
  
 

     入門編 ～概要や現代語訳など～    

資料名等 請求記号 資料コード 

伊勢物語の世界  五島美術館展覧会図録 五島美術館 1994 E/913.32/G72 1105732315 

図説日本の古典 5  竹取物語 伊勢物語 集英社 1978 910.2/Z8/5 1100752672 

伊勢物語・土佐日記  新潮古典文学アルバム 片桐 洋一／編集・執筆 新潮社 1990 913.32/KA81 1106199613 

伊勢物語 新訳絵入現代文 吉井 勇／訳 竹久 夢二／絵 国書刊行会 2011 913.32/Y88 1110184346 

すらすら読める伊勢物語  高橋 睦郎／著  講談社 2004 913.32/Ta33 1108264233 

新日本古典文学大系 17  岩波書店 1997 （「伊勢物語」所収） 918/Sh64/17 1101763900 

新編日本古典文学全集 12  小学館 1994 （「伊勢物語」所収） 918/Sh69/12 1101772513 

伊勢物語 付現代語訳 新版 角川ソフィア文庫 石田 穣二／訳注 角川学芸出版 1979 S/913.32/I72 1110184353 

伊勢物語  新潮日本古典集成 渡辺 実／校注  新潮社 1976 913.32/W46 1101974267 

恋の王朝絵巻伊勢物語  岡野 弘彦／著  淡交社 2008 913.32/O45 1108541770 

恋する伊勢物語  俵 万智／著  筑摩書房 1992 （※大活字本の所蔵あり） 自動（D/913.32/Ta97） 1106799925他 

伊勢物語 土佐日記  古典の旅 津島 佑子／著  講談社 1990 自動 1100287174 

伊勢物語 古典を読む 杉本 苑子／著  岩波書店 1985 自動 1100286952 

   

 研究編 ～解説、古注釈、索引、影印版など～     

伊勢物語全読解 研究叢書  片桐 洋一／著  和泉書院 2013 913.32/Ka81 1108978287 

伊勢物語評解   鈴木 日出男／著  筑摩書房 2013 913.32/Su96 1110314786 

伊勢物語版本集成   山本 登朗／編  竹林舎 2011 E/913.32/I69 1110177639 

學習院大學藏本伊勢物語總索引 古典籍索引叢書  築島 裕／編 汲古書院 2011 913.32/G16 1108719947 

一条兼良自筆伊勢物語愚見抄   一条 兼良／[著]  笠間書院 2011 913.32/I13 1108737584 

伊勢物語 創造と変容 研究叢書  山本 登朗／編  和泉書院 2009 913.32/I69 1108832708 

冷泉家時雨亭叢書 第80巻   冷泉家時雨亭文庫／編  朝日新聞社 2008 自動 1108780410 

伊勢物語の表現史   室伏 信助／編  笠間書院 2004 913.32/Mu72 1108072610 

伊勢物語論   山本 登朗／著  笠間書院 2001 913.32/Y31 1105919813 

伊勢物語古注釈書コレクション 第１巻～第6巻  片桐 洋一／編 和泉書院 1999～2011 913.32/I69/1他 1110183090他 

鉄心斎文庫伊勢物語古注釈叢刊 １～15  片桐 洋一／編  八木書店 1990～2002 913.32/ Ka81/1他 1105719759他 

伊勢物語古註釈の研究   大津 有一／著 増訂版 八木書店 1986 913.32/O87 1105660540 

伊勢物語の新研究   片桐 洋一／著  明治書院 1987 913.32/Ka81 1105660490 

伊勢物語の研究 資料篇 / 研究篇 片桐 洋一／著  明治書院 1969/1968 913.32/KA81 1105660482他 

伊勢物語の成立と伝本の研究   山田 清市／著  桜楓社 1972 913.32/Y19 1105660607 

伊勢物語に就きての研究 校本篇 / 研究篇 池田 亀鑑／著 有精堂出版 1968/1972 自動 1100589769他 

伊勢物語に就きての研究  補遺篇・索引篇・図録篇   大津 有一／編 有精堂出版 1972   自動 1100589785 
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 絵巻や色紙などについて  

