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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

近世出版の板木研究 金子 貴昭著 2013 ||020.21||Ka53||

仏教書出版三六〇年 [法蔵館編] 1978 K151||023.162||H97||

西域出土仏典の研究 : 『西域考古図譜』

の漢文仏典  研究冊・図版冊 (竜谷大学

善本叢書:1)

井ノ口 泰淳責任編集 1980 特||081||R98||1-1~2

大谷文書集成 第1-4巻 (竜谷大学善

本叢書)
小田 義久責任編集

1984-

2010
||081||R98||5 ほか

梵文無量寿経写本集成 (竜谷大学善

本叢書:6)
井ノ口 泰淳責任編集 1986 ||081||R98||6

梵文仏典写本聚英 影印 (竜谷大学善

本叢書:9)
井ノ口 泰淳責任編集 1990 ||081||R98||9

梵文大乗荘厳経論写本 影印 (竜谷大

学善本叢書:14)
神子上 恵生責任編集 1995 ||081||R98||14

敦煌写本本草集注序録・比丘含注戒

本 (竜谷大学善本叢書:16)
上山 大峻責任編集 1997 ||081||R98||16

イラン語断片集成 : 大谷探検隊収集・竜

谷大学所蔵中央アジア出土イラン語資料

図版編・解説編 (竜谷大学善本叢書:17)

百済 康義責任編集 1997 ||081||R98||17-1~2

西本願寺宗意惑乱一件史料 第1巻

(龍谷大学善本叢書:30)
平田 厚志責任編集 2013 ||081||R98||30

久松真一著作集 第9巻,別巻 1996 ||121.6||H76||9-10    *

近代民衆宗教史の研究 増訂版 村上重良著 1963 ||160.21||MU43||

日本宗教史研究 1-5
1967-

1974
||160.21||N71||1-5

力の限界 : 自然科学と宗教 東 昇著 1970 ||160.4||H55||

宗教の本質 : 宗教学と宗教哲学の問 星野 元豊著 1967 ||161.1||H92||

シンポジウム東西の死生観 仏教大学総合研究所編 1995 ||161||SH69||

神仏と儀礼の中世 舩田 淳一著 2013 ||162.1||F89||

国家と宗教 : 宗教から見る近現代日本

上・下巻
2008 ||162.1||Ky6||1-2

近世村落の社寺と神仏習合 : 丹波山

国郷
竹田 聴洲著 1972 K331||162.16||TA59||

中国の宗教改革 : 全真教の成立 (アジ

アの宗教文化:2)
窪 徳忠著 1967 ||166.8||KU11||

校註解説現代語訳麗気記 1
大正大学綜合仏教研究

所神仏習合研究会編著
2001 ||171.1||Ta24||

中世天照大神信仰の研究 伊藤 聡著 2011 ||172||I89||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

