
１．室町・安土桃山時代
№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

1 戦国史料叢書    2  信長公記   人物往来社 1965 21047/7/2 一般書庫

2 信長記  甫庵本  上 小瀬 甫庵　著 古典文庫 1972 2891/ｵﾉ2/1 一般書庫

3 信長記  甫庵本  下 小瀬 甫庵　著 古典文庫 1972 2891/ｵﾉ2/2 一般書庫

4 信長公記  現代語訳  上 太田 牛一　著 新人物往来社 2006 2891/ｵﾉ25/1 一般書庫

5 信長公記  現代語訳  下 太田 牛一　著 新人物往来社 2006 2891/ｵﾉ25/2 一般書庫

6 図説『信長公記』で読む信長の謎 小和田 哲男　監修 青春出版社 2008 2891/ｵﾉ27 一般開架

7 信長公記を読む 堀 新　編 吉川弘文館 2009 2891/ｵﾉ29 一般書庫

8 織田信長  『信長公記』紀行 立松 和平　著 勉誠出版 2010 2891/ｵﾉ30 一般開架

9 新・信長公記  信長の生涯を再考する 高澤 等　著 ブイツーソリューション 2011 2891/ｵﾉ32 一般開架

10 信長公記 太田 牛一　著 新人物往来社 1997 2891/ｵﾉ 4 一般書庫

11 信長戦記  信長公記の世界  志村 有弘　著 教育社 1992 2891/ｵﾉ 5 一般書庫

12 織田信長読本 新人物往来社　編 新人物往来社 1991 2891/ｵﾉ10 一般書庫

13 写真でみる織田信長の生涯 源城 政好　著 新人物往来社 1992 2891/ｵﾉ11 一般書庫

14 ZEAMI  中世の芸術と文化  1 森話社 2002 70214/2/1 一般開架

15 すぐわかる人物・ことば別桃山時代の美術 奥平 俊六　監修 東京美術 2009 70214/3 一般開架

16 芸の思想・道の思想    1世阿弥 禅竹 岩波書店 1995 704/19/1 一般書庫

17 絵巻大江山酒呑童子・芦引絵の世界 逸翁美術館　編 逸翁美術館 2011 7212/57 一般開架

18 御伽草子絵巻 奥平 英雄　編 角川書店 1995 7212/9 一般開架

19 ドナルド・キーン著作集　　第7巻　足利義政と銀閣寺 ドナルド・キーン　著 新潮社 2013 ９１０８／２２／７ 一般開架

20 室町時代の狩野派  画壇制覇への道 京都国立博物館　編 中央公論美術出版 1999 7214/9 一般大型

21 室町和歌への招待 林 達也　著 笠間書院 2007 91114/191 一般開架

22 下草  宗祇句集・宗梅本 宗祇　著 古典文庫 1978 9112/11 一般書庫

23 宗祇連歌集    萱草 宗祇　著 古典文庫 1950 9112/3/1 一般書庫

24 宗祇連歌集    老葉 宗祇　著 古典文庫 1953 9112/3/2 一般書庫

25 連歌論新集    3 伊地知 鉄男　校 古典文庫 1963 91120/3/3 一般書庫

26 義経記    西津 弘美　訳 勉誠出版 2004 91343/109 一般開架

27 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 02239/5 一般開架

28 御伽草子その世界    石川 透　著 勉誠出版 2004 91349/11 一般開架

29 御伽草子精進魚類物語    本文・校異篇 高橋 忠彦　編著 汲古書院 2004 91349/12/1 一般開架

30 御伽草子精進魚類物語    研究・索引篇 高橋 忠彦　編著 汲古書院 2004 91349/12/2 一般開架

31 お伽草子百花繚乱 徳田 和夫　編 笠間書院 2008 91349/13 一般開架

32 篠山本鼠草紙  絵巻の文字がすべて読める 愛原 豊　著 三弥井書店 2010 91349/15 一般開架

33 京都大学蔵むろまちものがたり    10 京都大学文学部国語学国文学研究室　編 臨川書店 2001 91349/16/10 一般開架

34 京都大学蔵むろまちものがたり11 京都大学文学部国語学国文学研究室　編 臨川書店 2001 91349/16/11 一般開架
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携帯サイト 

