
2011年度第2回　田町閲覧室　ミニ展示　展示リスト

2011年度第2回 田町閲覧室　ミニ展示 展示リスト

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 秘密の京都 入江敦彦著 新潮社 2008年6月
市図開架
多図開架

///S
/新潮文庫//S

2 京の古寺 : 歴史探訪 : 京都文化の深層 村井康彦著 淡交社 2010年9月 市図開架 180/MU

3 知識ゼロからの京都の古寺入門 佐々木昇著 幻冬舎 2010年4月
市図開架
多図開架

180/SA
180/SA

4
京都の近代と天皇
 : 御所をめぐる伝統と革新の都市空間1868～1952

伊藤之雄著 千倉書房 2010年9月
市図開架
多図閉架

219.6/IT
216.2/21

5 雅なる京都 講談社 2002年12月 市図開架 290/SE

6 京都学を楽しむ : 古都をめぐる33の講座 知恵の会編 勉誠出版 2010年7月 市図開架 291.6/CH

7 平安京のコスモロジー : 千年持続首都の秘密 鎌田東二編 創元社 2010年5月 市図開架 291.6/KA

8 京都和の色の歳時記 吉岡幸雄監修 JTBパブリッシング 2011年4月 市図開架 291.6/KY

9 京都鴨川探訪 : 絵図でよみとく文化と景観 西野由紀, 鈴木康久編 人文書院 2011年3月 市図開架 291.6/NI

10 京都の「まち」の社会学 鰺坂学, 小松秀雄編 世界思想社 2008年10月
市図開架
多図開架

361.7/AJ
361.7/AJ

11 京杉本家の四季 : 町家二百七十年の歴史と暮らし
奈良屋記念杉本家保存会編・
著 ; 浅井憲雄写真

ランダムハウス講談社 2009年6月 田町開架 382/NA

12 京・まちづくり史 高橋康夫, 中川理編 昭和堂 2003年7月
市図開架
多図開架

518/TA
518/TA

13 建築術の実踐 : 京都の場合 田中喬著 ナカニシヤ出版 1989年6月
田町開架
小図閉架
小図閉架

520/TA
520.4/Ta84
520.4/Ta84/a
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14 京都の町家と町なみ : 何方を見申様に作る事、堅仕間敷事 丸山俊明著 昭和堂 2007年5月
市図閉架
小図閉架

521/91
521.86/Ma59

15 銀閣寺 : 京都・慈照寺 岡本茂男撮影 毎日新聞社 1989年1月
田町開架
小図閉架

521/FU/8
521.08/F87/8

16 建築MAP京都 : mini ギャラリー・間編 TOTO出版 2004年9月
田町開架
小図開架

521/GY
521/G14a//KAI

17 京の離宮と御所 : 桂離宮・修学院離宮・京都御所・仙洞御所 JTBパブリッシング 2008年7月 田町開架 521/KY

18 京都の御所と離宮 三好和義写真 朝日新聞出版 2009年12月 田町開架 521/MI

19 京都御所 三好和義著 朝日新聞出版 2010年9月 田町開架 521/MI/1

20 仙洞御所 修学院離宮 三好和義著 朝日新聞出版 2010年9月 田町開架 521/MI/2

21 桂離宮 三好和義著 朝日新聞出版 2010年9月 田町開架 521/MI/3

22 京都迎賓館 村井修写真 平凡社 2010年11月
田町開架
多図閉架

521/MU
521/148

23 京都の空間遺産 : 社寺に隠された野望のかたち、夢のあと 大森正夫著 淡交社 2009年10月 田町開架 521/OM

24 秘蔵写真で愉しむ京都御所 : 宮廷の建築・障壁画 渡辺誠著 TAC株式会社出版事業部 2010年8月 田町開架 521/WA

25
京の名庭 : 京の庭師と歩く
 : 世界遺産8庭をはじめ京の寺社40庭を紹介

小埜雅章監修 平凡社 2003年5月 田町開架 620/KY

26 京都名庭園 水野克比古著 光村推古書院 2002年11月
田町開架
小図開架

620/MI
629.2/Mi96//KAI

27 京のかたちと文様の事典 : ここにしかない、伝統とモダンの美 桜風舎編 PHP研究所 2009年1月 市図開架 702.1/OF

28 京都の仏像 村田靖子著 淡交社 2007年3月 市図開架 710/MU
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29 京都茶の庭 水野克比古写真 光村推古書院 1996年2月 田町開架 790/MI