日本古代神祇制度の形成と展開 三橋 正著 2010 ||172||Mi63||

菅公奉佛傳 大須賀秀道著 1902 ||172||O79||

戦国期の石清水と本願寺 : 都市と交通

の視座
鍛代 敏雄著 2008 K2||175.962||Ki64||

新・八宗綱要 : 日本仏教諸宗の思想と歴

史
大久保 良峻編著 2001 ||180||O54||

上代仏教思想史研究 新訂版 家永三郎著 1966 ||180.21||I21||

封建・近代における鎌倉仏教の展開 笠原一男編 1967 ||180.21||KA71||

近世庶民仏教の研究 柏原 祐泉著 1971 ||180.21||KA77||

日本仏教史の研究 第1 大屋徳城著 1951 ||180.21||O94||1

日本仏教史の研究 第2-3巻 大屋徳城著
1928-

1929
||180.21||O94||2-3

日本仏教史の研究 山田 文昭著 1979 ||180.21||Y19||

中世仏教思想史研究 増補版 家永 三郎著 1960 ||180.214||I21||

中国仏教と社会福祉事業 (アジアの宗教

文化:1)
道端 良秀著 1967 ||180.222||MI13||

中国仏教史 改訂 道端 良秀著 1962 ||180.222||MI13||

唐代仏教史の研究 道端 良秀著 1957 ||180.222||MI13||

隋唐仏教史の研究 山崎 宏著 1967 ||180.222||Y48||

印度仏教史 竜山 章真著 1944 ||180.225||TA95||

清沢満之先生 改訂版 西村 見暁著 1960 ||180.28||N84||

印度仏教固有名詞辞典 原始期篇 赤沼智善編 1967 ||180.3||A31||

仏教学辞典 多屋 頼俊 [ほか]編 1970 ||180.3||B87||

仏教学辞典 新版 多屋 頼俊 [ほか]編集 1995 ||180.33||B87||

総合佛教大辞典 上,下,索引・叢書目録
総合佛教大辞典編集委

員会編集
1987 ||180.33||So28||1-3

日本仏教人名辞典
日本仏教人名辞典編纂

委員会編集
1992 ||180.35||N71||

The way to peace : the life and

teachings of the Buddha.

[小松 智光著]/[関守

ゲイノー訳]
1989 ||180.4||Ko61||

心の旅路 : 立部瑞祐自伝 立部 瑞祐著 1982 ||180.4||TA94||

仏教年鑑 '88
仏教年鑑編纂委員会編

集
1988 ||180.5||B87||

講座近代仏教 第1-6巻
1961-

1963

||180.8||KO98||1-5

                          ほか

わが思うブッダと平和への道 上・下巻 小松 智光著 1984 ||181||KO61||1-2

仏教の大意 鈴木 大拙著 1947 ||181||SU96||

仏教の要義 山辺 習学著 1934 ||181||Y18||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

原始仏教思想の研究 : 縁起の構造とそ

の実践 改訂版
舟橋一哉著 1962 ||181.02||F89||

日本仏教思想研究　第1-5巻
1986-

1987
||181.02||I72||1-5

仏教の歴史的・地域的展開 : 仏教史学

会五十周年記念論集
仏教史学会編 2003 ||182||B87||

ゴータマ・ブッダ : 釈尊伝 増補 中村 元著 1962 ||182||N37||

日本仏教をささえた33人 藤島 達朗著 1991 ||182.1||F66||

五来重著作集　第1-12，別巻
2007-

2009
||182.1||G67||1-13

中世寺社と国家・地域・史料 稲葉伸道編 2017 ||182.1||I51||

日本仏教の形成と展開 伊藤 唯真編 2002 ||182.1||I89||

南都学・北嶺学の世界 : 法会と仏道

(龍谷大学アジア仏教文化研究叢書:6)
楠淳證編 2018 ||182.1||Ku93||

古代仏教の中世的展開 新装版 村山 修一著 2011 ||182.1||Mu62||

日本の仏教　1-6, 第2期第1-3巻 日本仏教研究会編集
1994-

2001
||182.1||N71||1~2-3

日本仏教史 1-3
家永 三郎, 赤松 俊秀,

圭室 諦成監修

1967-

1981
||182.1||N71||1-3

近代仏教スタディーズ : 仏教からみたもう

ひとつの近代

大谷栄一, 吉永進一,

近藤俊太郎編
2016 ||182.1||O84||

平安仏教の研究 薗田 香融著 1981 ||182.1||So45||

鎌倉仏教と専修念仏 平雅行著 2017 ||182.1||Ta23||

日本仏教史　1-5, 別巻
1982-

1983
||182.1||TA82||1-6

日本史の中の女性と仏教 (光華選

書:1)

