
館長プロデュース

有坂道子氏　著作

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

医療の社会史 生・老・病・死 京都橘大学女性歴史文化研究所／編 思文閣出版 2013 1110121983

異文化交流史の再検討 日本近代の<経

験>とその周辺
ひろた まさき／編 平凡社 2011 1108695733

完本蒹葭堂日記 [木村蒹葭堂／著] 藝華書院 2009 1110954284

身分的周縁と近世社会５知識と学問を

になう人びと
吉川弘文館 2007 1108401330

大地の肖像 絵図・地図が語る世界 藤井 讓治／編 京都大学学術出版会 2007 1108519578

有坂道子氏　おすすめの本

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

木村蒹葭堂　なにわ知の巨人 大阪歴史博物館／編 思文閣出版 2003 1108005677

木村蒹葭堂のサロン 中村 真一郎／著 新潮社 2000 1106243395

江戸の蔵書家たち 岡村 敬二／著 講談社 1996 1106153354

京都芸苑のネットワーク 高橋 博巳／著 ぺりかん社 1988 1100332418

大阪まち物語 なにわ物語研究会／編 創元社 2000 1106235987

究理堂所蔵京都小石家来簡集 小石家文書研究会／編 思文閣出版 2017 1110764386

なにわの知識人たち

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

近世大坂と知識人社会 小堀 一正／著 清文堂出版 1996 1105736183

自由学問都市大坂 懐徳堂と日本的理性

の誕生
宮川 康子／著 講談社 2002 1106964792

富永仲基研究 梅谷 文夫／著 和泉書院 1984 1106037490

富永仲基と懐徳堂 思想史の前哨 宮川 康子／著 ぺりかん社 1998 1101892691

なにわ大坂をつくった100人 16世紀～

17世紀篇
関西・大阪21世紀協会／編著 澪標 2017 1110875323

なにわ町人学者伝 谷沢 永一／編[著] 潮出版社 1983 1101676334

懐徳堂知識人の学問と生 生きることと

知ること
懐徳堂記念会／編 和泉書院 2004 1108244151

懐徳堂を知るための本 懐徳堂研究センター／編
大阪大学大学院文学研究

科懐徳堂研究センター
2010 1107914333

山片蟠桃と大阪の洋学 有坂 隆道／著 創元社 2005 1108295302

「見る科学」の歴史 懐徳堂・中井履軒の目 大阪大学総合学術博物館／編 大阪大学出版会 2006 1108392950

江戸のくすりハンター小野蘭山 採薬を

重視した本草学者がめざしたもの
伊藤 恭子／編著 内藤記念くすり博物館 2012 1107986505

当館所蔵の関連図書リスト

令和元年6月23日

「なにわの町人学者のユニークな世界」

有坂　道子　氏

京都府立図書館連続講座　図書館との新たな出会い

京都橘大学文学部歴史遺産学科　教授



なにわの歴史をたどる

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

瓦版にみる幕末大坂の事件史・災害史 大阪城天守閣／編集 大阪城天守閣 2011 1107935817

大阪府の歴史 藤本 篤／著 山川出版社 2015 1110507603

古写真なにわ風景 大阪城天守閣／編集 大阪城天守閣特別事業委員会 2000 1106233487

大阪における都市の発展と構造 塚田 孝／編 山川出版社 2004 1108052505

近世大坂の町と人 脇田 修／著 吉川弘文館 2015 1110423439

近世大坂地域の史的研究 藪田 貫／著 清文堂出版 2005 1108368265

なにわことば遺跡１名歌・名表現から

みる大阪の歴史
山本 正人／著 清風堂書店 2015 1110429162

なにわことば遺跡２ことばといっしょ

に歴史を歩く
山本 正人／著 清風堂書店 2019 1111031363

大阪古地図むかし案内 カラー版 江戸

時代をあるく
本渡章／著 創元社 2018 1111011738

大阪古地図むかし案内 読み解き大坂大絵図 本渡 章／著 創元社 2010 1108876705

なにわ大阪今と昔 絵解き案内 宗政 五十緒／著 小学館 2000 1106080672

古地図で歩く大阪歴史探訪ガイド ペンハウス／著 メイツ出版 2013 1110315411

江戸時代のくらしがわかる

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

江戸の本屋さん 近世文化史の側面 今田 洋三／著 平凡社 2009 1108610476

江戸の古本屋 近世書肆のしごと 橋口侯之介／著 平凡社 2018 1111011506

よくわかる古文書教室 江戸の暮らしと

なりわい
佐藤 孝之／監修 天野出版工房 2008 1108566082

やさしい古文書の読み方 高尾 善希／著 日本実業出版社 2011 1108728823

ビジュアル・ワイド江戸時代館 小学館 2002 1108012996

謎解き!江戸のススメ 「謎解き!江戸のススメ」制作班／著 NTT出版 2013 1110113824

江戸時代 「原寸大」絵画史料で読み解

く江戸時代270年史
山本 博文／監修 小学館 2006 1108379445

絵図史料 江戸時代復元図鑑 本田 豊／監修 遊子館 2016 1110561378

江戸の長者番付 殿様から商人、歌舞伎

役者に庶民まで
菅野俊輔／著 青春出版社 2017 1110845987

実は科学的!?江戸時代の生活百景 西田知己／著 東京堂出版 2018 1110938055

江戸ビジュアル図鑑 時代小説の用語と

場面がよくわかる
双葉社 2017 1110865266

不便ですてきな江戸の町 時空を超えて

江戸暮らし
永井義男／著 柏書房 2018 1110780648

江戸知識人と地図 上杉 和央／著 京都大学学術出版会 2010 1108626183

大江戸ものしり図鑑 ひと目で八百八町

の暮らしがわかる
主婦と生活社 1994 1106745308

江戸の居酒屋 伊藤善資／編著 洋泉社 2017 1110864889

江戸の絵すごろく 人気絵師によるコマ

絵が語る真実
山本博文／監修 双葉社 2018 1110883152

遊べる浮世絵 くもんの子ども浮世絵コ

レクション
藤澤紫／編著 青幻舎プロモーション 2018 1110767827

“見立て"の世界 見立て絵と見立て番付 大阪城天守閣／編集 大阪城天守閣特別事業委員会 2004 1107106690

江戸の女装と男装 渡邉晃／[編]著 青幻舎 2018 1110883145


