
講師おすすめ本

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

坂の上の雲　　1～6 司馬 遼太郎／著 文芸春秋 1969～1972 1100061850他

美の終焉 水尾 比呂志／[著] 筑摩書房 1967 1100436060

星の王子さま　 サン=テグジュペリ／作 岩波書店 2017 1110590583

日本の香文化

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

江戸初期の香文化 堀口悟／著 文学通信 2020 1110925029

日本を彩る香りの記憶 内野花／著 大阪大学出版会 2019 1111016596

『源氏物語』を演出する言葉 吉村研一／著 勉誠出版 2018 1110771860

中世後期の香文化 本間 洋子／著 思文閣出版 2014 1110376447

伝統を読みなおす　3 風月、庭園、香りとはなにか 野村 朋弘／編 京都造形芸術大学東北芸術工科
大学出版局藝術学舎 2014 1110369525

日本の香り物語 渡辺 敏子／著 八坂書房 2013 1110097464

平安時代の薫香 尾崎 左永子／著 フレグランスジャーナル社 2013 1110155205

香の文化史 松原 睦／著 雄山閣 2012 1110001466

薫集類抄の研究 田中 圭子／著 三弥井書店 2012 1110114780

香清話 畑 正高／著 淡交社 2011 1108680826

源氏物語国際フォーラム集成 芳賀 徹／企画・総監修 源氏物語千年紀委員会 2009 1107855585

薫りの源氏物語 三田村 雅子／編 翰林書房 2008 1108467414

平安京のニオイ 安田 政彦／著 吉川弘文館 2007 1108389295

日本の香り　コロナ・ブックス120 松栄堂／監修 平凡社 2005 1108314160

香三才 畑 正高／著 東京書籍 2004 1108064542

王朝の香り 香老舗松栄堂広報室／編著 青幻舎 2002 1107047118

匂いの文化史的研究 高橋 庸一郎／著 和泉書院 2002 1107065441

香千載 石橋 郁子／文 光村推古書院 2001 1105563959

源氏絵と香の文化史 京都府京都文化博物館／編集 日本経済新聞社 1991 1100727013

源氏の薫り 尾崎 左永子／著 求竜堂 1986 1100286846

事典類

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

においと香りの表現辞典 神宮英夫／編 東京堂出版 2019 1111021232

最新香料の事典 荒井 綜一／編集 朝倉書店 2012 1110027065

香り創りをデザインする 堀内 哲嗣郎／著 フレグランスジャーナル社 2010 1108903996

香りの百科事典 谷田貝 光克／編集委員長 丸善 2005 1108263656

香りの総合事典 日本香料協会／編 朝倉書店 1998 1101874574

香料博物事典 山田 憲太郎／著 同朋舎 1979 1100389616

日本香料史 山田 憲太郎／著 同朋舎 1979 1101128146

東亜香料史研究 山田 憲太郎／著 中央公論美術出版 1976 1105230781

館長プロデュース
京都府立図書館連続講座　図書館との新たな出会い

令和2年11月1日

「古典に学ぶ香りの暮らし」
香老舗　松栄堂　主人　畑　正高氏

当館所蔵の関連図書リスト



入門

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店／監修 東京美術 2019 1111020952

よくわかるお香と線香の教科書 愛知県線香卸商組合／編 三恵社 2015 1110506159

大研究!お香のすべて　まんが社会見学シリーズ工藤 ケン／漫画 講談社ビーシー 2013 1200402806

香道

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

香道の文化史 本間洋子／著 吉川弘文館 2020 1110917224

香道調度図・香道籬之菊 矢野環／著 淡交社 2020 1110725056

香の本 荻須昭大／著 雄山閣 2017 1110766050

香道の美学 濱崎加奈子／著 思文閣出版 2017 1110754288

香と香道 香道文化研究会／編 雄山閣 2015 1110420450

香道文献目録　香書双書　資料1 翠川 文子／著 香書に親しむ会 2015 1110272463

香道賤家梅　　1～15 [牧 文龍／著] [知道出版] 2014 1110272604

香道について 神保 博行／著 知道出版 2014 1110272752

香道蘭之園 尾崎 左永子／校注 淡交社 2013 1110305990

香道の作法と組香 香道文化研究会／編 雄山閣 2012 1110004577

古香徴説・古香徴説別集　香書双書　3 [江田 世恭／編] 香書に親しむ会 2010 1107939264

忍鎧の香道著作　香書双書　2 忍鎧／[著] 香書に親しむ会 2008 1107826537

香道蘭之園 尾崎 左永子／校注 淡交社 2002 1106974916

香と茶の湯 太田 清史／著 淡交社 2001 1106406349

香合

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

香合集　香書双書　4 川本 弘子／著編 香書に親しむ会 2017 1110632799

香道具 荒川 浩和／監修 淡交社 2005 1108317742

香炉・香合展 ぎゃらりい思文閣 2004 1107144261

香合 古賀 健蔵／著 河原書店 2000 1106192766

珠玉の香合 朝日新聞社／編集 朝日新聞社 c1978 1110681648

香木

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

香木三昧 山田眞裕／著 淡交社 2019 1111202667

香木のきほん図鑑 山田英夫／著 世界文化社 2019 1111050975

香りある樹木と日本人 有岡利幸／著 雄山閣 2018 1110937701

その他

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料番号

脳に効く香り 鳥居伸一郎／著 フレグランスジャーナル社 2017 1110838214

ひとのくらしと香りを訪ねて　1～3 谷田貝光克／著 フレグランスジャーナル社 2017～2018 1110880315他

かおり風景  1～3 香老舗松栄堂／監修 淡交社 2016 1110298567他

ニオイの不思議 赤壁善彦／著 フレグランスジャーナル社 2016 1110837612

「香り」の文化と癒やし 渡邉映理／著 フレグランスジャーナル社 2016 1110802475

香料商が語る東西香り秘話 相良嘉美／著 山と溪谷社 2015 1110851605

お線香の考現学 鳥毛 逸平／著 フレグランスジャーナル社 2013 1110151063

香りを旅する 相良 嘉美／著 サガラローム 2010 1107947036

匂いと香りの科学 澁谷 達明／編著 朝倉書店 2007 1108518018

匂いの記憶 ライアル・ワトソン／著 光文社 2000 1105944563

香りの手帖 松栄堂広報室／編 福武書店 1991 1107289496


