
　今に伝える江戸人の美意識とその生き方・あり方を学ぶ

　　　　　　２０１４年６月２１日（土）～８月１５日（金）

華開く大江戸空間

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

1 図説大江戸おもしろ事典 稲垣 史生／著 三笠書房 2105/152 書庫ＣＬ

2 人づくり風土記　４８　大江戸万華鏡 加藤 秀俊／[ほか]編纂 農山漁村文化協会 2105/152/48 一般書庫

3 ヴィジュアル百科江戸事情　４　文化編 NHKデータ情報部／編 雄山閣出版 2105/231/4 開架

4 大江戸曼陀羅 朝日ジャーナル／編 朝日新聞社 2105/340 開架

5 江戸の思考空間 タイモン・スクリーチ／著 青土社 2105/355 開架

6 大江戸ボランティア事情 石川 英輔／著 講談社 2105/I78 書庫ＣＬ

7 <知恵の宝庫>江戸に学ぶ 今野 信雄／著 サンドケー出版局 2105/Ko75 書庫ＣＬ

8 江戸へようこそ　ちくまぶっくす 杉浦 日向子／著 筑摩書房 2105/Su48 書庫ＣＬ

9 大江戸視覚革命 T・スクリーチ 作品社 21055/1 開架

10 図説大江戸 知れば知るほど 実業之日本社 2136/Z8 書庫ＣＬ

11 江戸の好奇心 美術と科学の出会い 内山 淳一／著 講談社 7210/50 開架

千葉県立西部図書館　　展示

　オリンピック招致のときの「お･も･て･な･し」や世界遺産に登録された「富士
山」「和食」など、注目される日本文化。今回、平成22年に企画展示した「江戸
の粋」のPart2として、当館所蔵の多彩な資料を紹介します。「粋」という美意識
に生きた「江戸っ子」の原点を探り、今日忘れがちな人としての生き方、しぐさ
をはじめ、多方面に及ぶ江戸の魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。

