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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

水の味 : 随筆 松尾 いはほ著 1958 ||049||MA85||

伊京集 帝國圖書館編纂 1941 特||050||55||

寧樂古經選 大屋 徳城著 1926 特||061||20||1-3

金澤遺文 大屋 徳城編纂 1934 特||061||30||1-3

高野山古經聚粹 水原 堯榮編纂 1936 特||061||34||

京都の寺院 中村弥左衛門編 明36 K1||185.962||B36||

大西良慶選集:第1-6巻 1985 ||188.21||O66||1-6

日本考古展図録 東京国立博物館編 1970 E||210.25||TO46||

日本國現報善悪霊異記
[景戒録]/佐伯 良謙編

輯
1934 特||260||10||

弘法大師御影 水原 堯榮著 1934 特||261||26||1-2

影印寛治板成唯識論
[(唐)玄奘奉詔譯]/大

屋 徳城編
1940 特||262||73||1-2

京都山水 (京都写真帖:第1巻) 便利堂編 1903 K0||291.62||B35||

医学に関する古美術聚英 1955 Y||490.2||015036||

資料でみる近代日本医学のあけぼの 日本医史学会編集 1973 Y||490.2||015037||

国宝本願寺飛雲閣修理工事報告書 京都府教育委員会編 1966 K151||521.8||KY6||

鳳凰堂図譜 壁画編 文化財保護委員会編 1958
K25-

1E||521.818||B89||

重要文化財本願寺黒書院及伝廊修理

工事報告書

京都府教育庁文化財保

護課編
1953 K||526.1||KY6||

日本古建築菁華 : 特別保護建造物全

集 上・中・下冊
岩井 武俊編 1919 特||700||6||1-3

日本の説話画 1961 E||702.098||KY6||

日本名画譜:仏画篇第1-13刊 1930
E||702.098||N71||1-

13

密教美術論 佐和隆研著 1955 ||702.098||SA93||

京都国立博物館蔵国宝十二天画像

上・下
京都国立博物館監修 1976 特||702.098||KY6||1-2

医学に関する古美術聚英 1955 E||702.1||N71||

日本美術略史 改訂 東京帝室博物館 [編] 1940 ||702.1||TO46||

平安時代の美術 京都国立博物館監修 1958 E||702.13||Ky6||

隋唐の美術 : 秋の特別展覧会 京都国立博物館編 1959 ||702.22||KY6||

古美術品圖録 3版 京都帝室博物館編纂 大正5 和||703.8||Ky6||1-4

医学に関する美術資料展解説目録 京都国立博物館編 1955 Y||706||041466

大礼記念京都大博覧会南会場陳列品

総目
思賜京都博物館編纂 1929 K1和||706.9||TA23||

古美術大観:第1-4冊 1929
K1和
||706.9||TA23||1-4

東洋美術大展覧会目録 大阪毎日新聞社編纂 1938 ||706.9||O73||

医学に関する古美術聚英 京都国立博物館監修 1955 E||708||N71||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

京都国立博物館蔵品図版目録 陶磁・

金工編
京都国立博物館編集 1987 Y||708.7||001031

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

国宝事典 第4版 2019 ||709.1||Ko47||

国宝事典 新増補改訂版 文化庁編 1976 ||709.1||Ko47||

国宝事典 増補改訂版 文化財保護委員会編 1968 ||709.2||KO47||

国宝事典 文化財保護委員会編 1961 ||709.2||KO47||

東洋美術名鑑 毎日新聞社(大阪)編 1938 E||709.2||MA31||

印度堀【カン】精華 : 付記行 石崎 光瑶著 1919 特||710||12||

能惠法師繪詞 (美術研究資料:第10

輯)
1941 特||710||36||10

法隆寺献納宝物伎楽面 東京国立博物館編 1984 E||711.9||TO46||

古美術品圖録 京都帝室博物館編纂 1916 特||712||12||1-5

東福寺霊寳集 京都博物館編纂 1930 特||712||53||

大徳寺名寳集 京都博物館編纂 1933 特||712||59||

鎌倉彫刻図録 奈良帝室博物館 [編] 1933 特||712||60||

荒陵余薫 (大阪市立美術館展観図録:

