
平城京１３００年平城京１３００年平城京１３００年平城京１３００年

平城京一三〇〇年「全検証」　奈良の都を木簡からよみ解く 渡辺　晃宏／著 柏書房 2010 210.2

平城京　平城遷都一三〇〇年記念　（別冊太陽　日本のこころ） 千田　稔／監修 平凡社 2010 210.3

奈良　１３００年の美を訪ねて　（家庭画報特選） 世界文化社 2010 291.6

平城京に暮らす　天平びとの泣き笑い　（歴史文化ライブラリー） 馬場　基／著 吉川弘文館 2010 210.3

奈良時代ＭＡＰ　平城京編（Ｔｉｍｅ　ｔｒｉｐ　ｍａｐ）　 新創社／編 光村推古書院 2007 216.5

飛鳥幻想の旅 樋口　茂子／著 有楽出版社 2003 210.3

平城京の風景　古代の三都を歩く 千田　稔／著 文英堂 1997 210.3

天平の都紫香楽　その実像を求めて 「天平の都紫香楽」刊行委 ナカニシヤ出版 1997 210.3

平城京を掘る　（地中からのメッセージ） 田辺　征夫／著 吉川弘文館 1992 210.2

源氏物語・平安文学・雅の世界源氏物語・平安文学・雅の世界源氏物語・平安文学・雅の世界源氏物語・平安文学・雅の世界

豪華「源氏絵」の世界源氏物語 学習研究社 1988 721

源氏物語絵巻の謎を読み解く　（角川選書　３０２） 三谷　邦明／著 角川書店 1998 721.2

じっくり見たい『源氏物語絵巻』　（アートセレクション） 佐野　みどり／著 小学館 2000 721.2

源氏物語絵巻の世界 長谷　美幸／著 和泉書院 1990 721.2

だれが源氏物語絵巻を描いたのか 皆本　二三江／著 草思社 2004 721.2

よみがえる源氏物語絵巻　全巻復元に挑む ＮＨＫ名古屋「よみがえる 日本放送出版協会 2006 721.2

源氏物語　天皇になれなかった皇子のものがたり 三田村　雅子／著 新潮社 2008 721.2

平安文学選 伊井　春樹／〔ほか〕編 和泉書院 1991 913.3

平安時代の日記文学 寺田透／著 ベネッセコーポ 1995 915.3

かぐや姫の結婚　日記が語る平安姫君の縁談事情 繁田　信一／著 ＰＨＰ研究所 2008 210.3

奈良・平安ことば百話　（東京美術選書　６７） 馬渕和夫／著 東京美術 1988 814.6

王朝女流歌人抄 清水好子／著 新潮社 1992 911.1

平安詩歌選 田中登／〔ほか〕編 和泉書院 1990 911.1

平安朝歌合大成　第５巻　増補新訂 萩谷　朴／著 同朋舎出版 1996 911.1

俳句で歩く京都　（新撰京の魅力） 坪内　稔典／文 淡交社 2006 911.3

平安京の仰天逸話（エピソード） 小林　保治／著 小学館 2003 913.3

冷泉布美子が語る京の雅－－冷泉家の年中行事 冷泉　布美子／筆 集英社 1999 288

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 288.3

冷泉家・蔵番ものがたり　「和歌の家」千年をひもとく　 冷泉　為人／著 日本放送出版協会 2009 288.3
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＊＊インターネットから本の予約ができます！＊＊

出版社出版社出版社出版社 出版年出版年出版年出版年

豪華豪華豪華豪華 「源氏絵」の世界「源氏絵」の世界「源氏絵」の世界「源氏絵」の世界

『『『『源氏物語源氏物語源氏物語源氏物語』』』』
秋山秋山秋山秋山 虔・田口榮一監修虔・田口榮一監修虔・田口榮一監修虔・田口榮一監修

学習研究社学習研究社学習研究社学習研究社

色彩豊かに描かれた源氏物語の絵巻か

ら、平安時代の貴族たちの様子が伺え

ます。

源氏物語の各巻を表した絵とその解説

でさらに源氏物語を読み解くことが出

家庭画報特選家庭画報特選家庭画報特選家庭画報特選

『『『『奈良奈良奈良奈良』』』』１３００年の美を訪ねて１３００年の美を訪ねて１３００年の美を訪ねて１３００年の美を訪ねて
完全保存版完全保存版完全保存版完全保存版

世界文化社世界文化社世界文化社世界文化社

奈良遷都１３００年・源氏物語が世に出てから１０００年を越えたいま、奈良時代から平安時代の
“雅”の世界を振り返ってみませんか。

第一章「古都を彩る祈りの美」では世
界遺産の仏像、第二章「奈良の花めぐ
り」では吉野の桜など、第三章「愛し
き寧楽」では美術館など文化人が愛し
た奈良が第四章「きわめつきの奈良」
では伝統工芸などが紹介されています。