Part２ 



庶民から大名までの暮らしぶり

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

12 図説 江戸の下級武士 高柳 金芳／著 柏書房 2105/54 一般書庫

13 幕末　写真の時代 小沢 健志／編 筑摩書房 2105/303 開架

14 江戸の暮らし図鑑 高橋 幹夫／著 芙蓉書房出版 2105/310 開架

15 江戸万物事典 高橋 幹夫／著 芙蓉書房出版 2105/314 開架・参考

16 復元江戸生活図鑑 笹間 良彦／著 柏書房 2105/320 開架

17 江戸老いの文化 立川 昭二／著 筑摩書房 2105/341 開架

18 隠居大名の江戸暮らし 年中行事と食生活 江後 迪子／著 吉川弘文館 2105/E32 書庫ＣＬ

19 三くだり半　江戸の離婚と女性たち 高木 侃／著 平凡社 32215/2 開架

20 江戸の風呂 今野 信雄／著 新潮社 3836/1 一般書庫

21 江戸の生業事典 渡辺 信一郎／著 東京堂出版 3843/70 開架・参考

22 江戸の庶民生活・行事事典 渡辺 信一郎／著 東京堂出版 386/68 開架・参考

23 江戸の下水道 栗田 彰／著 青蛙房 5182/62 開架

24 江戸商売絵字引 高橋 幹夫／著 芙蓉書房出版 6721/25 一般書庫

25 江戸のエコ“もったいねぇ”があたりまえ 千葉県文書館／編集 千葉県文書館 C5185/26 開架

大江戸のファッション　粋と通
No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

26 江戸の演劇書 赤間亮 編著
早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館

0260/11 開架

27 江戸の花見 小野 佐和子／著 築地書館 3821/O67 書庫ＣＬ

28 江戸の盛り場 海野 弘／著 青土社 38213/U76 書庫ＣＬ

29 流行の風俗図誌 5 江戸風俗図誌 小野 武雄／著 展望社 3830/3 一般書庫

30 江戸の影絵遊び　光と影の文化史 山本 慶一／著 草思社 3848/Ｙ31 書庫ＣＬ

31 江戸の商標　双書美術の泉 花咲 一男／編著 岩崎美術社 5072/13 一般書庫

32 「かざり」の日本文化 辻 惟雄／編 角川書店 7021/65 開架

33 千社札　 弓岡勝美コレクション ピエ・ブックス 7218/70 開架

34 江戸の手わざ　ちゃんとした人、ちゃんとした物 田中 敦子／著 文化出版局 75021/TA84/ 書庫ＣＬ

35 あやかり富士　随筆「江戸のデザイン」 草森 紳一／著 翔泳社 75704/1/ 開架

36 江戸指物　下町職人の粋と意気 関 保雄／著 　淡交社 7580/10 一般書庫

37 江戸独楽　粋と洒落の手技－－伝統と創作 広井 道顕／編著 日貿出版社 7599/8 開架

38 江戸の音 田中 優子／著 河出書房新社 7680/3/ 一般書庫

39 知ってそうで知らない 日本人の伝統文化 山本素子　伝統文化研究会 はまの出版 7721/Ｙ31 書庫ＣＬ

40 江戸の看板　広告の原点をたどって 千葉県立上総博物館／編集 千葉県立上総博物館 C674/1 一般書庫

浮世絵とその周辺

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

41 江戸の風刺画 南 和男／著 吉川弘文館 2105/349 開架

42 江戸名所図会 斎藤 幸雄／著 新典社 2913/17/1 一般書庫



43 江戸の絵を読む 小林 忠／著 ぺりかん社 7210/18/ 一般書庫

44 江戸のなかの近代　秋田蘭画と『解体新書』　 高階 秀爾／監修 筑摩書房 7217/12/ 開架

45 江戸の遊び絵 稲垣 進一／編著 東京書籍 7218/12/ 書庫大型

46 江戸の芝居絵を読む 服部 幸雄／著 講談社 7218/44/ 開架

47 東海道五十三次 葛飾 北斎／[画] 岩崎美術社 7218/49 開架

48 写楽の全貌 山口 桂三郎／編著 東京書籍 7218/50 開架

49 図説浮世絵に見る江戸の一日 藤原 千恵子／編 河出書房新社 7218/57/ 開架

50 江戸の工夫者鍬形【ケイ】斎　北斎に消された男 渥美 国泰／著 芸術新聞社 7218/58/ 一般書庫

51 江戸の摺物　粋人たちの贈り物 千葉市美術館／編集 千葉市美術館 7218/64/ 一般書庫

52 暁斎妖怪百景 [河鍋 暁斎／画] 国書刊行会 7219/54 開架

旅と遊山

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

53 こんなに面白い江戸の旅　東海道五十三次ガイドブック 菅井 靖雄／著 東京美術 2915/SU23 書庫ＣＬ

54 広重と歩こう東海道五十三次　アートセレクション 安村 敏信／著 小学館 2915/Y65 書庫ＣＬ

