学情センター２Ｆ企画展示

絵から楽しもう日本の古典
書名

展示期間：2011.8.1～8.13
巻号次

配置場所

請求記号

江戸の本屋と本づくり / 橋口侯之介著. -- 平凡社, 2007.10. -- (和本入門 / 橋口侯
之介著 ; 続).

3F開架新体系 022.31//H37//7872

図解御伽草子 : 慶應義塾図書館蔵 / 石川透著. -- 慶應義塾大学出版会, 2003.4.

3F開架新体系 022.39//I76//5632

入門奈良絵本・絵巻 / 石川透著. -- 思文閣出版, 2010.8.

3F開架新体系 022.39//I76//5654

絵草紙屋江戸の浮世絵ショップ / 鈴木俊幸著. -- 平凡社, 2010.12. -- (平凡社選書
; 230).
江戸の読書熱 : 自学する読者と書籍流通 / 鈴木俊幸著. -- 平凡社, 2007.2. -- (平
凡社選書 ; 227).
ニュースの誕生 : かわら版と新聞錦絵の情報世界 / 木下直之, 吉見俊哉編. -- 東京
大学総合研究博物館, 1999.10. -- (東京大学コレクション ; 9).
かわら版物語 : 江戸時代マスコミの歴史 / 小野秀雄著. -- 雄山閣出版, 1988.5. -(雄山閣BOOKS ; 23).

3F開架新体系 023.1//SU96//8259
3F開架新体系 023.1//SU96//0469
7F新体系L

L070.21//KI46//3160

3F開架新体系 070.21//O67//2786

大阪の錦絵新聞 / 土屋礼子著. -- 三元社, 1995.12.

3F開架新体系 070.21//TS32//9422

古文書くずし字500選 : 覚えておきたい / 柏書房編集部編. -- 柏書房, 2002.6.

3F開架新体系 210.029//KA77//4620

おさらい古文書の基礎 : 文例と語彙. -- 柏書房, 2002.3. -- (「シリーズ」日本人の手
習い).
吉備大臣入唐絵巻 : 知られざる古代中世一千年史 / 倉西裕子著. -- 勉誠出版,
2009.11.
絵巻で読む中世 / 五味文彦著. -- 筑摩書房, 2005.8. -- (ちくま学芸文庫 ; [コ-221]).
絵巻で読む中世 / 五味文彦著. -- 筑摩書房, 1994.10. -- (ちくま新書 ; 010).
中世のことばと絵 : 絵巻は訴える / 五味文彦著. -- 中央公論社, 1990.11. -- (中公
新書 ; 995).
「絵巻」子どもの登場 : 中世社会の子ども像 / 黒田日出男著. -- 河出書房新社,
1989.7. -- (歴史博物館シリーズ).
姿としぐさの中世史 : 絵図と絵巻の風景から / 黒田日出男著. -- 平凡社, 1986.5. -(イメージ・リーディング叢書).
そうだったのか江戸時代 : 古文書が語る意外な真実 / 油井宏子著. -- 柏書房,
2010.3.
江戸のマスコミ「かわら版」 : 「寺子屋式」で原文から読んでみる / 吉田豊著. -- 光文
社, 2003.6. -- (光文社新書 ; 103).
大和名所図会ほか / 池田末則, 鏡味明克, 江端真樹子編. -- クレス出版, 2003.5. -(地名研究資料集 / 池田末則, 鏡味明克, 江端真樹子編 ; 第4巻).
江戸城が消えていく : 『江戸名所図会』の到達点 / 千葉正樹著. -- 吉川弘文館,
2007.9. -- (歴史文化ライブラリー ; 239).
江戸の地図屋さん : 販売競争の舞台裏 / 俵元昭著. -- 吉川弘文館, 2003.12. -- (歴
史文化ライブラリー ; 168).

