
NO. 種類 書籍名 備考

1 京都府 図書 京都府統計書　 1992年～2002年

2 図書 京都府環境白書 2005年度～2019年度

3 図書 京都の文化財 
第十五集～第三十八集　（欠
号13,14,16,22）

4 図書 府民と共に 京都夢実現プラン 京都府総合計画　 (詳細版),(概要版)

5 図書 京都府資料目録　-昭和58年8月末日現在-

6 図書 京都府資料目録追録  No.1,No.2,No.12

7 図書 京都出版史<戦後編>昭和２０年-32年

8 図書 京都府神社庁五十年史

9 図書 京都府の歴史　県史26

10 図書 図説日本の歴史26　　図説京都府の歴史

11 図書 平安京1200年

12 図書 史料　京都の歴史　第1巻　概説

13 図書
平成29年度 京都府域の文化資源に関する共同研究会
報告書(南山城編)

14 図書
平成30年度 京都府域の文化資源に関する共同研究会
報告書(洛西編)

15 図書 京都府町村会七十年史

16 図書 写真集　京都府民の暮らし百年

17 図書
京都のまちなみは、こうして生まれた　-都城・町家・木戸
門・火消衆-

18 図書
京都アカデミア叢書　京都学術共同研究機構設立近年
ﾌｫｰﾗﾑ　京都学みやこに貢献するアカデミズム

19 図書 京都府百年の年表 6～10

20 図書 行幸啓誌 発行1991/8/1,発行1995/2/1

21 図書 日本歴史地名大系第二六巻　京都府の地名

22 図書 京が甦る　いま何をすべきか

23 図書 ふるさとNEXT　京都府北部地域で生きる

24 図書 京都の自然200選　<総合版>

25 図書 京都大辞典　府域編

北近畿地域の郷土資料　総まとめ　

市町村名
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

26 図書 京都府市町村合併史

27 図書 京の公共人材大賞　京都の未来を創る人びと

28 図書 入門　都市政策

29 図書 京都府信連35年史

30 図書 京の女性史

31 図書 京都の祭り・行事　-京都市と府下の伝統行事

32 図書 京都府農業協同組合史（一)

33 図書 京都府農業発達史　-明治・大正初期-

34 図書 平成9年　京都府の商業(平成9年商業統計調査結果)

35 図書 京都府祭り・行事調査事業調査報告書　(基礎調査編Ⅰ)

36 図書 こころを整える～文化発心　第26回国民文化祭・京都2011 CD－ROM付き

37 図書 京都の文化財地図帳(平成5年改訂増補版)

38 図書 昭和59年度　京都府市町村文化行政の実態（その2）

39 図書
スポーツと京都のまちづくり　-21世紀型スポーツ文化先
進地京都の創造-

40 図書 統計でみる京都のあゆみ　平成5年(1993年)

41 図書 京都府指定・登録文化財等目録

42 図書 京都の労働情報150号

43 図書
国選択記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
京都府指定無形民俗文化財 「野中の田楽」映像記録解
説書

44 図書 真如堂涅槃図に描かれた動物の調査報告書

45 図書 京都の伝統工芸まなびガイド

46 図書
京都府の人口　京都府推計人口調査結果　(平成18年10
月1日現在)

47 図書 京都府森林利用保全指針　

48 図書 京都府森林利用保全指針　<概要版>

49 図書 京都古道物語

50 図書 京都環境保全公社　四十年史

51 図書 Kyoto100　まちなび  京都まちづくり情報発信局
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