第14)
大阪市立美術館編 1940 特||712||71||

東洋美術大展覧會圖録 大阪毎日新聞社編纂 1938 特||714||8||1-3

仙【ガイ】禪師墨林册
仙【ガイ】 [画]/恩賜京

都博物館編纂
1931 特||720||22||

良寛並雲坪展圖録 (大阪市立美術館展

觀記念圖録:第15)

良寛 [画]/雲坪 [画]/

大阪市立美術館編纂
1941 特||720||27||

法隆寺金堂壁画集
法隆寺金堂壁画集刊行

会編
1951 特||721||H89||

大阪二千六百年史展観図録 金丸 二郎編纂 1940 特||721||81||

光悦遺芳
光悦 [作]/恩賜京都博

物館編纂
1935 特||721||95||

雪舟
雪舟著/東京国立博物

館監修
1956 E||721.46||SE88||

国宝山水図 雪舟筆 1956 和||721.46||SE88||

相阿弥四季山水画冊
相阿弥画/秋山 光夫編

纂
1939 和||721.46||SO11||

琳派 : 創立百年記念特別展図録 東京国立博物館 [編] 1973 E||721.53||TO46||

池大雅名画譜
池 大雅画/恩賜京都博

物館編集
1933 和||721.55||I34||

五君咏 池 大雅 [書・画] 1933 和||721.55||I34||

鉄斎先生墨宝
富岡 鉄斎画/清荒神百

錬会編纂
1936 和||721.55||TO56||

鉄斎先生名画集
富岡 鉄斎画/京都博物

館編纂
1935 和||721.55||TO56||
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

蕪村翁伝年譜並落款印譜 乾 猷平編著 1933 和||721.55||Ta87-I||

鐵齋先生遺墨集
[富岡 鉄斎画]/田中 傳

三郎編纂
大正14 和||721.55||To56||1-3

竹田名蹟大図誌 : 決定版 上・下輯
田能村 竹田画/外狩

素心菴編
1935 特||721.55||TA89||1-2

波光
[入江 波光画]/華光会

同人編
1950 E||721.6||I64||

華岳画襍

村上 華岳画/入江 波

光編輯/榊原 紫峰編輯

/中井 宗太郎編輯

1939 E||721.6||MU43||

直入墨芳
[田能村 直入画]/京都

博物館編纂
1937 K和||721.6||TA89||

百名家繪葉書 : 勅題松上鶴 明治45 TI和||721.6||H99||

五雲 西村 五雲画 1940 特||721.6||N84||

日本の文人画 東京国立博物館監修 1966 E||721.7||To46||

画業六十年金島桂華展
金島 桂華 [画]/金島

摂編集
c1971 ||721.7||KA46||

小川千甕 : 画集 小川千甕著 1967 特||721.7||O24||

中村岳陵画集 中村 岳陵著 1968 E||721.9

速水御舟
[速水 御舟画]/吉田 幸

三郎編集
1975 E||721.9||H47||

芳文遺墨 菊池完爾編 1924 E||721.9||Ki24||

楳嶺遺芳
幸野楳嶺[画]/恩賜京

都博物館編纂
1936 E||721.9||Ko76||

東行冩眞 : 明治九年丙子五月
[幸野楳嶺画]/凌雪園

同人編輯
1925 S||721.9||Ko76||

季趣五題 : 「鳥類写生図譜」よりウソとニ

シキギ

小泉 勝爾 [著]/土岡

泉 [著]

