１１月１日は

「平家物語」に関する当館資料のご紹介

古典の日

平成 30 年 10 月 26 日作成

平家物語を知る

請求記号

「平家物語を読む」 中村稔／編

青土社

2014

資料コード

913.434/Ｎ37

1110405717

「「平家物語』入門 琵琶法師の「平家」を読む」 山下 宏明／著 笠間書院 2012

913.434/Ｙ44

1110079348

「清盛と平家物語」 桜井陽子／著 朝日出版社 2011

913.434Ｓa47

1108784172

E /721.2/G34

1108466358 他

913.434/Ko12

1108455369

913.434/Ku82

1108085380

「平家物語図典」 五味文彦／編 小学館 2005

913.434/Ｇ62

1108269893

「絵本平家物語」 安野光雅／著

E/726/A

1100409273

913.434/H51

1107081380

「源平盛衰記絵巻 図版篇・解説篇」 加美宏／[編]著 青幻舎
「平家物語ハンドブック」 小林保治／編
「平家物語を知る事典」

2008

三省堂 2007

日下力／著 東京堂出版 2005
講談社

1997

「平家物語絵巻 （別冊太陽）」 平凡社 1975
「日本古典文学大事典」「古典文学鑑賞辞典」などの「平家物語」の項目も。
「平治物語絵巻」にも清盛らが描かれています。

全文を読む

請求記号

資料コード

※「現代語訳平家物語 上・下」尾崎 士郎／訳

岩波書店 2015

913.434/G34/1･2

1108994946 他

※「完訳源平盛衰記（現代語で読む歴史文学）」

岸睦子他／訳

913.434/Ka59

1108298579 他

1994

918/Sh69/45･46

1108856756 他

1991-3

918/Sh64/44･45

1100314572 他

913.434/Mi94

1100313939 他

913.434/To53

1100384989 他

勉誠出版 2005
※「新編日本古典文学全集 平家物語」
「新日本古典文学大系

小学館

平家物語」 岩波書店

「新潮日本古典集成 平家物語」 新潮社
※「日本古典評釈・全注釈叢書

1979-81

平家物語全注釈」 角川書店

1972-3

※印は現代語訳も全文記載されています。
他に橋本治「双調平家物語」、宮尾登美子「宮尾本平家物語」、吉川英治「新・平家物語」等の作家作品等。

理解を深める

請求記号

「平家物語作中人物事典」 西沢正史／編 東京堂出版
「
『平家物語』という世界文学」

2017

日下力 笠間書院 2017

「平家物語生成考」 浜畑圭吾／著 思文閣出版

2014

「
『平家物語』の時代を生きた女性たち」 服藤早苗／編著 小径社
「平家物語大事典」

大津雄一／編 日下力／編

「平家物語における「生」」 深澤 邦弘／著 2005

2013

東京書籍 2010

資料コード

913.434 /H51

1110740469

904/Ku82

1110839774

913.434/H23

1100086444

210.39/ H51

1110135652

913.434 /H51

1108662717

913.434/F73

1108334895

後述の諸本の索引編や、同時代の記「玉葉」、「吾妻鏡」、「愚管抄」なども参考に。

諸本を見る

請求記号

「平家物語長門本延慶本対照本文」 勉誠出版

2011

「天草版平家物語語彙用例総索引

索引篇」

影印・翻字篇

勉誠出版

資料コード

913.434 /H51

1110008503 他

913.434/Ko73

1106206467

913.434/Ki64

1105663239 他

913.434/H51

1102809298 他

1999
「延慶本平家物語 本文篇 索引篇」
「平曲正節 節付本平家物語」

勉誠社

臨川書店

1990

1971

他に「平家物語 百二十句本」、「鎌倉本平家物語」、「南都本南都異本平家物語」、「源平盛衰記」、
「源平闘諍録」、「前田流譜本平家物語」、「平家物語 波多野流節付語り本」、「両足院本平家物語」など。

古典の教科書や文部唱歌を懐かしむ
「平家物語 古典(古文) 」 西尾光一／編

請求記号

東京

筑摩書房

資料コード

[1983] TC/84/C44/S57

1107538710

※高校古典の教科書。他にも昔の教科書が多数あります。
「尋常小学唱歌

第１学年用～第 6 学年用」

1102953658 他

TJ/76/D25/S7

（昭和７年大日本図書発行の復刻版）

日本学舎牛

※若丸（第１学年用）、那須与一（第 2 学年用）などの歌詞と楽譜の掲載あり。

尋常小学唱歌は 2 階の視聴覚資料「文部省唱歌集成 第１巻」（CD/767）で聞くことができます。

舞台地のガイドブック

請求記号

「平清盛-院政と京(みやこ)の変革-」
京都市埋蔵文化財研究所／監修
「平清盛と京都の史跡」 鳥越幸雄／著

資料コード

K 216.2/Ta23/

1110009667

K 289.1/Ta23/

111011788

K 289.1/Ta23/

1110012059

ユニプラン 2012

パレード 2012

「平清盛伝京都源平地図本 歩・見・食」 鳥越一朗／著
ユニプラン 2012

六波羅蜜寺、三十三間堂、寂光院、神護寺など縁の寺を「新版 古寺巡礼京都」などで１寺ずつ堪能しても。

音や映像で感じる平家物語

※ご視聴の際は、２階カウンターまでお申込みください。

「原典『平家物語』」全１３巻 梶原正昭 大津雄一／監修 ハゴロモ
「上原まりと平家物語」

上原まり／語り・演奏

DVD 総収録約３５時間
DVD 10１分

DV/913

「その時歴史が動いた『平清盛 早すぎた革新』」 ＮＨＫエンタープライズ

DVD 43 分

DV/210

「中世武士の世界」 石井進／監修サン・エデュケーショナル

DVD

DV/210

「平家物語 （ビデオ古典名作撰）」 バンダイ・ミュージックエンターテインメント

ビデオ 25 分

VC/913

カセット１巻 90 分

RC/913

「平家物語」65 巻 ＮＨＫ／監修 ＮＨＫサービスセンター

カセット 4390 分

RC/913

「平曲のすべて」 金田一春彦／監修 アポロン音楽工業

カセット３巻

RC/768

「平家物語」 奈良岡朋子／朗読

京都新聞出版センター

DV/913

アポロン音楽工業

25 分

有名な冒頭を聞きたい方は、「声に出して読みたい日本語」（「祇園精舎～詞も及ばれね」までの朗読）や、「音の
日本史 古代～大正」（「祇園精舎の鐘の声」までの平曲）もどうぞ。いずれも CD で聞くことができます。

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺
電話（075）762-4655

FAX（075）762-4653