 11月1日は、「古典の日」です。 

 今回は、古典に親しむＰａｒｔ２として室町時代から江戸時代の作品を紹介します。室町時代、「浦島太郎」

や「一寸法師」のおとぎ話で有名な「御伽草子」などがつくられました。文化面でも能楽が完成され、この能楽を基礎

として、江戸時代の歌舞伎や人形浄瑠璃がつくられています。  

 江戸時代は、まさに民衆の時代、印刷物の発達によって読者層が拡大し、いわゆる町人文学の時代と言われる

庶民の文学が主流となりました。江戸の前期には、上方を中心として、仮名草子、浮世草子、俳諧、浄瑠璃が、

後期には江戸を中心として、読本、洒落本、滑稽本、人情本、黄表紙、合巻などが流行しました。タイムスリッ

プして、当時の民衆になったつもりで１冊いかがでしょうか？ 

 



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

35 京都大学蔵むろまちものがたり12 京都大学文学部国語学国文学研究室　編 臨川書店 2003 91349/16/12 一般開架

36 御伽草子集 松本 隆信　校注 新潮社 1980 91349/5 一般開架

37 魅力の御伽草子 石川 透　編 三弥井書店 2000 91349/6 一般開架

38 戦国武将逸話集  訳注『常山紀談』巻１～７ 湯浅 常山　原著 勉誠出版 2010 9145/28 一般開架

39 戦国武将逸話集    続 湯浅 常山　原著 勉誠出版 2011 9145/28/2 一般開架

40 中世日記紀行文学全評釈集成    第6巻 勉誠出版 2004 9154/9/6 一般開架

41 御伽草子を歩く 岡部 伊都子　著 新潮社 1977 9156/O37 書庫ＣＬ

42 日本古典文学全集    36　 御伽草子集 小学館 1977 918/1/36 一般書庫

43 日本古典文学全集    51　  義経記 小学館 1976 918/1/51 一般書庫

44 新日本古典文学大系    51中世日記紀行集 佐竹 昭広　ほか編集委員 岩波書店 1990 918/46/51 一般開架

45 新日本古典文学大系    54室町物語集上 佐竹 昭広　ほか編集委員 岩波書店 1989 918/46/54 一般開架

46 新日本古典文学大系    55室町物語集下 佐竹 昭広　ほか編集委員 岩波書店 1992 918/46/55 一般開架

２．江戸時代の文学（俳諧・戯作等）
№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

47 鳥獣虫魚の文学史  日本古典の自然観  1 鈴木 健一　編 三弥井書店 2011 9102/150/1 一般開架

48 鳥獣虫魚の文学史  日本古典の自然観  2 鈴木 健一　編 三弥井書店 2011 9102/150/2 一般開架

49 鳥獣虫魚の文学史  日本古典の自然観  3 鈴木 健一　編 三弥井書店 2012 9102/150/3 一般開架

50 鳥獣虫魚の文学史  日本古典の自然観  4 鈴木 健一　編 三弥井書店 2012 9102/150/4 一般開架

51 江戸の文学史と思想史 井上 泰至　編 ぺりかん社 2011 91025/102 一般開架

52 原典で楽しむ江戸の世界  江戸の文学から浮世絵・錦絵まで  浅野 晃　著 里文出版 2004 91025/65 一般開架

53 江戸の詩歌と小説を知る本 鈴木 健一　編 笠間書院 2006 91025/76 一般開架

54 江戸文学の冒険 大輪 靖宏　編 翰林書房 2007 91025/81 一般開架

55 日本文学女性へのまなざし 奥田 勲　編 風間書房 2004 9104/111 一般書庫

56 日本文学講座    7日記・随筆・記録 日本文学協会　編 大修館書店 1989 9108/1/7 一般書庫

57 江戸狂歌 なだ いなだ　著 岩波書店 1997 91119/5 一般開架

58 芭蕉俳句集 芭蕉　著 一穂社 2005 91132/113 一般書庫

59 芭蕉の名句・名言  読んで、聞いて、身体で感じる  石 寒太　著 日本文芸社 2007 91132/127 一般開架

60 芭蕉の旅路 岡田 喜秋　著 秀作社出版 2008 91132/130 一般開架

61 芭蕉の一句 高柳 克弘　著 ふらんす堂 2008 91132/133 一般開架

62 芭蕉の人情句  付句の世界 宮脇 真彦　著 角川学芸出版 2008 91132/134 一般開架

63 芭蕉たちの俳句談義 堀切 実　著 三省堂 2011 91132/145 一般開架

64 新編芭蕉大成 松尾 芭蕉　著 三省堂 1999 91132/51 一般書庫

