「百人一首」に関する

１１月１日は
古典の日
百人一首

平成 24 年 11 月 1 日作成

京 都 府 立 図 書 館

当館資料のご紹介

その１

まずは歌と概要を把握したい。

請求記号

(資料コード)

場所

911.147/Ko79 (1110057732)

１階

「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

K/911.147/Ky6(1108105246)

１階

「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

E/911.147/H99(1110052733)

地下

「知識ゼロからの百人一首入門」 有吉 保／監修 幻冬舎 2005

911.147/C48(1110059241)

１階

「百人一首 古典で遊ぶ日本」 田辺 聖子／監修 学研 2004

911.147/H99(1108051820)

書庫２

911.147/I57(1108077676)

１階

S/911.147/Z8(1110052709)

地下

S/911.147/Sh46(1110064159)

地下

「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

「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
「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
「百人一首

新版」 島津 忠夫／訳注 角川書店 1999（角川ソフィア文庫）

「百人一首

別冊太陽 愛蔵版」森 暢／構成 吉田 幸一／構成

百人一首

その２

平凡社 1974

(1100733060)

自動化書庫

歴史や周辺のことももう少し知りたい。

「百人一首の歴史学」関 幸彦／著 日本放送出版協会 2009

911.147/Se24(1107851725)

１階

「百人一首かるたの世界」吉海 直人／著 新典社 2008

S/798.02/Y89(1108575075)

地下

「百人一首万華鏡」白幡 洋三郎／編 思文閣出版 2005

911.147/Sh81(1108079425)

１階

「百人一首 定家とカルタの文学史」松村 雄二／著 国文学研究資料館／編 平凡社 1995 911.147/Ma82(1106172149)

百人一首

その３

小説家など著名人の解釈も読んでみたい。
911.147/H99(1110047550)

１階

S/911.147/Ta33 (1108049204)

地下

「一〇〇人で鑑賞する百人一首」 武田 元治／編著 久松 潜一／監修 銀の鈴社 2012
「百人一首 恋する宮廷」 高橋 睦郎／著 中央公論新社 2003

911.14/H (1101577847)

書庫３

(1106801549)他

自動化書庫

(1100430923)

自動化書庫

S/911.147/O69 (1106699679)

書庫２

「秦恒平の百人一首」秦 恒平／著 平凡社 1987
「田辺聖子の小倉百人一首

正 続」田辺 聖子／著 岡田 嘉夫／絵 角川書店 1986

「私の百人一首」 白洲 正子／著 新潮社 1976 （新潮選書)
「百人一首」 大岡 信／著

百人一首

その４

書庫２

講談社 1980

ゆかりの地と関わる本を読んでみたい。

「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

K/911.147/N38 (1108530559)

「百人一首 古典の旅 8」竹西 寛子／著 講談社 1990
「京都千年うた紀行」 林 和清／著 日本放送出版協会 2008

(1106800707)

１階
自動化書庫

K/911.104/H48 (1108564079)

１階

「王朝のあそび いにしえの雅びな世界」紫紅社 1992

384.8/O15(1105570731)

地下

「江戸の遊戯

384.8/N47(1108417310)

地下

911.147/N37 (1110063060)

１階

かるた 狂歌

書道

百人一首を通して広がる世界に親しみたい。

貝合せ・かるた・すごろく」並木 誠士／著 青幻舎 2007

「百人一首もじり帖」 中村 杜／編著 吉備人出版 2011
「爆笑！江戸の百人一首」江口 孝夫／著 勉誠出版 2005

911.19/E33(1108088947)

書庫２

「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

728.5/N39 (1108665199)

地下

「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

728.5/Ts34(1110026067)

地下

藤原定家

百人一首の生みの親とされる人のことを知りたい。（作品や字、その時代）請求記号

「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

(資料コード) 場所

911.102/Ko79/11(1108723402)

１階

911.148/F68(1105651440)他

書庫２

「日本名筆選 43 更級日記」 藤原定家筆 二玄社 2004

728.5/N71/43(1108313691)

