
　　　　期間　：　平成２７年１０月１７日～１２月１７日
　　　　場所　：　千葉県立中央図書館
　　　　　　　　　　１階展示ホール、２階受付前、中央カウンター横書架

1．和歌・歌謡

番号 書名 著者名 出版者 出版年 所蔵館

1
<必携>万葉集を読むための基礎
百科

神野志 隆光／編 学灯社 2003.5 91112 / 278 東部

2 万葉集ハンドブック 多田 一臣／編 三省堂 1999.1 91112 / 158 東部

3 万葉集を知る事典 櫻井 満／監修 東京堂出版 2000.5 91112 / 171 東部

4 万葉集鑑賞事典 神野志 隆光／編 講談社 2010.7 91112 / 433 東部

5
万葉集と日本人  読み継がれる千
二百年の歴史

小川 靖彦／著 KADOKAWA 2014.4 91112 / 478 東部

6
古代の暦で楽しむ万葉集の春夏
秋冬

東 茂美／著 笠間書院 2013.11 91112 / 475 東部

7
これだけは知っておきたい万葉集
の環境と生活

高野 正美／著 笠間書院 2009.9 91112 / 414 東部

8
万葉の花鳥風月  古歌でたどる万
葉人のこころ

大貫 茂／文 写真淡交社 2006.1 91112 / 96 / 6 東部

9 万葉の動物たち 宮地 たか／著 渓水社 2001.11 91112 / 246 東部

10 萬葉集名花百種鑑賞 川上 富吉／編 新典社 2015.2 91112 / 485 東部

11
万葉の花100選  古歌でたどる花
の履歴書

大貫 茂／文 写真淡交社 2001.4 91112 / 215 東部

12 万葉集に歌われた草木 猪股 静弥／著 冬至書房 2002.4 91112 / 251 東部

13 万葉散策 橋本 哲二／著 新潮社 1999.11 91112 / 160 東部

14
万葉集名歌の風景  時代を超え
た心の旅

鉄野 昌弘／解説 学研 2003.4 91112 / 271 東部

15 万葉スケッチ紀行    [1] 辻本 洋太朗／スケッチ・文淡交社 1999.1 91112 / 147 東部

16 万葉スケッチ紀行    2 辻本 洋太朗／スケッチ・文淡交社 2001.3 91112 / 147 / 2 東部

17
万葉体感紀行  飛鳥・藤原・平城
の三都物語

上野 誠／著 小学館 2004.9 91112 / 307 東部

18 中西進の万葉こゝろ旅 中西 進／編著 奈良テレビ放送 2006.3 91112 / 363 東部

19 万葉集    新潮古典文学アルバム 森 淳司／[編集・執筆]新潮社 1990.4 91112 / 68 東部

20
勅撰和歌集入門  和歌文学理解
の基礎

有吉 保／著 勉誠出版 2009.1 91113 / 234 東部

21
和歌の風景  古今・新古今集と京
都

産経新聞京都総局／編著産経新聞出版 2007.3 91113 / 196 東部

22
古今和歌集入門ことばと謎  和歌
の織りなす物語

佐々木 隆／著 国書刊行会 2006.3 91113 / 182 東部

23
古今和歌集    新潮古典文学アル
バム

小町谷 照彦／[編集・執筆]新潮社 1991.6 91113 / 53 東部

24
新古今和歌集・山家集・金槐和歌
集    新潮古典文学アルバム

佐藤 恒雄／[編集・執筆]新潮社 1990.9 91113 / 52 東部

25
古今和歌集    同時代ライブラリー
古典を読む

竹西 寛子／著 岩波書店 1997.3 91113 / 35 東部

請求記号

資料展示 ＜古典復興＞【古典文学編】



26
梁塵秘抄の世界  中世を映す歌
謡

植木 朝子／著 角川学芸出版 2009.12 91163 / 19 東部

27 梁塵秘抄のうたと絵 五味 文彦／著 文芸春秋 2002.1 91163 / 11 東部

28
梁塵秘抄・狂雲集    同時代ライブ
ラリー 古典を読む

加藤 周一／著 岩波書店 1997.8 91163 / 3 東部

２．物語文学

29
竹取物語・大和物語・宇津保物語
新潮古典文学アルバム

藤井 貞和／[編集・執筆]新潮社 1991.8 91331 / F57 東部

30
かぐや姫と絵巻の世界  一冊で読
む竹取物語

上原 作和／編 武蔵野書院 2012.1 91331 / 19 東部

31
物語のいでき始めのおや  『竹取
物語』入門

原 國人／著 新典社 2012.7 91331 / 17 東部

32
伊勢物語・土佐日記    新潮古典
文学アルバム

片桐 洋一／[編集・執筆]新潮社 1990.8 91332 / KA81 東部

33
「観る」物語  くらべて楽しむ伊勢
物語

斎宮歴史博物館／編集斎宮歴史博物館 2002.2 91332 / 5 中央

34
伊勢物語    同時代ライブラリー
古典を読む