65 芭蕉を歩く  東海道・中山道 芭蕉探遊会　編 JTB 2000 91132/63 一般書庫

66 芭蕉俳句集 松尾 芭蕉　著 岩波書店 1997 91132/7 一般書庫

67 松尾芭蕉全発句集  季題別・作成年代順 松尾 芭蕉　　著 永田書房 2003 91132/77 一般書庫

68 図説江戸の芭蕉を歩く 工藤 寛正　著 河出書房新社 2004 91132/80 一般開架

69 蕪村の風景 石川 真弘　著 富士見書房 2002 91134/34 一般開架

70 蕪村俳句集 蕪村　著 一穂社 2005 91134/41 一般開架

71 一茶おらが春板画巻 小林 一茶　著 信濃毎日新聞社 2008 91135/41 一般開架

上方と江戸 
  江戸前期は、それまでの文化的中心地であった上方（大阪）を中心とした文芸が栄え、江中後期には、

都市の発達に伴い江戸を中心に町人文化・出版文化が成立し、江戸を中心とする文芸が栄えました｡ 

 江戸前期は、お伽草子の流れを汲み、仮名草子や井原西鶴らによる浮世草子が生まれました。16世紀に

入って急速に成長した浄瑠璃の世界では、人形浄瑠璃に近松門左衛門が戯曲を書き人気を博しました。松

永貞徳らにより栄えた俳諧は、後に松尾芭蕉が現れ、俳句として大成させました。 

 後期には、俳諧の与謝蕪村、小林一茶らが活躍し、上田秋成の『雨月物語』や曲亭馬琴の『南総里見八

犬伝』といった読本が書かれ、赤本・青本（庶民向けの娯楽）などの草双紙が出版され、広く読まれまし

た。人形浄瑠璃に押されていた歌舞伎は、鶴屋南北や河竹黙阿弥等の戯曲を得て、人気の回復に成功し、

現代にも受け継がれています。 



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

72 漂泊の俳諧師小林一茶  家族をめぐる愛と悲劇 中田 雅敏　著 角川書店 2009 91135/42 一般開架

73 小林一茶  時代をよむ俳諧師 青木 美智男　著 山川出版社 2012 91135/48 一般開架

74 現代語訳江戸川柳の抒情を楽しむ 東井 淳　編著 新葉館出版 2004 91145/30 一般開架

75 江戸川柳の魅力  滑稽と風刺の文芸を味わう 吉澤 靖　著 真珠書院 2008 91145/43 一般開架

76 西鶴と浮世草子研究    Vol.1 笠間書院 2006 91352/118/1 一般開架

77 西鶴と浮世草子研究    Vol.2 笠間書院 2007 91352/118/2 一般開架

78 西鶴と浮世草子研究    Vol.3 笠間書院 2010 91352/118/3 一般開架

79 西鶴と浮世草子研究    Vol.4 笠間書院 2010 91352/118/4 一般開架

80 西鶴と浮世草子研究    Vol.5 笠間書院 2011 91352/118/5 一般開架

81 西鶴が語る江戸のラブストーリー  恋愛奇談集 井原 西鶴　著 ぺりかん社 2006 91352/119 一般開架

82 江戸の恋の万華鏡  好色五人女  竹野 静雄　著 新典社 2009 91352/129 一般開架

83 西鶴が語る江戸のダークサイド  暗黒奇談集  井原 西鶴　著 ぺりかん社 2011 91352/133 一般開架

84 男色十寸鏡 古典文庫 1950 91352/33 一般書庫

85 世間胸算用 井原 西鶴　著 新潮社 1989 91352/70 一般書庫

86 日本永代蔵 井原 西鶴　著 新潮社 1977 91352/71 一般書庫

87 好色一代男 井原 西鶴　著 新潮社 1982 91352/72 一般書庫

88 好色一代女 井原 西鶴　著 新潮社 1976 91352/74 一般書庫

89 西鶴のおもしろさ  名篇を読む 江本 裕　著 勉誠出版 2001 91352/89 一般開架

90 洒落本大成    第17巻 洒落本大成編集委員会　編 中央公論社 1982 91353/1/17 一般書庫

91 昔話稲妻表紙 本朝酔菩提 山東 京伝　著 有朋堂書店 1927 91353/5 一般書庫

92 春色袖の梅 為永 春水　著 古典文庫 1964 91354/1 一般書庫

93 春色恋白波 為永 春水　作 古典文庫 1967 91354/2 一般書庫

94 浮世床 四十八癖 式亭 三馬　著 新潮社 1982 91355/14 一般書庫

95 式亭三馬集 式亭 三馬　著 国書刊行会 1992 91355/18 一般書庫

96 東海道中膝栗毛    上 十返舎 一九　作 岩波書店 2002 91355/23/1 一般開架

97 東海道中膝栗毛    下 十返舎 一九　作 岩波書店 2002 91355/23/2 一般開架