地下

「藤原定家の時代 中世文化の空間」 五味 文彦／著 岩波書店 1991

S/210.42/G62(1100078722)

書庫２

911.1/O/9(1101576609)

書庫３

「藤原定家全歌集 訳注 上・下」 久保田 淳／[訳注]

「王朝の歌人 9 藤原定家」 久保田 淳／著
「訓注明月記」 全 8 巻

河出書房新社 1985-6

集英社 1984

藤原 定家／著 稲村 榮一／著 松江今井書店 2003

210.42/F68(1107055301)他

地下

後述の参考図書「冷泉家時雨亭叢書」（影印）には、定家自筆の「明月記」、「拾遺愚草」や、「百人秀歌」などがあります。

冷泉家

藤原定家の流れをくむ「歌の家」について知りたい。
K/288.3/R25(1108292218)

１階

911.102(1108656149)

１階

K/708.7/R25 (1106235284)

１階

VC/911(1500001910)

２階

911.135/Ku14 (1108760529)他

１階

911.145/Ka59 (1105961427)他

１階

911.108/W17/34 (1108369826)

１階

911.135/Ka81(1101764007 ) 他

１階

911.135/I59 (1106147638) 他

１階

「千載和歌集」 藤原 俊成／撰 上條 彰次／校注 和泉書院 1994

911.135/Ka37( 1105650566)

１階

「後撰和歌集」 大中臣 能宣／ほか撰 工藤 重矩／校注 和泉書院 1992

911.135/Ku17 (1105650392)

書庫２

911.147/H99(1105820037) 他

１階

「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

「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

「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
「京都・冷泉家の 800 年 生き続ける和歌の家」 NHK ソフトウェア ビデオ 1 巻
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。

「新古今和歌集全注釈」全 6 巻
「新勅撰和歌集全釈」全 8 巻

久保田 淳／著 角川学芸出版 2011-2

神作 光一／著 風間書房 1994-2008

「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

「古今和歌集全評釈

上・中・下」 片桐 洋一／著 講談社 1998

「後拾遺和歌集新釈

上・下」 犬養 廉／ほか著 笠間書院 1996-7

参考図書

より深く調べてみたい。

「百人一首注釈書叢刊」
全 20 巻

別巻 2 巻

「冷泉家時雨亭叢書 」全 84 巻 別巻 2 巻

和泉書院 1991-2012

冷泉家時雨亭文庫／編 朝日新聞社 1992-2012

「新編国歌大観 第 1 巻 1～第 10 巻 2」角川書店

1983-92

「私家集大成 第 1 巻～第 7 巻 2」 和歌史研究会／編 明治書院 1973-4
「日本書誌学大系 75

百人一首年表」 吉海 直人／編

１階

911.108/W26(1105647869) 他

１階

青裳堂書店 1997

911.147/Y89(1104636996)

書庫２

911.147/Y89(1105651416)

書庫２

貴重な資料を映像で気軽に眺めてみたい。

「百人一首〔像賛〕」刊本 江戸時代中期

目録番号 467

貴重書データベース

「百人一首註」 写本

目録番号 468

貴重書データベース

目録番号 180

貴重書データベース

「明月記」 藤原定家／著

写本

貴重書データベースは 1 階及び 2 階の閲覧端末機だけでなく当館ホームページでも公開しています。

１階、地下閲覧室の資料は書棚から自由に手にとってご覧いただけます。（本は請求記号順に並んでいます。）
書庫の資料閲覧は地下のカウンターへ、２階の資料（視聴覚資料）は２階のカウンターへお申込みください。

京都府立図書館

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺 9
電話番号（075）762-4655

自動化書庫

911.108/Ko43(1100366648) 他

「百人一首研究ハンドブック」 吉海 直人／編 おうふう 1996
貴重書データベース

(1108779537) 他

ホームページ http://www.library.pref.kyoto.jp/

