
　　　銭湯について

タイトル 著者名 出版者 刊行年 バーコード

銭湯は、小さな美術館　　　 ステファニー・コロイン／[著] 啓文社書房 2017 1110749650

近代日本の公衆浴場運動　　　 川端美季／著 法政大学出版局 2016 1110487236

写真的建築論　　　 下村 純一／著 鹿島出版会 2008 1108550060

風呂と日本人 筒井功／著 文藝春秋 2008 1110807318

いい湯だなお風呂のはなしこよいじっくり　 城陽市歴史民俗資料館／編 城陽市歴史民俗資料館 2006 1107190249

お風呂やさんのスクラップブック　　 東京都台東区教育委員会／編集 東京都台東区教育委員会 2001 1107024349

身辺図像学入門　大黒からヴィーナスまで 岡 泰正／著 朝日新聞社 2000 1106202326

お風呂考現学　日本人はいかに湯となごんできたか　　 江夏 弘／著 TOTO出版 1997 1106172784

入浴の解体新書　浮世風呂文化のストラクチャー　　 松平 誠／著 小学館 1997 1106172792

建築探偵神出鬼没　　 藤森 照信／文 朝日新聞社 1997 1110204235

湯の聖と俗と 風呂と温泉の文化　 兵庫県立歴史博物館／編集 兵庫県立歴史博物館 1992 1103110688

銭湯浪漫　　（Bee books　104） 中尾 保／撮影 光村印刷 1991 1102654876

セピア色の庶民史　　　 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1990 1105191249

風呂のはなし　　物語ものの建築史　 大場 修／著 鹿島出版会 1986 1106754391

生活学　第4冊　　 日本生活学会／編 ドメス出版 1978 1105395345

公衆浴場史略年表稿本　　　 全国公衆浴場業環境衛生同業組合連合会 1969 1100309374

　　　京都の銭湯

レトロ銭湯へようこそ　　　西日本版 松本康治／写真・文 戎光祥出版 2017 1110858097

ひつじの京都銭湯図鑑　　　 大武千明／著 創元社 2016 1110468061

0円から愉しむ京都案内　　　 「京都案内」編集部／著 宝島社 2015 1110524301

レトロ銭湯へようこそ　　　関西版 松本 康治／写真・文 戎光祥出版 2015 1110460290

京都街カフェ　　 グラフィス 2013 1110125125

京都極楽銭湯読本　　　 林 宏樹／著 淡交社 2011 1108685171

そうだ裏京都、行こう。　　　 ふじい まさこ／マンガ アース・スターエンターテイメント 2011 1108685114

関西のレトロ銭湯　　　 松本 康治／写真・文 戎光祥出版 2009 1108840644

京の銭湯本日あります　　（らくたび文庫　No.026） コトコト 2008 1108449503

京都極楽銭湯案内　　新撰京の魅力　 林 宏樹／著 淡交社 2005 1107852582

京都ノスタルジック散歩　　 桜風舎 2003 1108154277

京都おもしろウォッチング　　 赤瀬川 原平／[ほか]著 新潮社 1996 1106888736

京都庶民生活史　　　 CDI／編 京都信用金庫 1973 1106906769

　　　歴史の中の銭湯

CGで甦る江戸庶民の暮らし 　 小学館 2018 1110934054

鍬形蕙斎画 近世職人尽絵詞　　　 大高洋司／編 勉誠出版 2017 1110839436

絵でみるニッポン銭湯文化　　　 笠原五夫／著 里文出版 2016 1110498472

混浴と日本史　　　 下川 耿史／著 筑摩書房 2013 1110323217

裸はいつから恥ずかしくなったか　日本人の羞恥心　 中野 明／著 新潮社 2010 1108892892

文明開化失われた風俗　　 百瀬 響／著 吉川弘文館 2008 1108480433

江戸入浴百姿　　　 花咲 一男／著 三樹書房 2008 1108542844

お風呂の歴史 ドミニック・ラティ／著 白水社 2006 1108361815

絵でよむ江戸のくらし風俗大事典 　 棚橋 正博／編著 柏書房 2004 1108236223

錦絵にみる日本の温泉 木暮 金太夫／編 国書刊行会 2003 1108150333

〈国宝〉上杉家本洛中洛外図大観 [狩野 永徳／画] 小学館 2001 1106015132

近世風俗志　4　守貞謾稿 喜田川 守貞／著 岩波書店 2001 1105993354

町屋と町人の暮らし　　 平井 聖／監修 学研 2000 1106280157

「物づくり」に見る日本人の歴史　4　日本人は水をどのように利用してきたか 　 西ケ谷 恭弘／監修 あすなろ書房 2000 1106269838

江戸と北京　英国園芸学者の極東紀行　 ロバート・フォーチュン／著 広川書店 1992 1106044306

江戸の遊女　第二江戸時代漫筆　　 石井 良助／著 明石書店 1989 1100123544
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タイトル 著者名 出版者 刊行年 バーコード

