
百人一首のやさしい入門書 歌について知りたい。

書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

図説百人一首 石井正己／著 河出書房新社 2017 1110759394

読んで楽しむ百人一首 吉海直人／著 KADOKAWA 2017 1110849849

英語で読む百人一首 ピーター・J.マクミラン／英訳 文藝春秋 2017 1110846720

百人一首 企画展 さいたま文学館／編集 さいたま文学館 2016 1110612007

百人一首の謎を解く 草野 隆／著 新潮社 2016 1110560925

見る・知る・味わう「百人一首」手帖 吉海 直人／監修 ナツメ社 2014 1110408059

百人一首への招待 吉海 直人／監修 平凡社 2013 1110155239

百人一首を知りたい いまこそ覚えたい!日本の美しい言葉とこころ 枻出版社 2013 1110334404

恋する「小倉百人一首」 阿刀田 高／著 潮出版社 2011 1108743913

図説地図と由来でよくわかる!百人一首 吉海直人／監修 青春出版社 2010 1110052709

光琳カルタで読む百人一首ハンドブック 久保田淳／監修 小学館 2009 1110057732

もっと知りたい京都小倉百人一首 冷泉貴実子/監修 京都新聞出版センター 2006 1108105246

百人一首大事典 完全絵図解説 吉海直人／監修 あかね書房 2006 1110052733

知識ゼロからの百人一首入門 有吉保／監修 幻冬舎 2005 1110059241

百人一首 古典で遊ぶ日本 田辺聖子／監修 学研 2004 1108051820

百人一首 王朝和歌から中世和歌へ 井上宗雄／著 笠間書院 2004 1108077676

百人一首に親しむ　歌から広がる世界を楽しみたい。

書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

◆かるた◆

かるた ものと人間の文化史 江橋 崇／著 法政大学出版局 2015 1110531876

暗記百人一首 ダイヤモンド社／編 ダイヤモンド社 2010 1110059233

百人一首かるたの世界 吉海直人／著 新典社 2008 1108575075

江戸の遊戯  貝合せ・かるた・すごろく 並木誠士／著 青幻舎 2007 1108417310

百人一首万華鏡 白幡洋三郎／編 思文閣出版 2005 1108079425

◆書道◆

かなの美小倉百人一首 寺岡棠舟／書 岳陽舎 2017 1110706197

百人一首の書き方 散らし書きの独習と古筆学習のすすめ 井上 蒼雨／著 知道出版 2014 1110369798

一度は書いてみたい百人一首 津田静鳳／著 日本習字普及協会 2012 1110026067

心ゆたかに小倉百人一首 渡邊 春雪／著 日本習字普及協会 2011 1107985432

くずし字で「百人一首」を楽しむ 古文書入門 中野 三敏／著 角川学芸出版 2010 1108665199

◆浮世絵◆

百人一首の図像学 狂歌絵師北斎、最後の大仕事 岡林みどり／著 批評社 2020 1111203004

狂歌絵師北斎とよむ古事記・万葉集 北斎はどのようにして

百人一首を27枚に要約したのか
岡林みどり／著 批評社 2018 1110890801

◆狂歌◆

「百人一首」もじり帖 中村 杜／[編]著 吉備人出版 2011 1110063060

爆笑！江戸の百人一首 江口孝夫／著 勉誠出版 2005 1108088947

百人一首の現代語訳・解釈 著名人による現代語訳や解釈を読んでみたい。

書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

百人一首という感情 最果タヒ／著 リトルモア 2018 1111009260

千年後の百人一首 清川あさみ／著 リトルモア 2017 1111060370

百人一首がよくわかる 橋本治／著 講談社 2016 1110471958

百人一首（『日本文学全集 02』所収） 小池 昌代／訳 河出書房新社 2015 1108997956

一〇〇人で鑑賞する百人一首 武田 元治／編著 銀の鈴社 2012 1110047550

百人一首 恋する宮廷 高橋睦郎／著 中央公論新社 2003 1108049204

秦恒平の百人一首 秦恒平／著 平凡社 1987 1101577847

田辺聖子の小倉百人一首 正・続 田辺聖子／著 角川書店 1986他 1106801549他

百人一首 大岡信／著 講談社 1980 1106699679

私の百人一首 白洲正子／著 新潮社 1976 1100430923
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百人一首と京都 ゆかりの地を訪ねたい。

