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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

生花新風体 夏・秋 (池坊専永挿花集 :

華道家元四十五世:第1集)
1978 ||793||I34||

おうちに飾る花BOOK : デイリーいけばな 池坊専永監修 2010 ||793||I34||

はじめてのいけばな 日本華道社編集制作 2011 ||793||N71||

仙伝抄 上
田中 重太郎著/岡田 幸三

著/池坊総務所編集
1981 ||793||SE59||1

仙伝抄 下
田中 重太郎著/岡田 幸三

著/池坊総務所編集
1981 ||793||SE59||2

池のほとり : 花と歩んだ七十年
池坊専永著/日本華道社

編集部企画・編集
2016 ||793.049||I34||

麗しい生き方 : たおやかな花のように 第

2版
池坊専永著 2016 S||793.049||I34||

在池畔 : 與花漫歩七十年 池坊専永著 2017 ||793.049||I34||

いけばな池坊歴史読本 日本華道社編集部編 2016 ||793.2||N71||

立花図并砂物 : 六角堂池坊并門弟立

花砂之物図 [復刻版] (いけばな美術名

作集:第1巻)

[猪飼三枝編]/池坊専永監

修/華道家元池坊総務所

池坊中央研究所編

2003 ||793.6||I31||1

大住院立花砂物図 [復刻版] (いけばな

美術名作集:第2巻)

[大住院以信作]/池坊専永

監修/華道家元池坊総務

所池坊中央研究所編

2004 ||793.6||I31||2

立華時勢粧 [復刻版] (いけばな美術名

作集:第3巻)

池坊専永監修/華道家元

池坊総務所池坊中央研究

所編

2005 ||793.6||I31||3

新撰瓶花図彙 [復刻版] (いけばな美術

名作集:第4巻)

[山中忠左衛門編]/池坊専

永監修/華道家元池坊総

務所池坊中央研究所編

2002 ||793.6||I31||4

専定代瓶花図 [復刻版] (いけばな美術

名作集:第5巻)

[池坊専定作]/池坊専永監

修/華道家元池坊総務所

池坊中央研究所編

2006 ||793.6||I31||5

挿花百規 [復刻版] (いけばな美術名作

集:第6巻)

[池坊専定撰]/池坊専永監

修/華道家元池坊総務所

池坊中央研究所編

2003 ||793.6||I31||6

専明瓶華集・専明挿華集 [復刻版] (い

けばな美術名作集:第7巻)

[池坊専明作]/[池坊専正

撰]/池坊専永監修/華道

家元池坊総務所池坊中央

研究所編

2007 ||793.6||I31||7
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タイトル 編著者名 出版年 請求記号

専正立生華集 [復刻版] (いけばな美術

名作集:第8巻)

[池坊専正作]/池坊専永監

修/華道家元池坊総務所

池坊中央研究所編

2004 ||793.6||I31||8

池坊専永新風体総論 : 華道家元四十

五世

池坊専永著/日本華道社

編集部企画・編集
2015 ||793.6||I34||

池坊専好立花名作集 [図録]
池坊專永撰/華道家元池

坊編
1976 ||793.6||I34||1

池坊専好立花名作集 解説
池坊專永撰/華道家元池

坊編
1976 ||793.6||I34||2

華道家元華かゝ美 複刻 生華栞の巻 池坊專啓編 1955 ||793.6||I34||

華道家元華かゝ美 複刻 立華栞の巻 池坊專啓編 1955 ||793.6||I34||

華道家元華かゝ美 複刻 四季燕子花の

巻

池坊專啓編 1955 ||793.6||I34||

華道家元華かゝ美 複刻 花心粧の巻 池坊專啓編 1955 ||793.6||I34||

古典生花 挿花百規の鑑賞 復刻版 池坊専永著 2014 ||793.6||I34||

根本生花百花式 : 復刻/ 池坊専定撰/

池坊中央研究所編 2版
1992 ||793.6||I34||

根本生花後百花式 : 復刻 2版
池坊専定撰/池坊中央研

究所編
1992 ||793.6||I34||

もみじ君花修行 : まんがで楽しく、池坊い

けばなを始めよう! 生花・自由花編

池坊専永監修/岩田和久ま

んが
2009 ||793.6||I34||

もみじ君花修行 : まんがで楽しく、池坊い

けばなを始めよう! 立花編

池坊専永監修/岩田和久ま

んが
2009 ||793.6||I34||

立華常道集 : 亀沢香雨作品集 : 池坊 亀沢 香雨著 1975 ||793.6||Ka35||

立花松柏集 : 池坊古典立花 : 三浦友

馨作品集

三浦友馨著/池坊専永監

修/日本華道社編集部編
2012 ||793.6||Mi67||

池坊生花 : 基本構成と技法 上野秀員著 1979 ||793.6||U45||

【雑誌】

タイトル 編著者 出版年 請求記号

所蔵巻号 備考

華道 日本華道社編 1947- ||カトウ||

8巻(昭21)2～7, 9巻4 ～6, 10巻6, 11巻

2, 4, 7～15巻10.16巻3～25巻6, 8～37

巻11.38巻(昭51)1号～

ざ・いけのぼう 池坊編 1971- ||サイケ||

1号(昭46.1)～59，61～
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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||