杉本 苑子／著 岩波書店 1996.4 91332 / 2 東部

35
<必携>源氏物語を読むための基
礎百科

小町谷 照彦／編 学灯社 2004.6 91336 / 215 東部

36 源氏物語ハンドブック 鈴木 日出男／編 三省堂 1998.3 91336 / 31 中央

37 源氏物語を知る事典 西沢 正史／編 東京堂出版 1998.5 91336 / 35 中央

38
源氏物語の鑑賞と基礎知識    桐
壷

鈴木 一雄／監修 至文堂 2001.11 91336 / 166 / 1 東部

39
源氏物語の鑑賞と基礎知識    橋
姫

鈴木 一雄／監修 至文堂 2001.11 91336 / 166 / 33 東部

40
源氏物語の鑑賞と基礎知識    須
磨

鈴木 一雄／監修 至文堂 2001.11 91336 / 166 / 11 東部

41 源氏物語入門 『源氏物語大辞典』編集委員会／編角川学芸出版 2008.7 91336 / 288 東部

42 あらすじで楽しむ源氏物語 小町谷 照彦／著 新典社 2010.4 91336 / 357 東部

43 源氏物語みちしるべ 中野 幸一／著 小学館 1997.3 91336 / 41 東部

44
源氏物語百華  五十四帖すべて
の謎を解く

左方 郁子／著 三修社 2004.11 91336 / 220 東部

45 謎解き源氏物語 日向 一雅／著 ウェッジ 2008.9 91336 / 298 東部

46
源氏物語  天皇になれなかった皇
子のものがたり

三田村 雅子／著 新潮社 2008.9 7212 / 50 東部

47 源氏物語ものがたり 島内 景二／著 新潮社 2008.1 91336 / 301 東部

48 きもので読む源氏物語 近藤 富枝／著 河出書房新社 2010.5 91336 / 360 東部

49 源氏物語の花 青木 登／著 けやき出版 2004.3 91336 / 204 東部

50 「源氏物語」の色辞典 吉岡 幸雄／著 紫紅社 2008.11 91336 / 313 東部

51
光源氏が見た京都  千年の古都
に『源氏物語』がよみがえる

朧谷 寿／文 学研 2004.2 91336 / 209 / 東部

52 源氏物語を歩く 朧谷 壽／監修 JTBパブリッシング2008.11 91336 / 300 東部

53
源氏物語を歩く旅  源氏物語千年
紀記念ガイドブック

枻出版社 2008.7 91336 / 284 東部

54
源氏物語  苦悩に充ちた愛の遍
歴

円地 文子／現代語訳学研 1998.5 91336 / 76 東部



55
源氏物語絵巻  華麗なる光源氏
の生涯と姫君たちの織り成すドラ
マ

新人物往来社／編新人物往来社 2011.4 7212 / 54 東部

56 すぐわかる源氏物語の絵画 田口 榮一／監修 東京美術 2009.2 91336 / 319 東部

57 じっくり見たい『源氏物語絵巻』 佐野 みどり／著 小学館 2000.2 7212 / 25 東部

58
源氏物語    新潮古典文学アルバ
ム

中野 幸一／[編集・執筆]新潮社 1990.3 91336 / N39 東部

59
源氏物語    同時代ライブラリー
古典を読む

大野 晋／著 岩波書店 1996.1 91336 / 15 東部

60 お伽草子百花繚乱 徳田 和夫／編 笠間書院 2008.11 91349 / 13 東部

61
図解御伽草子  慶応義塾図書館
蔵

石川 透／著 慶応義塾大学出版会2003.4 2239 / 5 東部

62
お伽草子・伊曾保物語    新潮古
典文学アルバム

徳田 和夫／[編集・執筆]新潮社 1991.9 91349 / TO35 東部

63 御伽草子その世界 石川 透／著 勉誠出版 2004.6 91349 / 11 東部

２．軍記物語

64 日本の古典をよむ    16　太平記 小学館 2008.3 918 / 54 / 16 東部

65 太平記    新潮古典文学アルバム 大森 北義／[編集・執筆]新潮社 1990.1 913435 / O63 東部

66
太平記    同時代ライブラリー 古
典を読む

永積 安明／著 岩波書店 1998.6 91343 / 48 東部

67
日本の古典をよむ    13　平家物
語

小学館 2007.7 918 / 54 / 13 東部

68
『平家物語』入門  琵琶法師の「平
家」を読む

山下 宏明／著 笠間書院 2012.11 91343 / 182 東部

69 平家物語ハンドブック 小林 保治／編 三省堂 2007.2 91343 / 139 東部

70 平家物語図典 五味 文彦／編 小学館 2005.4 91343 / 118 東部

71
平家物語  あらすじで楽しむ源平
の戦い

板坂 耀子／著 中央公論新社 2005.3 91343 / 120 東部

72
平家物語転読  何を語り継ごうと
