
◎絵画・写真集
書名 編･著者 発行所 刊年 請求記号

木版本源氏物語絵巻 図書出版MIZUNO 2003 特/721.2/Mo21

もうひとつのみやび木版本源氏物
語絵巻

木版本源氏物語絵巻
刊行会

2005 721.2/Mo17

豪華〈源氏絵〉の世界源氏物語 学研 1988 721.2/G34

源氏物語絵巻 徳川美術館/編 徳川美術館 1995 721.2/To36

国宝源氏物語絵巻、同解説 徳川美術館/編 徳川美術館 1968 E/721.97/To36

源氏物語絵巻　国宝　（双書美術
の泉）

岩崎美術社 1983 708.7/So63/57

国宝源氏物語絵巻　隆能源氏の
すべて

五島美術館 1990 721.2/G72

大絵巻展 京都国立博物館/編 読売新聞社ほか 2006 721.2/Ky6

日本絵巻大成 1　源氏物語絵巻ほ
か

小松茂美/編 中央公論社 1977 E/721.2/N71/1

日本絵巻大成 23　源氏物語絵巻
ほか

小松茂美/編 中央公論社 1979 E/721.2/N71/23

日本の名画 第1巻　国宝上代 野間清六/[ほか]編 集英社 1966 特/721.08/N71/1

日本の名画 第3巻　国宝近世 野間清六/[ほか]編 集英社 1966 特/721.08/N71/3

源氏物語手鑑研究 [土佐光吉/画] 和泉市久保惣記念美
術館

2006 721.2/I99

源氏物語画帖　京都国立博物館
所蔵

土佐光吉/画 勉誠社 1997 E/721.2/To71

源氏物語画帖 土佐光則/筆 任天堂 2000 E/721.2/To71

源氏絵鑑帖　伝土佐光則筆 宇治市源氏物語ミュージ
アム/編

宇治市源氏物語
ミュージアム

2001 K1/721.2/U57

江戸の源氏絵 宇治市源氏物語ミュージ
アム/編

宇治市源氏物語
ミュージアム

2003 721.8/U57

源氏おんな物語展 京都文化博物館/編 日本経済新聞社 1998 721.2/Ky6

現代の源氏物語絵 日本経済新聞社 ｃ1991 K1/721.9/Sh95

新選源氏物語絵巻 後藤いづも/筆並解説 日本政経新聞社 1960 和/913.36/G72

源氏物語図譜 小野教孝/著 小学館 1962 特/913.365/O67

桐壷　(京の絵本) 畠中光享/絵
石井睦美/文

「京の絵本」刊行委員
会

1994 K0/726.6/H42

窯変源氏　写真集 おおくぼひさこ/写真 中央公論社 1993 P/748/O54

◎図案・工芸
書名 編・著者 発行所 刊年 請求記号

日本色彩大鑑 第2～4巻　平安時
代の色

松本宗久/著 河出書房新社 1993 特/753.8/Ma81

王朝の彩飾　工芸版 東京美術 1969 特/757.3/To46

平安王朝襲色目 河田満智子/監修 三喜工芸 [1992] 和/757.3/H51

王朝のあそび　いにしえの雅なせ
かい

朝日新聞東京本社企画
第一部/編

朝日新聞東京本社企
画第一部

1988 798/A82

「源氏物語と和菓子」展 虎屋/編 [虎屋] 2003 K1/588.36/To66

京菓子図案源氏54帖 京都府立総合資料館/編 京都府立総合資料館 1981 K/588.36/Ky6

源氏模様 桂友同机会/筆 芸艸堂 [1993] 特/733.08/Ke28

永楽善五郎源氏五十四帖と歴代
展

永楽善五郎/作 朝日新聞大阪本社企
画部

1988 Y/751.1/041524

源氏物語五十四帖に因める永楽
善五郎名作展

永楽善五郎/作 高島屋 1958 751.3/E39

日本の意匠 1　源氏物語 京都書院 1983 757.08/N71/1

日本の意匠 続5　文様の歳時記 京都書院 1995 757.08/N71/2-5

日本の漆芸 2　蒔絵2 岡田譲/編 中央公論社 1978 特/752.08/N71/2

日本の漆芸 4　蒔絵4 荒川浩和/編 中央公論社 1978 特/752.08/N71/4

蒔絵　下巻 吉村元雄/文 京都書院 [1973
～76]

