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西川通舩路新開圖 四方 春翠／画図 平野屋茂兵衞 文久3 K1和/291.62/Y81

角倉素庵 林屋 辰三郎／著 朝日新聞社 1978 K1/289.1/Su63
角倉了以とその子 林屋 辰三郎／著 星野書店 1944 K1/289.1/Su63
角倉了以の世界 宮田 章／著 大成出版社 2013.4 K1/289.1/Su63
京の川 千年の都を潤す 学習研究社 2004.5 K1/291.62/Ky5
流域紀行　宇治川の原風景をたず
ねて

宇治市歴史資料館／編 宇治市歴史資料館 2008.9 K2.4/291.62/U57

淀川 東 秀三／著 編集工房ノア 1989.7 K2.5/291.62/A99
淀川両岸一覧　宇治川両岸一覧 暁 晴翁／著、松川 半山／

画
柳原書店 1978 K2.5/291.62/A33

木津川ものがたり　木津川が生み、
育てた文化

京都府立山城郷土資料館
／編

第26回国民文化祭
木津川市実行委員
会

2011.10 K28-1/216.2Ky6

京の水案内 カッパ研究会／編 京都新聞出版セン
ター

2013.9 K0/452.9/Ka61

京都府百年の資料　7 京都府立総合資料館／編
集

京都府 1972 K0/510.92/Ky6

京都府百年の年表　7 京都府立総合資料館／編
集

京都府 1972 K0/510.92/Ky6

由良川風土記 風土工学デザイン研究所
／企画編集、国土交通省

国土交通省近畿地
方整備局福知山河

2004.3 K3.2/517.21/F52

京都水ものがたり　平安京一二〇
〇年を歩く

平野 圭祐／著 淡交社 2003.3 K1/517.21/H66

保津川開削400周年記念事業報告
書　保津川の四季を運んで四世紀

保津川開削400周年記念
事業実行委員会／編集

保津川開削400周年
記念事業実行委員

2007.3 K32-1/517.21/H97

木津川と流れ橋 母なる川の贈りも
の

城陽市歴史民俗資料館／
編集

城陽市歴史民俗資
料館

1997.7 K2.6/517.21/J85

川からもらったもの　漁撈・利水から 亀岡市文化資料館／編集 亀岡市文化資料館 2001.8 K32-1/517.21/Ka35

はるかなる淀川　三川合流の歴史 大山崎町歴史資料館／ 大山崎町歴史資料 2000.10 K2.5/517.21/O95
淀川と水辺の風景 大山崎町歴史資料館／

[編]
大山崎町歴史資料
館

2012.10 K2.5/517.21/O95

琵琶湖疏水　よもやまばなし 浅見 素石／著 サンライズ出版 2005.10 K0/517.6/A86

京都高瀬川 角倉了以・素庵の遺産 石田 孝喜／著 思文閣出版 2005.8 K1/517.6/I72
疏水を拓いた人びと 京都教育史サークル／編 かもがわ出版 1995 K1.9/517.6/Ky6

　資料紹介コーナー
　　　　企画展関連資料紹介

　　　　　　　　　　　　　～高瀬川と京都の水運～

　　　９月13日(土曜日)から開催の総合資料館企画展「高瀬川開削400年記念　～高瀬川と京都の
　　水運～」に関連する資料を展示紹介しています。
　　　京都府内の主な河川の歴史や水運との関わり、琵琶湖疏水の概要、さらには現在の私たちに
　　身近な河川をどう活用していくのかという試みの記録集などをとりあげています。

　　　期間　：　平成26年９月11日(木曜日)～平成26年10月19日(日曜日)
　　　　　　　　　　　※９月15日(祝日)、９月23日(祝日)、10月９日(水曜日) は休館

　　　場所　：　３階図書閲覧室

 資料紹介コーナー「～高瀬川と京都の水運～」関係資料リスト
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ふたたび運河と暮らすまち京都・木
屋町・高瀬川2013.3

