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仮面展　関連資料紹介リスト

タイトル 編著、発行等 出版年 請求記号、資料ID

1 伝統の郷土玩具 主婦の友社 発行 1977
||759.9||Sh99||
資料ID：110436676

2 日本郷土玩具事典 西沢笛畝 著 / 岩崎美術社 発行 1983
||759.9||N87||
資料ID：110531567

3 京の祭と行事365日
星野佑佳 写真，淡交社編集局 編
淡交社 発行

2018
K1||386.162||H92||
資料ID：118004593

4 京の歳時記今むかし（別冊太陽/日本のこころ） 山路興造 監修 / 平凡社 発行 2006
K1||386.162||Y26||
資料ID：110945434

5 京都の祭り暦
森谷尅久 編，中田昭 写真
小学館 発行

2000
K1||386.162||Mo72||
資料ID：110589686

* 6 嵯峨面 京都新聞社 編 / 発行
1993-
1994

K161||711.9||KY6||
資料ID：110248361

7 嵯峨大念仏狂言 小泉順邦 著 / かもがわ出版 発行 1991
K161||773.9||Ko38||
資料ID：110529084

8 壬生狂言 荒井保男 写真と文 / 泰流社 発行 1976
PK13||773.9||A62||
資料ID：110535165

9 日本の人形と玩具 西沢笛畝 著 / 岩崎書店 発行 1957
||759.9||N87||
資料ID：110531568

10 工芸百科大図鑑　下巻 国府田範造 編著  / 村田書店 発行 1977
||750.87||Ko46||3
資料ID：110530544

11 民俗の仮面
山内 登貴夫 著・撮影
鹿島研究所出版会 発行

1967
Y||386.8||016063
資料ID:110662716

12 日本の土俗面 料治熊太 著 / 徳間書店 発行 1972
||773.21||R96||
資料ID：110532294

13 古面の美 : 信仰と芸能 : 特別陳列古代の人面・鬼面 京都国立博物館 編集 1980
||711.9||KY6||
資料ID：110430427

14 日本の面
金子良運 編著，田枝幹宏 撮影
筑摩書房発行

1966
E||711.9||Ka53||
資料ID：110469125

作成日：令和2年10月15日

◇朏コレクションの仮面

◇ 京都の祭礼等にみる仮面

令和2年10月15日(木)～12月8日(火)

１階展示室にて10月17日（土）から12月6日（日）まで開催の「仮面展」の関連資料を紹介します。

今回の仮面展では、京都府所蔵の朏（みかづき）コレクションを中心に展示しています。
◇朏コレクションとは…
朏健之助氏が、昭和初期から半世紀をかけて収集した日本各地と東アジア、東南アジアを中心とする諸外国の人
形や玩具など約12,000点の資料です。

　朏氏自身の選で郷土玩具約700点のカラー図版が掲載。p.92には、壬生面や吉田神社の追儺面、愛宕神社の厄よけ面など京
都に関する面の図版も掲載されています。p.124、132などではアジアの仮面も紹介されています。