光華女子大学･光華女子

短期大学真宗文化研究

所編/吉田一彦, 勝浦令

子, 西口順子著

1999 ||182.1||Y86||

図説 日本仏教史 1-3
1980-

1982
||182.1||Z8||1-3

策彦入明記の研究 上・下 牧田 諦亮編 1955
Y||182.1||013823-

013824

南都仏教史の研究 上・下・遺芳篇
1980-

1982
||182.16||H88||1-3

図説日本仏教の原像 : インド・中国・朝

鮮
井ノ口 泰淳 [ほか]編集 1982 ||182.2||Z8||

石山寺古経聚英
石山寺文化財綜合調査

団編集
1985 E||183||I83||

石山寺の研究 一切経篇
石山寺文化財綜合調査

団編
1978 ||183||I83||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

石山寺蔵伝法記とその紙背文書 林屋 辰三郎編 1991 Y||183||034302

浄土三部経概説 新訂版 坪井俊映著 1996 ||183.5||TS15||

大無量寿経 : 梵文和訳 (橘女子大学

叢書:第1)
岩本 裕訳 1968 Y||183.5||033037

維摩経の思想的研究 橋本芳契著 1966 ||183.6||H38||

注維摩詰経一字索引・[本文篇] (竜谷

大学仏教文化研究叢書:12)

竜谷大学仏教文化研究

所西域研究室編集
2003 ||183.6||R98||1-2

仏教文学研究 第1-10集 仏教文学研究会編
1963-

1971
||184||B87||1-10

説教の歴史的研究 関山 和夫著 1973 ||184.02||SE44||

仏教説話研究序説 (仏教説話研究:第

1)
岩本裕著 1967 ||184.9||I94||

中世寺院史の研究 上・下 (寺院史論

叢:1)
中世寺院史研究会著 1988 ||185||C67||1-2

市町村区分による全国寺院大鑑 上・下

巻,別巻索引

全国寺院大鑑編纂委員

会編
1991 ||185.035||Z3||1-3

京都の寺社と豊臣政権 伊藤 真昭著 2003 K1||185.1||I89||

京都寺史考 赤松俊秀著 1972 K0||185.916||A31||

平安時代の寺院と民衆 西口 順子著 2004 ||185.916||N81||

儀礼にみる日本の仏教 : 東大寺・興福

寺・薬師寺

奈良女子大学古代学学

術研究センター設立準備

室編

2001 ||186||N51||

天台声明 : 天納傳中著作集 天納 傳中著 2000 ||186.5||A43||

仏教音楽辞典 天納 伝中[ほか]編著 1995 ||186.5||B87||

声明大系　1-3
1983-

1984

Y||186.5||050902-

050904

仏教社会事業の研究 守屋茂著 1971 ||187.6||MO62||

興福寺典籍文書目録 第2巻
奈良国立文化財研究所

編
1996 ||188.21||N51||2

清水寺史　第1-4巻
1995-

2011

K141||188.215||Ki87|

|1-4

清水寺成就院日記 初版 第1-3巻 清水寺史編纂委員会編
2015-

2017

K141||188.215||Ki87|

|1-3

明恵 夢を生きる 河合 隼雄著 1988 ||188.32||MY-K||

東大寺の歴史と教学 (ザ・グレイトブッダ・シ

ンポジウム論集:第1号)
GBS実行委員会編集 2003 ||188.35||J46||

東大寺創建前後 (ザ・グレイトブッダ・シンポ

ジウム論集:第2号)
GBS実行委員会編集 2004 ||188.35||J46||

カミとほとけ : 宗教文化とその歴史的基盤

(ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集:第3号)
GBS実行委員会編集 2005 ||188.35||J46||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

近世の奈良・東大寺 (ザ・グレイトブッダ・シ

ンポジウム論集:第4号)
GBS実行委員会編集 2006 ||188.35||J46||

鎌倉期の東大寺復興 : 重源上人とその

周辺 (ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集:

第5号)

GBS実行委員会編集 2007 ||188.35||J46||

日本仏教史における東大寺戒壇院

(ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集:第6号)
GBS実行委員会編集 2008 ||188.35||J46||