3F開架新体系 210.029//O74//4643
3F開架新体系 210.3//KU53//7826
4F文庫版

210.4//G62//0435

4F新書版

210.4//G62//5176

4F新書版

210.4//G62//1670

3F開架新体系 210.4//KU72//4279
3F開架新体系 210.4//KU72//0169
3F開架新体系 210.5//A14//8873
7F新体系

210.5//Y86//2413

3F開架新体系 291.0189//I32//0123
3F開架新体系 291.36//C42//5580
3F開架新体系 291.361//TA97//5739

大阪名所むかし案内 : 絵とき「摂津名所図会」 / 本渡章著. -- 創元社, 2006.9.

3F開架新体系 291.63//H84//4812

読み解き大坂大絵図 / 本渡章著. -- 創元社, 2010.2. -- (大阪古地図むかし案内 /
本渡章著 ; [正]).

3F開架新体系 291.63//H84//2606

上方風俗大阪の名所図会を読む / 宗政五十緒編. -- 東京堂出版, 2000.9.

3F開架新体系 291.63//MU33//7026

安政大地震と民衆 : 地震の社会史 / 北原糸子著. -- 三一書房, 1983.9.

4F開架N

浮世絵美人くらべ / ポーラ文化研究所編著. -- ポーラ文化研究所, 1998.12. -(ポーラ文化研究所コレクション ; 5).

4F開架新体系 383.5//P76//1726

江戸美人の化粧術 / 陶智子著. -- 講談社, 2005.12. -- (講談社選書メチエ ; 349).

4F開架新体系 383.5//SU15//4050

風流江戸の蕎麦 : 食う、描く、詠む / 鈴木健一著. -- 中央公論新社, 2010.9. -- (中
公新書 ; 2074).
江戸庶民の暮らし / 田村栄太郎著 ; 出版工房ケンブリッジ編. -- 雄山閣, 2003.12. - (江戸時代選書 ; 10).

4F新書版

N369.31//K2//1

383.81//SU96//6052

4F開架新体系 384.38//TA82//6864

浮世絵に見る江戸の子どもたち / くもん子ども研究所編著. -- 小学館, 2000.11.

4F開架新体系 384.5//KU39//7256

絵で見る江戸の女たち / 原田伴彦, 遠藤武, 百瀬明治著. -- 柏書房, 2006.11.

4F開架新体系 384.6//H32//7590

図説日本の昔話 / 石井正己著. -- 河出書房新社, 2003.7. -- (ふくろうの本).

4F開架新体系 388.1//I75//6494

書名

巻号次

配置場所

請求記号

妖怪学の基礎知識 / 小松和彦編著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 487).

4F開架新体系 388.1//KO61//2232

異界と日本人 : 絵物語の想像力 / 小松和彦著. -- 角川書店, 2003.9. -- (角川選書
; 356).

4F開架新体系 388.1//KO61//2346

図説・日本未確認生物事典 / 笹間良彦著. -- 柏美術出版, 1994.1.

4F開架新体系 388.1//SA76//2428

稲生物怪録絵巻集成 (いのうもののけろくえまきしゅうせい) / 杉本好伸編. -- 国書刊
行会, 2004.7.

4F開架新体系 388.1//SU38//4338

妖怪百物語絵巻 / 湯本豪一編著. -- 国書刊行会, 2003.7.

4F開架新体系 388.1//Y97//0720

絵で読む江戸の病と養生 / 酒井シヅ著. -- 講談社, 2003.6.

3F開架新体系 490.21//SA29//8537

絵巻物の建築を読む / 小泉和子, 玉井哲雄, 黒田日出男編. -- 東京大学出版会,
1996.11.
絵巻物 / 秋山光和著. -- 改訂版. -- 小学館, 1980.11. -- (原色日本の美術 ; 第8
巻).
江戸の絵を愉しむ : 視覚のトリック / 榊原悟著. -- 岩波書店, 2003.6. -- (岩波新書 ;
新赤版 843).
描かれた女たち : 絵巻の主婦像から昭和の美人画まで / 塩川京子著. -- 朝日新聞
社, 1999.5. -- (朝日選書 ; 626).
江戸絵画の不都合な真実 / 狩野博幸著. -- 筑摩書房, 2010.10. -- (筑摩選書 ;
0002).

