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No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

1 大蔵経 : 成立と変遷, 新編
京都仏教各宗学校連合会編
法藏館刊

2020 ||183.02||Ky6||

2 大蔵経の歴史 : 成り立ちと伝承
宮崎展昌著 / 方丈堂出版刊,
オクターブ (発売)

2019 ||183.02||Mi88||

3 一切経の歴史的研究 仏教大学総合研究所刊 2004 ||183||B87||

4 一切経解題辞典
鎌田茂雄総監修
大東出版社刊

2002 ||183.033||I85||

5 大蔵経全解説大事典
鎌田茂雄 [ほか]編
雄山閣出版刊

1998 ||183.033||Ka31||

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

6
近代の大蔵経・宗典叢書と仏教辞典類の刊
行 : 秋期特別展

松永知海編 / 佛教大学宗教
文化ミュージアム刊

2016 ||183||Ma83||

7
近代の大蔵経と浄土宗 : 秋期特別展 : 縮刷
蔵経から大正蔵経へ

松永知海編 / 佛教大学宗教
文化ミュージアム刊

2014 ||183||Ma83||

8
縮刷蔵経から大正蔵経へ : 平成26年度秋期
特別展関連シンポジウム

佛教大学宗教文化ミュージ
アム編刊

2014 ||183||B87||

9

日本近代における『黄檗版大蔵経』の活用
（『東アジアにおける宗教文化の総合的研
究：仏教美術・仏教学・考古学・歴史学分
野』所収）

佛教大学アジア宗教文化情
報研究所[編]刊

2008 ||702.09||B87||

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

10
大日本校訂大蔵経
※欠号多し

弘教書院刊
1883

～
1884

和||183.08||D28||1～
10，1～11

11 大日本続蔵経 蔵経書院刊
1905

～
1912

特||262||9||1～751

●当館所蔵の各種大蔵経（近代以降）

作成日：令和4年7月12日

●大蔵経(一切経)全般について解説した資料

●近代以降の大蔵経について解説した資料

大蔵経に親しむ 第２話

～近代以降の大蔵経～

大蔵経とは、世にあるたくさんの仏教典籍を集成した叢書(シリーズ)です。

仏教が信仰されている国々で、いくつもの大蔵経がまとめられてきました。

会の開催にあわせて、関連する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。

関連資料

リ ス ト

近代編

だいぞうきょう

資料に親しむ会

令和４年

7月12（火）

開催



12 大日本仏教全書 仏書刊行会刊
1912

～
1922

||180.8||D25||1～151

13
大正新脩大蔵経
※一部欠号あり

大正一切経刊行会，大蔵出
版，大正新脩大蔵経刊行会
刊

1924
～

1934

||183.08||Ta24||1～
85，2-1～2-12

14 大正新脩大蔵経総目録
大蔵出版編集部編
大蔵出版刊

2007 ||183.08||Ta24||

15 大正新脩大蔵経索引 大正新脩大蔵経刊行会刊
1962

～
1990

||183.08||Ta24||1～
45

16 国訳大蔵経 国民文庫刊行会刊
1917

～
1928

||183.08||KO54||1-1
～2-15

17
昭和新纂国訳大蔵経
※一部欠号あり

東方書院刊
1928

～
1930

||183.08||KO54||1-1
～2-10

18 国訳一切経 大東出版社刊
1959

～
1997

||183.08||Ko54||1-1
～15-12，1～100

19 西蔵大蔵経 : 影印北京版
西蔵大蔵経研究会刊（一
部，東京学術社委託発行）

1955
～

1961

特||183.08||C42||1～
168

20
大谷大学図書館蔵影印北京版西蔵大蔵経総
目録・索引

大谷大学監修
臨川書店刊

1985 ||183.03||O84||

21
西蔵大蔵経丹殊爾勘同目録 : 大谷大学図書
館蔵, I-1～2

西蔵大蔵経勘同目録編纂所
編 / 大谷大学図書館刊

1976 ||183||O84||1～2

22 西蔵大蔵経総目録索引 東北帝国大学法文学部編刊 1954 ||183||To25||2

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

23
大正新修大蔵経と高楠博士（『大法輪，23
巻4号』所収）

鷹谷俊之著 / 大法輪閣刊 1956 ||タイホ

24 高楠順次郎（『明治の仏教者，下』）所収 常光浩然著 / 春秋社刊 1969 ||180.28||Ts77||2

25
高楠順次郎にとっての〈教育〉（『仏教経
済研究，38号』所収）

高山秀嗣著 / 駒沢大学仏教
経済研究所刊

2009 ||フツキ

26
一切經刊行以前の一切經に就て（『東京帝
室博物館講演集，第3冊』所収）

高楠順次郎著 / 帝室博物館 1926 ||トウキ

27 人間学としての仏教 高楠順次郎著 / 大雄閣 1932 ||180.4||Ta29||

28
外国文化の移入とその発展（『日本文化の
発達』所収）

高楠順次郎[ほか]著 / 啓明
会事務所刊, 北隆館(発売)

1941 ||211||N71||

29
天平時代を中心として印度と日本との関係
（『天平の文化，下』所収）

高楠順次郎著 / 朝日新聞社
刊

1943 ||213.5||A82||2

30 仏教の根本思想 高楠順次郎著 / 大蔵出版刊 1947 ||181.02||Ta38||

31
英訳浄土三部経（『梵蔵和英合璧浄土三部
経（浄土宗全書；第23巻）』所収）

マクスミュラ- ,高楠順次郎
訳 / 浄土宗開宗八百年記念
慶讃準備局刊

1972 ||188.6||J58||23

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： http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

●高楠順次郎
　に関する
　資料

高楠順次郎は『大正新脩大蔵経』などの刊行事業に取り組んだうえ、仏教思想に

基礎をおいた学校を創立するなど、多くの業績を残しました。関連資料をご紹介

します。