98 深読み浮世風呂 青木 美智男　著 小学館 2003 91355/24 一般開架

99 絵図に見る東海道中膝栗毛 旅の文化研究所　編 河出書房新社 2006 91355/28 一般開架

100 十返舎一九の 坂東 秩父 埼玉道中記    十返舎 一九　著 千秋社 1983 91355/29 一般開架

101 十返舎一九の江戸見物 十返舎 一九　著 千秋社 1982 91355/30 一般開架

102 十返舎一九の箱根江の島鎌倉道中記 十返舎 一九　著 千秋社 1982 91355/31 一般開架

103 十返舎一九の甲州道中記    十返舎 一九　著 千秋社 1981 91355/32 一般開架

104 春雨物語    上田 秋成　作 三弥井書店 2012 91356/101 一般開架

105 新編水滸画伝    1 滝沢 馬琴　著 有朋堂書店 1927 91356/15/1 一般書庫

106 椿説弓張月 滝沢 馬琴　著 有朋堂書店 1927 91356/16 一般書庫

107 近世説美少年録    上 滝沢 馬琴　著 国書刊行会 1993 91356/28/1 一般書庫

108 近世説美少年録    下 滝沢 馬琴　著 国書刊行会 1993 91356/28/2 一般書庫

109 江戸怪異綺想文芸大系    第1巻 高田 衛　監修 国書刊行会 2000 91356/39/1 一般書庫

110 江戸怪異綺想文芸大系    第4巻 高田 衛　監修 国書刊行会 2003 91356/39/4 一般書庫

111 南総里見八犬伝    上 曲亭 馬琴　作 勉誠出版 2004 91356/55/1 一般開架

112 南総里見八犬伝    下 曲亭 馬琴　作 勉誠出版 2004 91356/55/2 一般開架

113 怪奇幻想雨月物語 上田 秋成　作 勉誠出版 2005 91356/62 一般開架

114 完本八犬伝の世界 高田 衛　著 筑摩書房 2005 91356/63 一般開架

115 図解里見八犬伝    犬藤 九郎佐宏　著新紀元社 2008 91356/82 一般開架

116 雨月物語の世界  上田秋成の怪異の正体  井上 泰至　著 角川学芸出版 2009 91356/86 一般開架

117 黄表紙集    1 水野 稔　編 古典文庫 1969 91357/1/1 一般書庫

118 黄表紙集    2 水野 稔　編 古典文庫 1973 91357/1/2 一般書庫

119 大江戸化物細見 アダム・カバット　校注編 小学館 2000 91357/12 一般開架

120 江戸戯作草紙 山東 京伝　著 小学館 2000 91357/13 一般開架

121 大江戸怪奇画帖  完本・怪奇草双紙画譜 尾崎 久弥　編著 国書刊行会 2001 91357/14 一般書庫

122 江戸の絵入小説  合巻の世界 佐藤 至子　著 ぺりかん社 2001 91357/15 一般開架

123 百鬼繚乱  江戸怪談・妖怪絵本集成 近藤 瑞木　編 国書刊行会 2002 91357/16 一般書庫



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

124 山東京伝黄表紙の世界  京伝に遊ぶ  細窪 孝　著 アーバンプロ出版センター 2010 91357/34 一般開架

125 江戸の本づくし  黄表紙で読む江戸の出版事情  鈴木 俊幸　著 平凡社 2011 91357/36 一般開架

126 「むだ」と「うがち」の江戸絵本  黄表紙名作選  小池 正胤　校注・解説 笠間書院 2011 91357/38 一般開架

127 江戸艶笑小咄集成 宮尾 與男　編注 彩流社 2006 91359/14 一般開架

128 江戸風俗絵入り小咄を読む 武藤 禎夫　著 東京堂出版 1994 91359/2 一般書庫

129 骨董集 山東 京伝　著 有朋堂書店 1927 9145/24 一般書庫

130 芭蕉自筆奥の細道 松尾 芭蕉　著 岩波書店 1997 9155/12 一般書庫

131 奥の細道の旅ハンドブック 久富 哲雄　著 三省堂 2002 9155/53 一般開架

132 芭蕉「おくのほそ道」の旅 金森 敦子　著 角川書店 2004 9155/67 一般開架

133 『おくのほそ道』出羽路の旅 梅津 保一　著 東北出版企画 2005 9155/70 一般開架

134 おくのほそ道 松尾 芭蕉　著 三弥井書店 2007 9155/85 一般開架

135 新日本古典文学大系    86   
浮世風呂 戯場粋言幕の外 大千世界楽屋探 佐竹 昭広　ほか編集委員 岩波書店 1989 918/46/86 一般開架