3F開架新体系 521.02//KO38//3662
3F開架大型本 L708//G34//7514
4F新書版

721.02//SA31//9079

3F開架新体系 721.02//SH73//5259
3F開架新体系 721.025//KA58//6664

江戸の絵を読む / 小林忠著. -- :新装版. -- ぺりかん社, 1998.6.

3F開架新体系 721.025//KO12//5616

酒呑童子絵を読む : まつろわぬものの時空 / 美濃部重克, 美濃部智子著. -- 三弥井
書店, 2009.8.

3F開架新体系 721.025//MI45//8561

奇想の系譜 / 辻惟雄著. -- 筑摩書房, 2004.9. -- (ちくま学芸文庫 ; [ツ-7-1]).

4F文庫版

絵師 / むしゃこうじ・みのる著. -- 法政大学出版局, 1990.3. -- (ものと人間の文化史 ;
63).
伊勢物語絵巻の探究 : 和泉市久保惣記念美術館本の分析 / 相原充子著. -- 山川
出版社, 2002.3. -- (美の光景 ; 1).
大江戸日本橋絵巻 : 「煕代勝覧」の世界 / 浅野秀剛, 吉田伸之編 ; 浅野秀剛 [ほか]
著. -- 講談社, 2003.10.

721.025//TS41//0228

3F開架新体系 721.028//MU84//2360
3F開架新体系 721.2//A24//1975
3F開架新体系 721.2//A87//1153

中宮物語絵巻の研究 / 絵詞研究会編. -- 臨川書店, 2006.4.

3F開架新体系 721.2//E44//1168

絵図大工百態. -- [本体], 解説. -- 新建築社, 1974.7.

3F開架新体系 L721.2//E99//6634

『春日験記絵』と中世 : 絵巻を読む歩く / 五味文彦著. -- 淡交社, 1998.11.

7F新体系

平家物語絵巻 / 林原美術館編著. -- クレオ, 1994.5.

3F開架新体系 L721.2//H48//0808

魅力の奈良絵本・絵巻 / 石川透編. -- 三弥井書店, 2006.6.

3F開架新体系 721.2//I76//6721

怪奇鳥獣図巻 : 大陸からやって来た異形の鬼神たち / 伊藤清司監修・解説. -- 工作
舎, 2001.1.
チェスター・ビーティー・ライブラリィ絵巻絵本解題目録 / 国文学研究資料館, チェス
ター・ビーティー・ライブラリィ編. -- :セット, 解題篇(日本文), 図録篇. -- 勉誠出版,
2002.3.
チェスター・ビーティー・ライブラリィ絵巻絵本解題目録 / 国文学研究資料館, チェス
ター・ビーティー・ライブラリィ編. -- :セット, 解題篇(日本文), 図録篇. -- 勉誠出版,
2002.3.
百鬼夜行絵巻の謎 / 小松和彦著. -- 集英社, 2008.12. -- (集英社新書 ; ヴィジュア
ル版 ; 012V).

3F開架新体系 721.2//I89//1942
3F開架新体系 L721.2//KO45//1456

3F開架新体系 L721.2//KO45//1455
4F新書版

源氏物語絵巻を読む : 物語絵の視界 / 久下裕利著. -- 笠間書院, 1996.9.
妖怪図巻 / 京極夏彦文 ; 多田克己編・解説. -- [正], 続. -- 国書刊行会, 2000.62006.5.
妖怪図巻 / 京極夏彦文 ; 多田克己編・解説. -- [正], 続. -- 国書刊行会, 2000.62006.5.

