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NO タイトル 編著/発行 出版年 請求記号/資料ID

1 東寺百合文書,1-14
京都府立総合資料館, 京都府立京
都学・歴彩館編
思文閣出版 発行

2004-
2020

||210.4||Ky6||
歴彩館本コーナー

2
今に伝わる2万5千通
（東寺百合文書展:平成27年度）

京都府立総合資料館 編/発行 [2015]
||210.4||Ky6||
資料ID：110993877

3
今に伝わる2万5千通 : 文書の解説
（東寺百合文書展:平成27年度）

京都府立総合資料館 編/発行 [2015]
||210.4||Ky6||
資料ID：110993878

4 東寺百合文書からみた日本の中世 京都府立総合資料館 編/発行 2001
||210.4||Ky6||17
資料ID：110914621

5 東寺百合文書を読む : よみがえる日本の中世
上島有 [ほか]編
思文閣出版発行

1998
||210.4||To27||
資料ID：110520864

6 東寺百合文書にみる日本の中世
京都府立総合資料館編
京都新聞社発行

1998
||210.4||Ky6||
資料ID：110508447

7 中世東寺の文書管理 京都府立総合資料館 編/発行 1997
||210.4||Ky6||14
資料ID：110498443

8 百合文書と東寺の重宝 根津美術館 編/発行 1997
||210.4||H99||
資料ID：110498831

9 図録東寺百合文書　[正], 続, 續々 京都府立総合資料館 編/発行
1970-
1981

||210.4||Ky6||1～3
資料ID：110561776
          110561777
          110561778

10 中世東寺と東寺領荘園
網野善彦著
東京大学出版会 発行

1978
||214||A45||
資料ID：110379537

11
東寺両界曼荼羅 ; 法隆寺伽藍
（週刊ニッポンの国宝100 Vol.25）

小学館 発行 2018
||186.81||Sh95||
資料ID：118005687

NO タイトル 編著/発行 出版年 請求記号/資料ID

12 景観からよむ日本の歴史
金田章裕著
岩波書店 発行

2020
||290.13||Ki42||
資料ID：118017590

13 大地へのまなざし：歴史地理学の散歩道
金田章裕著
思文閣出版 発行

2008
||290.18||Ki42||
資料ID：118001969

14 古代荘園図と景観
金田章裕著
東京大学出版会 発行

1998
||210.35||Ki42||
資料ID：110198678

15 微地形と中世村落
金田章裕著
吉川弘文館 発行

1993
||291.017||Ki42||
資料ID：110904849

16 条里と村落の歴史地理学研究
金田章裕著
大明堂 発行

1985
||291.017||Ki42||
資料ID：110492718

17 よみがえる荘園 : 景観に刻まれた中世の記憶
海老澤衷編
勉誠出版 発行

2019
||210.4||E15||
資料ID：118012196

18
中世荘園の環境・構造と地域社会 :
備中国新見荘をひらく

海老澤衷, 高橋敏子編
勉誠出版 発行

2013
||210.4||E15||
資料ID：110988513

19 景観に歴史を読む : 史料編
海老澤衷著
早稲田大学文学部 発行

2005
||210.4||E15||
資料ID：110940538

裏面に続きます→

Ⅱ 関連講演会講師（金田章裕館長・海老澤衷氏）の著作

東寺百合文書は京都の東寺に伝えられた日本中世の古文書で、現在は京都府立京都学・歴彩館が所蔵しています。その史
料的価値の高さから、平成9年に国宝に指定され、平成27年にはユネスコの「世界の記憶」に登録されました。京都資料総合
閲覧室 では、東寺百合文書や今回の展示資料、関連講演会の理解を深めるための資料を集めてご紹介しています。「東寺
百合文書展」のあとはこれらをゆっくり手にとっていただき、今に伝わる中世の日本に思いを馳せてみませんか。

Ⅰ 東寺百合文書を親しむ―図録・解説書―

東寺百合文書関連資料リスト
「令和2年度東寺百合文書展」関連企画

２階 京都資料総合閲覧室 資料紹介コーナー
1/14～3/9※東寺百合文書展は1/16～3/7



NO タイトル 編著/発行 出版年 請求記号/資料ID

20 荘園の景観と絵図 : '14夏季特別展
和歌山市立博物館編集
和歌山市教育委員会 発行

2014
||216.6||W28||
資料ID：110989710

21 荘園史と荘園絵図
奥野中彦著
東京堂出版 発行

2010
||210.4||O56||
資料ID：110971425

22 嵯峨嵐山一の井堰 : 風景・風土を守る洛西用水
京都府農林水産部耕地課整備室
編/発行

2006
MK161||614.316||Ky6||
資料ID：110944959

23 環境の認識
増尾伸一郎, 工藤健一, 北條勝貴編
勉誠出版 発行

2003
||210.04||Ma68||
資料ID：118017839

24
東寺と弘法大師信仰 : 東寺御影堂誓いと祈りの
風景

東寺(教王護国寺)宝物館 編/発行 2001
K152||702.17||To27||
資料ID：110972883

25 弘法大師行状絵巻の世界 : 永遠への飛翔 東寺(教王護国寺)宝物館 編/発行 2000
||721.2||To27||
資料ID：110907012

26 東寺文書にみる中世社会
東寺文書研究会編
東京堂出版 発行

1999
||210.4||To27||
資料ID：110903691

27 絵図は語る : 荘園と村の景観 : 特別展 歴史館いずみさの 編/発行 1998
||210.4||R25||
資料ID：110904871

28
桂川用水と西岡の村々 : 国宝東寺百合文書の
世界より : 特別展

向日市文化資料館 編/発行 1997
K1.8||614.316||Mu27||
資料ID：110580867

29 中世荘園の世界 : 東寺領丹波国大山荘
大山喬平編著
思文閣出版 発行

1996
K374||210.4||O95||
資料ID：110568899

30 中世京都の町
京都府立総合資料館歴史資料課
編/発行

1996
||210.4||Ky6||13
資料ID：110561769

31 荘園絵図とその世界 : 企画展示 国立歴史民俗博物館 編/発行 1993
||210.4||Ko49||
資料ID：110379571

32 絵引荘園絵図
荘園絵図研究会編
東京堂出版 発行

1991
||210.4||Sh95||
資料ID：110590882

33 中世東寺と弘法大師信仰
橋本初子著
思文閣出版 発行

1990
K152||188.55||H38||
資料ID：110567987

34
荘園絵図の世界 : 紀ノ川流域を中心として : '90
秋季特別展

和歌山市立博物館編集
和歌山市教育委員会 発行

1990
||214||W28||
資料ID：110379613

35 弘法大師行状絵詞, 上 ・下 中央公論社 発行 1990
E||721.2||Ko61||
資料ID：110907001
          110907002

36 日本荘園絵図聚影
東京大学史料編纂所編
東京大学出版会 発行

1988-
2016

特||210.4||To46||
シリーズ9冊

37 絵図にみる荘園の世界
小山靖憲, 佐藤和彦編
東京大学出版会 発行

1987
||210.4||E99||
資料ID：110561683

URL: http://hyakugo.pref.kyoto.lg.jp/

京都府立京都学・歴彩館　〒606-0823京都市左京区下鴨半木町1-29　℡:075-723-4833　WEB:http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

Ⅲ 展示資料の背景を学ぶ

『東寺百合文書WEB』にアクセスしよう！

『東寺百合文書WEB』ではすべての文書の画像をインターネット公開しており、自由に閲覧できます。文書の書かれた背景などをコラ
ム形式で解説した読み物「百合文書のお話」などもあります！


