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令和改元記念　資料紹介コーナー

NO 書名 編著/発行 発行年 請求記号

1 万葉集2(日本古典文学大系)
高木 市之助 [ほか]校注/岩波
書店発行

1966
Y||918||017684||
資料ID：110652690

NO 書名 編著/発行 発行年 請求記号

2 元号 : 年号から読み解く日本史
所功, 久禮旦雄, 吉野健一著
文藝春秋発行

2018
||210.023||To34||
資料ID：118005836

3 元号事典, 改訂新版
川口謙二, 池田政弘著
東京美術発行

1989
||210.023||Ka92||
資料ID：110960004

4 日本年号史大事典
所功編著/久禮旦雄 [ほか著]
雄山閣発行

2014
||210.023||To34||
資料ID：110986968

5 歴代天皇・年号事典
米田 雄介編
吉川弘文館発行

2003
||288.41||Y82||
資料ID：110931923

NO 書名 編著/発行 発行年 請求記号

6
京都の御大礼 : 即位礼・大嘗祭と宮廷文化のみや
び

「京都の御大礼即位礼・大嘗祭
と宮廷文化のみやび」実行委員
会編集/発行 思文閣出版 (制
作・販売)

2018
K1||210.091||Ky6||
資料ID：118008887

7 近代大礼関係の基本史料集成 所功著/国書刊行会発行 2018
||210.091||To34||
資料ID：118009625

8 天皇の即位儀礼と神仏 松本郁代著/吉川弘文館発行 2017
||210.091||Ma81||
資料ID：118005036

9 資料で見る大嘗祭
國學院大學研究開発推進機構
学術資料センター(神道資料館
部門)編/発行

2018
||210.091||Ko47||
資料ID：118010609

NO 書名 編著/発行 発行年 請求記号

10
桓武天皇の王宮 : 長岡宮の実像 : 公益財団法人埋
蔵文化財センター設立25周年記念展示

向日市埋蔵文化財センター発行 2013
K241||216.203||Mu27||
資料ID：110992489

11 桓武天皇と平安京 井上 満郎著/吉川弘文館発行 2013
K1||288.41||Ka56||
資料ID：110986248

12 桓武天皇と平安京 : 桓武天皇御事蹟記
平安神宮編/井上幸治執筆
桓武天皇千二百年記念大祭特
別委員会, 八木書店発行

2012
K1||288.41||Ka56||
資料ID：110980391

13
宇多天皇の日記を読む : 天皇自身が記した皇位継
承と政争

古藤真平著/臨川書店発行 2018
||288.41||Ko94||
資料ID：118009618

14 一条天皇 倉本 一宏著/吉川弘文館発行 2005
||210.37||I13||
資料ID：110954586

15 後三条天皇 : 中世の基礎を築いた君主 美川圭著/山川出版社発行 2016
||210.38||G69||
資料ID：110997757

16 院政期の内裏・大内裏と院御所 高橋 昌明編/文理閣発行 2006
K1||210.38||Ta33||
資料ID：110945439

17 院政期の京都 : 白河と鳥羽 : 付法金剛院・法往寺殿
京都市埋蔵文化財研究所編集/
発行

2007
K1||210.025||Ky6||
資料ID：110945439

18 平安末期の広大な浄土世界 : 鳥羽離宮跡
鈴木久男著
新泉社発行

2018
K1||216.2||Su96||
資料ID：118010380

２階 京都資料総合閲覧室 資料紹介コーナー
5月15日～6月11日

新元号「令和」の時代が始まりました。当館所蔵資料の中から、「令和」の出典となった『万葉集』、元号や大礼に関する
本、皇室文化に関する本等を紹介します。

■天皇と京都

■令和の由来

■元号、年号

■大礼

「令和」の文字は、『万葉集』巻五「梅花歌三十二首并序」の序文にある「于時初春令月 氣淑風和」から採られました。
p72に原文、p73に読み下し文が掲載されています。