721.2//KO61//3246

3F開架新体系 721.2//KU21//2113

続

3F開架新体系 L721.2//KY3//5920

[正] 3F開架新体系 L721.2//KY3//5919

だれが源氏物語絵巻を描いたのか / 皆本二三江著. -- 草思社, 2004.9.
源氏物語絵巻の謎を読み解く / 三谷邦明 , 三田村雅子著. -- 角川書店, 1998.12. - (角川選書 ; 302).
絵巻の歴史 / 武者小路穣著. -- : 新装版. -- 吉川弘文館, 1995.4. -- (日本歴史叢
書 / 日本歴史学会編 ; 42).
よみがえる源氏物語絵巻 : 全巻復元に挑む / NHK名古屋「よみがえる源氏物語絵
巻」取材班著. -- 日本放送出版協会, 2006.2.
信貴山縁起 / 小松茂美編集・解説. -- コンパクト版. -- 中央公論社, 1993.12. -- (日
本の絵巻 / 小松茂美編集・解説 ; 4).

721.2//G62//6882

3F開架新体系 721.2//MI38//3272
3F開架新体系 721.2//MI58//1808
: 新装版

3F開架新体系 721.2//MU84//3664
3F開架新体系 721.2//N71//7148
3F開架新体系 721.2//N71//8127

書名

巻号次

伴大納言絵詞 / 小松茂美編集・解説. -- コンパクト版. -- 中央公論社, 1993.10. -(日本の絵巻 / 小松茂美編集・解説 ; 2).
鳥獣人物戯画 / 小松茂美, 上野憲示執筆. -- 中央公論社, 1977.8. -- (日本絵巻大
成 / 小松茂美編 ; 6).
源氏物語絵巻 ; 寝覚物語絵巻 / 小松茂美 [ほか] 執筆. -- 中央公論社, 1977.5. -(日本絵巻大成 / 小松茂美編 ; 1).
伊勢物語絵巻 ; 狭衣物語絵巻 ; 駒競行幸絵巻 ; 源氏物語絵巻 / 小松茂美[ほか]執
筆. -- 中央公論社, 1979.1. -- (日本絵巻大成 / 小松茂美編 ; 23).
なよ竹物語絵巻 ; 直幹申文絵詞 / 小松茂美, 久保田淳執筆. -- 中央公論社,
1978.8. -- (日本絵巻大成 / 小松茂美編 ; 20).

配置場所

請求記号

3F開架新体系 721.2//N71//8129
3F開架大型本 L721.2//N71//1860
3F開架大型本 L721.2//N71//1417
3F開架大型本 L721.2//N71//1421
3F開架大型本 L721.2//N71//1418

すぐわかる絵巻の見かた / 榊原悟監修. -- 東京美術, 2004.3.

3F開架新体系 721.2//SA31//2389

太平記絵巻 / 宮次男, 佐藤和彦編. -- 河出書房新社, 1992.3.

3F開架新体系 L721.2//TA22//8771

室町絵巻の魔力 : 再生と創造の中世 / 高岸輝著. -- 吉川弘文館, 2008.9.

3F開架新体系 721.2//TA29//9935

図説百鬼夜行絵巻をよむ / 田中貴子[ほか]著. -- 河出書房新社, 1999.6. -- (ふくろ
うの本).
絵巻における神と天皇の表現 : 見えぬように描く / 山本陽子著. -- 中央公論美術出
版, 2006.7.
鬼のいる光景 : 『長谷雄草紙』に見る中世 / 楊暁捷著. -- 角川書店, 2002.2. -- (角
川叢書 ; 20).
謎解き洛中洛外図 / 黒田日出男著. -- 岩波書店, 1996.2. -- (岩波新書 ; 新赤版
435).
蕪村 : 没後220年 / [与謝蕪村画] ; 逸翁美術館, 柿衛文庫編. -- 思文閣出版,
2003.9.
完全版広重の富士 / 赤坂治績著. -- 集英社, 2011.1. -- (集英社新書 ; ヴィジュアル
版 ; 020V).

