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1
ふるさとの人と知恵京都 (人づくり風土記 : 全国の伝承江戸時代 : 聞き書きによる知恵シ
リーズ / 加藤秀俊 [ほか] 編纂 ; 26).

三菱総合研究所地域計
画部 [ほか] 編著

農山漁村文化協会 1988.11

2 京都民俗志 井上頼壽著 西濃印刷 1933.9
3 京都史蹟の研究 西田直二郎著 吉川弘文館 1961.12
4 京都市史 ; 地図編 京都市役所編纂 京都市役所 1947.5

5 バーチャル京都 : 京の“時空散歩" : 過去・現在・未来への旅

矢野桂司, 中谷友樹, 磯
田弦編 ; フィリップ・ブラ
ウン編英訳 ; 美苗・サ
バス英訳

ナカニシヤ出版 2007.3

6 Kyoto : a cultural history ; : pbk (Cityscapes). John Dougill Oxford University Press 2006

7
一枚の写真 : 近代京都庶民生活写真引き (京都市文化財ブックス / 京都市文化市民局文
化観光部文化財保護課編 ; 第15集).

京都市文化市民局文化
財保護課編

京都市文化市民局文化
財保護課

1999.11

8 写真でみる維新の京都 石田孝喜文・写真 新人物往来社 1986.11
9 史料京都の歴史 ; 第8巻 京都市編 平凡社 1985.11

10 京都府民の暮らし百年 : 写真集 京都府立総合資料館編 京都府 1973.11
11 京都市今昔写真集 樹林舎 2008.12
12 京の送火大文字 (緑紅叢書 / 田中緑紅著 ; 第4輯). 田中緑紅著 京を語る会 1957
13 京都百年パノラマ館 : 写真集成 白幡洋三郎[ほか]編集 淡交社 1992.7

14 写真でみる京都100年
田中真人解説 ; 京都新
聞社編

京都新聞社 1984.11

15 京の町並み : 写真集. -- 限定版 田中泰彦編集・解説 京を語る会 1972.12
16 京都 (日本の古地図 ; 4). 矢守一彦, 大塚隆編著 講談社 1976.11

17
京浪速畿内古地図撰 : 付・近江・河絵図 (日本地圖選集 / 日本地圖選集刊行委員會, 人文
社編集部編 ; [9])

日本地図選集刊行委員
会, 人文社編集部編

人文社 1970.9

18 分邦詳密日本地図 青木恒三郎著 嵩山堂 1888

「京都今昔町歩き」
ー京都の秋は美しい。

今日は図書館で、時間を超えた京都散策に出かけてみませんか？
古地図や写真、古い記録を紐解いてみると、刻まれた歴史の息づかいが聞こえてきます。

展示期間：2011年11月8日(火)～11月30日(水) 展示場所：1Fアメニティゾーン
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https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20027933
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19 都名所図会 (日本圖會全集 ; 二期第一巻).
[秋里舜福編] ; [竹原信
繁画]

日本随筆大成刊行會 1928

20 講座日本風俗史 ; 第6巻 雄山閣 1959.3
21 京都の民俗誌 福田栄治著 文化出版局 1987.5

22 京都町なかの暮らし
寿岳章子著 ; 沢田重隆
絵

草思社 1988.1

23 京都民家巡礼 橋本帰一著 東京堂出版 1994.7

24 京都府の民家 ; 調査報告 ; 第6冊
京都府教育庁文化財保
護課編

京都府教育委員会 1971.3

25 京都の市電 : 古都に刻んだ80年の軌跡. -- 保存版 立風書房 1978.2
26 「市電が走った京の街」 : ワンマンカー時代を中心として : 写真集 廣庭基介写真・文 [廣庭基介] 2004.10
27 京都北山 : 楽しく歩くために 平安山岳会編 東林書房 1962.7

28
雑誌記事：桜の名所今昔物語
(京都 705号）

白川書院
2010年4月1日発行
（2010年4月号）

29
雑誌記事：意匠が語る老舗の魅力
(京都 710号）

白川書院
2010年9月1日発行
（2010年9月号）

30
雑誌記事：パリのパン屋、京都のパン屋。
（旅 85巻3号)

日本旅行文化協會
2011年5月20日発
行
（2011年5月号）
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