1

春記  (増補史料大成:7) [藤原資房著] 1989 ||210.088||Sh89||3-7

台記 1-3 (増補史料大成:第23-25巻) [藤原頼長著] 1992
||210.088||Sh89||3-23

~25

家忠日記  (増補続史料大成:第19巻)
[松平家忠著]/竹内

理三編
1981 ||210.088||Sh89||4-19

碧山日録  (増補続史料大成:第20巻)
[太極著]/竹内理三

編
1982 ||210.088||Sh89||4-20

蔭凉軒日録 1-5 ( 増補続史料大成:第

21-25巻)

[眞蘂著]/竹内理三

編
1986

||210.088||Sh89||4-21

~25

多聞院日記  1-5 (増補続史料大成:第

38-42巻)

英俊[ほか]著/竹内

理三編
1985

||210.088||Sh89||4-38

~42

春日社記録 1-3 (増補続史料大成:第

47-49巻)

水谷川忠麿編/永

島福太郎校訂
1980

||210.088||Sh89||4-47

~49

鎌倉年代記/武家年代記/鎌倉大日記

増補 (続史料大成:第51巻)
1979 ||210.088||Sh89||4-51

朝廷儀礼の文化史 : 節会を中心として 近藤好和著 2017 ||210.096||Ko73||

秦氏とカモ氏 : 平安京以前の京都 中村 修也著 1994 K1||210.3||N37||

書紀集解 1-4, 附録 阿部 秋生解題 1988 ||210.3||N71||1-5

訓読日本書紀 復刻 武田 祐吉訳 1988 ||210.3||N71||

聖徳太子全集 第1-4巻 1988 ||210.33||SH96||1-4

訓読日本三代実録 復刻版
武田祐吉, 佐藤謙

三訓読
1986 ||210.37||N71||

中右記人名索引 上･下巻 佐々木令信編 1993 ||210.38||F68||1-2

院政の研究 美川 圭著 1996 ||210.38||MI22||

大乗院寺社雑事記総索引 上･下巻
1988-

1989
||210.46||D19||1-2

室町殿日記 上・下 (京都大学国語国文

資料叢書:16-17)
楢村 長教 [著] 1980 ||210.46||Mu74||1-2

蔭凉軒日録索引 蔭木 英雄編 1989 ||210.46||Sh69||

日蘭関係史をよみとく 上・下巻
松方冬子, フレデリッ

ク・クレインス編
2015 ||210.5||N71||1-2

時慶記 第1-5巻 時慶記研究会編
2001-

2016
||210.52||N85||1-5

近世日本と朝鮮漂流民 池内 敏著 1998 ||210.592||I35||

幕末維新日朝外交史の研究 沈 箕載著 1997 ||210.592||SH56||

明治維新と京都 : 公家社会の解体 小林 丈広著 1998 K1||210.61||Ko12||
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タイトル 編著者名 発行年 請求記号