52 図書 歴史散歩　京都府の歴史散歩　 上,中,下

53 図書 京都府謎解き散歩

54 冊子 きょうと府民だより

55 冊子 京都府議会だより

56 冊子 森の京都

57 冊子 海の京都　DMO　News

58 冊子 統計京都

59 冊子 リーフレット 京都 No.131-No.182

60 福知山市 図書 福知山市史 第一巻～第四巻 付図あり

61 図書 福知山市史　 史料編一～三

62 図書 市制施行50周年史　福知山市50年のあゆみ

63 図書 由良川改修史

64 図書 天田郡志資料　 発行1936/9/20　上巻,下巻

65 図書 天田郡志資料　
発行1972/4/28　上巻,下巻 地
図あり

66 図書 福知山市統計書　 平成14年版～平成23年版

67 図書 福知山市文化財調査報告書　
12,16,38,40-47,51-54,57-
59,61-71

68 図書
福知山市指定文化財図録Ⅱ（補遺版）　文化財が語る福
知山の歴史

69 図書 区画整理誌　駅南地区

70 図書 丹波生活衣コレクション調査報告書

71 図書 第2期　福知山市子ども・子育て支援事業計画 概要版

72 図書
環日本海時代における地方都市の戦略（地域政策フォー
ラム報告書）

73 図書 福知山　ドッコイセの街　歴史散歩 複本2冊

74 図書 福知山史談會　創立六十周年記念誌

75 図書 復刻　福知山史談会会報　
巻一（第一号～第百号）,巻二
（第101号～第200号）

76 図書 成美学苑百年の歩み

77 図書 蔦台（四十五周年記念文集）

3



NO. 種類 書籍名 備考市町村名

78 図書 福知山商業学校概譜　西垣堯欽堯民両師遺稿文 ハードカバー,ソフトカバー

79 図書 明治の儒者　西垣堯欽堯民両先生遺稿文集　前編 ハードカバー,ソフトカバー

80 図書 福知山高等商業学校一覧

81 図書 福知山市文化協会創立50周年記念誌

82 図書 福知山市文化協会創立70周年記念誌

83 図書 福高百周年記念誌

84 図書 福知山高校七十周年誌

85 図書 福知山高校資料室収蔵品目録　郷土資料編

86 図書
福知山商業高等学校甲子園出場記念誌「勝魂　1999年
夏」

87 図書 学びの丘　創立50周年記念誌

88 図書 福知山市体育協会創立80周年記念誌

89 図書 京都府高等学校商業教育研究会50周年記念

90 図書 一宮神社　創建千三百年記念誌

91 図書 福酪二十五年のあゆみ

92 図書 福知山紅葉丘病院創立40周年記念誌

93 図書 社団法人長田野工業センター「20年のあゆみ」

94 図書 保存版　福知山市・綾部の今昔

95 図書 目で見る　福知山・綾部の100年

96 図書 図説　福知山・綾部の歴史

97 図書 写真ｱﾙﾊﾞﾑ　福知山・綾部の昭和

98 図書 台風13号福知山市　水害写真史

99 図書 福知山市域の地名（序説)

100 図書 両丹ハンドブック　1986　第1版

101 図書 京都　丹波・丹後の伝説

102 図書 郷土の人の戦争体験記　第一集

103 図書 郷土の人の戦争体験記　第二集
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

104 図書 西丹波秘境の旅　漂泊する丹後王朝の末裔

105 図書 稗田ばなし 1998.春

106 図書 福知山の民話昔ばなし

107 図書 雲原砂防と地域のくらし

108 図書
昔、石原に飛行場があった　海軍福知山航空基地と川西
航空機疎開工場の全貌を探る

109 図書 福知山市の自然遺産　伝えたいふるさとの自然

110 図書 ふるさとNEXT　京都府北部地域で生きる

111 図書 小雲一志写真集　四季の由良川

112 図書 由良川歴史散歩　2002

113 図書 歌枕の地・生野の里

114 図書 市民参加と自治体経営

115 図書 我がまち福知山を救おう！

116 図書
ある地方都市のホテル戦略　環境負荷低減と社会貢献へ
の挑戦

117 図書 最後のリベラリスト・芦田均

118 図書
福知山藩主朽木家第六代　朽木出羽守綱貞私書簡集
大阪城在番たより

119 図書 篠木玉治氏追想録

120 図書 句集　彗星

121 図書 水上　発　(ＭＩＺＵＫＡＭＩ　ＨＡＴＨＵ)