特/752.6/Ma34/3
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手箱　図版篇 蒔絵研究会/編 駸々堂出版 1999 特/752.6/Ma34/1

茶之湯釜全集 5　博多 長野垤志/著 駸々堂出版 1974 E/791.08/N16/5

書名 編・著者 発行所 刊年 請求記号
国宝 3,4,6 毎日新聞社 1965

～67
特/709.2/Ma31

国宝 2,3,9　[増補改訂] 毎日新聞社 1984 E/709.1/Ma31

国宝図録 第7集 文化財保護委員会/編 文化財保護委員会 1961 709.2/B89/7

国宝･重要文化財大全 1,2,7 毎日新聞社 1997
～99

E/709.1/Ma31

重要文化財 9,11,18,31 毎日新聞社 1974
～82

E/709.2/Ma31

新指定重要文化財 7,8 毎日新聞社 1981,
83

709.1/B89

御物　皇室の至宝 1,2,9 毎日新聞社 1991
～92

E/708.7/Ko87

東山御文庫御物　皇室の至宝
2,3,4

毎日新聞社 1999
～00

E/708.71/Ma31

御物聚成　絵画1,2 宮内庁侍従職/編集 朝日新聞社 1977,
78

特/709.2/Ku41

秘蔵日本美術大観 1,2,4,5,6,11,
12

平山郁夫/編著 講談社 1992
～94

E/702.1/N71

日本美術全集 8,13,15,18,19 講談社 1990
～93

E/702.1/N71

日本美術全集 17　桃山の障屏画
永徳・等伯・友松

河合正朝/編 学研 1978 Y/708/032563

原色日本の美術 8,13,14 小学館 1978 E/702.1/G34

日本絵画館 3,6,7 岡畏三郎/[ほか]編集委
員

講談社 1969,
70

E/721.08/N71

在外秘宝　欧米収蔵日本絵画集
成 1,2

島田修二郎/編集 学研 1969 特/721.08/Z1

在外秘宝　欧米収蔵浮世絵集成
1,3,5

楢崎宗重/編集 学研 1972,
73

特/721.8/Z1

秘蔵浮世絵大観 1～5,7ほか 講談社 1987
～91

特/721.57/U59

浮世絵聚花 1,2,4,6～8,10,11,16,
補巻1,2

小学館 1978
～85

特/721.57/U59

肉筆浮世絵大観 1,3,5～9 小林忠/編著 講談社 1994
～96

E/721.8/N73

肉筆浮世絵 2,5,7,8 集英社 1981
～82

E/721.8/N73

水墨美術大系 第1巻 田中一松/著 講談社 1975 E/721.3/Su51/1

日本屏風絵集成 第5巻　大和絵系
人物

山根有三/責任編集 講談社 1979 E/721.08/N71/5

日本障屏画名品選　在米コレク
ション

村瀬実恵子/著 岩波書店 1992 E/721.08/Mu57

江戸名作画帖全集 5　光則・光起・
具慶

駸々堂出版 1993 E/721.7/E24/5

琳派 4　人物 村重寧/編集 紫紅社 1991 721.5/R45/4

琳派名品百選 山根有三/著 日本経済新聞社 1996 E/721.5/R45

日本版画美術全集 第2巻　浮世絵 林屋辰三郎/著 講談社 1961 E/730.8/N71/2

徳川黎明会叢書　古筆手鑑篇5 徳川黎明会/編集 思文閣出版 1994 081/To36/12

書道全集 第18～20巻 平凡社 1956
～60

E/728.08/Sh19

過眼墨宝撰集 3,8 古筆学研究所/編 旺文社 1988,
93

728.8/Ko27

◎芸能
書名 編･著者 発行所 刊年 請求記号

香道　歴史と文学 三条西公正/著 淡交社 1984 792/Sa67
香道の歴史事典 神保博行/著 柏書房 2003 792.02/J52

◎「源氏物語」に関する美術作品が収録されている全集など
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源氏絵と香の文化史 京都文化博物館/編 日本経済新聞社 1991 Y/792/041698