東大寺法華堂の創建と教学 (ザ・グレイト

ブッダ・シンポジウム論集:第7号)
GBS実行委員会編集 2009 ||188.35||J46||

東大寺二月堂 : 修二会の伝統とその思想

(ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集:第8号)
GBS実行委員会編集 2010 ||188.35||J46||

光明皇后 : 奈良時代の福祉と文化

(ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集:第9号)
GBS実行委員会編集 2011 ||188.35||J46||

華厳文化の潮流 (ザ・グレイトブッダ・シンポ

ジウム論集:第10号)
GBS実行委員会編集 2012 ||188.35||J46||

昭和現存天台書籍綜合目録 増補版

上・下巻、索引
渋谷 亮泰編 1993 ||188.4||Sh23||1-3

天台浄土教史 山口 光円著 1967 ||188.4||Y24||

比叡山仏教の研究 武 覚超著 2008 ||188.41||Ta58||

天台概説 山口光円著 1967 ||188.41||Y24||

日本天台浄土教思想の研究 栁澤正志著 2018 ||188.41||Y53||

元興寺極楽坊中世庶民信仰資料の研

究 : 地上発見物編
五来 重編集 1964 E||188.45||G67||

比叡山 渡辺 守順 [ほか]著 1987 K1.1||188.45||H54||

天台談義所成菩提院の歴史 成菩提院史料研究会編 2018 ||188.45||J56||

延暦寺と中世社会
河音 能平編/福田 栄

次郎編
2004 K1.1||188.45||Ka96||

京都大仏御殿盛衰記 村山 修一著 2003 K141||188.45||Mu62||

比叡山諸堂史の研究 武 覚超著 2008 K1.1||188.45||Ta58||

長谷宝秀全集 第1-6巻，別帙[1]-

[6]
長谷 宝秀著 1997 ||188.5||H35||1-6

密教辞典 佐和 隆研編 1975 ||188.5||Mi64||

密教大辞典 増訂版 1-6巻 密教辭典編纂會編
1968-

1970
||188.5||Mi64||1-6

中世東密教学形成論 田戸大智著 2018 ||188.51||Ta16||

俊芿律師 : 鎌倉仏教成立の研究 石田 充之編 1972 K141||188.52||I72||

醍醐寺新要録 上・下巻 醍醐寺文化財研究所編 1991
K17||188.55||D17||1-

2

5



タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

石山寺資料叢書 寺誌篇第1
石山寺文化財綜合調査

団編
2006 ||188.55||I83||

石山寺資料叢書 影印 史料篇第1-3
石山寺文化財綜合調査

団編

1996-

2010
||188.55||I83||1-3

中世後期泉涌寺の研究 大谷由香著 2017 K141||188.55||O84||

泉涌寺史 本文編・資料編 赤松 俊秀編集代表 1984
K141||188.55||Se71||

1-2

修験・陰陽道と社寺史料 村山 修一著 1997 ||188.59||Mu62||

回峰行と修験道 : 聖地に受け継がれし

伝灯の行 (龍谷大学アジア仏教文化研究

センター文化講演会シリーズ:1)

楠淳證編 2016 ||188.596||Ku93||

日本浄土教の形成と展開 浅井 成海編 2004 ||188.6||A83||

当麻曼荼羅聞書 (顕意上人全集 : 記主

顕意道教上人七百回大遠忌記念:第1巻)