122 図書 文化勲章受章記念　佐藤太清画集

123 図書 明智光秀の生涯と丹波　福知山

124 図書
ミネルヴァ日本評伝選　明智光秀・秀満　ときハ今あめが
下しる五月哉

125 図書 明智光秀からの手紙　丹波攻略戦を語る史料

126 図書
明智光秀　五百年の孤独　なぜ謎の武将は謀反人と呼ば
れたのか

127 図書 歴史捜査　明智光秀と織田信長

128 図書 光秀からの遺言　本能寺の変436年後の発見

129 図書 明智光秀は二人いた！
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

130 図書 図説　日本の城郭シリーズ⑬　明智光秀の城郭と合戦

131 図書 図説　明智光秀

132 図書
明智光秀の乱　天正十年六月政変　織田政権の成立と崩
壊

133 図書 信長を操り、見限った男　光秀

134 図書 私の先祖　明智光秀

135 図書 明智光秀と旅

136 図書
明智光秀と近江・丹波　分国支配から「本能寺の変」へ
淡海文庫63

137 図書 明智光秀をめぐる武将列伝

138 図書 明智光秀と本能寺の変

139 図書 明智光秀の密書

140 図書 明智光秀　残虐と謀略－一級史料で読み解く

141 図書 麒麟を呼ぶ 光秀さんに学ぶ福知山のまちづくり

142 図書 新人物文庫　明智光秀「誠」という生き方

143 図書 マイウエイムック　明智光秀50の謎

144 図書 ふるさとの自然さんぽ

145 図書
京都府北部のスゴ技　京都府北部7市町ものづくり企業ガ
イドブック

146 図書 由良川風土記

147 図書
福知山市勢要覧　福知山市　北近畿をリードする創

造性あふれるまち

148 図書 平成27年新成人のみなさんへの応援メッセージ

149 図書 福知山市　くらし安心ガイド

150 図書 未来創造　福知山

151 図書 未来創造　福知山　[概要版]