武家手鑑
前田育徳会尊経閣文

庫編
1977 特||210.88||B87||

武家手鑑釈文 : 尊経閣文庫蔵 太田 晶二郎編 1978 ||210.88||B87||

訓読続日本紀 復刻版 今泉忠義訓読 1986 ||213.12||SH96||

高野山領荘園の研究 江頭恒治著 1972 ||214||E28||

家忠日記 1-2
 [松平家忠著]/竹

内理三編
1968 ||214.8||MA74||1-2

加佐郡誌 (京都府郷土誌叢刊:第13冊) 京都府教育会編 1985 K41||216.2||Ky6||

多紀郷土史考　上・下巻 奥田 楽々斎著 1987 K37||216.2||O54||1-2

大和志料　上・下巻 奈良県教育会編 1987 ||216.5||N51||1-2

漢代の神神 林 巳奈夫著 1989 Y||222.02||032700||

菅原道真の実像 (臨川選書:20) 所 功著 2002 K1||289.1||Su28||

尺度綜考 : 尺度考里程考地割考都城考

復刻
藤田 元春著 1976 ||290.18||F67||

日本地誌提要 元正院地誌課編 1982 Y||291||001675

街道絵図の成立と展開 山本 光正著 2006 ||291.038||Y31||

彦根市史 上・中・下冊 1987 ||291.61||H57||1-3

近江長浜町志 第1-4巻 1988 ||291.61||N32||1-4

訓読雍州府志
[黒川 道祐著]/立

川 美彦編
1997 K0||291.62||Ku74||

京都府史蹟名勝天然紀念物調査報告

第10,13冊
京都府編 1983 K0||291.62||KY6|| ■

京都府史蹟名勝天然紀念物調査報告

総目次・総索引
京都府 [編] 1983 K0||291.62||Ky6||

京都府文化財調査報告 第21-22冊 京都府教育委員会編 1983 K0||291.62||KY6||

新修京都叢書 第1-23巻, 新索引24-

25巻
野間光辰編

1967-

2006

K0||291.62||Sh69||1-

25

新撰京都叢書 第1-12巻
新撰京都叢書刊行会

編

1984-

1989

K0||291.62||Sh69||1-

12

洛中絵図 : 寛永後万治前 1979 K1特||291.62||R12||

京都府山科町誌 (京都府郷土誌叢刊:

第1冊)

京都府山科町役場

編纂
1984 K142||291.62||Y44||

嵯峨誌 堀 永休編 1974 K161||291.62||H87||

京都府伏見町誌 (京都府郷土誌叢刊:

第2冊)
伏見町役場編纂 1984 K17||291.62||F96||

京都府宇治郡誌 (京都府郷土誌叢刊:

第7冊)

京都府宇治郡役所

編纂
1984 K25||291.62||Ky6||

山城綴喜郡誌 (京都府郷土誌叢刊:第4

冊)
京都府教育会編 1984 K27||291.62||Ky6||
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タイトル 編著者名 発行年 請求記号

天田郡志資料 上・下巻 (京都府郷土誌

叢刊:第17冊)

山口【カメ】之助編

纂
1985 K35||291.62||Y24||1-2

京都府与謝郡誌 上・下巻 (京都府郷土

誌叢刊:第18冊)
京都府与謝郡編 1985 K42||291.62||Ky6||1-2

丹後国中郡誌稿 (京都府郷土誌叢刊:

第11冊)

京都府丹後国中郡

役所編纂
1985 K43||291.62||Ky6||

丹後国竹野郡誌 新訂版 (京都府郷土

誌叢刊:第10冊)

京都府竹野郡役所

編纂
1985 K44||291.62||Ky6||

京都府熊野郡誌 (京都府郷土誌叢刊:

第9冊)

