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埼玉県立久喜図書館 資料展示リスト 2016/11～12  

 

枕草子で知る王朝文学 
 

 
携帯用QRコード 

『枕草子』は、平安時代に一条天皇の皇后定子に仕えた清少納言によって執筆され
た随筆です。軽妙な筆致や多彩な文章から、作者の事物への鋭い観察眼を読み取ること
ができます。 

今回の展示リストでは、枕草子とその研究書、作者清少納言の人物像に迫ったものや
王朝文学を読み解く資料、同時代のライバルとされた紫式部との対比、枕草子や清少納
言が描かれた作品をご紹介します。 

古典の授業で「春はあけぼの～」と習った記憶のある方は多いはずです。長く愛される作
品やその背景に改めて触れてみてはいかがでしょうか。 

埼玉県のマスコット「コバトン」 
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１　枕草子を読んでみよう

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

現代語訳日本の古典　６　枕草子 学習研究社 1980.2 D910.2/ｹﾞ

校注枕冊子 清少納言／原著
田中重太郎／著 笠間書院 1975 914.3/ｾ

三巻本枕草子本文集成
〔清少納言〕／
〔著〕　　杉山重行
／編著

笠間書院 1999.3 914.3/ｾｲ001

新日本古典文学大系　２５　枕草子 佐竹昭広／〔ほか〕
編集 岩波書店 1991.1 918/ｼ

新編日本古典文学全集　１８　枕草子 小学館 1997.11 918/ｼﾝ

桃尻語訳枕草子　上・中・下 橋本治／著 河出書房新社 1987～
1995

914.3/ﾊ

枕草子 塩田良平／著
島田良二／著 明治図書出版 1970 914.3/ｼ

枕草子　ワイド版岩波文庫 ９３ 清少納言／〔著〕
池田亀鑑／校訂 岩波書店 1993.4 914.3/ﾏ

枕草子　陽明叢書 〔清少納言／著〕 思文閣出版 1975.9 914.3/ﾏ

枕草子　岩波セミナーブックス １０３ 渡辺実／著 岩波書店 1992.8 914.3/ﾜ

　■リストは書名順で掲載しています。掲載資料は所蔵資料の一部です。
　■「請求記号」欄の表示は次のとおりです。
　　（ 〔BM〕の表記がない資料はすべて久喜図書館所蔵です）
　　　〔BM〕・・・熊谷図書館（配本所用資料）
　　　　　　　　　※配本所用資料は蔵書検索できません。ご利用希望の方はカウンターへ
　　　「B」・・・文庫本
　■掲載している資料はすべて貸出ができます。
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枕草子  1～２　完訳日本の古典 〔清少納言／著〕 小学館 1984 918/ka59

枕草子　上・下　新潮日本古典集成 〔清少納言／著〕 新潮社 1977 914.3/ｾ

枕草子　上・中・下　講談社学術文庫 清少納言／
〔著〕 講談社 1999～

2003
B914.3/ｾｲ
001

枕草子全釈 白子福右衛門
／著 加藤中道館 1981 914/Sh83

枕草子入門 稲賀敬二／〔ほか〕
著 有斐閣 1980.2 914.3/ｲ

２　枕草子をより理解するために

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

稲賀敬二コレクション　６　日記文学と『枕草
子』の探究 稲賀敬二／著 笠間書院 2008.2 910.2/ｲﾅ009

岩佐美代子セレクション　１　枕草子・源氏物
語・日記研究

岩佐美代子／
著 笠間書院 2015.3 910.2/ｲﾜ008

鑑賞日本古典文学　第８巻　枕草子 石田穣二／編 角川書店 1975.12 918/ｶ

佐藤謙三著作集　第２巻　新講枕草子 佐藤謙三／
〔著〕 角川学芸出版 2005.1 910.8/ｻﾄ078

日本古典書誌学論 佐々木孝浩／
著 笠間書院 2016.6 910.2/ｻｻ072

日本文学研究資料新集　４　枕草子 有精堂出版 1994.7 914.3/ﾏ

枕草子　同時代ライブラリー ２７３ 寺田透／著 岩波書店 1996.7 914.3/Te43
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枕草子 枕草子研究会／
編 勉誠出版 1998.6 914.3/ﾏｸ