立命館大学グローバル
COE「文化遺産防災学」推

学芸出版社 2013.3 K1/518.87/R48

京都と燃料　東山燃料株式会社三 東山燃料株式会社／編 東山燃料 1977 K1/575.02/H55
保津川下り船頭夜話 小谷 正治／著 文理閣 1984 K3.1/684/O17

「宇治屋」文書から見た木津川舟運 古瀬 誠三／[著] [京都府埋蔵文化財 [1996] K2.6/684.02/F94
川船　大堰川の舟運と船大工 亀岡市文化資料館／編 亀岡市文化資料館 2007.2 K1.8/684.02/Ka35

大堰川探検　歴史を知り、自然を感
じる

亀岡市文化資料館／編集 亀岡市文化資料館 1997.11 K1.8/684.02/Ka35

木津川の歴史と民俗 京都府立山城郷土資料館
／編

京都府立山城郷土
資料館

1990 K2.6/684.02/Ky6

淀川を行きかう人々　河川交通と大
山崎

[大山崎町歴史資料館／
編]

大山崎町歴史資料
館

1995 K243/684.02/O95

私の森鷗外・高瀬川 中川 芳子／著 編集工房ノア 2013.3 K1/913.6/32

京都市水共生プラン　私たちの手で
みずみずしい都市と暮らしの再生
を！

京都市建設局水と緑環境
部河川課／[編]、京都市上
下水道局水道部計画課／

京都市建設局水と緑
環境部河川課、京都
市上下水道局水道

2004.4 MK1/517.09/Kｙ6

千年の都と鴨川 より安全で、美し
く、親しまれる鴨川をめざして

鴨川流域懇談会／[編] 鴨川流域懇談会 2006.5 MK1.7/517.09/Kｙ6

保津川かわまちづくり計画 むすぶ
にぎわうふれあうかわまちづくりを

京都府南丹土木事務所／
[編]、亀岡市／[編]

南丹土木事務所、亀
岡市

2011.3 MK3.1/517.09/Kｙ6

壬生公園及び堀子川(西高瀬川)
ワークショップ記録集　平成19年3
月～平成19年12月

壬生公園及び堀子川(西高
瀬川)ワークショップ実行委
員会／編

京都府土木建築部
治水総括室、京都府
京都土木事務所河
川砂防室

2008.3 MK1/517.21/Mi12

西高瀬川京の川再生ワークショップ
記録集　三条坊町公園付近　平成
16年2月～平成16年9月

西高瀬川京の川再生ワー
クショップ実行委員会／編

京都府土木建築部
治水総括室

2005.4 MK1/517.21/N86

西高瀬川京の川再生ワークショップ
の記録　下京区西七条西大路通(掛
越橋)～御前通(行衛橋)　平成13年
5月～平成14年1月

西高瀬川京の川再生ワー
クショップ実行委員会／編

京都府土木建築部
河川課、京都府京都
土木事務所河川砂
防課

2002.3 MK1/517.21/N86

琵琶湖疏水の100年　叙述編 京都新聞社／編集 京都市水道局 1990.4 MK1.9/517.6/Kｙ6/1
琵琶湖疏水の100年　資料編 京都新聞社／編集 京都市水道局 1990.4 MK1.9/517.6/Kｙ6/2

歴史のなかの淀川 大阪市立博物館／編集 大阪市立博物館 1995 216/O73
千石船の湊を訪ねて　江戸期の日
本海運活躍の跡

谷 弘／著 芸立出版 2011.3 291.09/Ta87

水都大阪と淀川　新淀川100年 大阪歴史博物館／編集 大阪歴史博物館 2010.9 291.63/O73

淀川の文化と文学 大阪成蹊女子短期大学国
文学科研究室／編

和泉書院 2001.12 291.63/O73

淀川ものがたり 淀川ガイドブック編集委員
会／編集・著、河内 厚郎
／執筆

読売連合広告社、廣
済堂出版(発売)

2007.9 291.63/Y73

淀川百年史 建設省近畿地方建設局／
編集

建設省近畿地方建
設局

1974 517.21/Ki44