したのか

日下 力／著 笠間書院 2006.4 91343 / 132 東部

73 平家物語の女たち 宮尾 登美子／著 朝日新聞社 2004.12 91343 / 114 東部

74 平家物語への旅 西田 直敏／著 人文書院 2001.1 91343 / 90 東部

75
平家物語を歩く  古典文学に出会
う旅

日下 力／監修 講談社 1999.2 91343 / 56 東部

76 歩いて楽しむ「平家物語」 いのぐち 泰子／著風媒社 2007.3 91343 / 140 東部

77 平家物語絵巻 林原美術館／編著クレオ 1994.5 7212 / 11 東部

78
平家物語  栄華と滅亡の歴史ドラ
マ

学研 1998.5 91343 / 42 東部

79
平家物語    新潮古典文学アルバ
ム

牧野 和夫／[編集・執筆]新潮社 1990.5 91343 / MA35 東部

80
平家物語    同時代ライブラリー
古典を読む

木下 順二／著 岩波書店 1996.1 91343 / 6 東部

３．随筆

81
枕草子・紫式部日記    新潮古典
文学アルバム

鈴木 日出男／[編集・執筆]新潮社 1990.6 9143 / SU96 東部



82 季語で読む枕草子 西村 和子／著 飯塚書店 2013.4 9143 / 35 東部

83
『枕草子』の歴史学  春は曙の謎
を解く

五味 文彦／著 朝日新聞出版 2014.4 9143 / 36 東部

84
枕草子    同時代ライブラリー 古
典を読む

寺田 透／著 岩波書店 1996.7 9143 / 1 東部

85 わたしの蜻蛉日記 瀬戸内 寂聴／著 集英社 2009.11 91533 / 12 東部

86
蜻蛉日記・更級日記・和泉式部日
記    新潮古典文学アルバム

三角 洋一／[編集・執筆]新潮社 1991.12 91533 / MI55 東部

87 日本の古典をよむ    14　方丈記 小学館 2007.1 918 / 54 / 14 東部

88 すらすら読める方丈記 中野 孝次／著 講談社 2003.2 91442 / 9 東部

89 すらすら読める徒然草 中野 孝次／著 講談社 2004.4 91445 / 21 東部

90
方丈記と徒然草  図説「無常」の
世を生きぬく古典の知恵

三木 紀人／監修 青春出版社 2011.11 91442 / 17 東部

91 徒然草REMIX 酒井 順子／著 新潮社 2011.11 91445 / 33 東部

92 ヘタな人生論より徒然草 荻野 文子／著 河出書房新社 2003.5 91445 / 19 東部

93
方丈記・徒然草    新潮古典文学
アルバム

稲田 利徳／[編集・執筆]新潮社 1990.7 91442 / 6 東部

94
徒然草    同時代ライブラリー 古
典を読む

杉本 秀太郎／著 岩波書店 1996.1 91445 / 1 東部

４．説話・仏教文学など

95
日本の古典をよむ    15　宇治拾
遺物語

小学館 2007.12 918 / 54 / 15 東部

96 宇治拾遺物語のたのしみ方 伊東 玉美／著 新典社 2010.8 91347 / 53 東部

97 古今著聞集 本郷 恵子／著 山川出版社 2010.7 91347 / 52 東部

98 今昔物語集の人々  平安京篇 中村 修也／著 思文閣出版 2004.11 21036 / 53 東部

99
今昔物語集・宇治拾遺物語    新
潮古典文学アルバム

小峯 和明／[編集・執筆]新潮社 1991.1 91337 / KO64 東部

100
今昔物語集    同時代ライブラリー
古典を読む

中野 孝次／著 岩波書店 1996.4 91337 / 8 東部

101 歎異抄をよむ 河田 光夫／著 明石書店 1998.9 18874 / 13 東部

102
たどたどしく声に出して読む歎異
抄

伊藤 比呂美／訳著ぷねうま舎 2012.4 18874 / 30 東部

103 親鸞と歎異抄 今井 雅晴／著 吉川弘文館 2015.1 18874 / 32 東部

104 無宗教からの『歎異抄』読解 阿満 利麿／著 筑摩書房 2005.5 18874 / 23 東部

105
歎異抄    同時代ライブラリー 古
典を読む

杉浦 明平／著 岩波書店 1996.1 18874 / 3 東部

106
日本の古典をよむ    17　風姿花
伝

小学館 2009.1 918 / 54 / 17 東部

107 すらすら読める風姿花伝 林 望／著 講談社 2003.12 773 / 31 東部

108
能・狂言・風姿花伝    新潮古典文
学アルバム

西野 春雄／[編集・執筆]新潮社 1992.2 773 / N85 東部

109
風姿花伝    同時代ライブラリー
古典を読む

馬場 あき子／著 岩波書店 1996.7 773 / 1 東部


