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『枕草子』に関する資料の紹介 
『枕草子』は、日本で最初の随筆と言われています 

『枕草子』の世界を当館所蔵資料でお楽しみ下さい 
  

 

 

 

 

本文を読んでみませんか？  

『枕草子(新編日本古典文学全集 18)』 （小学館 1997） 918/Sh69/18(1101772539) 

『枕草子(新日本古典文学大系 25)』 （岩波書店 1991） 918/Sh64/25(1105021271) 

『枕草子 上・下(新潮日本古典集成)』 清少納言／[著] （新潮社 1977） 914.3/H13(1100343712 他) 

現代語版もあります  

『すらすら読める枕草子』 山口 仲美／著 （講談社 2008） 914.3/Y24(1108555531) 

『枕草子(現代語訳 日本の古典 6)』 （学研 1980） 91(1106390923) 

枕草子について知りたくなったら  

『枕草子(古典を読む 12)』 寺田 透／著 （岩波書店 1984） 914/TE(1100133626) 

『枕草子(古典の旅 3)』 田中 澄江／著 （講談社 1989） 914/TA(1100385002) 

『枕草子への招待』 田中 澄江／著 （日本放送出版協会 1980） 914/TA(1100133600) 

『枕草子・紫式部日記(新潮古典文学アルバム)』 鈴木 日出男／[編] （新潮社 1990） 914.3/Su96(1106199712) 

『枕草子(古典アルバム)』 塩田 良平／著 （明治書院 1970） 914.32/Sh72(1102821533)

『マンガ枕草子』 京都精華大学事業推進室／編 （京都府文化環境部文化芸術室 2010） 91/ｾｲ(1200400156) 

どんな時代だったの？  

『枕草子幻想 定子皇后』 下玉利 百合子／著 （思文閣出版 1977）  914/SH(1100617503) 

『枕草子の婦人服飾』 安谷 ふじゑ／著 （思文閣 1974） 383.15/Y66(1103110373) 

『枕草子の風土(国文叢書)』 田中 重太郎／著 （白川書院 1965） S/914.32/Ta84(1102667407) 

『枕草子女房たちの世界』 谷川 良子／著 （日本エディタースクール出版部 1992） 914/TA(1100133618) 

『王朝文学と建築・庭園(平安文学と隣接諸学 1)』 倉田 実／編 (竹林舎 2007) 910.23/H51/1(1108444520) 

『王朝文学と官職・位階(平安文学と隣接諸学 4)』 日向 一雅／編 (竹林舎 2008) 910.23/H51/4(1108468164) 

『平安文学の環境(研究叢書 378)』 加納 重文／著 （和泉書院 2008） 910.23/Ka58(1108468040) 

『立命館大学京都文化講座「京都に学ぶ」 4』 (白川書院 2009) K/216.2/R48/4(1108591494) 

『王朝生活の基礎知識（角川選書 372）』 川村 裕子／著 (角川書店 2005) 910.23/Ka95(1108081413) 

『上代・中古の敬語(敬語講座 2)』 林 四郎／編 （明治書院 1976） 815/Ke/2(1100524873) 

作者・清少納言ってどんな女性だったの？  

『清少納言(日本の作家 100 人)』 萩野 敦子／著 （勉誠出版 2004） 910.23/Se17(1108216050) 

『清少納言の獨創表現』 松田 豊子／著 （風間書房 1983） 914.3/Ma74(1105018491) 

『清少納言（人物叢書 86）』 岸上慎二／著 （吉川弘文館 1958） 910.23/Kl(1100798840) 

『女房三十六歌仙の抒情』 田中 阿里子／著 （京都新聞社 1993） 911.132/Ta84(1106114372) 

『王朝女流歌人抄』 清水 好子／著 （新潮社 1992） 911.132/Sh49(1101577714) 



 

 

 

 

 

 

ちょっと耳より情報 

相愛大学図書館所蔵「春曙文庫」http://www.soai.ac.jp/library/syunsyo0306.html 
京都新聞 毎週日曜日連載（2010 年 4 月～９月）「枕草子はおもしろい」山本淳子教授（京都学園大学） 

