平成 24 年７月１日改訂
発行・京都府立図書館
作者の紫式部とはいったいどのような人物であったのでしょうか。
紫式部は『源氏物語』以外には、宮中での生活を書き記した『紫式部日記』、和歌をまとめた『紫式部集』を残しています。
また後世の絵巻や画像ではその姿を見ることもできます。京都府立図書館で紫式部について調べてみませんか？

伝記・人物研究
『紫式部と和歌の世界』 武蔵野書院

2011

『源氏物語と紫式部』資料篇・研究史篇

911.138/Mu56（1108706209）

紫式部顕彰会ほか／編

『紫式部伝 その生涯と「源氏物語」 』 角田文衞／著

法藏館

2008
2007

913.36/Mu56/1・2（1108481514 ほか）
910.23/Mu56(1108404565)

『紫式部』 沢田正子／著 清水書院 2002

910.23/Mu56(1108010008)

『紫式部 人と文学』 後藤幸良／著 勉誠出版 2003

910.23/Mu56（1108218486）

『紫式部（人物叢書 131） 』 今井源衛／著 吉川弘文館
『紫式部（岩波新書）』 清水好子／著

1980

913.3/I（1100589843）

岩波書店 1979

910.23/SH（1101225546）

『紫式部日記』
『紫式部日記 紫式部集（新潮日本古典集成）』 新潮社

1980

915.35/Mu56（1101969085）

『枕草子・紫式部日記（新潮古典文学アルバム７）』新潮社 1990

914.3/SU96(1106199712)

『新編日本古典文学全集 26』 小学館

918/Sh69/26（1101772604）

1994

『紫式部日記（岩波文庫）』 岩波書店 1951

I/915.35/I32（1105839771）

『私たちの日本古典文学 19』

918/W/19(1100575461)

佐佐木信綱／監修 さ・え・ら書房 1964

『紫式部日記 （日本古典全書）』 朝日新聞社

1957

915.35/TA77(1102829403)

『新訳紫式部日記 新訳和泉式部日記』 与謝野晶子／著 金尾文淵堂 1916

ﾖ/838/67（1103233480）

“The diary of Lady Murasaki” Penguin books 1996

915.35/Mu56（1107001800）

『紫式部集』
『紫式部と和歌の世界』

上原作和ほか／著

『紫式部集の新解釈（研究叢書 381）』
『紫式部集大成』

武蔵野書院

徳原茂実／著

久保田孝夫ほか／編著

和泉書院

笠間書院

『紫式部日記 紫式部集（新潮日本古典集成）』 新潮社

2011

911.138/Mu56(1108706209)
2008

2008
1980

911.138/To36（1108488337）
911.138/Mu56（1108472018）
915.35/Mu56（1101969085）

『桂宮本叢書』第 9 巻私家集 宮内庁書陵部／編 養徳社 1964

918/KA88/9（1102832738）

『松平文庫影印叢書』第 12 巻私家集編１ 松平黎明会／編 新典社 1997

918/Ma74/12（1104989155）

小説に読む紫式部
『白の祝宴 逸文紫式部日記』 森谷明子／著
『紫式部物語』上・下 ライザ・ダルビー／著
『散華

紫式部の生涯』上・下

東京創元社

2011

光文社 2000

933.7/D32(1105941791 ほか)

杉本苑子／著 中央公論社 1991

『小説紫式部「香子の恋」』 三枝和子／著 読売新聞社
『千年の黙 異本源氏物語』 森谷明子／著 東京創元社
『小袖日記』 柴田よしき／著 文藝春秋

2007

913.6/Mo72（1108681113）

1991
2003

F1/SU38(1100104999 ほか)
F1/ｻ 22/19（1106859448）
913.6/Mo72（1108150234）
913.6/Sh18（1107198374）
裏面もどうぞごらんください

紫式部の絵姿
『新修日本繪卷物全集 13 紫式部日記繪卷 枕草子繪卷』 角川書店 1976

E/721.2/Sh69/13（110703164）

『紫式部日記絵詞（日本の絵巻９）』 小松茂美／編 中央公論社

E/721.2/N71/9(1100270253)

1987

『石山寺縁起（日本の絵巻１６）』 小松茂美／編 中央公論社 1988

E/721.2/N71/16（1100270329）

『源氏おんな物語展』 京都文化博物館／編

913.36/Ky6（1107071548）

日本経済新聞社

1998

(土佐光起・寺崎広業筆の紫式部画像、石山寺縁起等を収録)

『源氏物語の世界 王朝文化への憧憬』 宇治市歴史資料館

1991

913.3/U(1100591385)

(桃山時代の紫式部画像、石山寺縁起等を収録)

もっと知りたい！

平安時代の人物の調べ方

人名辞典 簡単なプロフィールを知りたいなら・・・
『日本人名大事典』全 7 冊（281.033 /N71 参考 1100358660 ほか）
『講談社日本人名大辞典』（281.033/Ko19 参考 1106013517）
『コンサイス日本人名事典 第４版』（281.033/Sa66 参考 1108130202）
『国書人名辞典』全５冊（281/Ko 参考 1100358553 ほか）
伝記の判明する 3 万名を収録。参考文献の記載あり。索引は漢字一字ごとの「音訓一覧」による。
『世界伝記大事典』全 13 冊（280.33/Se22/1～13 館内 1100358215 ほか）
『日本女性人名辞典』（281.033/N71 参考 1101759353）
主として日本で活躍した古代から現代までの女性約 7000 人を収録。
『平安人名辞典』（281.033/Ma35 参考 1108395755 ほか）
平安時代の人物の生没年、出自・略歴、参考文献を記載。長保二年、康平三年版が刊行。
『人物レファレンス事典』（281.033/N71 参考 1106113960 ほか）
主要な人物事典、百科事典、歴史事典に掲載されている明治維新以前の人物の総索引。
肖像画の探し方 顔を見たいなら・・・
『日本肖像大事典 上～下巻』（E/281.038/N71 館内 1106138728 ほか）
古代の歴史画像から彫刻像・現代の写真像まで約２７００名の肖像を収録。解説と参考文献あり。
『美術作品レファレンス事典 人物・肖像篇』（703.1/N71 参考 1108517317 ほか）
主要な美術全集に掲載されている人物画・肖像画・人物彫の索引事典。作者名索引あり。
『日本女性肖像大事典』(E/281.038/N71 館内 1101757746)
古代から現代まで、日本において活躍した女性約８００人を収録。「日本女性人名辞典」の姉妹編。
調べ方の調べ方 伝記、研究書をもっと探したいなら・・・
『日本人物文献目録』（281.031/H91 参考 1100358652）
明治から昭和 41 年までに刊行された図書・逐次刊行物のうち、日本人の伝記に関する文献の目録
『伝記・評伝全情報 日本・東洋編』（280.31/N71 参考 1100357894 ほか）
出版された伝記、評伝等の情報を簡単な内容と共に記載。数年ごとに刊行。西洋編もあり。
『人物研究・伝記評伝図書目録 日本人・東洋人篇』(280.31/To72 参考 1105994774 ほか)
人物研究に関する図書の目録。西洋人篇もあり。
迷ったときは基本に戻って…
『世界大百科事典』、『日本国語大辞典』などの一般的な事典類でも、参考になる情報を得られます。
地下１階
案 内 図

館内端末またはホームページで、所蔵している図書を検索できます。
キーワード「紫式部」
「人名」
「人名辞典」
「伝記」
「肖像」などで
お調べください。
（https://www.library.pref.kyoto.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja）
調べ物の本はおもに B 開参考図書コーナーにあります。

参考図書
コーナー

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/