30 池波正太郎と歩く京都
池波正太郎, 重金敦之著
 ; 「とんぼの本」編集部編

新潮社 2010年4月 市図開架 910.7/IK

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 奈良大和路の古寺 JTBパブリッシング 2007年5月 田町開架 180/NA

2 奈良時代一周 : まほろばを歩く 来村多加史著 日本放送出版協会 2010年6月 市図開架 213/KI

3 平城京の風景 : 人物と史跡でたどる青丹よし奈良の都 千田稔著 文英堂 2005年 田町開架 213/SE

4 奈良時代MAP 新創社編 光村推古書院 2007年5月 市図開架 219.6/SH

5 大和の美と風土 : 街道をあるく 高橋隆博著 関西大学出版部 2011年1月 市図開架 291.6/TA

6 奈良大和路の年中行事 田中眞人写真・文 淡交社 2009年10月 市図開架 386/TA

7 中宮寺 ; 法輪寺 ; 法起寺
毛利久解説
 ; 入江泰吉, 渡辺義雄撮影

岩波書店 2009年2月 田町開架 702.1/YA/1

8 元興寺 ; 元興寺極楽坊 ; 般若寺 ; 十輪院
鈴木嘉吉解説
 ; 岡本茂男 [ほか] 写真

岩波書店 2009年3月 田町開架 702.1/YA/3

9 入江泰吉のすべて : 大和路と魅惑の仏像 : 生誕一〇〇年記念 平凡社 2005年10月 田町開架 740/IR

10 よみがえる万葉大和路 : 平城遷都1300年記念出版 中西進著 ; 井上博道写真 ランダムハウス講談社 2010年3月 市図開架 911.12/NA
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1 「鎌倉百人一首」を歩く 尾崎左永子著 ; 原田寛写真 集英社 2008年5月
市図開架
多図開架

///S
/19/9/S

2 地域再生まちづくりの知恵 : 古都・鎌倉からの発信 福澤健次著 平凡社 2007年3月
市図開架
多図開架

///S
/平凡社/366/S

3 鎌倉 : 小さくて豊かな町を歩く
太陽編集部,
コロナ・ブックス編集部編

平凡社 2000年3月
市図開架
小図開架

///T
291.3/Ta25//T

4 鎌倉の古寺 : 仏像と四季の花を訪ねる 原田寛写真・文 JTBパブリッシング 2008年4月
田町開架
市図開架

180/HA
180/HA

5 武家の古都、鎌倉 高橋慎一朗著 山川出版社 2005年8月 市図開架 210/NI/21

6 鎌倉の世界 高橋慎一朗編 吉川弘文館 2010年1月 市図開架 211/SH/6

7 図説鎌倉伝説散歩 原田寛写真・文 河出書房新社 2003年10月 市図開架 219.3/HA

8 鎌倉歴史散歩 奥富敬之著 新人物往来社 2001年8月 市図開架 219.3/OK

9 円覚寺舎利殿 : 神奈川・円覚寺 荒牧万佐行撮影 毎日新聞社 1988年12月
田町開架
小図閉架
小図閉架

521/FU/7
521.08/Ｆ87/a7
521.08/F87/7

10 鎌倉大仏の謎 塩沢寛樹著 吉川弘文館 2010年5月
市図開架
多図閉架

710/SH
718/83
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