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それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける! 広瀬浩二郎／著 小さ子社 2020 1111079537

三大編纂物 群書類従 古事類苑 国書総目録の

出版文化史
熊田 淳美／著 勉誠出版 2009 1108847441

塙保己一と『群書類従』 さいたま文学館／編 さいたま文学館 1999 1101950457

■塙保己一の世界

日米の架け橋　ヘレン・ケラーと塙保己一を

結ぶ人間模様
佐藤 隆久／著

熊本第一ライオンズ

クラブ
2014 1111142830

塙保己一とともに　続 堺 正一／[著] はる書房 2010 1108665504

素顔の塙保己一 堺 正一／著 埼玉新聞社 2009 1108843341

塙保己一とともに 堺 正一／[著] はる書房 2005 1108322130

世界盲人百科事典
世界盲人百科事典編集委

員会／編
日本図書センター 2004 1108240480

塙保己一研究中江義照記念論文集 温故学会／編 温故学会 2004 1111142848

奇跡の人・塙保己一 堺 正一／著 埼玉新聞社 2001 1108236611

『和学講談所御用留』の研究 斎藤 政雄／著 国書刊行会 1998 1105096653

江戸の蔵書家たち 岡村 敬二／著 講談社 1996 1106153354

塙保己一論纂　上 温故学会／編 錦正社 1986 1104993082

塙保己一論纂　下 温故学会／編 錦正社 1986 1104993090

塙保己一研究 温故学会／編 ぺりかん社 1981 1103627665

塙保己一記念論文集
塙保己一検校百五十年祭記

念論文集編集委員会／編
温故学会 1971 1103627657

塙保己一 太田 善麿／著 吉川弘文館 1966 1102605092

盲目の大学者塙保己一と群書類従のお話 山県 長州／著 温古学会出版部 1956 1102605225

■塙保己一が守護神とした北野天満宮、菅原道真

天神縁起の世界 九州国立博物館／編 九州国立博物館 2021 1111138572

天神様の正体 森公章／著 吉川弘文館 2020 1110919741

千本通冥界への路 橋本 楯夫／著 KLK編集部 2020 1111117089

今も研究に使われる『群書類従』。全盲の編纂者、塙保己一がいかにしてこの大事業に取り組んだのか、そして

次の時代にどう続いていったのか、編纂の流れがわかる学術書です。

全盲の触文化研究者がコロナ社会の濃厚接触を見直し、「ユニバーサル・ミュージアム」（誰もが楽しめる博物

館）の実践を紹介。目に見えない世界を案内します。

■ピックアップ図書

さいたま文学館で行われた企画展「塙保己一と『群書類従』」を紹介。塙保己一の生涯、群書類従の刊行につい

てカラー写真とともに解説されていて、概要を知るうえで便利な１冊です。

「CONNECT⇄＿」連携展示

つながる社会　塙保己一という視座
京都府立図書館所蔵ブックリスト 令和3年11月26日作成
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菅原道真 滝川幸司／著 中央公論新社 2019 1111043194

北野天満宮信仰と名宝 京都文化博物館／編 思文閣出版 2019 1110958608

菅原道真の史跡をめぐる 五島邦治／著 淡交社 2019 1111012264

北野天満宮 ブイツーソリューション 2016 1110637566

天神への道 菅原道真 松本 徹／著 試論社 2014 1110171723

平安初期の文人官僚 井上 辰雄／著 塙書房 2013 1110130489

天神の物語・和歌・絵画 山本 五月／著 勉誠出版 2012 1110006382

国宝天神さま 太宰府顕彰会 2009 1107861427

北野天神縁起を読む 竹居 明男／編 吉川弘文館 2008 1108567072

国宝・天神さま 九州国立博物館／編 西日本新聞社 2008 1107843102

詩人・菅原道真 大岡 信／著 岩波書店 2008 1108473099

北野天神 北野天満宮／編 北野天満宮 2008 1107950550

京都学ことはじめ 森 浩一／編著 編集グループ〈SURE〉 2004 1108069889

週刊神社紀行4 学習研究社 2002 1107034090

菅原道真 藤原 克己／著 ウェッジ 2002 1108014760

京の社 岡田 精司／著 塙書房 2000 1106889148

日本の絵巻　続15 小松 茂美／編 中央公論社 1991 1100270519

京の社 上田 正昭／[ほか]著 人文書院 1985 1100283462

菅原道真 嶋岡 晨／著 成美堂出版 1985 1106327800

天神縁起の歴史 笠井 昌昭／著 雄山閣 1973 1107091843

■視えないという社会的障壁をなくす共生社会へ

盲教育史の手ざわり 岸博実／著 小さ子社 2020 1111121826

触常者として生きる 広瀬浩二郎／著 伏流社 2020 1110924378

夢のユニバーサルシアター 平塚千穂子／著 読書工房 2019 1110980487

視覚障害教育の源流をたどる 岸博実／著 明石書店 2019 1110690938

アーレンシンドローム 熊谷恵子／著
幻冬舎メディアコンサ

ルティング
2018 1111001358

目に見えない世界を歩く 広瀬浩二郎／著 平凡社 2017 1110767041

視覚障害教育に携わる方のために 香川邦生／編 慶應義塾大学出版会 2016 1110827795

目の見えないアスリートの身体論 伊藤亜紗／著 潮出版社 2016 1110486360

ひとが優しい博物館 広瀬浩二郎／編 青弓社 2016 1110486394

ささえあう図書館 青柳英治／編 勉誠出版 2016 1110566120

目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤 亜紗／著 光文社 2015 1110520804

知のバリアフリー 嶺重 慎／編 京都大学学術出版会 2014 1110501002

世界をさわる 広瀬 浩二郎／編 文理閣 2014 1110196803

さわって楽しむ博物館 広瀬 浩二郎／編 青弓社 2012 1110027222

さわる文化への招待 広瀬 浩二郎／著 世界思想社 2009 1108592047

見えないものと見えるもの 石川 准／著 医学書院 2004 1108049816

盲人の生活 大隈 三好／著 雄山閣出版 1998 1106172693

盲人の歴史 谷合 侑／著 明石書店 1998 1106150038

日本盲人社会史研究 加藤 康昭／著 未来社 1974 1101118956