枕草子逸脱のまなざし 小森潔／著 笠間書院 1998.1 914.3/ｺﾓ001

枕草子異本研究 楠道隆／著 笠間書院 1970 914.3/ｸ

枕草子解釈の諸問題 萩谷朴／著 新典社 1991.5 914.3/ﾊｷ003

枕草子研究 藤本宗利／著 風間書房 2002.2 914.3/ﾌｼ099

枕草子講座　第１巻～第４巻 有精堂編集部／
編 有精堂出版 1975～

1976 914.3/ﾏ

枕草子周辺論 下玉利百合子／
著 笠間書院 1986.4 914.3/ﾏ

枕草子周辺論　続篇 下玉利百合子／
著 笠間書院 1995.2 914.3/ﾏ

枕草子女房たちの世界 谷川良子／著 日本エディタース
クール出版部 1992.6 914.3/ﾀ

枕草子の婦人服飾 安谷ふじゑ／著 思文閣 1974 914.3/ﾔ

枕草子表現の論理 三田村雅子／
著 有精堂出版 1995.2 914.3/ﾏ

『枕草子』連想の文芸 斎藤正昭／著 笠間書院 2016.5 914.3/ｻｲ058

『物はづくし』から随筆文学へ 黒澤彦治／著 〔黒澤彦治〕 〔1994.12〕 914.3/ﾓ

埼玉県のマスコット さいたまっち
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３　作者・清少納言とは

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

今井源衛著作集  第９巻 花山院と清少納
言 今井源衛／著 笠間書院 2007.3 910.23/ｲﾏ

021

清少納言 池田亀鑑／著 清少納言顕彰会 1987.12 914.3/ｲ

清少納言　人物叢書 ８６ 岸上慎二／著 吉川弘文館 1962.7 914.3/ｷ

清少納言　感性のきらめき 藤本宗利／著 新典社 2000.5 914.3/ｾｲ001

清少納言　人と文学 萩野敦子／著 勉誠出版 2004.6 914.3/ﾊｷ012

清少納言全歌集 萩谷朴／著 笠間書院 1986.5 911.13/ｾ

和歌文学大系　２０　清少納言集ほか 久保田淳／監修 明治書院 2000.3 911.108/ﾜｶ

４　王朝文学とその背景

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

アカツキの研究 小林賢章／著 和泉書院 2003.2 910.23/ｺﾊ
050

王朝生活の基礎知識 古典のなかの女性たち 川村裕子／著 角川書店 2005.3 910.23/ｶﾜ
049

王朝日記物語論叢 室伏信助／著 笠間書院 2014.10 910.23/ﾑﾛ
012
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王朝の表現と文化 小林美和子／
著 笠間書院 1999.4 913.36/ｺﾊ

