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書名 巻次 著者名 出版者
京都府の歴史 朝尾  直弘∥著 山川出版社
近江商人の道 木村　至宏∥〔ほか〕 淡海文化を育てる会
飛騨の民話 江馬  三枝子∥編 未来社
京の町家案内 淡交社編集局∥編 淡交社
金沢なにコレ１００話 北国新聞社出版局∥編 北国新聞社
湖の山道 草川啓三 青山舎
金沢・百万石の城下町 福田　和彦∥写真 時鐘舎
霊峰白山 北国新聞社編集局∥編 北国新聞社
近江万葉の道 木村　至宏∥〔ほか〕 淡海文化を育てる会
旅あるき「奥の細道」を読む 4 麻生／磯次∥著 明治書院

近江商人のふるさとを歩く
ＡＫＩＮＤＯ委員会∥
編

滋賀県ＡＫＩＮＤＯ
委員会

中部ライン全線・全駅・全配線 第５巻 川島　令三∥編著 講談社
近江の民話 中島 千恵子∥編 未來社
もうひとつの京都 アレックス  カー∥著 世界文化社
びわ湖湖底遺跡の謎 秋田／裕毅∥著 創元社
京近江の豪商列伝 京都新聞社∥編著 サンライズ出版
近江の名園 渡部　巌∥写真 光村推古書院
京都時代ＭＡＰ 平安京編 新創社∥編 光村推古書院
関西・幕末維新の史跡50選 木村 幸比古∥文 淡交社

加賀の芭蕉 山根 公∥著
アルファベータブッ
クス

戦国の北陸動乱と城郭 佐伯 哲也∥著 戎光祥出版
近江商人と出世払い 宇佐美 英機∥著 吉川弘文館
びわ湖ホールオペラをつくる 上原　恵美∥著 新評論
平安京と王朝びと 村井　康彦∥監修 京都新聞出版セン
ふるさと石川の歴史
美濃の民話 第１集 赤座  憲久∥編 未来社

誇れる郷土ガイド
中部編2021
年版

古田 陽久∥著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

近江の陣屋を訪ねて 中井 均∥編著 サンライズ出版
石川のトリセツ 昭文社
時代劇聖地巡礼 春日 太一∥著 ミシマ社
源氏物語の近江を歩く 畑　裕子∥著 サンライズ出版
滋賀県の歴史 畑中  誠治∥著 山川出版社
おくのほそ道を歩く 田口 惠子∥著 歴史春秋出版
びわ湖百八霊場公式ガイドブック 木村　至宏∥監修 淡交社
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北陸のお楽しみ地図館
北日本新聞社出版部∥
編集

北日本新聞社

京都はじまり物語 森谷　尅久∥著 東京堂出版
石川県の歴史 高沢  裕一∥著 山川出版社
金沢町家 金沢町家研究会∥編 能登印刷出版部
美濃の民話 第２集 赤座  憲久∥編 未来社
いしかわの清流文化 北國新聞社出版局∥編 北國新聞社
京都・近江戦国時代をゆく 津田　三郎∥著 淡交社

寂聴と巡る京都 瀬戸内　寂聴∥著
集英社インターナ
ショナル

京都ごはん日記 いしい  しんじ∥著 河出書房新社
今、ふたたびの京都 東山　魁夷∥著 求竜堂
白洲正子と歩く琵琶湖 江北編 大沼 芳幸∥著 海青社
絵画史料が語る祇園祭 河内  将芳∥著 淡交社

京都１２カ月年中行事を楽しむ 若村　亮∥著
ダイヤモンド・ビッ
グ社

加賀・能登の民話 第２集 清酒  時男∥編 未来社
京の水案内 カッパ研究会∥編 京都新聞出版セン
加賀百万石の味文化 陶  智子／著 集英社
新・鉄道廃線跡を歩く 3 今尾  恵介∥編著 ＪＴＢパブリッシン
湖の国の歴史を読む 渡辺／誠∥編 新人物往来社
奥美濃とその周辺の山１３０山 富永／豊∥著 〔富永豊〕
能登国三十三観音のたび 西山　郷史∥著 能登ネットワーク
京都の民話 二反長  半∥編 未来社

水野流京都撮影の手引き 水野　秀比古∥著
アスキー・メディア
ワークス

京の名庭 小埜／雅章∥監修 平凡社
岐阜県の山 島田／靖∥著 山と渓谷社
石川あるある 宮本  南吉∥著 ＴＯブックス

岐阜県警レスキュー最前線
岐阜県警察山岳警備隊
∥編

山と渓谷社

オールカラー地図と写真から見える!京の都歴史を
歩く!

川端 洋之∥著 西東社

写真で見る祇園祭のすべて 島田 崇志∥著 光村推古書院
知らなかった！都道府県名の由来 谷川　彰英∥著 東京書籍
石川「地理・地名・地図」の謎 実業之日本社∥編 実業之日本社

岐阜県の歴史散歩
岐阜県高等学校教育研
究会地歴　公民部会
地理部会∥編

山川出版社
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京の路地裏植物園 田中  徹∥著 淡交社
飛騨高山 新山／寿弘∥写真 平凡社
加賀藩墓地めぐり 中山  善壱∥〔著〕
京都・奈良のお寺で仏像に会いましょう 福岡／秀樹∥著 メイツ出版
京・近江・大和の名庭 小埜／雅章∥監修 平凡社
明智光秀と琵琶湖 大沼 芳幸∥著 海青社

滋賀県の歴史散歩 上
滋賀県歴史散歩編集委
員会∥編

山川出版社

包丁侍舟木伝内 陶  智子∥著 平凡社
京都人にも教えたい京都百景 鳥居本 幸代∥著 春秋社
京都今昔歩く地図帖 井口　悦男∥著 学研パブリッシング
京都でお買いもん 入江 敦彦∥著 新潮社
石川県って、こんなとこ 金沢経済同友会∥編 時鐘舎
京都異界に秘められた古社寺の謎 新谷 尚紀∥編 ウェッジ
ぶらり近江の観音めぐり 玉城　妙子∥著 小学館
『源氏物語』の京都を歩く 槙野　修∥著 ＰＨＰ研究所
飛騨三木一族 谷口　研語∥著 新人物往来社
岐阜県の歴史 松田／之利∥〔ほか〕 山川出版社
近江若狭の仏像 吉田　さらさ∥著 ＪＴＢパブリッシン
京の古寺あるき メディアユニオン∥編 有楽出版社
京都駅物語 荒川　清彦∥著 淡交社
京都美術の新・古・今 太田垣　実∥著 淡交社

図説白山信仰
白山本宮神社史編纂委
員会∥編

白山比〓神社

滋賀県の歴史散歩 下
滋賀県歴史散歩編集委
員会∥編

山川出版社

京都を知る１００章 平凡社
ＫＹＯのお言葉 入江／敦彦∥著 マガジンハウス
忍びの滋賀 姫野 カオルコ∥著 小学館
ホハレ峠 大西 暢夫∥写真  文 彩流社
京都＊ご利益手帖 佐藤　紅∥編集 光村推古書院
京都語を学ぶ人のために 堀井　令以知∥著 世界思想社
観音ガールと巡る滋賀近江の十一面観音 對馬 佳菜子∥著 能美舎
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