[出版
年不
明]

||721.9||Ko38||

富岡鉄斎名作百撰 : 清荒神コレクション

富岡 鉄斎 [画]/清荒神

清澄寺編集/鉄斎美術

館編集

2004 ||721.9||To56||

金島桂華画集 金島 桂華画 1971 特||721.9||KA46||

二条離宮障壁画大観 帝室博物館編 1940 和||721.98||N73||

東行冩眞 : 明治九年丙子五月
[幸野楳嶺画]/凌雪園

同人編輯
1925 和||722||182||

月僊画譜 : 恩賜京都博物館特別展觀
月僊 [画]/小津 茂右衛

門編輯
1928 特||722||235||

崋山先生畫譜
崋山 [画]/恩賜京都博

物館編纂
1928 特||722||237||

田米知佳畫集
[岡田 為恭画]/恩賜京

都博物館編纂
1929 特||722||252||

竹田先生畫譜 : 松本枩藏氏所藏
竹田 [画]/恩賜京都博

物館編纂
1929 特||722||257||1-2
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

竹田先生畫譜續篇 : 松本枩藏氏所藏
竹田 [画]/松本 枩藏編

輯
1930 特||722||257||1-2

日本名画譜 仏画篇第2-16刊
[京都市立絵画専門学

校編纂]
[1930] 特||722||270||2-16

扇面古写経 京都博物館編纂 1930 特||722||286||

因州名家画譜 : 恩賜京都博物館特別

展観
京都博物館編纂 1931 特||722||293||

鐵齋先生名畫集
鐵齋 [画]/恩賜京都博

物館編纂
1935 特||722||327||

南蛮屏風展観図録 大阪市編 1936 特||722||335||

直入墨芳
直入 [画]/恩賜京都博

物館編纂
1937 特||722||341||

長崎派寫生南宗名畫選 恩賜京都博物館編纂 1939 特||722||347||

十便十宜帖
[池 大雅画]/[与謝 蕪

村画]
1933 特||722||353||1-2

竹田名蹟大図誌 : 決定版 上・下輯
[田能村 竹田画]/外狩

素心菴編輯
1935 特||722||354||1-2

平家納經圖録 奈良帝室博物館編纂 1940 特||722||355||

二條離宮障壁畫大觀 帝室博物館 [編] 1940 特||722||359||

陳洪綬試論 : 上・下 古原 宏伸 [著]
[19‐
‐]

Y||722.2||050615

詩経図と孝経図 古原 宏伸 [著] 1969 Y||722.2||050616

支那花鳥畫冊 : 恩賜京都博物館特別

展觀
大正15 和||722.2||Ky6||

宋元の絵画 東京国立博物館監修 1971 E||722.25||TO46||

西洋近代絵画選集 (大阪市立美術館図

録:第12)
大阪市立美術館編 1940 E||723||O73||

文房四譜
蘇 易簡集/禿氏 祐祥

編纂
1941 和||723||11||1-2

刀画の発見 安藤 義茂画 1967 E||723.1||A47||

夢幻の刻 三尾公三
三尾 公三著/加藤 寿

浩編
1989 Y||723.1||011627

維新勤王家芳墨集 : 恩賜京都博物館

特別展觀
田中傳三郎編輯 1927 ||728.8||Ta84||

仙厓禅師墨林冊
仙厓書/恩賜京都博物

館編纂
1931 和||728.8||G42||

維新勤王家芳墨集 : 恩賜京都博物館

特別展觀
田中傳三郎編輯 1927 和||728.8||I79||

良寛並雲坪展図録 (大阪市立美術館展

観記念図録:第15)

良寛書/長井 雲坪書/

大阪市立美術館編纂
1941 和||728.8||R97||

五鳳近作 日比野 五鳳書 1977 特||728.8||H54||

池大雅印譜 池 大雅著
[19‐
‐]

和||729.8||I34||

4



タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

染織精華 京都博物館編纂 1936 特||730||100||

京都社寺境内版画集 禿氏 祐祥編纂 1942 K0和||733||KY6||

Thé茶 : musée national des arts

asiatiques-Guimet photographic

collection

クロード・エステーブ, ジェ

ローム・ゲスキエール執筆
[2016] K1||748||Ky6||

京都抄景 正木博 [写真] c2016 K1||748||Ma61||

世界を観る : 写真と文 早川 崇著 1965 PE||748||H46||

河合卯之助

河合 卯之助作/河合

紀編/井川 定慶 [ほか]