029

王朝びとの恋 西村亨／著 大修館書店 2003.9 910.23/ﾆｼ
082

王朝文化を学ぶ人のために 秋澤亙／編
川村裕子／編 世界思想社 2010.8 910.23/ｵｳ

王朝文学と音楽 堀淳一／編 竹林舎 2009.12 910.23/ｵｳ

王朝文学と官職・位階 日向一雅／編 竹林舎 2008.5 910.23/ｵｳ

王朝文学と建築・庭園 倉田実／編 竹林舎 2007.5 910.23/ｵｳ

王朝文学と交通
倉田実／編
久保田孝夫／
編

竹林舎 2009.5 910.23/ｵｳ

王朝文学と通過儀礼 小嶋菜温子／
編 竹林舎 2007.11 910.23/ｵｳ

王朝文学と服飾・容飾 河添房江／編 竹林舎 2010.5 910.23/ｵｳ

王朝文学と物語絵 高橋亨／編 竹林舎 2010.5 910.23/ｵｳ

王朝文学の楽しみ 尾崎左永子／
著 岩波書店 2011.2 910.23/ｵｻ

014

王朝文学論考 品川和子／著 武蔵野書院 2000.7 910.23/ｼﾅ
003

宮廷文学のひそかな楽しみ 岩佐美代子／
著 文藝春秋 2001.10 910.23/ｲﾜ

008

古典籍研究ガイダンス
人間文化研究機
構国文学研究資
料館／編

笠間書院 2012.6 910.23/ｺﾃ

清水好子論文集　第３巻　王朝の文学 清水好子／著 武蔵野書院 2014.9 910.23/ｼﾐ
057
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日記の声域 土方洋一／著 右文書院 2007.4 915.3/ﾆﾂ

ひめぎみ考 小林とし子／著 笠間書院 2015.11 910.23/ｺﾊ
068

文芸史の可能性 平安文芸史新攷 渡辺仁史／著 新典社 2012.8 910.23/ﾜﾀ
125

平安宮廷文学と歌謡 中田幸司／著 笠間書院 2012.12 911.63/ﾅｶ
435

平安の苑 広江美之助／
著 平安神宮 1981.8 470/H71

平安文学の環境 後宮・俗信・地理 加納重文／著 和泉書院 2008.5 910.23/ｶﾉ
007

平安文学史論考 武蔵野書院創立９０周年
記念論集 秋山虔／編 武蔵野書院 2009.12 910.23/ｱｷ

005

平安朝文学における色彩表現の研究 森田直美／著 風間書房 2011.3 910.23/ﾍｲ

物語世界における絵画的領域 平安文学の表
現方法 川名淳子／著 ブリュッケ 2005.12 910.23/ｶﾜ

122

連想の文体 王朝文学史序説 鈴木日出男／
著 岩波書店 2012.11 910.23/ｽｽ

011

論考平安王朝の文学 稲賀敬二／編
著 新典社 1998.11 910.23/ｲﾅ

009

５　清少納言ＶＳ紫式部

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

今井源衛著作集  第１巻 王朝文学と源氏
物語 今井源衛／著 笠間書院 2003.3 910.23/ｲﾏ

021
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源氏物語と源氏以前研究と資料 紫式部学会／
編 武蔵野書院 1994.12 913.36/ｹﾞ

「源氏物語」の時代を生きた女性たち 服藤早苗／著 日本放送出版協会 2000.3 B910.23/ﾌｸ
035

清少納言と紫式部 宮崎荘平／著 朝文社 1993.4 914.3/ｾ

枕草子／紫式部日記 鈴木日出男／編
集・執筆 新潮社 1990.6 914.3/ﾏ

6　描かれた枕草子

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

小説清少納言諾子の恋 三枝和子／著 福武書店 1994.10 B/ｻ

新修日本絵巻物全集　第１３巻　紫式部日
記絵巻／枕草子絵巻 角川書店 1976.9 D721.2/ｼ

日本の絵巻　１０　葉月物語絵巻／枕草子
絵詞／隆房卿艶詞絵巻

小松茂美／編集・
解説 中央公論社 1988.1 D721.2/ﾆ

日本の古典 ４　枕草子／蜻蛉日記 池田弥三郎／〔ほ
か〕編 世界文化社 1978 D918/ﾆ

日本歴史文学館　８　むかし・あけぼの 田辺聖子／著 講談社 1987.11 913.68/ﾆﾎ

はなとゆめ 冲方丁／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11 〔BM〕913/ｳﾌ

枕草子　イラスト古典 大和和紀／画
紀野恵／文 学習研究社 1990.12 914.3/Y45

物語絵・歌仙絵を考える　変容の軌跡 久下裕利／編 武蔵野書院 2011.5 721.2/ﾓﾉ
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