152 図書 福知山市市制施行80周年記念市勢要覧

153 図書 福知山市中小小売商業等活性化基本構想

154 図書 福知山市 佐藤太清公募美術展　

155 図書 福知山市商工会議所創立70周年記念誌
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

156 図書
「元気な会社」はひとあじ違うガンバレ！福知山元

気印企業

157 図書 京 天と地と人

158 図書 福知山の自然遺産 -伝えたいふるさとの自然-

159 冊子 福知山市公報

160 冊子 福知山市勢要覧

161 冊子
市政施行70周年記念　福知山市勢要覧　北近畿の都　福
知山　英知きらめく新しい都づくり

162 冊子 福知山市文化振興基本方針

163 冊子 福知山市スポーツ推進計画

164 冊子 福知山市中心市街地商業等活性化基本計画

165 冊子
福知山市観光振興ビジョン　ビジット交流ステージ・福知
山

166 冊子
平成13年度　福知山市商業タウンマネージメント（TMO）
構想策定事業報告書

167 冊子 街角探検隊

168 冊子 福知山市の遺跡紹介　ガイドブック

169 冊子 福知山市遺跡地図　（お知らせ版） 発行：2014/3/1,2016/3/1

170 冊子
市民憲章運動推進第43回全国大会福知山大会大会報
告書

171 冊子 丹波の藍染　丹波生活コレクションから

172 冊子 平成30年度　由良川水系総合水防演習 DVDあり

173 冊子
平成16年台風第23号災害記録誌「思いやりの心　助け合
う力」

174 冊子 半世紀の物語

175 冊子 福知山市展40年のあゆみ

176 冊子 福知山市の商業集積地域でのアンケート調査結果報告書

177 冊子 2006年Ｆujiメモ9月特別号「福知山の栄枯盛衰」

178 冊子 アオイ通り三丁目商店会「明細資料綴り」

179 雑誌
週刊 池上彰と学ぶ日本の総理 30 幣原喜重郎・片山哲・
芦田均

180 冊子 朽木綱貞絵画

181 冊子 山山アートセンターをつくる2020
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

182 冊子 VRで広がる福知山

183 冊子

丹波・丹後の歴史舞台、歴史の道を散策する　福知

山市歴史散策マップ　指定文化財と伝説、伝承、見

どころガイド

184 冊子 広報ふくちやま

185 冊子 ふくちやまし議会だより

186 冊子 ラサンカ

187 冊子 福知山

188 冊子 福知山市鬼伝説探索MAP

189 冊子 第16回福知山市佐藤太清賞公募美術展

190 冊子 みらくる

191 冊子 五十鈴荘だより

192 冊子 翠光　社会福祉法人　福知山学園　広報誌

193 冊子 KTYひめがみ

194 冊子 ききょう

195 冊子 紫豊館だより

196 冊子 勇気発　きょうされんだより

197 冊子 しあわせネット福祉後援会・しあわせだより

198 冊子 きらら通信

199 冊子 福知山市男女共同参画情報紙　はばたき

200 冊子 オレンジロードつなげ隊だより

201 冊子 中丹教育支援センターだより

202 冊子 福知山市都市計画総括図

203 冊子
福知山観光ガイドマップ　福知山市観光協会推奨おみや
げガイド

204 冊子 福知山市ガイドマップ　市制施行65周年記念

205 冊子 福知山観光ガイドマップ　 発行：福知山市観光協会

206 冊子 福知山観光ガイドマップ　
発行：福知山市商工観光部観
光振興課

207 冊子 福知山市防災ハザードマップ　福知山北西部地区
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

208 冊子 福知山市地震ハザードマップ

209 冊子 福知山市内水ハザードマップ　惇明・昭和・下豊富地区

210 冊子 福知山市内水ハザードマップ　雀部地区

211 冊子 福知山市内水ハザードマップ　大正地区

212 冊子 災害から命を守るために　市民のための防災の手引き

213 冊子 第3次　福知山市人権施策推進計画

214 冊子
福知山に来るなら知っておきたい！　福知山の四人

の殿様

215 冊子 農業大学校の野菜を美味しくいただくおすすめレシピ

216 冊子 両丹地方の方墳　(常設展資料4)

217 地図 福知山城下町　今昔地図

218 地図 福知山市ガイドマップ　

219 地図 福知山市まちあるきマップ　09-10

220
パンフ
レット

福知山市観光ガイドマップ

221 大江町 図書 大江町誌　通史編　 上巻,下巻

222 図書 土地分類基本調査　大江山・出石

223 図書 絵巻　酒呑童子　越後から大江山へ  

224 図書 大江山の酒呑童子

225 図書 鬼力話伝45

226 図書 鬼力話伝　其の弐

227 図書 大江山の鬼とふるさと　その小論とエッセイ

228 図書 水害大国  天災・人災・怠慢災 

229 図書 鬼瓦のルーツ　写真紀行　韓国、中国、カンボジア

230 図書 大江山草木市誌

231 図書 憎悪と和解の大江山　あるイギリス兵捕虜の手記

232 図書 台風23号禍被災地の記録

233 冊子 大江の文化財
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

234 冊子 福知山の酒呑童子伝説

235 冊子 妖怪画の中の鬼

236 冊子 えほん福知山の酒呑童子

237 冊子 酒呑童子　大江山鬼伝説の虚と実

238 冊子 神と鬼の棲む山　元伊勢と大江山

239 冊子 鬼に横道なきものを　酒呑童子の正体は

240 冊子 世界鬼学会会報　第21号

241 冊子 福知山地方の庚甲塔

242 冊子 福知山市防災ハザードマップ　

243 三和町 図書 三和町史　上巻(通史編)

244 付図 三和町史　上巻 付図　

245 図書 三和町史　下巻

246 図書 三和町史　資料編

247 図書 民俗資料収蔵目録

248 図書
お母ちゃんとお兄ちゃんとわたし　戦後から昭和三十年代
にかけて生きた少女の実話

沢田せいじ　編集

249 冊子 平成17年度版　三和町・夜久野町・大江町　統計資料

250 冊子 三和町史　町史編算事業の経過と成果

251 冊子
平成二年度 町史編さん資料収集成果展　三和町を領し
た”おとのさま”－近世の領主と村－

252 冊子 文化　五十一号

253 冊子 みわを元気に（三和地域協議会ニュース）

254 冊子 丹波みわ

255 冊子 福知山防災ハザードマップ　三和地区※裏面は夜久野地区　

256 冊子 三和荘

257 冊子 翠光

258
夜久野

町
図書 夜久野町史　第一巻　自然科学・民族編

259 図書 夜久野町史　第二巻　資料編
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

260 図書 夜久野町史　第三巻　資料編Ⅱ

261 図書 夜久野町史　第四巻　通史編

262 図書 丹波夜久野の石造物

263 図書 上夜久野村史

264 図書 天田郡(三和町 夜久野町)の地名(序説)