執筆

1970 ||751.3||KA93||

煎茶志 長谷川瀟々居著 1965 ||791||H36||

古染付百品集 上・下巻 北大路 魯卿編著 1931 特||794||17||1-2

大師御系圖 1933 特||930||28||

京郊民家譜

岩井 武俊編著/加藤

三之雄編著/大阪毎日

新聞社京都支局編纂

1931 特||991||6||1

京郊民家譜 續

岩井 武俊編著/武居清

志編著/大阪毎日新聞

社京都支局編纂

1934 特||991||6||2

京都社寺境内版画集 禿氏 祐祥編纂 1942 和||995||30||

タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

字鏡
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1933 特||050||50||1-2

節用集
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1937 特||050||52||1-2

近畿善本圖録  大阪府立圖書館編纂 1933 特||061||28||

浄土教古活字版圖録  藤堂 祐範編纂 1934 特||061||29||

論語善本書影  大阪府立圖書館編纂 1931 特||061||23||

金句集
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1939 特||143||3||

古文孝經
 [(漢)孔安國傳] ; [清

原 教隆校點]
1939 特||171||126||

唐大和上東征傳
 貴重圖書影本刊行會

編纂
1936 特||261||25||

注十疑論

 [(宋釋)澄【イク】注] ;

貴重圖書影本刊行會編

輯

1931 特||262||63||

百萬塔陀羅尼
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1930 特||262||59||1-6

法華經音訓
 [心空撰] ; 貴重圖書

影本刊行會編輯
1931 特||262||61||

貴重圖書影本刊行會資料 (編集または刊行資料）
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タイトル 編著者名 出版年 　請求記号

法華經單字
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1933 特||262||66||

花嚴經音義私記
 [19‐
‐]

特||262||71||1-2

當局遺誡
 [小槻 晴富著] ; 貴重

圖書影本刊行會編輯
1936 特||440||24||

文机談  [隆圓著] 1935 特||760||11||1-5

香字抄 1933 特||773||4||

藥字抄 1936 特||773||5||

作文大躰  [藤原 宗忠編輯] 1934 特||822||8||

尼崎本萬葉集
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1932 特||831||68||

古今集註
 [藤原 教長著] ; 貴重

圖書影本刊行會編輯
1931 特||831||79||

古今和謌集
 藤原 定家筆 ; [貴重

圖書影本刊行會編]
 [1938] 特||831||65||1-2

山家心中集
 [西行撰] ; 貴重圖書

影本刊行會編輯
1931 特||831||67||

類聚歌合
 [貴重圖書影本刊行會

編]
 [1940] 特||831||82||

万時 : 五条殿御消息
 [藤原 俊成著] ; 貴重

圖書影本刊行會編輯
1939 特||832||8||

承徳本古謠集
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1930 特||836||3||

はやりこうた : 自寛永至延寳
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1931 特||836||7||

水鏡
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1938 特||838||46||1-3

小竹集  [井原 西鶴編著] 1930 特||851||1||

暦  [井原 西鶴作] 1932 特||851||2||

指微韻鏡私抄略  [覚算述] ; [俊睿記] 1936 特||882||6||

本朝世紀古鈔本殘缺 : 國寶
 貴重圖書影本刊行會

編纂
1941 特||922||18||

看聞日記
 [後崇光院著] ; [貴重

圖書影本刊行會編]

1931-

1932
特||927||423||44-86

野山獄讀書記 : 甲寅乙卯丙辰丁巳

 二十一回猛乕 [著] ;

貴重圖書影本刊行會編

輯

1931 特||927||409||

長崎紀聞
 貴重圖書影本刊行會

編輯
1930 特||953||3||1-2
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タイトル
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||

大西良慶選集:第1-6巻 京都書肆変遷史編纂委員会編/

時松 雅信監修
1994

京都府書店商業組合

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

＜便利堂＞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

時を超えた伝統の技 : 文化を未来に
手渡すコロタイプによる文化財の複
製 : 便利堂創業一三〇周年記念出
版

西村寿美雄, 小池佳代子企画・
編集

2016

便利堂

K1||749.5||N84||

明治の京都てのひら逍遙 : 便利堂美
術絵はがきことはじめ

生田 誠監修 便利堂

2013 K1||693.8||Me25||

故田中伝三郎 中村 竹四郎編/水原 尭栄執筆 中村竹四郎

1931 TI||289.1||TA84||