顯意上人 [著], 湯谷祐

三 編
2003 ||188.6||Ke43||

浄土系思想論 鈴木 大拙著 1948 ||188.6||SU96||

法然上人伝の研究 田村 円澄著 1972 ||188.62||H84||

法然遺文の基礎的研究 中野 正明著 1994 ||188.62||H84-N||

法然遺文の基礎的研究 増補改訂 中野 正明著 2010 ||188.62||H84-N||

浄土宗の展開と総本山知恩院 今堀太逸著 2018 K141||188.62||I42||

シンポジウム・法然と親鸞 仏教大学総合研究所編 1997 ||188.62||Sh69||

京都永観堂禅林寺史 五十嵐隆明著 2018 K12||188.65||I23||

禅林寺誌 稲村修道編輯 1913 K12||188.65||Z3||

一遍仏教と時宗教団 長澤昌幸著 2017 ||188.69||N22||

長楽寺蔵七条道場金光寺文書の研究 村井康彦, 大山喬平編 2012 K141||188.692||Mu41||

真宗人名辞典

柏原祐泉, 薗田香融,

平松令三監修/赤松徹

真[ほか]編集

1999 ||188.7||A31||

真宗大谷派のゆくえ : ラディカルに問う儀

式・差別・靖国
戸次公正著 2017 ||188.7||B32||

清沢満之全集 第1-8巻 暁烏敏, 西村見暁編集
1967-

1971
||188.7||KI96||1-8

真宗故事成語辞典 沼法量, 小塚義国編 1982 ||188.7||N99||

実如判五帖御文の研究 影印篇，研究

篇上・下，資料篇 (同朋大学仏教文化研

究所研究叢書:2-5)

1999-

2003
||188.7||R27||

カヤカベ : かくれ念仏 竜谷大学宗教調査班編 1970 ||188.7||R98||

真宗新辞典 真宗新辞典編纂会編集 1983 ||188.7||Sh69||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

親鸞著作全集
[親鸞著]/金子大栄編

集
1964 ||188.7||SH69||

親鸞聖人眞蹟集成　第1-10巻
平松令三, 名畑崇増補

版編集

2005-

2007
||188.7||Sh69||1-10

真宗辞典 1975 ||188.703||N84||

口語訳教行信証
親鸞原著/金子 大栄

[訳]著
1961 ||188.71||KA53||

親鸞の人生観 : 教行信証真仏弟子章 金子大栄著 1966 ||188.71||KA53||

本願寺教団の展開 : 戦国期から近世へ 青木 忠夫著 2003 ||188.72||A53||

史料大浜騒動 (同朋大学仏教文化研究

所研究叢書:6)

真宗大谷派岡崎教区殉

教記念会編
2003 E||188.72||D82||

彦根藩井伊家文書 浄土真宗異義相論

: 「承応の鬩牆」を発端とする本願寺・興正

寺一件史料 (龍谷大学仏教文化研究叢

書:20)

平田 厚志編 2008 ||188.72||H68||

近世の東本願寺 小串侍著 1965
K151||188.72||H84-

O||

親鸞聖人行実 新訂 家永 三郎編 1969 ||188.72||I21||

親鸞聖人撰述の研究 生桑完明著 1970 ||188.72||I39||

恵信尼 : 親鸞とともに歩んだ六十年 今井 雅晴著 2013 K1||188.72||I43||

清沢満之と近代日本 山本伸裕, 碧海寿広編 2016 ||188.72||Ki96-Y||

近世真宗と地域社会 児玉 識著 2005 ||188.72||Ko18||

本願寺教如の研究 上・下 小泉 義博著
2004-

2007
||188.72||Ko38||1-2

戦国期本願寺教団史の研究 草野 顕之著 2004 ||188.72||Ku84||

教如と東西本願寺
同朋大学仏教文化研究

所編
2013 ||188.72||Ky5||

近世仏書の文化史 : 西本願寺教団の

出版メディア
万波寿子著 2018 K151||188.72||Ma45||

近代西本願寺を支えた在家信者 : 評

伝松田甚左衛門
中西直樹著 2017 K151||188.72||Ma74||

「世界」へのまなざし : 最古の世界地図

から南方熊楠・大谷光瑞へ (龍谷大学ア

ジア仏教文化研究センター文化講演会シ

リーズ:2)

三谷真澄編 2017 ||188.72||Mi58||

蓮如教学の思想史 満井秀城著 1996 ||188.72||MI64||

先帝と東本願寺 内記竜舟, 猪飼法量著 1912 K151||188.72||N28||

明治前期の大谷派教団 (龍谷叢書:44) 中西直樹編著 2018 ||188.72||N38||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

