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タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号・資料ID

定本与謝野晶子全集 1～7, 歌集
与謝野晶子著

講談社
 1981

||918.68||Y85||1～7 

ID 110286832

ID 110286833

ID 110286834

ID 110286835

ID 110286836

ID 110286837

ID 110286838

定本与謝野晶子全集 8, 全短歌索引 その他
与謝野晶子著

講談社
 1981/12

||918.68||Y85||8 

ID 110286839

定本与謝野晶子全集 9～10, 詩集
与謝野晶子著

講談社
 2019/1

||918.68||Y85||9～10

ID 110286840

ID 110286841

小説, 定本与謝野晶子全集 11
与謝野晶子著

講談社
 1980/1

||918.68||Y85||11 

ID 110286842

定本与謝野晶子全集 12, 童話・美文 ほか
与謝野晶子著

講談社
 1981/3

||918.68||Y85||12

ID 110286843

定本与謝野晶子全集 13, 短歌評論
与謝野晶子著

講談社
 1980/4

||918.68||Y85||13 

ID 110286844

定本与謝野晶子全集 14～20, 評論・感想集
与謝野晶子著

講談社
 1980-1981

||918.68||Y85||14～20

ID 110286845

ID 110286846

ID 110286847

ID 110286848

ID 110286849

ID 110286850

ID 110286851

定本与謝野晶子全集 月報, 1-20
与謝野晶子著

講談社
1979-1981

||918.68||Y85||21 

ID 110286852

与謝野鉄幹 与謝野晶子集
与謝野鉄幹, 与謝野晶子著/野田宇太郎編

筑摩書房
 1977

 Y||918.6||060865||

ID 110666853

＊満蒙遊記 : 附満蒙の歌
与謝野寛合, 与謝野晶子合著

大阪屋号書店
 1930

Y||915.6||023716

ID 110656419

＊巴里より 与謝野寛合, 与謝野晶子合著  1914
Y||293.509||016789

ID 110663317

＊白桜集
与謝野晶子著

改造社
 1942

||911.168||Y85||

ID 110276070

与謝野寛 晶子書簡集 : 天眠文庫蔵
与謝野鉄幹, 与謝野晶子[著]/植田安也子, 逸見

久美編
 1983/6

 ||915.6||Y85||

ID 110501990

想い出
与謝野迪子著

与謝野光出版
 1974

 ||911.162||Y85||

ID 110565239

与謝野晶子の児童文学, 増補版
上笙一郎著

日本図書センター
 1993/6

||913.8||Y85-K|| 

ID 110501838

京都府立京都学・歴彩館　2階京都資料総合閲覧室 作成日：令和4年1月5日

『京都学・歴彩館２つの文学資料
－与謝野鉄幹・晶子、吉井勇とその時代－』

会期：令和４年1月15日（ 土 ）～３月６日（日）
関連資料紹介コーナー：令和４年１月５日（水）～３月８日（火）

数々の作品から感じられる与謝野鉄幹・晶子、吉井勇の思い。交遊があった偉人たち。
激動の時代を生きた著名人らについての資料を紹介します。

1F展示室開催の「京都学・歴彩館２つの文学史料ー与謝野鉄幹・晶子、吉井勇と
その時代ー」と連携して、歴彩館所蔵資料をご紹介します。
2階京都資料総合閲覧室でご覧いただけます。与謝野鉄幹・晶子について