  

宗達伊勢物語図色紙   羽衣国際大学日本文化研究所伊勢物語絵研究会／編 思文閣出版 2013 E/721.5/Ta97 1110119359 

『伊勢物語』狩の使と斎宮   斎宮歴史博物館／編集  斎宮歴史博物館 2009 913.32/Sa21 1107907592 

伊勢物語絵巻の探究 美の光景  相原 充子／著  山川出版社 2002 721.2/A24 1106946666 

「観る」物語   斎宮歴史博物館／編集  斎宮歴史博物館 2002 913.32/Sa21 1107029447 

伊勢物語と芦屋 芦屋市立美術博物館展覧会図録 芦屋市立美術博物館 2000 913.32/A92 1106414384 

日本の絵巻 18 小松 茂美／編 中央公論社 1988  （「伊勢物語絵巻」所収） E/721.2/N71/18 1100270345 

   

 在原業平 ～主人公の昔男とされる歌人について～    

コレクション日本歌人選 004  在原業平  和歌文学会／監修  笠間書院 2011 911.102/Ko79/4 1108723394 

在原業平 雅を求めた貴公子  井上 辰雄／著 遊子館 2010 911.132/A71 1110183868 

業平ものがたり    松本 章男／著  平凡社 2010 913.32/Ma81 1108645829 

なりひらの恋   三田 誠広／著  PHP研究所 2010 自動 1107907428 

王朝の歌人 3 在原業平  今井 源衛／著  集英社 1985 自動 1100384484 

在原業平 東下り  日本の旅人  池田 彌三郎／[著]  淡交社 1973 自動 1107488064 

   

 井筒など伊勢物語から生まれた謡曲    

井筒 観世流大成版  観世 左近／訂正著  檜書店 2010 （杜若 2010 雲林院 2010） 768.4/Ka59 1107926097他 

新日本古典文学大系 57  謡曲百番  岩波書店 1998（「井筒」「雲林院」「杜若」等所収） 918/Sh64/57 1101763942 

新編日本古典文学全集 58  謡曲集 1  小学館 1997（「井筒」「雲林院」「杜若」所収） 918/Sh69/58 1101772760 

謡曲大観  第5巻  佐成謙太郎／著 明治書院 1964（「井筒」所収） 912.3/Sa61/5 1105658650 

   

 能の世界    

梅原猛の授業 能を観る  梅原 猛／著 朝日新聞出版 2012 773/U66 1110010111 

能のちから  九世観世銕之丞／著  青草書房 2012 773/Ka59 1108795160 

能 大和の世界  物語の舞台を歩く  松岡 心平／著  山川出版社 2011 773.2/Ma86 1108723659 

演目別にみる能装束  観世 喜正／著  淡交社 2004 773.67/Ka59 1108066612 

   

    伊勢物語の改作、パロディなど    

通俗伊勢物語  今西 祐一郎／校注 平凡社 1991（「伊勢物語ひら言葉」「昔男時世妝」所収） 自動 1102666128 

江勢物語   清水 義範／著  角川書店 1991 自動 1100195658 

近松全集 第11巻   近松 門左衛門／著 岩波書店 1989 （「井筒業平河内通」所収） 912.4/C44/11 1105659245 

名作歌舞伎全集 第5巻    東京創元社 1986 （「競伊勢物語」所収） 912.5/Me26/5 1100279437 

好色伊勢物語 古典文庫   西村 市郎右衛門／著 古典文庫 1982 自動 1102670088 

日本古典文学大系 90    岩波書店 1965 （「仁勢物語」所収）  918/N71/90 1100342839 

定本西鶴全集 第14巻   井原 西鶴／著 中央公論社 1953 （「真実伊勢物語」所収）  918.5/I25/14 1102835806 
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