
平成 25年 ９月 27日 

京 都 府 立 図 書 館 

名所図会にみる京都           

 

江戸時代に刊行された京都の名所案内記『都名所図会』や 

それ以降に刊行された名所図会等から、当時の風景や風俗 

等を知ることができます。 

京都名所の良さをより深く知ってみませんか。               

                          当館所蔵『都名所図会』 
                                                                        

 

江戸時代に刊行された京都の名所図会 
タイトル 請求記号 資料コード 

『都名所図会』 秋里 籬島/著 竹原 信繁/画 吉野屋為八 1780      

（『新修京都叢書 6』収載） 
K/291.62/Sh69/6 1106163692 

『拾遺都名所図会』 秋里 籬嶌/著 竹原 信繁/画 吉野屋爲八 1787 

（『新修京都叢書 ７』収載） 
K/291.62/Sh69/7 1106163700 

『都林泉名勝図会』 秋里 籬嶌/著 佐久間 草偃/画 小川多左衛門 1799 

（『新修京都叢書 9』収載） 
K/291.62/Sh69/9 1106163726 

『再撰花洛名勝図会』 木村 明啓・川喜多 真彦／編 神先向松堂 1864 

（『再撰花洛名勝図会』写真版） 
K/291.62/Sa22 1107927111他 

 

昭和以降に刊行された京都の名所図会 
『新撰京都名所図会』 全７巻 竹村 俊則/著 白川書院 1959-65 K/291.62/Ta63 1105913477 他 

『昭和京都名所図会』 全７巻 竹村 俊則/著 駸々堂出版 1980-89 K/291.62/Ta63 1100332582 他 

『今昔都名所図会』 全５巻 竹村 俊則/文 京都書院 1992 K/291.62/Ta63 1100332459 他 

 

京都の名所図会を読みこなしたい 
『都名所図会を読む』 宗政 五十緒/編 東京堂出版 1997 K/291.62/A38 1106220773 

『京都名所図会 -絵解き案内-』宗政 五十緒・西野 由紀/著 小学館 1997 K/291.62/Mu33 1106193665 

『京の名所図会を読む』 宗政 五十緒/編 東京堂出版 1998 K/291.62/Mu33 1110008867 

『幕末の京都をゆく -絵解き案内-』 宗政 五十緒／著 小学館 1997 K/291.62/Mu33 1101721437 

『都林泉名勝図会 上・下 -京都の名所名園案内-』 秋里 籬島/著 講談社

1999-2000 
KS/291.62/A38 1106191321 他 

『京都名所むかし案内 –絵とき「都名所図会」』 本渡 章/著  創元社 2008 K/291.62/A38 1108543461 

 

京都の名所図会に関する論文が読みたい           

論文名 所収逐次刊行物 

「『都名所図会』にみる洛中洛外図」 竹村 俊則 1991      『史迹と美術』61（7）   

「『都名所図会』『拾遺都名所図会』考」 藤川 玲満 2002            『国文』97   

「『都名所図会』にみる京都近郊山村の名所性」 岩松 文代 2003 『日本林学誌』85（2）   

「竹村俊則と新撰京都名所図会」 板井 博彦 2008 
『京都産業大学日本文化 

研究所紀要』 12/13   

「『都名所図会』にみる１８世紀京都の名所空間とその表象」 長谷川 奨悟 2010 『人文地理』62（4）  



 

名所図会の挿絵等を取り入れた本が読みたい 
タイトル 請求記号 資料コード 

『日本名所風俗図会』 京都の巻 1・2  角川書店 1979・1981 KE/291.62/N71 1100350311 他 

『京名所図会と祇園山鉾』 田中 泰彦/著 岩崎美術社 1990 K/721.8/Ta84 1106906496 

『日本近世文学研究の新領域』 宗政 五十緒/編 思文閣出版 1998 910.25/Mu33 1101812111 

『幕末・明治京都名所案内』 宇治市歴史資料館 [2004] K/175.9/U57 1107122564 

『京遊団扇 -彩色都名所図会めぐり- 』 住井千晶・西野由紀/文 光村推古書院 2004 K/721.9/Su59 1108074988 

『京都宇治川探訪』 鈴木 康久・西野 由紀/編 人文書院 2007 K/291.62/Ky6 1108522606 

『京都歴史散歩』 成美堂出版 2008 k/291.62/Ky6 1108848845 

『京の歴史・文学を歩く』 知恵の会／編 勉誠出版  2008 K/291.62/C42 1108560457 

『京都鴨川探訪』 西野 由紀・鈴木 康久/編 人文書院 2011 K/291.62/Ky6 1108680339 

 

もっと江戸時代の京都案内記が読みたい    

 

京都のひと味違う名所めぐりがしたい       ※昭和の名所図会著者「竹村俊則」の本です 

 

岡崎付近の名所を知りたい 
『東山三十六峰を歩く』 京都新聞社 1995 K/291.62/Ky6 1110204326 

『地図で読む京都・岡崎年代史』 京都岡崎魅力づくり推進協議会 2012 K/518.85/Ky6 1107969394 

『京都洛北祈りの十字路を歩く』岡村 敬二他/編 京都「文化の航跡」刊行会 2013 K/291.62/O43 1110207998 

 

インターネットからも名所図会の画像を見ることができます。 

平安京都名所図会データベース （国際日本文化研究センター） http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/                                          

貴重書データベース （京都府立総合資料館） http://www3.library.pref.kyoto.jp/index.html                              

現在の京都名所は、１階の 「今からお出かけ いつでも見られる京都案内本」 コーナーもご覧ください。  

 

        

『史料京都見聞記』 全５巻 駒 敏郎・村井 康彦／編 法蔵館 1991-92 K/291.62/Sh89  1100332319 他 

『新撰京都叢書』全 12巻 新撰京都叢書刊行会 1985-89    K/291.62/Sh69 1100350709 他 

『新修京都叢書』全 25巻 臨川書店 1993-2006 K/291.62/Sh69 1106163643 他 

『京都伝説の旅』 竹村 俊則／著 駸々堂出版 1976 K/388.16/TA63 1107201517 

『名歌京都百景』 竹村 俊則／著 京都新聞社 1976 K/911.104/TA63 1100392784 

『京の墓碑めぐり』 竹村 俊則／著 京都新聞社 1985 K/281.02/Ta63 1100285004 

『京の史跡めぐり』 竹村 俊則／著 京都新聞社 1987 K/291.62/TA63 1106220971 

『京の石造美術めぐり』 竹村 俊則／解説 京都新聞社  1990 K/714/Ta63 1106220518 

『京都ふしぎ民俗史』 竹村 俊則／著 京都新聞社 1991 K/291.62/TA63 1106220575 

『図絵京都名所 100選』 竹村 俊則／著 淡交社 1991 K/291.62/TA63 1100332657 

『京のお地蔵さん』 竹村 俊則／著 京都新聞社 1994 K/387.4/TA63 1100361102 

『鴨川周辺の史跡を歩く』 竹村 俊則／著 京都新聞社 1996 K/291.62/TA63 1106114356 

『京・歌枕の旅』 竹村 俊則／文 淡交社 1998 K/911.1/TA63 1101845962 

『川柳が居直る』 竹村 俊則／著 京都新聞社 1998 K/291.62/TA63 1106167693 

http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/
http://www3.library.pref.kyoto.jp/index.html