源氏･拾花春秋　源氏物語をいけ
る

桑原仙渓/著 文英堂 1998 793.3/Ta83

嵯峨御流花の源氏五十四帖 嵯峨御流華道総司所/編 嵯峨御所大覚寺嵯峨
御流華道総司所

1995 E/793.6/Sa15

生田流筝曲組歌吟譜 写本 和/768.6/I39

琴曲指譜中組 [玄水/著] 明和9 和/768.6/Ki44

秘極生田流四季源氏一具手附 浦崎朱女写 嘉永2 和/768.6/Sh34

四季源氏替手 写本 和/768.6/Sh34

葵上ほか
各流派謡本

観世流、金剛流ほか 和/768.4/△△

◎「源氏物語」の時代背景
書名 編・著者 発行所 刊年 請求記号

源氏物語六条院の生活 風俗博物館/編 宗教文化研究所風俗
博物館

1998 K1/913.36/F99

紫式部日記絵巻と王朝の美 五島美術館 [1985] 721.2/G72

平安時代儀式年中行事事典 阿部猛/編 東京堂出版 2003 210.09/A12

類聚雑要抄指図巻 川本重雄/編 中央公論美術出版 1998 210.09/Ka95

王朝･いんてりあ図鑑　類聚雑要抄
の世界

斎宮歴史博物館/編 斎宮歴史博物館 1997 210.098/Sa21

『源氏物語』と平安京 おうふうコンピュータ資料
センター研究所/編

おうふう 1994 K1/913.36/O29

源氏物語宇治十帖の風土 源氏物語を学ぶ会,宇治
十帖の会/編

宇治市文化財愛護協
会

1986 K25-1/913.36/G34

角田文衛著作集　第7巻　紫式部
の世界

角田文衛/著 法蔵館 1984 210.308/Ts82/7

深層の天皇　源氏物語の古京 広川勝美/著 人文書院 1990 K1/913.36/H71

平安貴族と邸第 朧谷寿/著 吉川弘文館 2000 210.36/O14

平安京の住まい 西山良平/編著 京都大学学術出版会 2007 K1/210.36/N87

平安時代貴族住宅の研究 飯淵康一/著 中央公論美術出版 2004 521.85/I26

平安時代の貴族の生活 藤木邦彦/著 至文堂 1960 213.6/F59

王朝人の四季　平安の年中行事と
斎宮

斎宮歴史博物館/編 斎宮歴史博物館 2002 210.09/Sa21

平安京の器　その様式と色彩の文
化史

梅川光隆/著 白沙堂 2001 K1/210.36/U69

平安京のニオイ 安田政彦/著 吉川弘文館 2007 K1/210.36/Y62

◎京都と「源氏物語」
書名 編・著者 発行所 刊年 請求記号

現代京ことば訳源氏物語1～3 中井和子/訳 大修館書店 1991 K0/913.369/N34/
1-3

花のかさね　京ことば訳『源氏物
語』より

中井和子/著 京都新聞社 1999 K1/913.36/N34

源氏物語を歩く 京都新聞社/編 光風社出版 1986 K1/913.36/Ky6

六条院へ出かけよう　源氏物語と
京都

五島邦治/監修 宗教文化研究所 2005 K1/210.36/F99

光源氏が見た京都　千年の古都に
『源氏物語』がよみがえる

朧谷寿/文 学研 2003 K1/913.36/O14

源氏物語の地理 角田文衛/編 思文閣出版 1999 K1/913.36/G34

源氏物語　宇治十帖 宇治市 2003 K25-1/913.36/U57

源氏物語　宇治十帖　英語版 宇治市 2003 K25-1/913.36/U57

源氏物語　宇治十帖　中国語版 宇治市 2003 K25-1/913.36/U57

源氏物語　宇治十帖　ハングル版 宇治市 2003 K25-1/913.36/U57

宇治市源氏物語ミュージアム常設
展示案内

宇治市源氏物語ミュージ
アム/編

宇治市源氏物語
ミュージアム

2000 K25-1/913.36/U57

※一部展示していない資料があります。
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