265 冊子 京都　夜久野の文化財(改訂版)

266 冊子 福知山防災ハザードマップ　夜久野地区※裏面は三和地区　 　

267 舞鶴市 図書 舞鶴市史 通史編 上,中,下

268 付図 舞鶴市史 通史編　（上）　付図

269 図書 舞鶴市史　現代編

270 付図 舞鶴市史　現代編

271 図書 舞鶴市史　年表編

272 図書 舞鶴市史　各説編

273 図書 舞鶴市史　史料編

274 図書 土地分類基本調査　舞鶴・丹後由良

275 図書 舞鶴市歴史文化基本構想

276 図書 舞鶴商工会議所創立六十周年記念誌　環日本海を拓く

277 図書
舞鶴商工会議所創立70「周年記念誌　手をたずさえて
「輝く未来」を創る

278 図書 海軍のまち

279 図書 教師 上巻,下巻

280 図書 舞鶴クレインブリッジ

281 図書 舞鶴の絵地図

282 図書 滝洞歴世誌 年表式改編

283 冊子 広報まいづる

284 冊子 舞鶴商工会議所　会報 「舞悠」女性会冊子no.14

285 冊子 学校だより　舞鶴高専
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

286 冊子 国際交流　国際交流報告書 2017～2019

287 綾部市 図書 綾部市史 　上巻,下巻

288 図書 綾部市史　史料編

289 付図 綾部市史　史料編

290 図書 京都府立綾部高等学校　創立百周年記念誌

291 図書 日東精工株式会社近25年の歩み1988→2013

292 図書 日本精工40年略史

293 図書 日東精工50年史

294 図書 宥座の器　グンゼ創業者波多野鶴吉の生涯

295 図書 増補版　宥座の器　グンゼ創業者波多野鶴吉の生涯

296 図書 ビジネスアカデミーものがたり⓵宗塾

297 図書 ビジネスアカデミーものがたり②鶴翁塾

298 図書 ビジネスアカデミーものがたり③彰動塾

299 図書
水源の里　綾部で文化を紡ぐ　中学生からの地・生・輝づ
くり

300 図書 黒谷紙布瀬美庵織　作品集　VOL.1

301 図書 曽根豊　口筆画作品集　いつか大地に立ってやる

302 図書 綾部市資料館報 平成7年度～平成11年度

303 図書 綾部市文化財調査報告
第25集～第44集　(欠号：第40
集)

304 図書 グンゼby Aera　明日をもっと、ここちよく

305 図書 What kind of place is Ayabe?

306 図書 野草の力をいただいて

307 図書 第5次綾部市総合計画後期基本計画

308 冊子 広報あやべ「ねっと」

309 冊子 あやべ市議会だより

310 冊子 水の源 ４号～20号

311 冊子
平成の大修理完成記念　国宝　二王門　京都・綾部市・光
明寺
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