136 日本の古典をよむ    18 世間胸算用   小学館 2008 918/54/18 一般開架

137 日本の古典をよむ    19  雨月物語 小学館 2008 918/54/19 一般開架

138 日本の古典をよむ    20　おくのほそみち 小学館 2008 918/54/20 一般開架

139 貞徳家集    上巻 松永 貞徳　著 古典文庫 1975 9185/7/1 一般書庫

140 貞徳家集    下巻 松永 貞徳　著 古典文庫 1975 9185/7/2 一般書庫

141 為永春水の南総里見八犬伝後日譚(ゴニチモノガタリ)    為永 春水　著 千秋社 1983 C935/ﾀｼ1 郷土開架

３．演劇・戯曲（能、浄瑠璃等）
№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

142 ドナルド・キーン著作集　　第6巻　能・文楽・歌舞伎 ドナルド・キーン　著 新潮社 2013 9108/22/6 一般開架

143 日本思想大系    24世阿弥 禅竹 岩波書店 1974 081/12/24 一般書庫

144 日本哲学思想全書    第12巻　
俳論篇・詩論篇・謡曲論篇・画論篇 三枝 博音　ほか編 平凡社 1957 081/6/12 一般書庫

145 日本の思想    8 世阿弥集 筑摩書房 1970 12108/1/8 一般書庫

146 能狂言鑑賞ガイド  読んで楽しむ 小学館 1999 773/13 一般書庫

147 能楽鑑賞百一番 金子 直樹　文 淡交社 2001 773/24 一般書庫

148 世阿弥・仙馨 世阿弥　著 国書刊行会 2001 773/25 一般書庫

149 能にアクセス 井上 由理子　著 淡交社 2003 773/30 一般開架

150 すらすら読める風姿花伝 林 望　著 講談社 2003 773/31 一般書庫

151 風姿花伝  英文版 世阿弥　著 講談社インターナショナル 2006 773/36 一般外国語

152 お能の見方    白洲 正子　著 新潮社 2008 773/39 一般開架

153 一冊でわかる能ガイド<90番>  読んで、観て味わう「幽玄」の世界  丸岡 圭一　監修 成美堂出版 2009 773/43 一般開架

154 能舞台の主人公たち  鑑賞の手引き  権藤 芳一　著 淡交社 2009 773/45 一般開架

155 精解・風姿花伝    野上 豊一郎　著 書肆心水 2012 773/51 一般開架

156 「風姿花伝」の如く    足立 禮子　著 PHP研究所 2012 773/52 一般開架

157 世阿弥芸術論集 世阿弥　著 新潮社 1976 773/7 一般書庫

158 能苑逍遙    上 天野 文雄　著 大阪大学出版会 2009 7732/16/1 一般開架

159 世阿弥    今泉 淑夫　著 吉川弘文館 2009 77328/17 一般開架

160 世阿弥の言葉  心の糧、創造の糧  土屋 恵一郎　著 岩波書店 2013 77328/21 一般開架

161 日本の古典をよむ    17  風姿花伝   小学館 2009 918/54/17 一般開架

162 近松門左衛門三百五十年    和泉書院 2003 9124/15 一般開架

163 完本浄瑠璃物語  現代語訳  信多 純一　訳著 和泉書院 2012 9124/30 一般開架

164 近松世話物全集    上巻 近松 門左衛門　著 富山房 1977 9124/ﾁﾓ1/1 一般書庫

165 近松世話物全集    中巻 近松 門左衛門　著 富山房 1977 9124/ﾁﾓ1/2 一般書庫

166 近松世話物全集    下巻 近松 門左衛門　著 富山房 1977 9124/ﾁﾓ1/3 一般書庫

167 新注絵入曾根崎心中    近松 門左衛門　著 和泉書院 1998 9124/ﾁﾓ7 一般書庫

168 仮名手本忠臣蔵 上村 以和於　著 慶應義塾大学出版会 2005 774/29 一般開架

169 歌舞伎ギャラリー50  登場人物&見どころ図解  田口 章子　編著 学研 2008 774/34 一般開架

170 絵で読む歌舞伎の歴史    服部 幸雄　著 平凡社 2008 7742/21 一般開架

171 江戸板狂言本    1 佐藤 恵里　編 古典文庫 1983 9125/2/1 一般書庫

172 江戸板狂言本    2 佐藤 恵里　編 古典文庫 1987 9125/2/2 一般書庫


