
バーコード タイトル 著者名 出版社 刊行年

1110591367 日本文化をよむ 藤田正勝／著 岩波書店 2017

1108978592 西行全歌集 西行／[著] 岩波書店 2013

1108961267 コレクション日本歌人選　48 和歌文学会／監修 笠間書院 2012

1105946329 日本の美術　No.416 東京国立博物館／監修 至文堂 2001

1106390949 現代語訳 日本の古典　9 学研 1987

1110771589 中世日本の世界像 阿部泰郎／著 名古屋大学出版会 2018

1110756853 シリーズ日本文学の展望を拓く　3 小峯和明／監修 笠間書院 2017

1110712831 中世和歌史論 渡部泰明／著 岩波書店 2017

1110468012 中世釈教歌の研究 山本章博／著 笠間書院 2016

1110310941 西行弾奏 沓掛 良彦／著 中央公論新社 2013

1108792159 西行その「聖」と「俗」 火坂 雅志／著 PHP研究所 2012

1110052337 平清盛の盟友西行の世界をたどる 石川 雅一／文と写真 鳥影社 2012

1108754365 西行と清盛 五味 文彦／著 新潮社 2011

1108632157 西行求道の境涯 佐竹 温知／著 春秋社 2010

1108618529 阿修羅の西行 三田 誠広／著 河出書房新社 2010

1108555507 西行 松本 章男／著 平凡社 2008

1108289362 辻邦生全集　14 辻 邦生／著 新潮社 2005

1108227420 梅原猛、日本仏教をゆく 梅原 猛／著 朝日新聞社 2004

1105934606 西行・芭蕉の詩学 伊藤 博之／著 大修館書店 2000

1100106549 西行花伝 辻 邦生／著 新潮社 1995

1102662655 西行 高橋 英夫／著 岩波書店 1993

1107992552 西行物語 毎日新聞社／[編] 毎日新聞社 1989

1105650905 西行とその周辺 桑原 博史／著 風間書房 1989

1106800640 西行 白洲 正子／著 新潮社 1988

1105649865 西行の和歌と仏教 山田 昭全／著 明治書院 1987

1100384492 王朝の歌人 集英社 1985

1101131363 絵巻物による 日本常民生活絵引　第3巻 渋沢 敬三／編 平凡社 1984

1106349085 西行物語 高橋 貞一／編 勉誠社 1983

1100275815 西行の花 中野 孝次／著 淡交社 1982

1102662648 西行 目崎 徳衛／著 吉川弘文館 1980

1100064565 西行・実朝・良寛 上田 三四二／著 角川書店 1979

1107031633 新修日本繪卷物全集　12 角川書店 1977

1106683251 西行と定家 安田 章生／著 講談社 1975

「西行の世界」
　11月1日は古典の日です。
　今回は、自然や情景を口語的な言い回しを多く用いて素直に歌う平安時代末期の歌人、西行に関する資料
を集めてみました。西行は桜や月の歌が多く、詠まれた歌は多くの人を魅了します。西行は20代で出家し、生涯
の大半をさすらいの旅で過ごしました。生活や旅に基づく西行の世界観は現代人の感性に訴えるものがありま
す。
　自由に歌を詠む西行を通して先人たちの思いに触れ、日本文化を味わってみてください。

・おすすめの図書

・西行に関する様々な図書
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1110155239 百人一首への招待 吉海 直人／監修 平凡社 2013

1110161518 西行歌私註 松村 雄二／著 青簡舎 2013

1108110006 西行の連作歌をよむ 高橋 庄次／著 春秋社 2006

1108343078 百人一首 大岡 信／[著] 世界文化社 2005

1105936346 新編日本古典文学全集　49 小学館 2000

1106236241 西行自歌合全釈 武田 元治／著 風間書房 1999

1105021420 新日本古典文学大系　46 岩波書店 1991

1100064557 西行夢幻 津田 さち子／著 童牛社 1988

1102730452 西行の歌 宮 柊二／著 河出書房新社 1977

1110737671 西行と伊勢の白大夫 小林幸夫／著 三弥井書店 2017

1110850425 若狭・越前の民話　第2集 杉原丈夫／編 未來社 2017

1110843008 石見の民話　第1集 大庭良美／編 未來社 2017

1110843016 石見の民話　第2集 大庭良美／編 未來社 2017

1110820709 西行はどのように作られたのか 花部英雄／著 笠間書院 2016

1110467394 北陸の民俗伝承 松本孝三／著 三弥井書店 2016

1108711704 西行説話文学論 山口 眞琴／著 笠間書院 2009

1107021840 西行伝説を探る 岡田 隆／著 [岡田隆] 2002

1110860820 中世仏教文学の思想 沼波政保／著 法藏館 2017

1110484878 西行・慈円と日本の仏教 大隅和雄／著 吉川弘文館 2016

1110504543 読みなおす日本の原風景 森 朝男／著 塙書房 2014

1110168752 桜は本当に美しいのか 水原 紫苑／著 平凡社 2014

1108739853 往生の極意 山折 哲雄／著 太田出版 2011

1110091830 桜の文学史 小川 和佑／著 文芸春秋 2004

1101926945 西行から最澄へ 栗田 勇／著 岩波書店 1999

1101830055 日本人の死生観 立川 昭二／著 筑摩書房 1998

1107809293 清貧の思想 中野 孝次／著 草思社 1992

1100797412 隠者の文学 石田 吉貞／著 塙書房 1970

1101577979 隠遁の思想 佐藤 正英／著 東京大学出版会 1978

1107165985 京の古道を歩く 増田 潔／著 光村推古書院 2006

1108087295 西行の旅路 岡田 喜秋／著 秀作社出版 2005

1105957771 旅の思想 伊藤 益／著 北樹出版 2001

1105572265 歌碑が語る西行 岡田 隆／著 三弥井書店 2000

1106055070 京都山家集の風土と風景 名古屋 茂郎／著 人間の科学新社 1999

1101927695 西行の風景 桑子 敏雄／著 日本放送出版協会 1999

1106211681 京都・滋賀碑の頌 浜千代 清／文 京都新聞社 1998

1100277290 よみがえる旅心 岡田 喜秋／[著] 日本文芸社 1992

・西行と旅

・西行の歌を中心とした図書

・西行伝承

・西行の思想


