平成 24 年７月１日改訂
発行・京都府立図書館
京都府立図書館１階フロアに入ってすぐに、特設コーナー
“源氏物語と紫式部”を設置しています。源氏物語と
その関連図書をそろえていますので、源氏物語の世界への
入口としてぜひご活用ください。
なお、京都府立図書館の蔵書はインターネットからも
検索できます。「源氏物語」
「紫式部」
「光源氏」等の
キーワードでお探しください。

特設コーナー
「源氏物語と
紫式部」

（https://www.libra?lang=jary.pref.kyoto.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja）

1 階閲覧室

）その１「まずは読んでみよう」

読みやすいダイジェスト版源氏物語です
『あらすじで楽しむ源氏物語』 小町谷照彦／著
『面白くてよくわかる！源氏物語』 根本浩

新典社

913.365/Ko56(1108706282)

2010

『２時間でわかる源氏物語』 北川真理ほか／著
『錦絵で楽しむ源氏絵物語』 岩坪健／編著
『半日で読む源氏物語』吉野敬介／著

2010

913.36/N64（1108645837）
2009

S913.36/Ki63（1108822410）

2009

913.36/I97（1108806686）

世界文化社

2008

913.36/Y92（1108567908）

『すらすら読める源氏物語』上・下 瀬戸内寂聴／著 講談社 2005

913.36/Se93/1(1108295443 ほか)

『掌編源氏物語』 馬場あき子／著

913.365/B12（1108179357）

『初めて読む源氏物語』 １～５

潮出版社 2004

紫式部／著

東洋出版

2002

913.369/Mu56/1(1108189240 ほか)

『源氏物語（少年少女古典文学館）』 上・下 講談社 1992

91/ｼﾖ(1200294328 ほか)

その２「源氏物語をもっと楽しむために」
批評と解釈や絵巻で、より楽しむ事ができます
『源氏物語注釈』 １～８

山崎良幸ほか／著

『新編日本古典文学全集』 ２０～２５

風間書房

小学館

『週刊絵巻で楽しむ源氏物語五十四帖』１～

1994～1998
朝日新聞出版

『国宝「源氏物語絵巻」を読む』 清水婦久子／著
『源氏物語絵巻』 新人物往来社

1999～2010

913.364/Y48（1105569733 ほか）
918/Sh69（1101772570 ほか）

2011～

913.36/Sh99(1108951557

2011

ほか)

721.2/Sh49（1108700459）

2011

721.2/Sh63（108686500）

漫画にもなっています
『源氏物語（コミグラフィック 日本の古典）』 桑田次郎／画
『マンガ日本の古典』 ３～５ 源氏物語
『源氏物語あさきゆめみし』 １～１３

暁教育図書

1982

中央公論社

91/ﾆﾎ(1200228425 ほか)
91/ﾆﾎ(1200295101 ほか)

大和和紀／著 講談社 1991～1993

M/ﾔﾏ(1200297305 ほか)

小説にもなっています
『六条御息所源氏がたり』 １・２

林真理子／著

『源氏物語悲しみの皇子』 高山由紀子／著
『窯変源氏物語』 １～１４ 橋本治／著
『源氏物語 新版』

浜村淳／著

小学館

角川書店

中央公論社

青心社

2008

2011
2010

1991～1993

913.6/H48（1108629880 ほか）
913.6/Ta56（1108911940）
F1/H38(1100230596 ほか)
913.6/H24（1108482611）
裏面もどうぞご覧ください

源氏物語についての解説、内容紹介、エッセイ等も数多く所蔵しています
『テーマで読む源氏物語論』１～４

勉誠出版

『源氏物語 登場人物系図』 上野榮子／訳
『源氏物語の婚姻と和歌解釈』

2010
日本経済新聞出版社

工藤重矩／著

『源氏物語が読みたくなる本』 山本淳子／編
『源氏物語の平安京』 加納重文／著

913.36/Te33（1108895473 ほか）

風間書房
グラフ社

青簡舎

文藝春秋 2008

『季語で読む源氏物語』

西村和子／著

『源氏物語の本文と表現』

2009

913.36/Y31(1108842186)