3F開架新体系 721.2//TA84//9131
3F開架新体系 721.2//Y31//9359
3F開架新体系 721.2//Y72//9119
4F新書版

721.4//KU72//0944

3F開架新体系 L721.7//TA87//5927
4F新書版

721.8//A32//8969

錦絵を読む / 浅野秀剛著. -- 山川出版社, 2002.9. -- (日本史リブレット ; 51).

3F開架新体系 721.8//A87//3807

浮世絵は語る / 浅野秀剛著. -- 講談社, 2010.7. -- (講談社現代新書 ; 2058).

4F新書版

浮世絵史概説 : フェノロサ厳選20木版画による浮世絵史観 / アーネストF.フェノロサ
著 ; 高嶋良二訳. -- 新生出版, 2008.1.
浮世絵のなかの江戸玩具 : 消えたみみずく、だるまが笑う / 藤岡摩里子著. -- 社会
評論社, 2008.2.
江戸切絵図・冨士見十三州輿地全図で辿る北斎・広重の冨嶽三十六景筆くらべ / 人
文社編集部企画・編集. -- 人文社, 2005.5. -- (古地図ライブラリー ; 11).
北斎漫画 / [葛飾北斎画] ; 永田生慈監修・解説. -- 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 東京美 第1巻
術, 2002.12-2003.2.
北斎漫画 / [葛飾北斎画] ; 永田生慈監修・解説. -- 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 東京美 第2巻
術, 2002.12-2003.2.
北斎漫画 / [葛飾北斎画] ; 永田生慈監修・解説. -- 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 東京美 第3巻
術, 2002.12-2003.2.

721.8//A87//4494

3F開架新体系 721.8//F19//8311
3F開架新体系 721.8//F65//1466
3F開架新体系 L721.8//J51//6906
3F開架新体系 721.8//KA88//6403
3F開架新体系 721.8//KA88//6404
3F開架新体系 721.8//KA88//6405

浮世絵の鑑賞基礎知識 / 小林忠, 大久保純一[著]. -- 至文堂, 1994.5.

3F開架新体系 721.8//KO12//0820

江戸浮世絵を読む / 小林忠著. -- 筑摩書房, 2002.4. -- (ちくま新書 ; 343).

4F新書版

葛飾北斎 / 永田生慈著. -- 吉川弘文館, 2000.5. -- (歴史文化ライブラリー ; 91).

3F開架新体系 721.8//N23//0909

魑魅魍魎の世界 : 浮世絵 : 江戸の劇画-霊界・魔界の主人公たち / 中右瑛著. -- 改
訂版. -- 里文出版, 1994.5.
春画 : 片手で読む江戸の絵 / タイモン・スクリーチ著 ; 高山宏訳. -- 講談社, 1998.
4. -- (講談社選書メチエ ; 128).

721.8//KO12//3034

3F開架新体系 721.8//N43//0819
3F開架新体系 721.8//SC9//3211

春画の謎を解く / 白倉敬彦著. -- 洋泉社, 2004.6. -- (新書y ; 113).

4F新書版

広重の三都めぐり : 京絵図大全・大坂細見図・御江戸大絵図で歩く : 京・大坂・江戸・
近江 / 菅井靖雄執筆. -- 人文社, 2006.11. -- (古地図ライブラリー ; 14).

3F開架新体系 L721.8//SU23//8429

視覚革命浮世絵 / 諏訪春雄著. -- 勉誠出版, 2003.6. -- (智慧の海叢書).

3F開架新体系 721.8//SU87//4446

江戸のニューメディア : 浮世絵情報と広告と遊び / 高橋克彦著. -- 角川書店,
1992.3.

3F開架新体系 721.8//TA33//8772

画図百鬼夜行 / 鳥山石燕[画] ; 稲田篤信, 田中直日編. -- 国書刊行会, 1992.12.

3F開架新体系 721.8//TO69//0115

奇想の江戸挿絵 / 辻惟雄著. -- 集英社, 2008.4. -- (集英社新書 ; ヴィジュアル版 ;
008V).

