
古典を調べる　～日本の古典資料を調べる際に便利な資料～

バーコード タイトル 著者名 出版社 刊行年

1101570586 国書総目録　全巻 岩波書店 1990～

1108611821 日本古典文学案内 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2009

1108450022 岩波日本古典文学辞典 久保田 淳／編集 岩波書店 2007

1106969759 古典文学を読むための用語辞典 西沢 正史／編 東京堂出版 2002

1101806444 日本古典文学大事典 大曽根 章介／[ほか]編 明治書院 1998

1100366267 日本古典文学大辞典　第1巻～
日本古典文学大辞典編集委員会／
編

岩波書店 1987～

1106140526 日本古典文学研究史大事典 西沢 正史／編 勉誠社 1999

1108305606 日記解題辞典 馬場 万夫／編 東京堂出版 2005

1106202581 日記文学事典 石原 昭平／[ほか]企画編集 勉誠出版 2000

1100367539 日本随筆辞典 東京書籍 1986

1108303387 新日本古典文学大系　全巻 中野 三敏／[ほか]編集委員 岩波書店 2005～

1107016006 新編日本古典文学全集　全巻 小学館 2002～

おすすめ　～とりあえずこの1冊～

1111009278
作家と楽しむ古典
平家物語 能・狂言 説経節 義経千本桜 古川日出男／著 河出書房新社 2018

1110792015
作家と楽しむ古典　好色一代男 曾根崎心中 菅原伝授手
習鑑 仮名手本忠臣蔵 春色梅児誉美 島田雅彦／著 河出書房新社 2018

1110767595
作家と楽しむ古典　土左日記 堤中納言物語 枕草子 方丈
記 徒然草 堀江敏幸／著 河出書房新社 2018

1110706817
作家と楽しむ古典　古事記 日本霊異記・発心集 竹取物
語 宇治拾遺物語 百人一首 池澤夏樹／著 河出書房新社 2017

1110839782 ともに読む古典　中世文学編 松尾葦江／編 笠間書院 2017

1106263500 岩波文庫の黄帯と緑帯を読む 門谷 建蔵／著 青弓社 1998

古典に描かれたもの　～古典の様々な要素を読み解く資料～

1108622794 イケズ花咲く古典文学 入江 敦彦／著 淡交社 2010

1110771811 仏教からよむ古典文学 末木文美士／著 KADOKAWA 2018

1110352760 本当はひどかった昔の日本 大塚 ひかり／著 新潮社 2014

1110308879 古典にみる日本人の生と死 原 道生／著 笠間書院 2013

1110081542 日本恋愛思想史 小谷野 敦／著 中央公論新社 2012

1110014576 いにしへの香り 樋口 百合子／著 淡交社 2012

1107963504 便利につかわれている古典・昔話民話の夢 杉山 弘道／著 風詠社 2012

1108685544 鳥獣虫魚の文学史　1～ 鈴木 健一／編 三弥井書店 2011

1108837681 女神の末裔 小林 とし子／著 笠間書院 2009

1108477611 古典文学にみる女性の生き方事典 西沢 正史／編 国書刊行会 2008

1105594053 古典文学の旅の事典 西沢 正史／編 東京堂出版 2001

1106142936 古典文学と野菜 広瀬 忠彦／著 東方出版 1998

1106165002 悲恋の古典文学 久保 朝孝／編 世界思想社 1997

1105078818 古典の植物を探る 細見 末雄／著 八坂書房 1992

古典を楽しむ　～入門編～　図書リスト

11月1日は古典の日です。
古典の入門となるような図書を集めました。

2019年9月10日作成



古典入門！　～古典の世界に入り込みやすい資料～

1110952536 文学で読む日本の歴史　近世社会篇 五味文彦／著 山川出版社 2019

1110756739 古典のすすめ 谷知子／著 KADOKAWA 2017

1110745773 文学で読む日本の歴史　戦国社会篇 五味文彦／著 山川出版社 2017

1110734132 古典文学の常識を疑う 松田浩／編 勉誠出版 2017

1110848023 古典の叡智 小野恭靖／著 新典社 2017

1110829601 古典文学読本 三島由紀夫／著 中央公論新社 2016

1110483821 文学で読む日本の歴史　中世社会篇 五味文彦／著 山川出版社 2016

1110545181 古文を楽しく読むために 福田 孝／著 ひつじ書房 2015

1110443031 文学で読む日本の歴史　古典文学篇 五味 文彦／著 山川出版社 2015

1110521141 楽しき日々に 清川 妙／著 新日本出版社 2015

1110198809 古典注釈入門 鈴木 健一／著 岩波書店 2014

1108984681 古典和歌入門 渡部 泰明／著 岩波書店 2014

1110167747 古典が最強のビジネスエリートをつくる 齋藤 孝／著 毎日新聞社 2014

1110153440 心の色ことばの光 清川 妙／著 新日本出版社 2013

1110139621 人生をひもとく日本の古典　第１巻～ 久保田 淳／編著 岩波書店 2013～

1110302286 千年の百冊 鈴木 健一／編 小学館 2013

1110101662 田辺聖子の古典まんだら　続 田辺 聖子／著 新潮社 2013

1110070628 やさしい古典案内 佐々木 和歌子／著 角川学芸出版 2012

1110033824 心ときめきするもの 清川 妙／著 新日本出版社 2012

1108673185 田辺聖子の古典まんだら　上・下 田辺 聖子／著 新潮社 2011

1108926245 日本語の古典 山口 仲美／著 岩波書店 2011

1108670579 心にグッとくる日本の古典 黒澤 弘光／著 NTT出版 2011

1108648922 人が走るとき 稲田 利徳／著 笠間書院 2010

1108849090 日本古典文学の表現をどう解析するか 竹林 一志／著 笠間書院 2009

1108570217 丁寧に読む古典 小松 英雄／著 笠間書院 2008

1108517481 日本古典への誘い100選　2 諏訪 春雄／監修 東京書籍 2007

1108508332 日本古典への誘い100選　1 諏訪 春雄／監修 東京書籍 2006

1108101500 女性の手による物語文学開花 小林 素一／編著 百水社 2005

1108207893 虫曼荼羅 岩下 均／著 春風社 2004

1107035782 心にひびく日本の古典 山口 博／著 新潮社 2002

1108198019 声に出せば面白さがわかる古典の日本語 國井 丈士／著 主婦の友社 2002

1106935362 日本古典文学を読む 三村 晃功／[ほか]編 和泉書院 2002

1106414061 古典に遊ぶ 鏑木賢一／著 新星書房 1999

1101937702 古典の文箱 田辺 聖子／著 世界文化社 1999

1106029315 日本古典のすすめ 岩波書店編集部／編 岩波書店 1999

1101844114 古典の窓 馬淵 和夫／著 大修館書店 1996

1100120714 日本文学の歴史　1～ ドナルド・キーン／著 中央公論社 1994～

1102683073 古典学入門 池田 亀鑑／著 岩波書店 1991

1101576179 古典を楽しむ ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1990

1100141454 古典の森へ 田辺 聖子／著 集英社 1988

1100914801 古典再入門 円地 文子／ほか著 鎌倉書房 1981

1107811505 古典文学入門 吉田 精一／著 新潮社 1980

1107329193 日本古典入門 池田 亀鑑／[著] 講談社 1976
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