江戸の風呂　　 今野 信雄／著 新潮社 1989 1101133237

いま、むかし・銭湯　　 Inax 1989 1105223513

洗う風俗史 落合 茂／著 未来社 1984 1103110720

入浴・銭湯の歴史　　 中野 栄三／著 雄山閣 1984 1101106951

江戸娯楽誌　　　 興津 要／著 作品社 1983 1101178240

江戸庶民の風俗と人情　[正]　　 興津 要／著 桜楓社 1980 1100799582

京阪と江戸　　 宮本 又次／著 青蛙房 1978 1101106894

浮世風呂　江戸の銭湯　（江戸シリーズ　10） 神保 五弥／[著] 毎日新聞社 1977 1101132627

日本清浄文化史 　 花王石鹸株式会社資料室／編 花王石鹸 1971 1101226361

江戸府内絵本風俗往来　　 菊池 貴一郎／著 青蛙房 1965 1103106371

ペリー提督日本遠征記　　　 ペリー／[著] 法政大学出版局 1953 1104708944

　　　文学の中の銭湯

漫画吾輩は猫である　 近藤浩一路／著 岩波書店 2017 1110586490

太平記　5　 兵藤裕己／校注 岩波書店 2016 1110537352

山東京伝全集　第4巻　　（『賢愚湊銭湯新話』） 山東 京伝／[著] ぺりかん社 2004 1108216944

銭湯の女神　　　 星野 博美／著 文芸春秋 2001 1106014358

短篇ベストコレクション　2000　　（『姫椿』浅田次郎） 日本文芸家協会／編 徳間書店 2000 1105930604

不便なことは素敵なこと　　　 桐谷 エリザベス／著 マガジンハウス 1999 1106036013

談義本集　2　　（『銭湯新話』 伊藤 単朴） 柏川 修一／編 古典文庫 1997 1105746414

芥川竜之介全集 第3 (『戯作三昧』) 芥川 竜之介／著 岩波書店 1996 1102845649

入浴の女王　　　 杉浦 日向子／著 講談社 1995 1106745613

新日本古典文学大系 86 　浮世風呂 戯場粋言幕の外 大千世界楽屋探 [式亭 三馬／著] 岩波書店 1989 1105021743

新日本古典文学大系　100　江戸繁昌記　ほか 岩波書店 1989 1105021826

江戸アルキ帖　　　 杉浦 日向子／著 新潮社 1989 1107218644

ぼくの憂き世風呂　　 田村 隆一／著 集英社 1988 1107291815

旧聞日本橋　　 長谷川 時雨／作 岩波書店 1984 1102687819

内田百間全集　第3巻　　（『丘の話』） 内田 百間／[著] 講談社 1981 1100575115

胸より胸へ　随想 山崎 朋子／[著] 筑摩書房 1976 1106315896

　　　　　　銭湯と関係が深いモノ

にっぽんのかわいいタイル　昭和レトロ・モザイクタイル篇　　 加藤郁美／著 国書刊行会 2016 1110479258

歴史を織りなす女性たちの美容文化史　　　 ジェニー牛山／著 講談社 2013 1110326335

ふろしきと手ぬぐいの本 　包んで、飾って、まとう布 京都和文化研究所むす美／監修 山海堂 2006 1108405703

袱紗・風呂敷　和のデザインと心　　 竹村 昭彦／監修 東京美術 2006 1108396902

生活文化学の愉しみ　ライフスタイル・こころ・もの・からだ　　 岩崎 雅美／編著 昭和堂 2005 1108084664

型録・ちょっと昔の生活雑貨　　　 林 丈二／著 晶文社 1998 1101849345

日本のタイル　 伊奈ギャラリ-企画委員会／企画 伊奈製陶東京ショ-ル-ム 1983 1105229759

　　　海外の公衆浴場

古代西洋万華鏡 　ギリシア・エピグラムにみる人々の生 沓掛良彦／著  法政大学出版局 2017 1110738380

モノとヒトの新史料学 　古代地中海世界と前近代メディア 豊田浩志／編 勉誠出版 2016 1110475322

風呂とペチカ 　ロシアの民衆文化 リピンスカヤ／編 晶文社 2008 1108549799

世界温泉文化史 ウラディミール・クリチェク／著 国文社 1994 1105031981

清潔(きれい)になる〈私〉 　身体管理の文化誌  ジョルジュ・ヴィガレロ／著 同文舘出版 1994 1105181398

風呂トイレ讃歌  　 ローレンス・ライト／著  晶文社 1989 1105181406

新トルコ風土記　大地の調べ 歴史の宴　　　 赤松 順太／著 東洋経済新報社 1984 1106326661

風呂と人間　 河上 利勝／著 メヂカルフレンド社  1980 1105734394

裏から見た現代住宅　　　 ベルナルド・ルドフスキー／著 彰国社 1959 1103969893

きつつきの路　随筆　　 内田亨／著 東和社 1952 1102828165

東西沐浴史話 　  藤浪 剛一 人文書院 1944 1103110670
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