4F新書版

浮世絵の歴史 : カラー版. -- 美術出版社, 1998.5.

3F開架新体系 721.8//U59//3753

触れ、語れ : 浮世絵をめぐる知的冒険 / 浮世絵ってどうやってみるんだ?会議編. -慶應義塾大学教養研究センター. -- (慶應義塾大学教養研究センター選書 ; 9).

3F開架新体系 721.8//U59//2290

721.8//SH83//6848

721.8//TS41//3525

書名

巻号次

配置場所

請求記号

写楽の全貌 / 山口桂三郎編著. -- 東京書籍, 1994.3.

3F開架新体系 L721.8//Y24//0824

絵すごろく : 生いたちと魅力 / 山本正勝著. -- 芸艸堂, 2004.1.

3F開架新体系 721.8//Y31//5205

日本をすり抜けた西洋 : 北斎の知恵、そして写楽 / 横地清著. -- 東海大学出版会,
2008.10.
大津絵 : 日本民藝館所蔵 / 尾久彰三監修 ; 内海禎子, ジャネット・コプロス訳. -- 東
方出版, 2005.2.
祈りの文化 : 大津絵模様・絵馬模様 / 信多純一著. -- 思文閣出版, 2009.6.
文明開化の錦絵新聞 : 東京日々新聞・郵便報知新聞全作品 / 千葉市美術館編. -国書刊行会, 2008.1.
最後の浮世絵師 : 河鍋暁斎と反骨の美学 / 及川茂著. -- 日本放送出版協会,
1998.12. -- (NHKブックス ; 848).
江戸漫画本の世界 / 湯本豪一編. -- 日外アソシエーツ.
絵入本から画帖・絵ばなしまで / 鳥越信編. -- ミネルヴァ書房, 2001.12. -- (シリー
ズ・日本の文学史 ; 2 . はじめて学ぶ日本の絵本史 / 鳥越信編 ; 1).
妖怪草紙 : くずし字入門 / アダム・カバット著. -- 柏書房, 2001.7. -- (「シリーズ」日
本人の手習い).

3F開架新体系 721.8//Y74//1917
3F開架新体系 721.82//O26//3935
3F開架新体系 721.82//SH66//9886
3F開架新体系 L721.9//C42//0598
3F開架新体系 721.9//O32//1159
3F開架新体系 726.5//Y97//2055
3F開架新体系 726.601//TO67//9030
3F開架新体系 728.1//KA11//4644

古文書入門 : くずし字で「百人一首」を楽しむ / 中野三敏著. -- 角川学芸出版.

3F開架新体系 728.5//N39//1951

江戸のくずし字学習図鑑 / 西田知己著. -- 東洋書店, 2011.2.

3F開架新体系 728.5//N81//0068

江戸歌舞伎の怪談と化け物 / 横山泰子著. -- 講談社, 2008.9. -- (講談社選書メチ
エ ; 421).
馬琴の戯子名所図会をよむ / 台帳をよむ会編. -- 和泉書院, 2001.3. -- (近松研究
所叢書 ; 4).
古地図と名所図会で味わう江戸の落語 / 菅野俊輔著. -- 青春出版社, 2010.2. -(青春新書INTELLIGENCE ; PI-266).

3F開架新体系 774.2//Y79//0636
3F開架新体系 774.28//D14//3195
4F新書版

779.13//KA57//7130

王朝文学と物語絵 / 高橋亨編. -- 竹林舎, 2010.5. -- (平安文学と隣接諸学 ; 10).

3F開架新体系 910.23//H51//5115

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, 加藤光男著.
-- 里文出版, 2004.6.

3F開架新体系 910.25//A87//7136

江戸の笑い / 加太こうじ著. -- 広済堂出版, 1992.11.