真宗源流史論 中沢見明著 1951 ||188.72||N46||

初期本願寺の研究 小串 侍著 1979 K151||188.72||O26||

真宗年表 大谷大学編 1973 ||188.72||O69||

本願寺蓮如の研究 上・下 小泉義博著
2016-

2018
||188.72||R27||

蓮如名号の研究 (同朋大学仏教文化研

究所研究叢書:1)

同朋大学仏教文化研究

所編
1998 E||188.72||R27||

大系真宗史料 伝記編1-9，文書記録編

1,3-16,特別巻
真宗史料刊行会編

2006-

2017

||188.72||Sh69||1-

1~2-16

近世真宗教団と都市寺院 増補改訂 上場 顕雄著 2013 ||188.72||U31||

近世国家における宗教と身分 和田幸司著 2016 ||188.72||W12||

独和対照歎異鈔 親鸞著/池山 栄吉訳 1940 ||188.74||SH69||

蓮如 禿氏 祐祥著 1934 ||188.75||TO43||

佛光寺の歴史と文化

大遠忌記念出版『佛光寺

の歴史と文化』編集委員

会編集

2011 K151||188.75||B87||

本願寺の歴史 名畑 崇著 1987 K151||188.75||N11||

蓮如方便法身尊像の研究 (同朋大学仏

教文化研究所研究叢書:7)
2003 E||188.76||D82||

初期禅宗史書の研究 柳田聖山著 1967 ||188.82||Y53||

無門関
山田 無文, 高橋 新吉

著
1961 ||188.84||Y19||

近代化する金閣 : 日本仏教教団史講 藤田和敏著 2018 K1||188.85||F67||

南禅寺史 上・下 桜井 景雄著 1977
K12||188.85||N48-S

||1-2

黒田俊雄著作集　第1-8巻
1994-

1995
||210.08||KU72||1-8

南禅寺文書 上巻 桜井景雄, 藤井学共編 1972 ||210.088||N48||1

角田文衛著作集　第1-7巻
1984-

1986
||210.308||TS82||1-7

描かれた日本の中世 : 絵図分析論 下坂 守著 2003 ||210.4||Sh54||

論集中世文化史　上・下 多賀 宗隼著 1985 ||210.42||TA17||1-2

権力と仏教の中世史 : 文化と政治的状

況
上横手 雅敬著 2009 ||210.42||U97||

寺内町の研究　第1-3巻 大澤研一, 仁木宏編集 1998 ||210.47||J52||1-3

秀吉の大仏造立 河内 将芳著 2008 K1||210.48||Ka98||

国宝卜部兼方自筆本日本書紀神代巻

上・下・本文・研究篇
赤松 俊秀編著 1971 特||213.12||A31||1-4
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