312 冊子 伝えていきたい郷土食　あやべの味、ばあちゃんの味

313 冊子 綾部用水　あやべ遺跡の変さんといま

314 冊子 第5次綾部市総合計画後期基本計画　概要版

315 冊子 綾部市勢要覧

316 宮津市 図書 宮津市史　史料編第一巻

317 付図 宮津市史　史料編第一巻　付図

318 図書 宮津市史　史料編第四巻

319 図書 土地分類基本調査　宮津

320 図書 郷土と美術 復刻版　第1輯、第2輯

321 図書 図書目録 宮津市立前尾記念文庫

322 図書 図書目録別冊 宮津市立前尾記念文庫

323 図書 京都府立海洋高等学校創立百周年記念誌

324 図書 「天橋立学」への招待“海の京都”の歴史と文化

325 図書 ことりっぷ　海の京都　天橋立・伊根

326 図書 天橋立物語　その文化と歴史と保全

327 図書 海の京都日本の源流ガイド

328 冊子 広報誌みやづ

329 冊子 宮津市勢のあらまし

330 伊根町 図書 伊根町誌 上巻、下巻

331 図書 京都府伊根町の民話

332 図書 丹後　伊根の民話

333 冊子 広報伊根

334 冊子 伊根町　日本で最も美しい村　海辺発

335 冊子 町勢要覧　伊根　2015資料編

336 丹後地域 図書
平成26年度 丹後・東海地方の文化方言等調査事業報告
書　丹後・東海地方のことばと文化　～兄弟のようなことば
を持つ両地方～

337 図書
平成29年度 丹後・東海地方の文化方言等調査事業報告
書　丹後・東海地方のことばと文化　第2集
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

338 図書 大丹波展　豪族たちの栄華

339 図書 丹後発掘　縄文・弥生・古墳時代

340 図書 丹後王国物語　丹後は日本のふるさと

341 図書
ＴＡＮＧＯ魅力伝え隊　丹後ふるさと自慢草紙　第四集 平
成30年度明日を担う「丹後の人」育成事業

342 図書 京都府の史跡・遺跡ハンドブック　第1集

343 図書 探訪　丹後半島の旅 上,中,下

344 図書 眠れる異能者への伝言　　丹後超古代秘話

345 図書 丹波・丹後の伝説遍歴

346 図書 北京都　丹後ふるさと検定テキストブック　丹後風土記

347 図書
歴史と伝説の里・丹後　　丹後伝説の科学的考察  生涯
教育資料

348 図書 随筆　ふるさと紀行　丹後・丹波・若狭

349 図書
地域産業とイノベーション　京都府丹後地域の伝統・現
状・展望

350 図書 地域情報研究シリーズ2　丹後地域文化オープンカレッジ

351 図書 ひらく織

352 図書 京都の伝説　丹後を歩く

353 冊子 文化財保護No.23　守り育てようみんなの文化財

354 冊子 京丹後市市勢要覧2014

355 冊子
京丹後市10年の歩み　和のちから　多彩な和がつながり
築く未来の京丹後市

356 冊子 丹後ちりめん　300年の絹の物語

357 京丹後市 図書 京丹後市史資料編　丹後震災救護史料編

358 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の歴史

359 図書 京丹後市史資料編　丹後国御檀家帳

360 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の美術

361 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の災害

362 図書 京丹後市史資料編　史料集　総動員体制と村

363 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の民俗
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

364 図書 京丹後市史資料編　久美浜代官所関係史料編

365 図書 京丹後市史資料編　図説　京丹後市の自然環境

366 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の古地図

367 図書 京丹後市史資料編　京丹後市のまちなみ・建築

368 図書 日本のふるさと　大丹後展

369 図書 丹後の紙漉き　和紙と生きる人びとのあゆみとゆくえ

370 図書
ひ・み・つの丹後本　丹後人が教える京都・丹後半島ロー
カルガイド

371 冊子 広報京丹後

372 丹後町 図書
丹後町の古代遺跡　京都府丹後町文化財調査報告　第7
集

373 図書
丹後町古代の里資料館　常設展示図録　丹後町の歴史と
文化

374 図書
京都府丹後町文化財調査報告　第15集　平成13年度町
内遺跡地形測量調査概報

375 図書
京都府丹後町文化財調査報告　第16集　平成14年度町
内遺跡地形測量調査概報

376 冊子 郷土の社寺文化　目で見る丹後町の文化財第2集

377 弥栄町 図書 青龍三年鏡シンポジウム　鏡が語る古代弥栄

378 冊子 弥栄町の文化財　平成元年

379 網野町 図書 網野町誌 上,中,下

380 図書 琴引浜の微小貝図鑑

381 冊子
京都府網野町文化財調査報告　第10集　町内遺跡発掘
調査報告書（遠所古墳群発掘調査報告書）

382 大宮町 図書 大宮町誌

383 図書 おおみやの民話

384 図書 小町ものがたり

385 図書 大宮町の民謡

386
久美浜

町
図書 久美浜町誌

387 図書 久美浜町史　資料編

388 図書
京都府久美浜町遺跡地図　京都府久美浜町文化財調査
報告　第18集

389 図書 湯舟坂2合墳　京都府久美浜町文化財調査報告第7集
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390 峰山町 図書 峰山郷土史 上,下