与謝野晶子歌碑めぐり 堺市国際文化部編/二瓶社出版  2007/5
開架 ||911.162||Y85||

ID 110950191

＊与謝野晶子を学ぶ人のために
上田博, 富村俊造編

世界思想社
 1995/5

||911.162||Y85||

ID 110565240

与謝野晶子 : その生涯と作品 : 没50年記念特別展 堺市博物館編集・出版  1991/4
開架 ||911.162||Y85-S|| 

ID 110565243

与謝野晶子と百選会 : 作品と資料 高島屋史料館編集・出版  2015/4
開架 ||911.162||Y85||

ID 110992018

与謝野晶子と京都 : 没後65年記念展 : パンフレッ

ト
堺市立文化館与謝野晶子文芸館編集・出版  2007/9

開架 K0||911.162||Y85||

ID 110951506

丹後と与謝野晶子
大槻美都著

あまのはしだて出版
 2003/8

K4||911.162||Y85||

ID 110934268

戦争と文学 : 特別展 : 与謝野晶子とその時代 立命館大学国際平和ミュージアム編集・出版 1994
||910.26||R48||

ID 110271198

『源氏物語』若紫巻の舞台としての鞍馬寺と與謝

野晶子源氏展 : 日本の心を求めて
鞍馬寺出版部編集・出版 2009

開架 K1||913.36||Ku53||

ID 110968884

立命館と立命館をめぐる文人たち : 与謝野鉄幹・

晶子、山田美妙を中心に
立命館大学図書館  2007

 K1||377.28||R48||

ID 110993665

＊与謝野晶子×吉田初三郎 : 企画展「与謝野寛・

晶子夫妻の旅-パノラマ地図でたどる観光名所-」
堺市博物館編集・出版  2021/11

||911.162||Sa29||

ID 118023489

＊冬柏 : 『明星』の精神を貫いた理想郷 : 企画展

『明星』創刊120年・『冬柏』創刊90年記念
堺市博物館編集・出版  2021/12

||911.162||Sa29||

ID 118023490

＊晶子さかい拾遺 : 鳳しようの和歌 : 堺市博物館・

与謝野晶子倶楽部共同研究報告書
堺市博物館編集・出版  2021/3

||911.162||Sa29||

ID 118023488

＊与謝野晶子 : その生涯と作品 : 没50年記念特別

展
堺市博物館編集・出版 1991

||911.162||Y85-S||

ID 110565243

＊与謝野晶子と文芸誌 : 「明星」から「冬柏」ま

で : 特別展
白根記念渋谷区郷土博物館・文学館  2020/10

||911.162||Y88||

ID 118018131

＊与謝野晶子展 : 「日本の女流書展」第30回記念
入江春行, 村田和男編

全国書美術振興会, 産経新聞社
 2005/6

Y||915.6||023716

ID 110941102

生誕140年与謝野晶子展 : こよひ逢ふ人みなうつく

しき

神奈川文学振興会編

神奈川近代文学館, 神奈川文学振興会
 2018/3

開架 ||911.162||Y85|| 

ID 118005141

＊与謝野晶子とミュシャ
堺市立文化館与謝野晶子文芸館アルフォンス

ミュシャ館
 2006/9

||911.162||Y85||

ID 110947391

利晶に探る与謝野晶子コレクション : 与謝野晶子

生誕140年記念
堺市博物館編集・出版  2018/11

開架 ||911.162||Y85||

ID 118009211

礼厳と鉄幹 : 与謝野鉄幹没後六十年記念特別展 加悦町立江山文庫編集・出版  1995/9
K421||911.162||Ka98|| 

ID 110906285

与謝野礼厳・鉄幹年譜 加悦町立江山文庫編集・出版 1995
K421||911.162||Y85KA|| 

ID 110580298

＊与謝野晶子と小林一三/Akiko Yosano &

Ichizou Kobayashi

逸翁美術館編集/伊井春樹監修

逸翁美術館/思文閣出版 (発売)
 2011/4

||911.162||Y85||

ID 110972786

＊与謝野鉄幹 : 「鉄幹」から「寛」へ 不遇な生涯

と短歌への情熱 : 特別展 没後70年記念
堺市立文化館与謝野晶子文芸館編集・出版 2006/2/1

||911.162||Y85|| 

ID 110943465

与謝野晶子をつくった男 : 明治和歌革新運動史
加藤孝男著

本阿弥書店
 2020/3

開架 ||911.162||Y85||

ID 118018461

小林天眠と関西文壇の形成
真銅正宏 [ほか]編

和泉書院
 2003/3

開架 ||910.26||Sh62||

ID 110914808

小林天眠文庫展 : 与謝野晶子・鉄幹と浪漫派の

人々 : 知られざる近代日本文学小史
京都府立総合資料館  1993

開架 ||911.162||Y85-K||

ID 110565238

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　Tel : 075-723-4833

Web: https : //www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

＊の資料は書庫資料です。カウンターにお尋ねください。