もっとくわしく勉強したくなったら  

『枕草子大事典』 枕草子研究会／編 （勉誠出版 2001） 914.3/Se17(1108411701)  

『枕草子研究(新典社研究叢書 164)』 塚原 鉄雄／著 (新典社 2005) 914.3/Ts53（1108324888） 

『新しい枕草子論(新典社研究叢書 159)』 圷 美奈子／著 (新典社 2004) 914.3/A39(1108417260) 

『枕草子及び平安作品研究(研究叢書 336)』 榊原 邦彦／著 （和泉書院 2005） 910.23/Sa31(1108329093) 

『枕草子の研究』 今井 卓爾／著  （早稲田大学出版部 1989） 914.3/I43(1105018475) 

『王朝文学論(新典社研究叢書 199)』 圷 美奈子／著 (新典社 2009) 910.23/A39(1108832195) 

『日本古典随筆の研究と資料(龍谷大学仏教文化研究叢書 19)』 糸井 通浩／編 (思文閣出版 2007) 914/I91(1108520758) 

『枕草子 徒然草(増補国語国文学研究史大成 6)』 斎藤 清衛／[ほか]編著 （三省堂 1977） 914.3/Sa25(1100133535) 

『枕草子(日本文学研究資料叢書)』 日本文学研究資料刊行会／編 （有精堂 1978） 914.3/N71(1100133527) 

『枕草子総索引』 榊原 邦彦／[ほか]編 （右文書院 1968） 914.3/Sa31(1105018483)  

『全講枕草子』 池田 亀鑑／著 （至文堂 1973） 914.3/I32(1105018392) 

『枕冊子全注釈 1～5（日本古典評釈・全注釈叢書）』 田中 重太郎／著 (角川書店 1979) 914.3/Ta84(1100133550 他)

『新校本枕草子(笠間叢書 240)』 根来 司／編著 （笠間書院 1991） 914.3/N62(1105018509) 

『枕草子(日本文学研究資料新集 4)』 三田村 雅子／編 （有精堂出版 1994） 914.3/Mi58(1100164142) 

『清少納言枕双紙抄(加藤磐斎古注釈集成 2)』 [加藤 磐斎／著] （新典社 1985） 914.32/Ka86(1102821475) 

『随筆文学(池田亀鑑選集)』 池田 亀鑑／著 （至文堂 1969） 914.32/I32(1105018467) 

『枕草子春曙抄』 北村 季吟／著 （青山堂書房 1924） 914.32/Ki68(1102821483) 

枕草子の舞台地に足を運んでみませんか？  

『京の歴史・文学を歩く』知恵の会／編 (勉誠出版 2008) K/291.62/C42(1108560457) 

『京都・滋賀碑の頌』 浜千代 清／文 （京都新聞社 1998） K/910.2/H22(1106211681) 

『京都(おもしろガイド修学旅行 4)』 （PHP 研究所 1996） K/291.62/F62(1106173774) 

こんな資料もあります  

『紫式部日記絵巻・枕草子絵巻(新修日本絵巻物全集 13)』  (角川書店 1976) E/721.2/Sh69/13(1107031641) 

『枕草子(ビデオ古典名作選)』 バンダイ・ミュージックエンター／企画・制作 VC/ 914(1500011315) 

『The pillow book of Sei Shonagon(Penguin classics)』  （Penguin books 1971） 914.3/Se19(1107001792) 

『むかし・あけぼの（小説枕草子）』 田辺聖子／著 （角川書店 1983） F1/T（1106369919） 

『高等学校枕草子（教科書）』 松村 明／編 （旺文社 [1984]）   TC/84/O14/S58（1107534925） 

『ヘタな人生論より枕草子』 萩野 文子／著 （河出書房新社 2010）  914.3/O25(1108643527 ) 

『平安の苑』 広江 美之助／著  （平安神宮 1981） 470/H(1101349320) 

『堺本枕草子評釈』 速水 博司／著  （有朋堂 1990） 914.3/H47(1105018459) 


