
●小説
書名 著者 出版者 出版年 資料コード

有楽斎の戦 天野 純希 講談社 2017 1110857313
嵯峨野花譜 利休の椿 葉室麟 文芸春秋 2017 1110853023
「茶の湯」の密室 (ミステリー・リーグ) 愛川晶 原書房 2016 1110613955
花鏡　～ 室町耽美抄 海道 龍一朗 講談社 2015 1110568837
曽呂利! 谷津 矢車 実業之日本社 2015 1110444880
山月庵茶会記 葉室 麟 講談社 2015 1110429451
利休の闇 加藤 廣 文藝春秋 2015 1110423876
天下人の茶 伊東 潤 文藝春秋 2015 1110556501
利休の茶杓 (『とびきり屋見立て帖 』4巻所収) 山本 兼一 文藝春秋 2014 1110233218
等伯 安部 龍太郎 日本経済新聞出版社 2012 1110058748
花いくさ 鬼塚 忠 角川書店 2011 1108773084
風にもまけず粗茶一服 松村 栄子 マガジンハウス 2010 1108925726
高山右近 　 (大活字本シリーズ) 加賀 乙彦 埼玉福祉会 2009 1108832476他

小堀遠州 中尾 實信 鳥影社 2008 1108547918
利休にたずねよ 山本 兼一 PHP研究所 2008 1108496579
茶聖昇魂 芳村 築郎 新風舎 2007 1108416957
花はさくら木 辻原 登 朝日新聞社 2006 1108361294
ひょうたん 宇江佐 真理 光文社 2005 1108315704
幻の茶器　小説・織田有楽斎 斎藤 史子 淡交社 2003 1108037068
宗旦狐　(『茶湯にかかわる十二の短編』所収） 沢田 ふじ子 徳間書店 2003 1108142546
草庵に光さす　山上宗二異問 斎藤 史子 淡交社 2002 1106975798
橋立の壺は残った 中井 勉 叢文社 2002 1107027706
おおとりは空に 津本 陽 淡交社 1999 1106061334
利休の死（『井上靖短篇集』 第2巻所収） 井上 靖 岩波書店 1999 1106206277
惜別の海 沢田 ふじ子 新潮社 1998 1101825154他

利休灯籠斬り（『桂篭とその他の短篇』所収 火坂 雅志 講談社 1998 1106828385
千家分流 井ノ部 康之 読売新聞社 1996 1101733499
利休と秀吉 邦光 史郎 集英社 1996 1106782616
千家奔流 井ノ部 康之 読売新聞社 1995 1101753224
利休 星川 清司 文芸春秋 1994 1100044302
千家再興 井ノ部 康之 読売新聞社 1994 1101753216
織田有楽斎 堀 和久 講談社 1992 1100388279
幻にて候 黒部 亨 講談社 1990 1106853953
耳庵松永安左ェ門 白崎 秀雄 新潮社 1990 1100702990
松風の家 宮尾 登美子 文芸春秋 1989 1100048485
卒業 東野 圭吾 講談社 1986 1100469327
虞美人草 夏目 漱石 新潮社 1980 1107623298他

利休の眼(『代表作時代小説』 第23巻所収） 長部日出雄 東京文芸社 1984 1100639705
千利休 春秋の巻 竹内 勇太郎 現代書林 1983 1106368812
小説裏千家 徳大寺 典 三一書房 1982 1106371279
利休啾々 沢田 ふじ子 講談社 1982 1106317082
本覚坊遺文 井上 靖 講談社 1981 1106295684
秀吉と利休 野上 弥生子 新潮社 1981 1107624395
燃えよ剣 司馬 遼太郎 新潮社 1981 1100699360
和宮様御留 有吉 佐和子 講談社 1981 1102811245他

お吟さま 今 東光 新潮社 1981 1100515434
葉（『晩年』所収） 太宰 治 新潮社 1981 1100595428他

千利休とその妻たち 三浦 綾子 主婦の友社 1980 1100506565
草枕 夏目 漱石 新潮社 1980 1107309294他

細川ガラシャ夫人 三浦 綾子 主婦の友社 1980 1106303975
千羽鶴 川端康成 新潮社 1980 1107458216他

千利休（『小説日本芸譚』所収） 松本 清張 新潮社 1979 1107311522
利休の妻(『露伴全集』 第6巻所収 幸田 露伴 岩波書店 1978 1102852256
天人五衰（『豊饒の海』第4巻所収） 三島 由紀夫 新潮社 1978 1100663119他

茶道太閤記（『海音寺潮五郎全集』 第8巻所収） 海音寺 潮五郎 朝日新聞社 1970 1102851498
小堀遠州 滝川 駿 圭文堂 1962 1100747730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Books of Tea 

思   岡倉天心が1906（明治39）年にニューヨークで出版した『The Book of Tea』（「茶の本」）の書名にちなみ、 

所蔵資料から茶にまつわる場面がある小説等の資料を集め、「茶の本 The Books of Tea 」として特集します。 

 