NO 書名 編著/発行 発行年 請求記号

19 後醍醐 : 最後の斎王とその父 : 平成23年度特別展 斎宮歴史博物館編集/発行 2011
||210.45||Sa21||
資料ID：110976106

20 後水尾天皇 : 千年の坂も踏みわけて
久保 貴子著/ミネルヴァ書房発
行

2008
||210.52||G62||
資料ID：110954567

21 後水尾院 熊倉 功夫著/朝日新聞社発行 1982
||210.52||G62-K||
資料ID：110449994

22 幕末の朝廷 : 若き孝明帝と鷹司関白
家近 良樹著/中央公論新社発
行

2007
||210.58||I21||
資料ID：110975074

NO 書名 編著/発行 発行年 請求記号

23 空海のデザインと嵯峨天皇
坂口 博翁著
大本山大覚寺出版部発行

2006
K1||188.55||Sa28||
資料ID：110945773

24
仁和寺大観 : 宇多天皇開創千百年記念 : 旧御室御
所「仁和寺の名宝のすべて」

法蔵館発行 1990
K161特||702.098||N76||
資料ID：110454442

25 美麗 : 院政期の絵画 : 特別展 奈良国立博物館編集/発行 2007
||721.02||N51||
資料ID：110951778

26 南禅寺 : 亀山法皇七〇〇年御忌記念
東京国立博物館編/京都国立博
物館編/朝日新聞社編/発行

2004
K12||702.17||To46||
資料ID：110918669

27
二条城行幸図屏風の世界 : 天皇と将軍華麗なるパ
レード

泉屋博古館編/サビア発行 2014
K13||721.2||Se72||
資料ID：110991521

28 修学院離宮物語 宮元 健次著/彰国社発行 1994
K12||521.825||Mi77||
資料ID：110537789

29 寛永の華 : 後水尾帝と東福門院和子 霞会館編/発行 1996
||288.41||G62-K||
資料ID：110492492

30 寛永の雅 : 江戸の宮廷文化と遠州・仁清・探幽 サントリー美術館編集/発行 2018
||702.15||Sa67||
資料ID：118004561

31 元禄の世へ : 将軍家綱・綱吉と宮廷の美 霞会館編/発行 2000
||210.52||KA79||
資料ID：110585795

32
朝廷権威の復興と京都画壇 : 江戸時代後期 (天皇
の美術史:5)

五十嵐公一, 武田庸二郎, 江口
恒明著/吉川弘文館発行

2017
||702.1||Te37||5
資料ID：118000606

33 光格天皇と幻の将軍 : 京都・日光・例幣使
霞会館資料展示委員会編
霞会館発行

2001
||210.55||Ka79||
資料ID：110916780

34 仁孝天皇 泰平の余芳 : 幕末の宮廷と柳営
霞会館資料展示委員会編.
霞会館発行

2003
||288.41||N76||
資料ID：110917496

35 皇室とボンボニエール : その歴史をたどる
宮内庁三の丸尚蔵館編集
宮内庁発行

2017
||756.3||Ku41||
資料ID：118001041

36
京都御所ゆかりの至宝 : 甦る宮廷文化の美 : 特別
展覧会御即位二十年記念

京都国立博物館編集
京都新聞社, NHK, NHKプラネッ
ト発行

2009
K111|| 702.1||Ky6||
資料ID：110965768

37 明治の御慶事 : 皇室の近代事始めとその歩み
宮内庁書陵部, 宮内庁三の丸尚
蔵館編集 ; 黒川廣子翻訳
宮内庁発行

2018
||210.6||Ku41||
資料ID：118005837

38
華ひらく皇室文化 : 明治宮廷を彩る技と美 : 明治150
年記念

小松大秀監修/青幻舎発行 2018
||702.16||Ko61||
資料ID：118009737

39
祝美 : 大正期皇室御慶事の品々 : 三の丸尚蔵館第
45回展覧会

宮内庁三の丸尚蔵館編集
宮内庁発行

2007
||288.4||Ku41||
資料ID：110951733

40 宮廷の美術 : 歴代天皇ゆかりの名宝
京都国立博物館編
読売新聞大阪本社発行

1997
||708.7||KY6||
資料ID：110576291

41 皇室の名品 : 近代日本美術の粋
京都国立近代美術館編集 ; 宮
内庁三の丸尚蔵館編集 ; 日本
経済新聞社編集/発行

2013
||708.7||Ky6||
資料ID：110986800

■皇室と文化
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