
～関連資料リスト～

タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号・資料ID

吉井勇全集 1～3, 歌集
吉井勇著

番町書房
1964

||918.68||Y88|| 1～3

ID 110286867

ID 110286868

ID 110286869

吉井勇全集 4, 歌物語
吉井勇著

番町書房
1964

||918.68||Y88||4

ID 110286870

吉井勇全集 5, 戯曲
吉井勇著

番町書房
1963

||918.68||Y88||5

ID 110286871

吉井勇全集 6, 小説
吉井勇著

番町書房
1964

||918.68||Y88||6

ID 110286872

吉井勇全集 7, 随想随筆
吉井勇著

番町書房
1964

||918.68||Y88||7 

ID 110286873

吉井勇全集 8, 随筆,紀行,雑纂,年譜
吉井勇著

番町書房
1964

||918.68||Y88||8 

ID 110286874

吉井勇全集, 月報 1-8
吉井勇著

番町書房
1963-1964

||918.68||Y88||9 

ID 110286876

＊生ひたちの記
吉井勇著

臼井書房
 1949

||911.162||Y88|| 

ID 110273286

定本吉井勇歌集
吉井勇著

甲鳥書林
 1943

||911.168||Y88||

ID 110276095

吉井勇の戦中疎開日記 上, 中, 下「北陸日記」抄

「続北陸日記」抄

（「国際関係・比較文化研究」抜刷）

[吉井勇], 細川光洋[著]

[静岡県立大学国際関係学部]
 2018-2019

開架||915.6||Y88||

ID 118010492

ID 118008589

ID 118013106

吉井勇の戦中日記 : 「洛東日録」抄
[吉井勇], 細川光洋著

[静岡県立大学国際関係学部]
 2020

開架 K12||915.6||Y88|| 

ID 118017807

吉井勇 : 人と文学
木俣修著

明治書院
 1965

開架 ||911.162||Y88-K|| 

ID 110564348

追憶の吉井勇 : 没後40年 高知県立文学館編・出版  2000/4
||911.162||Y88|| 

ID 110970435

吉井勇没後50年展 : 吉井勇と四国路・新資料とと

もに : 高知県立文学館・吉井勇記念館合同企画
高知県立文学館編・出版  2009/9

||911.162||Y88||

ID 110970436

タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号・資料ID

堂本印象 : 創造への挑戦
京都府立堂本印象美術館編

淡交社
 1982/4

開架 ||721.9||D85||

ID 118004845

＊上村松園展 : 美の精華 : 没後五十年記念
上村松園 [画]/内山武夫, 上村淳之監修

朝日新聞社文化企画局大阪企画部編集・出版
1999

||721.9||U42|| 

ID 110916638

＊橋本関雪展 : 生誕130年
橋本関雪 [画]/朝日新聞社大阪企画事業部編

生誕130年橋本関雪展実行委員会
 2013/9

||721.9||H38|| 

ID 110999263

＊三人展 武者小路実篤, 小川千甕, 津田青楓 [画] 1982 /4
||721.9||Mu84||

ID 118019426

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。

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

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。

『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）

吉井勇について

吉井勇へ書状を送った人々



＊素顔の玉堂 : 川合玉堂と彼を支えた人びと
川合玉堂 [画]/岐阜県美術館編

岐阜県美術館
2013

||721.9||Ka93|| 

ID 110986079

＊小杉放菴 : 「東洋」への愛 : 没後50年 出光美術館編集・出版 2015 /2
||721.9||Ko89||

ID 110991621

＊広報ポスターに見る阪急電車 : あの日あのころ

そして今:最も有望なる電車
阪急電鉄総務部広報課 1979

Y||686.21||023037

ID 110655784

＊小林一三の眼 : 逸翁美術館開館四十周年記念 サントリー美術館編集・出版 1997
||706.9||I91||

ID 110574648

＊最後の文人會津八一の世界 : 相国寺承天閣美術

館新潟市會津八一記念館交換展京都展

會津八一記念館, 早稲田大学會津八一記念博物

館編　　　　　　　     　　　　         　　　　	

新潟市會津八一記念館

 2011/10
||708.7||A26||

ID 110980480

＊高村光太郎展

高村光太郎 [作]/福島県立美術館, 損保ジャパ

ン東郷青児美術館, ふくやま美術館, アートプラ

ンニングレイ編集

アートプランニングレイ

2004
||708.7||Ta45|| 

ID 110935226

＊川端康成 : 文豪が愛した美の世界 : 没後三〇年
川端康成 [著]/平山三男, サントリー美術館編

日中ビデオネットワーク
 2002/10

||708.7||Ka91||

ID 110931165

＊棟方志功展
[棟方志功作]/東京国立近代美術館編集

朝日新聞社
1985

||733||MU32|| 

ID 110433769

＊松葉ぼたん : 舞台ぐらし五十年
水谷八重子著

鶴書房
1966

Y||775.1||010903

ID 110647901

＊京都の谷崎潤一郎 京都新聞社 1986-1987
K1||910.268||TA88||

ID 110218552

＊住友回想記
川田順著

中央公論社
1952

Y||335.58||032413

ID 110658883

タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号・資料ID

京都・馬町空襲被害地図 : 伝えたい記憶‐写真に

見る, 増補改訂版

京都女子大学文学部史学科日本史演習・坂口ゼ

ミ
 2019/1

開架 K141||369.37||Ky6||

ID 118012243

かくされていた空襲 : 京都空襲の体験と記録
京都空襲を記録する会, 京都府立総合資料館編

汐文社
 1974

開架 K0||369.37||Ky6||

ID 110536547

京都空襲 : 8888フライト : 米軍資料からみた記録
伊藤忠夫著

京都新聞出版センター
 2021/1

開架 K1||369.37||I89||

ID 118021567

京都空襲（語り伝える京都の戦争２）
久津間保治著

かもがわ出版
 1996/1

開架 K0||369.37||Ku99||

ID 110900639

＊の資料は書庫資料です。カウンターにお尋ねください。

京都学・歴彩館　京の記憶アーカイブ　『關東震災全地域鳥瞰圖繪』

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/

その時代背景