真宗の発展と一向一揆 (法蔵新書:7) 笠原 一男著 1951 ||214.7||KA71||

掘る・読む・あるく本願寺と山科二千年
山科本願寺・寺内町研

究会編
2003 K142||216.2||Y44||

戦国の寺・城・まち : 山科本願寺と寺内

町

山科本願寺・寺内町研

究会編
1998 K142||216.204||Y44||

古代中世史の探究 (シリーズ歩く大

和:1)
大和を歩く会編 2007 ||216.5||Y45||

涙骨抄 : 生きる智慧
真渓 涙骨著/山折 哲

雄監修
2005 K1||289.1||Ma71||

史料京都見聞記　第1-5巻
駒敏郎, 村井康彦, 森

谷尅久編

1991-

1992

K0||291.62||Sh89||1-

5

「天橋立学」への招待 : "海の京都"の歴

史と文化

天橋立世界遺産登録可

能性検討委員会編
2017 K42-1||291.62||A43||

京都癒しのまち 藤原成一著 2006 K1||291.62||F68||

日本近代の仏教女子教育 中西 直樹著 2000 K0||372.106||N38||

竜谷の日々 信楽峻麿著 1995 K1||377.28||SH27||

京都地蔵盆の歴史 村上紀夫著 2017 K1||386.162||Mu43||

民間信仰史の研究 高取正男著 1982 Y||387||010244

近世勧進の研究 : 京都の民間宗教者 村上 紀夫著 2011 K1||387||Mu43||

大絵馬集成 : 日本生活民俗図誌 上・ 須藤 功著 1992 特||387||SU84||1-2

京都・半鐘山の鐘よ鳴れ! : 世界遺産

「銀閣寺」の緩衝地帯
宮本 ヱイ子著 2004 K1||519.816||Mi77||

仏教美術と歴史文化 : 真鍋俊照博士

還暦記念論集
真鍋 俊照編著 2005 ||702.09||Ma43||

日本仏教絵画研究 中野 玄三著 1982 ||702.09||N39||

釈尊と親鸞 : インドから日本への軌跡
龍谷大学龍谷ミュージア

ム編集
2011 ||702.09||R98||

仏像の流伝 : インド・東南アジア篇 佐和 隆研著 1971 ||702.09||SA93||

佐和隆研著作集　第1-4巻 1997 ||702.09||SA93||1-4

禅の美術 京都国立博物館編 1983 E||702.09||KY6||

御室版両部曼荼羅尊像集 佐和隆研編 1981 K||702.098||SA93||

仁和寺大観 : 宇多天皇開創千百年記

念 : 旧御室御所「仁和寺の名宝のすべ
1990

K161特||702.098||

N76||

日本仏教彫刻史の研究 毛利 久著 1970 ||718||MO45||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

石山寺の美術 : 常楽会本尊画像の研

究 : 多宝塔檜皮葺屋根葺替竣工記念
安嶋 紀昭著 2012 E||721.1||A27||

仏教図像聚成 : 六角堂能満院仏画粉

本 上・下巻

京都市立芸術大学芸術

資料館編集
2004 特||721.1||Ky6||1-2

絵巻物叢誌 梅津 次郎著 1972 ||721.2||U74||

京表具のすすめ 宇佐美 直八監修 1991 K1||724.9||U92||

芸林談叢 (法蔵選書:4) 神田 喜一郎著 1981 Y||728.2||018351

日本仏教版画史論考 内田 啓一著 2011 ||732.1||U14||

日本仏教洋楽資料年表 飛鳥 寛栗編 2008 ||768.28||A93||

支那文化史蹟 第1-12輯
常盤 大定, 関野 貞

[編]著

1939-

1941
特||916||100||1-12

四學問答 : 皇佛漢洋 大賀 賢勵著 1893 和||210||2||

華嚴手鏡三十題 : 冠導
[盛誉著]/衆寳校/大中

臣 信教再訂
1895 和||260||63||

因明入正理論講義　上・下 (法藏館講

義録:第1編)
雲英 晃耀著 1893 和||262||184||1-2

大谷寺誌 鈴木 信雄著 1901 和||263||13||

春日潜菴先生影迹 [春日 酔古編輯] 1915 和||943||122||
＊全10巻を所蔵

【雑誌】

タイトル 編著者 出版年 請求記号

所蔵巻号 備考

禅と念仏 : 季刊禅と念仏 禅と念仏社編 1999 ||セント||

1号（平成11)

仏教 : 季刊仏教 法蔵館編
1988-

2001
||フツキ||

NO.3(1988.4);NO.30(1995.1)～

52(2001.10)

法蔵 法蔵館編
1917-

1941
||ホウソ||

305(大6.1)～316, 425～436, 445～519,

521～539, 541, 543, 545～552, 554, 557

～569, 571～573, 575～596号(昭16.11)
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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

＜法藏館＞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

仏教書出版三六〇年 法蔵館

1978 K151||023.162||H97||

生きた愛した残した : 我が人生
八十年の歩み

西村七兵衛著 西村七兵衛

2016 K1||289.1||N84||