3F開架新体系 910.25//KA81//9382

江戸文化とサブカルチャー / 渡辺憲司編集. -- 至文堂, 2005.1. -- (国文学解釈と鑑
賞別冊).
江戸川柳で読む百人一首 / 阿部達二著. -- 角川書店, 2001.11. -- (角川選書 ;
328).
英詩訳・百人一首 : 香り立つやまとごころ / マックミラン・ピーター著 ; 佐々田雅子訳.
-- 集英社, 2009.3. -- (集英社新書 ; 0485F).
浮世繪擬百人一首 : 豊国・国芳・広重画 / 吉田幸一著. -- 古典文庫. -- (古典聚英
; 9).
図説地図と由来でよくわかる!百人一首 / 吉海直人監修. -- 青春出版社, 2010.12. -(青春新書INTELLIGENCE ; PI-297).
絵と語りから物語を読む / 石井正己著. -- 大修館書店, 1997.9.
描かれた源氏物語 / 三田村雅子, 河添房江編. -- 翰林書房, 2006.10. -- (源氏物語
をいま読み解く ; 1).
光源氏が愛した王朝ブランド品 / 河添房江著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ;
420).
平安朝“元気印"列伝 : 『今昔物語』の女たち / 山口仲美著. -- 丸善, 1992.12. -(丸善ライブラリー ; 069).

3F開架新体系 910.25//W46//5122
3F開架新体系 911.147//A12//8128
4F新書版

911.147//MA22//6092

3F開架新体系 911.147//Y86//9578
4F新書版

911.147//Z8//8024

3F開架新体系 913.3//I75//6489
3F開架新体系 913.36//G34//6629
3F開架新体系 913.36//KA98//2173
4F新書版

913.37//Y24//1799

御伽草子その世界 / 石川透著. -- 勉誠出版, 2004.6. -- (智慧の海叢書 ; 2).

3F開架新体系 913.49//I76//6099

大坂怪談集 / 高田衛編著. -- 和泉書院, 1999.9. -- (上方文庫 ; 19).

3F開架新体系 913.5//TA28//5993

山東京伝黄表紙の世界 / 細窪孝著. -- アーバンプロ出版センター, 2010.9.

3F開架新体系 913.53//H94//8236

恋愛小説の誕生 : ロマンス・消費・いき / 井上泰至著. -- 笠間書院, 2009.4.

3F開架新体系 913.54//I57//1724

江戸滑稽化物尽くし / アダム・カバット著. -- 講談社, 2003.3. -- (講談社選書メチエ ;
265).

3F開架新体系 913.57//KA11//5103

草双紙の世界 : 江戸の出版文化 / 木村八重子著. -- ぺりかん社, 2009.7.

3F開架新体系 913.57//KI39//4604

江戸戯作草紙 / [山東京伝著] ; 棚橋正博校注・編. -- 小学館, 2000.5.

3F開架新体系 913.57//SA67//9822

江戸の子どもの本 : 赤本と寺子屋の世界 / 叢の会編. -- 笠間書院, 2006.4.

3F開架新体系 913.57//SO47//9614

書名

巻号次

江戸の絵本 : 画像とテキストの綾なせる世界 / 鈴木淳, 浅野秀剛編. -- 八木書店,
2010.3.
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, 2011.1. - (平凡社新書 ; 566).
馬琴草双紙集 / [滝沢馬琴著] ; 板坂則子校訂. -- 国書刊行会, 1994.9. -- (叢書江
戸文庫 / 高田衛, 原道生責任編集 ; 33).

配置場所

請求記号

3F開架新体系 913.57//SU96//3850
4F新書版

913.57//SU96//8972

3F開架新体系 913.57//TA73//4463

黄表紙の研究 / 棚橋正博著. -- 若草書房, 1997.6. -- (近世文学研究叢書 ; 5).

3F開架新体系 913.57//TA83//2465

江戸期昔話絵本の研究と資料 / 内ケ崎有里子著. -- 三弥井書店, 1999.2.