　pp.109-118に「おめん」の項目あり。江戸時代の図会の図版なども交えて紹介されています。

　資料3～5では、京都府内の祭礼などが紹介されています。吉田神社の追儺面など、祭りでの様子がわかります。

　pp.624-638に「面の部」の項目あり。

　京都新聞(平成5年10月-6年3月)の連載をスクラップしたものです。

◇日本の仮面

　地域別に図版と解説が掲載。pp.99-107が京都府の紹介ページとなっており、毘沙門堂の虎面、太秦の牛祭の面等、図版と共
に解説が掲載されています。



タイトル 編著、発行等 出版年 請求記号、資料ID

* 15 みづゑ　1981年7月号 美術出版社 編 / 発行 1981 ||ミスエ

16 朝鮮の仮面　第１～第3巻 新興美術出版 発行
1965-
1967

||711.9||KI39||1-3
資料ID：110430423他

* 17 文化財 : 月刊文化財 1986年9月号
文化庁文化財部 監修
第一法規株式会社 発行

1986 ||フンカ||

18
EEM国立民族学博物館開館40周年記念特別展 : 太
陽の塔からみんぱくへ : 70年万博収集資料

野林厚志 編 / 国立民族学博物館 発行 2018
||389||Ko49||
資料ID：118005250

19
地球をぐるり-世界の仮面 : 不思議な変身の道具た
ち

堺市博物館 編 / 発行 2000
||711.9||SA29||
資料ID：110590074

20
民族の仮面 : アフリカ,メラネシア,北米インディアン,エ
スキモー

桐島敬子 編著 / 岩崎美術社 発行 1978
||708.7||SO63||37
資料ID：110503683

21 仮面の民俗学
ジャン・ルイ・ベドゥアン 著，斉藤正二 訳
白水社 発行

1978
Y||387||020433
資料ID：110655261

22 アジアと日本の玩具
朏健之助 著
郷土玩具文化研究会 発行

1992
||759.9||MI22||
資料ID：110531562

23 朱雀 : 京都文化博物館研究紀要 26 京都文化博物館 編 / 発行 2014 ||スサク||K

24 資料館紀要　７ 京都府立総合資料館 編 / 発行 1979 ||シリヨ||K

* 25 月刊京都 1977年8月号 京都文化博物館 編 / 発行 2014 ||スサク||K

* 26
郷玩サロン会報 　1(昭45.2)～51号(昭53)
　※8号までの誌名：京・郷玩サロン会報

郷玩サロン会 編 / 発行
1970-
1978

||キヨウ||K

* 27
郷玩文化　1(昭53)-208(平23）　欠号あり
　※「郷玩サロン会報」の改題

郷土玩具文化研究会 編 / 発行
1978-
2011

||キヨウ

28 日本郷土玩具 東の部、 西の部 武井武雄 著 / 地平社書房 発行 1930
||759.9||TA62||1-2
資料ID：110531592他

29 全国郷土玩具ガイド　１～４ 畑野栄三 著 /  婦女界出版社 発行
1992-
1993

||759.9||H42||1-4
資料ID：110531546他

30 郷土の玩具 : カラー版
斎藤良輔 解説，薗部澄 写真
家の光協会 発行

1978
||759.9||So44||
資料ID：110533747

31 郷土玩具 : 受け継がれてきた民芸品のぬくもり 暁教育図書 発行 1981
||759.9||KY2||
資料ID：110436622

郷土玩具に関する本は棚番号15、祭・歳時記に関する本は棚番号47にあります。
*の資料は書庫にあります。カウンターでお尋ねください。

◇世界の仮面

◇朏コレクション、朏健之助氏について
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　朏氏の没後、氏の記述した論文等をまとめたもの。論文目録も掲載されています。

　pp.137-188 石沢誠司著「朏(みかづき)コレクションの日本の部について－民俗的視点からみた郷土人形と郷土玩具－」
　昭和54年時点で所蔵していた朏コレクションのうち、日本に関する資料を紹介。

　pp.75-80　「街かどの先人14　アジアに玩具の地図を求めて　郷土玩具研究家　朏健之助さん」　インタビュー記事が掲載。

　朏氏が郷土玩具を蒐集する契機となった本。

　1：北海道・東北・信越・北陸、2：関東・東海、3：近畿・中国、4：四国・九州

◇郷土玩具

　資料26、27には、朏氏の論文等が掲載されています。掲載号は、資料22掲載の論文目録をご参照ください。

　pp.1-17 橋本章著「郷土玩具蒐集家の時代－朏健之助の活動と京都府所蔵「朏コレクション」から－」
  略年譜も掲載されています。

　第1巻：河回別神仮面舞劇について 第2巻：山台都監劇について　第3巻：鳳山仮面舞劇その他について

◇アジアの仮面

　pp.3-55 「アジアの仮面＜特集＞」

　pp.4-6 「アジアにおける仮面の芸能 国際研究集会」 、pp.7-14「東南アジアの仮面芸能--インドネシアの仮面芸能」