391 図書 わがまち峰山　峰山郷土史　現代編

392 図書
京都府峰山町埋蔵文化財調査報告書　第18集　大田南
古墳群/大田南遺跡/矢田城跡　第2次～第5次発掘調査
報告書

393 図書
下上野遺跡発掘調査報告書　（京都府峰山町埋蔵文化
財調査報告書第20集）

394 図書
京都府峰山町埋蔵文化財調査報告書　第24集　赤坂今
井墳丘墓発掘調査報告書

395 図書
京都府峰山町埋蔵文化財調査報告書　第25集　峰山町
遺跡地図

396 図書
京都府峰山町文化財調査報告　第21集　京都府遺跡調
査概報　第100冊

397 与謝郡
与謝野

町
図書

与謝の無村 郷土に残る足跡をたどって　与謝野町誕生
記念 江上文庫秋季特別展

398 図書
岸竹堂の絵画 : 近代日本画の足音 : 江山文庫秋季特別
展

399 冊子 広報よさの

400 冊子 令和元年度与謝野町国庫補助事業発掘調査報告書

401 冊子 織りなす人の手帖　与謝野町合併10周年記念町勢要覧 手帳型別冊あり

402 冊子 太邇波考古 8,9,11,12,14-17号

403 加悦 図書 加悦町誌　加悦町合併20周年記念

404 図書 加悦町史　資料編　第二巻

405 付図 加悦町史　資料編　第二巻　付図

406 図書
鉄斎と加悦  のこされた襖絵をめぐって : 江山文庫秋季特
別展

407 図書
加悦町合併50周年記念　加悦町史概要版　古墳公園とち
りめん街道

408 冊子
加悦町歴史文化シリーズ　第3集　歴史探訪丹後の中世
社会を探るⅢ

409 冊子
加悦町歴史文化シリーズ　第4集　歴史探訪丹後の中世
社会を探るⅣ

410 冊子
旧加悦町役場庁舎　令和の大修理　人々の交流が生ま
れる場として未来へつづくことを願って

411
野田
川

図書 野田川町誌

412 図書
高浪古墳発掘調査概報　(京都府野田川町文化財調査
報告第1集)

413 岩滝 図書 岩滝町誌

414 図書
京都府 岩滝町文化財調査報告 第6集 千原古墳・弓木城
跡

地図有り

415 南丹地域 図書 丹波訪食記
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416 亀岡市 図書 新修亀岡市史本文編　第一巻～第五巻 付図あり