3F開架新体系 913.57//U15//4911

黄表紙 ; 川柳 ; 狂歌 / 棚橋正博, 鈴木勝忠, 宇田敏彦注解. -- 小学館, 1999.8. -(新編日本古典文学全集 ; 79).
室町物語草子集 / 大島建彦, 渡浩一校注・訳. -- 小学館, 2002.9. -- (新編日本古
典文学全集 ; 63).
草双紙集 / 木村八重子, 宇田敏彦, 小池正胤校注. -- 岩波書店, 1997.6. -- (新日
本古典文学大系 / 佐竹昭広 [ほか] 編 ; 83).
江戸歌舞伎集 / 古井戸秀夫, 鳥越文蔵, 和田修校注. -- 岩波書店, 1997.11. -- (新
日本古典文学大系 / 佐竹昭広 [ほか] 編 ; 96).

3F開架新体系 918//SH55//0051
3F開架新体系 918//SH55//0035
3F開架新体系 918//SH64//1951
3F開架新体系 918//SH64//9454

学術情報総合センター所蔵資料特別展示「挿絵の楽しい古典文学」（1Ｆ展示コーナー） 参考図書
職人歌合 : 中世の職人群像 / 岩崎佳枝著. -- 平凡社, 1987.12. -- (平凡社選書 ;
114).
職人歌合 / 網野善彦著. -- 岩波書店, 1992.11. -- (岩波セミナーブックス ; 106 . 古
典講読シリーズ).
七十一番職人歌合 / 岩崎佳枝校注 . 新撰狂歌集 / 高橋喜一校注 . 古今夷曲集 /
[生白堂行風編] ; 塩村耕, 高橋喜一校注. -- 岩波書店, 1993.3. -- (新日本古典文学
大系 / 佐竹昭広 [ほか] 編 ; 61).
諸職風俗図絵 / 高取正男, 小沢弘編. -- [正], 別冊. -- 三一書房, 1982.5. -- (日本
[正]
庶民生活史料集成 ; 第30巻).
諸職風俗図絵 / 高取正男, 小沢弘編. -- [正], 別冊. -- 三一書房, 1982.5. -- (日本
別冊
庶民生活史料集成 ; 第30巻).
与謝蕪村 / 田中善信著. -- 新装版. -- 吉川弘文館, 1996.11. -- (人物叢書 / 日本
歴史学会編).
ちりめん本のすべて : 明治の欧文挿絵本 / 石澤小枝子著. -- 三弥井書店, 2004.3.
式亭三馬集 / 式亭三馬 [著] ; 棚橋正博校訂. -- 国書刊行会, 1992.3. -- (叢書江戸
文庫 / 高田衛, 原道生責任編集 ; 20).
世事百談 / 山崎美成 [著] . 閑田耕筆 ; 閑田次筆 / 伴蒿蹊 [著] . 天神祭十二時 /
山含亭意雅栗三 [著]. -- : 新装版. -- 吉川弘文館, 1994.2. -- (日本随筆大成 / 日

3F開架新体系 911.18//I96//3186
3F開架新体系 911.18//A45//8423
3F開架新体系 918//SH64//8374
B3地理学

382.1//N//CHIRI

B3地理学

382.1//N//CHIRI

3F開架新体系 911.34//TA84//2909
3F開架新体系 022.39//I84//3665
3F開架新体系 913.55//SH34//9658

: 新装版

3F開架新体系 914.08//N71//1855

もじり百人一首を読む : 江戸のパロディー / 武藤禎夫著. -- 東京堂出版, 1998.12.

3F開架新体系 911.19//MU93//4038

『河内名所図会』『和泉名所図会』のおもしろさ / 森田恭二編著. -- 和泉書院,
2010.2. -- (上方文庫別巻シリーズ ; 3).

3F開架新体系 291.63//MO66//8884

ことば遊びの世界 / 小野恭靖著. -- 新典社, 2005.11. -- (新典社選書 ; 15).

3F開架新体系 807.9//O67//3990

江戸の判じ絵 : これを判じてごろうじろ / 岩崎均史著. -- 小学館, 2004.1.

3F開架新体系 L721.8//I96//4039