京都府熊野郡役所

編纂
1985 K45||291.62||Ky6||

播陽万宝智恵袋 上･下巻
天川 友親編/八木

哲浩校訂
1988 ||291.64||A42||1-2

朝来志 木村発著 1985 ||291.64||KI39||

校補但馬考 桜井 勉著 1985 ||291.64||SA47||

出石雑誌 但馬雑誌 復刻版 1985 ||291.64||TA26||1

但馬雑誌 復刻版 1985 ||291.64||TA26||2

御所市史
御所市史編纂委員

会著
1987 ||291.65||G69||

大和名所記 : 和州旧跡幽考 影印 林 宗甫著 1990 ||291.65||H48||

大和志 並河 永校訂 1987 ||291.65||N47||

大三輪町史 1988 ||291.65||O62||

大宇陀町史 土井実 [ほか編] 1987 ||291.65||O91||

西蔵語訳大唐西域記 影印・漢文原典・

解題

[玄奘著]/大谷大学

編
1988 特||292.5||G34||1-3

帝国議会衆議院委員会議録 1-50
1981-

1988

M||314.145||SH99||1-

50

帝国議会貴族院委員会会議録 1-22
1981-

1988
M||314.16||KI98||1-22

帝国議会貴族院委員会議事速記録

1-28

1981-

1988
M||314.16||KI98||1-28

日本経営史における「家」の研究 堀江 保蔵著 1984 Y||335.21||017438||

金融事項参考書 1-14 : 自明治26年1

月-至明治45年3月
大蔵省理財局編

1969-

1974

M||338.059||O57||M31

-M44

工場監督年報 第1-23回(大正5-13

年)
農商務省編

1968-

1969
M||366.15||N97||1-23

京都古習志 井上 頼寿著 1988 K1||384.1||I57||

祇園祭・花街ねりものの歴史 (臨川選

書:28)

福原 敏男著/八反

裕太郎著
2013 K1||386.162||F75||

杏雨書屋蔵書目録 武田科学振興財団編 1982 Y||490.9||041046

洛中塵捨場今昔 山崎 達雄著 1999 K1||518.52||Y48||

6



タイトル 編著者名 発行年 請求記号

金沢文庫資料全書 復刻版 第9巻: 寺

院指図篇

神奈川県立金沢文

庫編
2017 K1||521.818||Ka48||

京の酒学 (臨川選書:33) 吉田元著 2016 K1||588.52||Y86||

江戸時代料理本集成 [資料篇]全115

冊, 別冊附録, 解題

1978-

1982

特||596.11||E24||1-

117

日本林制史資料　[第1-30] 1971 ||651.2||N96||1-30

密教法具 1-2 1993 E||702.09||N51||1-2

神道美術の研究 景山 春樹著 1990 ||702.09||KA18||

オーレル・スタイン千仏洞 : 敦煌窟院出土

の絹布仏教絵画 複製版

Aurel・tein著/Lau

rence・Binyon複製
1978 YE||702.098||019845

中央アジア古代仏堂壁画
オーレル・スタイン発掘

F.H.アンドリューズ編
2009 特||702.09||St3||

長崎の美術史 永見徳太郎著 1974 Y||702.148||015221||

戦災等による 焼失文化財 増訂版 建造

物篇・美術工芸篇
文化庁編 1983 ||709.1||B89||1-2

江戸戯画事典 清水 勲編著 2012 ||721.025||Sh49||

時雨物語絵巻の研究 絵詞研究会編 2016 ||721.2||E44||

曾我蕭白 : 荒ぶる京の絵師 狩野 博幸著 2007 K1||721.3||So25||

近世異国趣味美術の史的研究 勝盛 典子著 2011 ||721.83||Ka88||

チベット仏教絵画集成 : タンカの芸術 :

ハンビッツ文化財団蔵 第1-7巻
田中公明編

1998-

2015
E||722.2||Ta84||1-7

江戸の銅版画 新訂版 菅野 陽著 2003 ||735||Su25||

西洋印刷文化史
オスワルド著/玉城肇

訳
1984 Y||749.23||016830||

貿易陶磁 : 奈良・平安の中国陶磁
奈良県立橿原考古学

研究所附属博物館編
1993 E||751.2||KA75||

演劇の魅力 : 明治・大正・昭和の東西演

劇
小畠 元雄著 1992 ||770.4||KO11||

日本楽道叢書 上・下巻 羽塚 啓明編 1988 ||770.8||N71||1-2

新村出記念財団設立三十五周年記念

論文集
新村出記念財団編 2016 ||810.4||Sｈ64||

羅西日辞典 影印
コリャード [著]/大塚

光信解題・索引
1966 Y||892||000990||

類聚古集 索引編
[上田 万年校訂]/

小島 憲之編
1974 特||911.127||F68||18

俳書叢刊 復刻版 第1-9巻
天理図書館綿屋文

庫編
1988 ||911.308||H15||1-9

高松宮御蔵河内本源氏物語 1-12 1988 特||913.36||R45||1-12

◆ 元版と併せ第1-32冊を所蔵

■ 元版と併せ第1-20冊を所蔵
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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||