書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

百人一首で京都を歩く 50コース収録 河田 久章／著 石田大成社 2016 1110609979

京都千年うた紀行 林和清／著 日本放送出版協会 2008 1108564079

中西進と歩く百人一首の京都 中西進／著 京都新聞出版センター 2007 1108530559

藤原定家 生みの親とされる人のことを知りたい。

書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

定家『明月記』の物語 書き留められた中世 稲村榮一／著 ミネルヴァ書房 2019 1110989702

明月記を読む 定家の歌とともに 上・下 高野公彦／著 短歌研究社 2018 1111018360他

定家のもたらしたもの 日本女子大学日本文学科／編 翰林書房 2018 1110890819

日記で読む日本史 14 国宝『明月記』と藤原定家の世界 本孝一／著 臨川書店 2016 1110483805

藤原定家 芸術家の誕生 五味文彦／著 山川出版社 2014 1110885017

コレクション日本歌人選 011  藤原定家 和歌文学会／監修 笠間書院 2011 1108723402

日本名筆選 43 更級日記 藤原定家／筆 二玄社 2004 1108313691

訓注明月記　全8巻 藤原定家／著 松江今井書店 2003 1107055301他

藤原定家の時代 中世文化の空間 五味文彦／著 岩波書店 1991 1100078722

藤原定家全歌集 訳注 上・下 久保田淳／[訳注] 河出書房新社 1985 1105651440他

王朝の歌人 9 藤原定家 久保田淳／著 集英社 1984 1101576609

冷泉家 藤原定家の流れをくむ「歌の家」について知りたい。

書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

冷泉家八〇〇年の「守る力」 冷泉 貴実子／著 集英社 2013 1110327028

本を千年つたえる 冷泉家蔵書の文化史 藤本孝一／著 朝日新聞出版 2010 1108656149

京都冷泉家の八百年  和歌の心を伝える 冷泉為人／編 日本放送出版協会 2005 1108292218

冷泉家の至宝展 京の雅・和歌のこころ 冷泉家時雨亭文庫／編集 NHK 1997 1106235284

勅撰和歌集 それぞれの歌が収められていた歌集を読んでみたい。

書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

新勅撰和歌集全釈　全8巻 神作光一／著 風間書房 1994他 1105961427他

新古今和歌集全注釈　全6巻 久保田淳／著 角川学芸出版 2011他 1111204374他

和歌文学大系 34 金葉和歌集  詞花和歌集 久保田淳／監修 明治書院 2006 1108369826

古今和歌集全評釈  上・中・下 片桐洋一／著 講談社 1998 1101764007他

後拾遺和歌集新釈  上・下 犬養廉／ほか著 笠間書院 1996 1106147638他

千載和歌集 藤原俊成／撰 和泉書院 1994 1105650566

後撰和歌集 大中臣能宣／ほか撰工藤重矩／校注 和泉書院 1992 1105650392

さらに深めたい人へ
書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

深読み百人一首 31文字に秘められた真実 伊東眞夏／著 栄光出版社 2018 1111015671

百人一首に絵はあったか 定家が目指した秀歌撰 寺島恒世／著 平凡社 2018 1110663992

中近世中院家における百人一首注釈の研究 酒井茂幸／著 新典社 2018 1110900022

百人一首宗祇抄 姉小路基綱筆 宗祇／[著] 三弥井書店 2018 1110780382

百人一首の研究 徳原 茂実／著 和泉書院 2015 1108999937

百人一首私注 長谷川 哲夫／著 風間書房 2015 1110519897

小倉山庄色紙和歌 上巻・下巻 宝古堂美術／[編] 宝古堂美術 2014 1110249339他

百人一首で読み解く平安時代 吉海 直人／著 角川学芸出版 2012 1110078837

百人一首を読み直す 非伝統的表現に注目して 吉海 直人／著 新典社 2011 1108696673

百人一首の歴史学 関幸彦／著 日本放送出版協会 2009 1107851725

参考図書
書　　名 著 者 名 出 版 者 出版年 資料コード

日本書誌学大系 75　百人一首年表 吉海直人／編 青裳堂書店 1997 1104636996

百人一首研究ハンドブック 吉海直人／編 おうふう 1996 1105651416

冷泉家時雨亭叢書 全100巻 冷泉家時雨亭文庫／編 朝日新聞社 1992他 1108779537他

百人一首注釈書叢刊 全20巻 和泉書院 1991他 1105717092他

新編国歌大観 第1巻1～第10巻2 「新編国歌大観」編集委員会／編 角川書店 1983他 1100366648他

私家集大成 第1巻～第7巻2 和歌史研究会／編 明治書院 1974他 1105647869他
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