請求記号請求記号請求記号請求記号書名書名書名書名 著者名著者名著者名著者名 出版社出版社出版社出版社 出版年出版年出版年出版年

和楽器の世界　カラー図解 西川　浩平／著 河出書房新社 2008 768.1

雅楽　（日本音楽叢書　１） 木戸敏郎／編集 音楽之友社 1990 768.2

雅楽壱具 林　陽一／写真 東京書籍 2002 768.2

はじめての雅楽　笙・篳篥・竜笛を吹いてみよう 笹本　武志／著 東京堂出版 2003 768.2

雅楽　（別冊太陽） 平凡社 2004 768.2

かさねの色目　平安の配彩美　（京都書院アーツコレクション　４） 長崎盛輝／著 京都書院 1996 B　210.3

平安かなの美 村上　翠亭／監修 二玄社 2004 728.5

古典折り紙人形　お部屋を飾る和紙の雅　 麻生　玲子　著 ブティック社 1998 754.9

祝事を彩る折々の折り紙　（雅の技と演出の達人） 遠藤　和邦／〔ほか〕著 清泉図書 2003 754.9

年中行事を楽しむ華やかな折り紙　（雅の技と演出の達人） 郷原　利夫／著 清泉図書 2003 754.9

王朝継ぎ紙の世界 近藤　富枝／著 河出書房新社 2006 754.9

平安貴族と庶民の信仰・暮らし平安貴族と庶民の信仰・暮らし平安貴族と庶民の信仰・暮らし平安貴族と庶民の信仰・暮らし

平安朝の父と子　貴族と庶民の家と養育　（中公新書） 服藤　早苗／著 中央公論新社 2010 S　367.3

平安貴族の実像　教養の日本史 阿部猛／著 東京堂出版 1993 210.3

平安貴族と陰陽師　安倍晴明の歴史民俗学 繁田　信一／著 吉川弘文館 2005 148.4

京都の魔界をゆく　絵解き案内 編集工房か舎　著 小学館 1999 216.2

安倍晴明の世界　陰陽道と平安京　（新撰京の魅力） 川合　章子／文 淡交社 2003 148.4

＜総特集＞安倍晴明　陰陽師・闇の支配者　（ＫＡＷＡＤＥ夢ムック） 河出書房新社 2000 289.1アベ

平安京のゴーストバスター　陰陽師安倍晴明 志村　有弘／著 角川書店 1995 289.1アベ

平安時代の信仰と生活　平安時代の文学と生活 山中裕／編集 至文堂 1994 210.3

吉田探訪誌　平安京を彩る神と仏の里 鈴鹿　隆男／編著 ナカニシヤ出版 2000 175.9

平安朝女性のライフサイクル　（歴史文化ライブラリー　５４） 服藤　早苗　著 吉川弘文館 1998 367.2

平安の春　（講談社学術文庫　１３６０） 角田　文衛　〔著〕 講談社 1999 B　210.3

庶民たちの平安京　（角川選書） 繁田　信一／著 角川学芸出版 2008 210.3

平安朝に老いを学ぶ　（朝日選書） 服藤　早苗／著 朝日新聞社 2001 367.7

京の歳時記今むかし　（別冊太陽　日本のこころ） 山路　興造／監修 平凡社 2006 386.1

平安朝の年中行事　（塙選書　７５） 山中裕／著 塙書房 1991 386.1

京都祗園祭のすべて　絢爛絵巻　祗園祭の完璧ガイド 婦人画報社 1993 386.1

葵祭（賀茂祭） 京都書院 1991 176

平安時代の遺産と平安の都・京都平安時代の遺産と平安の都・京都平安時代の遺産と平安の都・京都平安時代の遺産と平安の都・京都

京都奈良の世界遺産　（楽学ブックス　文学歴史） ＪＴＢパブリッ 2009 709.1

読む日本の歴史　日本をつくった人びとと文化遺産　３　平安京の貴族と武士の出現〈平安時代〉 古川　清行／著 あすなろ書房 2009 210.1

正倉院宝物と平安時代　和風化への道 米田　雄介／著 淡交社 2000 702.1

すぐわかる正倉院の美術　見方と歴史 米田　雄介／著 東京美術 2002 702.1

不滅の建築　４ 毎日新聞社 1988 521

日本名建築写真選集　第８巻 伊藤　ていじ／〔ほか〕編 新潮社 1992 521

京都名庭　枯山水の庭 横山　健蔵／写真 青幻舎 2008 629.2

京都の名園　（Ｓｕｉｋｏ　ｂｏｏｋｓ） 山本建三／写真 光村推古書院 1989 629.2

名園を歩く　第１巻 大橋治三／写真 毎日新聞社 1989 629.2

日本の庭園美　６　桂離宮 集英社 1989 629.2

洛中洛外の群像　失われた中世京都へ　増補（平凡社ライブラリー） 瀬田　勝哉／著 平凡社 2009 216.2

古寺歩きの愉しみ　京都花の寺・隠れ寺 川端　洋之／文・写真 淡交社 2009 185.9

京都時代ＭＡＰ　平安京編　（Ｔｉｍｅ　Ｔｒｉｐ　Ｍａｐ） 新創社／編 光村推古書院 2008 216.2

京都時代ＭＡＰ　伝統と老舗編　（Ｔｉｍｅ　ｔｒｉｐ　ｍａｐ） 新創社／編 光村推古書院 2007 216.2

春夏秋冬京都四季めぐり　（小学館ＧＲＥＥＮ　ＭｏｏＫ） 小学館 2007 291.6

平安の都　（朝日選書　５１５） 角田文衛／編著 朝日新聞社 1994 210.3

平安京の風景　古代の三都を歩く 井上　満郎／著 文英堂 1994 210.3

平安京から京都へ 上田正昭／著 小学館 1994 216.2

平安京音の宇宙 中川真／著 平凡社 1992 216.2

平安京散策 角田文衛／著 京都新聞社 1991 210.3

平安京再現　京都１２００年の暮らしと文化　（歴史博物館シリーズ） 井上満郎／著 河出書房新社 1990 210.3

Ｂ…文庫 S…新書