417 図書 愛宕灯籠

418 冊子 焼きもののふる里　篠窯跡群　-発掘調査の記録から-

419 冊子 市制60周年記念　亀岡市勢要覧

420 南丹市 園部町 図書 園部町史　史料編　第2巻

421 図書 園部町史　史料編　第4巻

422 図書 麻田辨自

423 図書 園部ゆかりの画家たち

424 図書 園部町史　図説・園部の歴史

425 八木町 図書 図説 丹波八木の歴史　第１巻　考古・地理・文化財編

426 図書 図説 丹波八木の歴史　第２巻　古代・中世編

427 図書 図説 丹波八木の歴史　第３巻　近世編

428 図書 図説 丹波八木の歴史　第４巻

429 美山町 図書 美山町史 上巻,下巻

430 日吉町 図書 日吉町誌 上巻,下巻1,下巻2,平成版

431 京丹波町 和知 図書 和知町史 第一巻,第二巻付図あり

432
但馬地域
豊岡市

図書 豊岡市史　 上巻,下巻

433 図書 豊岡市史　史料編　 上巻,下巻

434 図書
台状墓の世界　両丹考古学研究会交流二十周年記念大
会の記録

435 冊子 豊岡市市勢要覧　とよおか豆辞典2015

436 冊子 但馬の情報誌　T2

437 城崎町 図書 城崎町史　

438 付図 但馬國城崎郡湯嶋村之圖　城崎町史付図

439 図書 城崎町史　史料編

440 図書 土地分類基本調査　城崎・塩江

441 竹野町 図書 竹野町史　民族・文化財・資料編
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NO. 種類 書籍名 備考市町村名

442 日高町 図書 日高町史　下巻

443 出石町 図書 出石町史　第一巻　通史編上

444 付図 出石町史　第一巻　付図

445 図書 出石町史　第二巻　通史編下

446 図書 出石町史　第三巻　　資料編Ⅰ

447 付図 出石町史　第三巻　付図

448 図書 出石町史　第四巻　資料編Ⅱ

449 図書 出石町史　年表

450 但東町
資母
村

図書 復刊　資母村誌

451 養父市 養父町 図書 養父町史 第一巻～第三巻　付録

452 冊子
響きあう心　世界へ拓く　結の郷　やぶ　～学びと

交流と居住のまち～

453 　 大屋町 図書 大屋町史　自然編 地図あり

454 図書 大屋町史　史料編 地図あり

455 八鹿町 図書 八鹿町史　下巻

456 冊子 市広報やぶ

457 朝来市 朝来町 図書 近代朝来町の歩み　朝来町史下巻

458 冊子 あさご芸術の森大賞展

459 冊子 朝来市　市勢要覧

460 和田山町 図書 和田山町史　上巻

461 図書 和田山町史　下巻

462 図書 和田山町行政誌

463 冊子 広報朝来

464 冊子 議会だより

465 山東町 図書 山東町誌　 下巻Ⅰ、下巻Ⅱ

466 生野町 図書 復刻版 生野史　校補　鉱業編　　

467 図書 復刻版 生野史　校補　政治編　　
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468 図書 復刻版 生野史　校補　代官編　　

469 図書 復刻版 生野史　校補　社寺編　　

470 図書 歌枕の地　生野の里

471 新温泉町 温泉町 図書 温泉町史　 第一巻～第三巻

472 付図 温泉町史　第三巻　付図

473 冊子 広報しんおんせん

474 冊子 新温泉町　2014　町勢要覧

475 香美町 図書
「余部事故」から一年　とりもどそう「国民の国鉄」シンポジ
ウム　記録集　一九八七年二月二十六日～二十七日

476 冊子 広報ふるさと香美

477 丹波地域 図書 丹波志

478 図書 丹波志　天田郡

479 図書 丹波 第14号,第19号

480 図書 京都を学ぶ　【丹波編】　文化資源を発掘する

481 図書 京から丹波へ　山陰古道　西国巡礼道をあるく

482 図書 口丹波　波多野秀治公とその家臣団

483 丹波市 図書 平成26年8月　丹波市豪雨災害 復興記録誌

484 図書 おぉ、丹波よ!Tamba

485 青垣町 図書 青垣町誌　第1巻

486 氷上町 図書 氷上町誌　第四巻　完結編

487 図書 目で見る三田・丹波の100年

488 市島町 図書 市島町誌 第二巻,第三巻

489 図書 市島町誌写真集 DVDあり

490 柏原町 図書 柏原町誌　第三巻

491 図書
古墳にコーフン!土器にDOKI!DOKI!　柏原の遺跡たんけ
ん

492 冊子
田ステ女記念館　特別展　「元禄の四俳女」　ステ女・智月
尼・園女・秋色女

493 春日町 図書 春日町誌　第五巻
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494 図書 丹波のあけぼの展　古代のまつり

495 山南町 図書 山南町誌　第三巻

496 冊子 広報たんば

497 冊子 第2次　丹波市総合計画

498 冊子 てぃータイム

499 冊子 西尾武陵

500 冊子 広報丹波篠山
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