2011

K/913.36/Ka58(1108761253)
枻出版社

2008

K/913.36/E39（1108477140）
KS/913.36/B89（1108459544）

飯塚書店

2007

913.364/Mu56（1108527696）

おうふう

2004

913.364/N37（1108397803）

中村一夫／著

『源氏供養』 上・下 橋本治／著 中央公論社

1993

『光る源氏の物語』上・下 大野晋 ・丸谷才一／著

913.3/H(1100280591 ほか)

中央公論社

1989

『十人十色「源氏」はおもしろい 寂聴対談』 瀬戸内寂聴／著 小学館
『源氏物語五十四帖を歩く』

913.369/Mu56/9（1108800598）
913.36/Ku17（1108861889）

2009

『源氏物語を歩く旅 源氏物語千年紀記念ガイドブック』
『源氏物語の京都案内』

2009

朧谷寿／監修

913.3/O（1100281094 ほか）
1993

ＪＴＢ 1999

913.3/SE（1100384906）
913.36/G34（1107137919）

『源氏物語の鑑賞と基礎知識』No.1～43 鈴木一雄／監修 至文堂 1998～2005

913.36/G34(1101876231 ほか)

『源氏物語（新潮古典文学アルバム８）』 中野幸一／編著

913.36/N39（1106199621）

新潮社 1990

『源氏物語百華 五十四帖すべての謎を解く』 左方郁子／著

三修社

『寂聴源氏塾』 瀬戸内寂聴／著

2007

913.36/Se93(1108407931)

なあぷる 1999

913.36/SH99（1106047994）

『週刊光源氏

総集編』新装版

集英社インターナショナル
週刊光源氏編集部／編

『田辺聖子の源氏がたり』 １～３ 田辺聖子／著 東京 新潮社

2004

2000

『おもしろく源氏を読む 源氏物語講義』 角田文衛／著 朝日出版社
その３「源氏物語を知り尽くす」

913.36/Sa37(1108071653)

913.36/TA83(1106246463 ほか)
1980

913.3604/TS82（1102807136）

源氏物語についての事典類です
『源氏物語大辞典』 秋山虔ほか／編

角川学芸出版 2011

913.36/G34（1108677491）

『源氏物語事典』 林田孝和ほか／編

大和書房 2002

913.36/H48（1106967290）

『源氏物語事典』上・下 池田亀鑑／編 東京堂出版

1973

913.36/I32/1(1100367406 ほか)

『源氏物語を知る事典』 西沢正史／編 東京堂出版

1998

913.36/N87（1101890968）

『源氏物語作中人物事典』 西沢正史／編 東京堂出版
『源氏物語事典 増補版』 三谷栄一／編 有精堂出版
『源氏物語図典』 秋山虔／編

小学館

2007
1992

1997

913.36/N87（1108399484）
913.3603/G34（1105661217）
913.362/A38（1106130881）

その４「インターネットで調べる」
京都府立総合資料館所蔵貴重書データベース http://www3.library.pref.kyoto.jp/index.html
『源氏物語事假字書』 (源氏物語の抜粋) を画像で見ることができます。
宇治市源氏物語ミュージアム http://www.uji-genji.jp/
源氏物語の世界を体感できる博物館です。
国際日本文化研究センター 承応版源氏物語 http://shinku.nichibun.ac.jp/genji/index.html
源氏物語の原文を画像で見ることができます。
京都外国語大学図書館付属図書館 世界で読まれる源氏物語 http://www.kufs.ac.jp/toshokan/genji/genjiworld.html
所蔵する各国の源氏物語や関連図書の翻訳書のデータベースです。
京都府立図書館にはまだまだたくさんの資料があります。ぜひ探してみてください。
京都府立図書館

〒606-8343

京都市左京区岡崎成勝寺 9

TEL(075)762-4655 FAX(075)762-4653
http://www.library.pref.kyoto.jp/k/