平成 29年 9月 29日 



   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下鉄「東山」駅下車 徒歩約 10 分 

市バス 5・32・46・100「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ 

市バス 31・201・203・206「東山二条・岡崎公園口」下車 徒歩約 5 分 

〒606-8343  京都市左京区岡崎成勝寺町   

TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653 

 

●1階閲覧室 ケース展示資料
書名 著者 出版者 出版年 資料コード

★The Book of Tea 
Kakuzo Okakura / introduction
and notes by Hiroshi Muraoka 

Kenkyusha 1939 1107795195

利休の茶(雑誌「思想」232号所収） 堀口 捨己 岩波書店 1941
★南方録(『日本哲学全書 』第11巻 所収） 南坊 宗啓 第一書房 1936 1102296900
★利休百首私解  金沢 宗為 茶道月報社 1927 1103174890
大織部展 古田織部四〇〇年忌 岐阜県現代陶芸美術館／編 紫紅社 2017 1110730288他

★流祖古田織部正と其茶道 秋元 瑞阿弥 学芸書院 1938 1103175269
豊後『古田家譜』 古田織部の記録〔改訂版〕 古田織部美術館／編 宮帯出版社 2016 1110859434
★有楽茶室 北尾 春道 有楽舎 1935 1103175046
★遠州 江守 奈比古 アトリヱ社 1939 1103155717
（★印は、国立国会図書館デジタルコレクション・図書館送信サービスにより閲覧可能。閲覧には、府立図書館カードが必要）

●『茶の本』（岡倉天心/原著）
書名 著者 出版者 出版年 資料コード

岡倉天心「茶の本」をよむ  田中 仙堂 講談社 2017 1110849732
新訳茶の本  木下 長宏／訳・解説  明石書店 2013 1110135926
茶の本 田中 秀隆／訳 淡交社 2013 1110330394
岡倉天心『茶の本』を読む 若松 英輔 岩波書店 2013 1108978444
茶の本 村岡 博／訳 岩波書店 2007 1108958503
The Book of Tea  Okakura Kakuzo/introduction,Liza Dalby Boston Tuttle 2000 1107001776
岡倉天心「茶の本」鑑賞  立木 智子 淡交社 1998 1101913380
茶の本 浅野 晃／訳  講談社インターナショナル 1998 1105986929
英文収録　茶の本 樋谷 秀昭／訳 講談社 1994 1110857016

●南方録
南方録 　覚書・滅後 筒井 紘一 淡交社 2012 1108785435
茶の湯と筑前 　利休らの足跡と「南方録」の系譜 松岡 博和 海鳥社 2010 1108629708
現代語訳南方録  熊倉 功夫 中央公論新社 2009 1108849074
すらすら読める南方録  筒井 紘一 講談社 2003 1108259886
南方録の展開 　千利休秘伝書 戸田 勝久 平凡社 1988 1101819751

●千利休
千利休  熊倉 功夫 創元社 2015 1110448337
利休の茶会 筒井 紘一 KADOKAWA 2015 1110433727
利休切腹　豊臣政権と茶の湯 中村 修也  洋泉社 2015 1110429196
利休随一の弟子三斎細川忠興 矢部 誠一郎 宮帯出版社 2015 1110411467
利休百首ハンドブック 淡交社編集局／編 淡交社 2013 1110307939
利休の風景 山本 兼一 淡交社 2012 1110078795
利休入門 木村 宗慎   新潮社 2010 1108886076
千利休 「侘び」の創造者 別冊太陽 ／編 平凡社 2008 1108489343
数奇の革命 利休と織部の死 児島 孝  思文閣出版 2006 1108333467
千利休の文 　茶の湯の道 小田 栄一／編 求竜堂 2001 1107135897
利休の逸話と徒然草 生形 貴重 河原書店 2001 1106932609
利休破調の悲劇 杉本 苑子 講談社 1996 1101838736
利休百首 井口 海仙／著、 綾村 坦園／書 淡交社 1988 1106797598
利休の茶室 堀口 捨己  鹿島出版会 1987 1105565962

●古田織部
古田織部 　美の革命を起こした武家茶人 諏訪 勝則 中央公論新社 2016 1110465067
古田織部展 没後四百年 宮下 玄覇／監修  宮帯出版社(発売) 2015 1110456132
古田織部四百年忌図録  木下 收／[ほか著]  宮帯出版社 2014 1110412929
古田織部の茶湯と造形  野村文華財団／編  野村文華財団 1987 1100927894

●小堀遠州
茶人・小堀遠州の正体  矢部 良明 KADOKAWA 2017 1110719422
新・小堀遠州の書状  小堀 宗実 思文閣出版 2017 1110715008
日本の五感　小堀遠州の美意識に学ぶ 小堀 宗実 KADOKAWA 2016 1110488200
テクノクラート小堀遠州　近江が生んだ才能 太田 浩司 サンライズ出版 2012 1108799881
小堀遠州の茶会 深谷 信子 柏書房 2009 1108773704