55 江戸の旅人たち　歴史文化ライブラリー 深井 甚三／著 吉川弘文館 3843/69/ 一般書庫

56 江戸の旅風俗　道中記を中心に　 今井 金吾／著 大空社 38437/1/ 開架

57 落語にみる日本の旅文化 旅の文化研究所／編 河出書房新社 38437/R12/ 書庫ＣＬ

58 江戸の大道芸 高柳 金芳／著 柏書房 7797/3/ 開架

59 江戸の旅　成田詣と大和田宿 八千代市立郷土博物館／編集 八千代市立郷土博物館 C384/5/ 開架

和算の世界

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

60 見て楽しむ江戸のテクノロジー 鈴木 一義／監修 数研出版 40210/13/ 開架

61 和算史年表 佐藤 健一ほか／編著 東洋書店 4191/14 書庫・参考

62 「塵劫記」に学ぶ 西田 知己／著 研成社 4191/16 一般書庫

63 再発見江戸の数学　日本人は数学好きだった とも 日刊工業新聞社 4191/19/ 開架

64 聖なる数学:算額　世界が注目する江戸文化としての和算 深川 英俊／共著 森北出版 4191/25 開架

65 江戸の絵暦 岡田 芳朗／編著 大修館書店 44934/2/ 開架

66 和時計 沢田 平／著 淡交社 5352/8 開架

江戸の病

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

67 江戸の温泉三昧　温泉に癒される人々温泉に生きる人々 鈴木 一夫／著 岩田書院 4539/11/ 開架

68 江戸のオランダ医 石田 純郎／著 三省堂 4902/21 一般書庫

69 江戸の医療風俗事典 鈴木 昶／著 東京堂出版 49021/8 開架

70 絵で読む江戸の病と養生 酒井 シヅ／著 講談社 49021/12 開架

71 江戸の町医者 小野 真孝／著 新潮社 49802/2 一般書庫

72 江戸の生薬屋 吉岡 信／著 青蛙房 4990/51 一般書庫

73 江戸の妙薬 鈴木 昶／著 岩崎美術社 4997/4 一般書庫



百花繚乱ガーデニング

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

74 江戸時代女性生活絵図大事典 5 四季・動植物・名所 大空社 3672/116 一般書庫

75 描かれた動物・植物 江戸時代の博物誌 磯野 直秀／監修 国立国会図書館 46021/1 開架

76 植物文化人物事典 江戸から近現代・植物に魅せられた人々 大場 秀章／編 日外アソシエーツ 47033/4 開架・参考

77 本草図説　1　江戸博物図鑑　植物 高木 春山／[著] リブロポート 4999/5/1 一般書庫

78 江戸のガーデニング 青木 宏一郎／著 平凡社 6221/A53/ 書庫ＣＬ

79 江戸の変わり咲き朝顔 渡辺 好孝／著 平凡社 6274/2/ 一般書庫

80 江戸奇品図鑑 浜崎 大／著 幻冬舎ルネッサンス 62785/5 開架

江戸っ子グルメ

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

81 江戸のグルメ 千葉県立総南博物館／編集
千葉県社会教育施設
管理財団

38381/5/ 一般書庫

82 江戸の料理史　料理本と料理文化 原田 信男／著 中央公論社 38381/H32/ 書庫ＣＬ

83 江戸のファーストフード　町人の食卓、将軍の食卓 大久保 洋子／著 講談社 38381/O54/ 書庫ＣＬ

84 料理いろは庖丁　江戸の肴、惣菜百品 福田 浩／著 柴田書店 59621/F74/ 書庫ＣＬ

85 鬼平が「うまい」と言った江戸の味 逢坂 剛／文 PHP研究所 59621/O73/ 書庫ＣＬ

江戸文学とその時代

No. 書　　　　　　　名 著者等 出版者 請求記号 所蔵場所

86 落語と江戸っ子　巷に生きたひとびと 興津 要／著 参玄社 77913/O52 書庫ＣＬ

87 江戸文学の方法 諏訪 春雄／著 勉誠社 91025/1/ 開架

88 江戸時代上方の地域と文学 宗政 五十緒／編 同朋舎出版 91025/30 開架

89 江戸文学研究　新典社研究叢書 神保 五弥／編 新典社 91025/31 開架

90 江戸の粋・短詩型文学・前句附け 渡邉 信一郎／著 三樹書房 91149/3/ 開架

91 江戸読本の研究 十九世紀小説様式攷 高木 元／著 ぺりかん社 91356/28 開架

千葉県立西部図書館 

                                    

〒270-2252 松戸市千駄堀657-7          

TEL 047-385-4133       

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/                

粋 
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＊参考図書は館内でご利用ください。 


