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期間：平成 3１年３月 1２日（火）～5 月 6 日（月・振休） 

場所：県立久喜図書館 ２階公開図書室           埼玉県立久喜図書館 芸術・文学資料担当  

久喜市下早見 85-5 Tel：0480-21-2659  
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 飢餓にいくさに流行り病、そして揺らぐ貴族社会…。平安時代、襲い来る不条理か

らの救いを求め、人々は「地獄」を忌避し、「極楽往生」を願いました。当時、源信

（恵
え

心
し ん

僧都
そ う ず

） が『往生要集』で説いた地獄・極楽の様子は、現代の我々にも未だ色

濃く影響を与えています。 

 今回の展示では、３月１６日(土)～5 月 6 日(月・振休)にかけて埼玉県立歴史

と民俗の博物館にて開催される特別展「東国の地獄極楽」と連携し、久喜図書館が

担当している芸術・文学の分野を中心に地獄、そして極楽に関連する資料をご紹介

します。『阿弥陀
あ み だ

聖
しょう

衆
じ ゅ

来迎図
ら い ご う ず

）』や『当麻
た い ま

曼荼羅
ま ん だ ら

）』のような仏教美術に始まり、極楽往

生の思想が綴られている『往生要集』、そしてそれらに影響された芸術、文学作品な

ど、多岐にわたる資料を集めました。 

 仏の加護が弱まった「末法」の世を生きなければならなかった彼らが描いた世界はあま

りにも陰惨で、それゆえに極楽浄土への希求をつよく感じさせます。死への恐怖が漫然

と、漠然と漂うのみとなった現代だからこそ、地獄と極楽の世界観に触れてみてはいか

がでしょう。 
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１　地獄／極楽　絵画編

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

絵は語る　３　阿弥陀聖衆来迎図 平凡社 1994.5 721.1/ｺ/

絵本＊極楽
西川隆範／文，

桝田英伸／監修
風涛社 2009.7 E/ｴﾎ

かわいい仏像たのしい地獄絵
須藤弘敏／執筆，

矢島新／執筆
パイインターナショナル 2015.1 718.3/ｶﾜ

※藝術新潮　２０１１年４月 新潮社 2011.3 Z

藝術新潮　２０１７年２月 新潮社 2017.1 Z

国宝六道絵

泉武夫／編・著，加須屋

誠／編・著，

山本聡美／編・著，金井

杜道／撮影，金井　杜道

中央公論美術出版 2007.11 DD721/ｺｸ

極楽への憧憬　浄土教絵画の展開 浜田隆／著 美術出版社 1975.1 702.1/ｺﾞ

三途の川　日本人の他界観を探る

平成１１年度第２回特別展図録
さいたま川の博物館 さいたま川の博物館 1999.1 S387/ｻﾝ

地獄 宮次男／監修 風涛社 2003.6 E/ｼｺ

地獄極楽の絵
真保亨／著，金子桂

三／写真
毎日新聞社 1984.8 721/ｼﾞ

地獄と十王図図録
神奈川県立金沢文庫

／編
神奈川県立金沢文庫 1991.12 721.2/Ka48

地獄ものがたり 真保亨／著 毎日新聞社 2001.11 721.1/ｼｺ

　■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。

　　（ 〔熊〕の表記がない資料はすべて久喜図書館所蔵です）

　　　〔熊〕・・・熊谷図書館所蔵　　「児」・・・児童和書　　「Ｅ」・・・絵本    「Ｄ」・・・大型図書　　「B」・・・文庫本

　　　「Ｓ」・・・埼玉資料　　「Ｚ」・・・雑誌

　　　※のついているものは館内利用のみ
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社寺参詣曼荼羅 大阪市立博物館／編 平凡社 1987.12 D702/O73

浄土教美術　文化史学的研究序論 石田一良／著 ぺりかん社 1991.3 702/ｼﾞ

浄土宗博多善導寺資料 福岡市教育委員会 福岡市教育委員会 2015.3 D702.17/ｼﾖ

浄土曼荼羅　極楽浄土と来迎のロマン 奈良国立博物館 奈良国立博物館 1983.4 702.098/ｼﾖ

新修日本絵巻物全集　第７巻　地獄草紙 角川書店 1976.7 D721.2/ｼ

新修日本絵巻物全集　第１２巻　西行物語絵巻 角川書店 1977.5 D721.2/ｼ

新修日本絵巻物全集　第１４巻　法然上人絵伝 角川書店 1977.7 D721.2/ｼ

神道曼荼羅の図像学　神から人へ 佐々木剛三／著 ぺりかん社 1999.11 702.097/ｼﾝ

図解・仏画の読み方 大法輪閣編集部／編 大法輪閣 2000.3 721.1/ｽｶ

図説地獄絵をよむ
澁澤龍彦／著，

宮次男／著
河出書房新社 1999.5 721.024/ｽｾ

聖地の想像力　参詣曼荼羅を読む 西山克／著 法蔵館 1998.5 721.1/ｾｲ

善光寺縁起絵巻

鎌倉・英勝寺蔵せんくはうしゑんき

倉田邦雄／編著，

倉田治夫／編著
竜鳳書房 2003.5 721.2/ｾﾝ

続日本絵巻大成　法然上人絵伝 小松茂美／編集 中央公論社 1981.5 D721/Z5

続日本絵巻大成　２　法然上人絵伝 小松茂美／編集 中央公論社 1981.7 D721/Z5

続日本絵巻大成　３　法然上人絵伝 小松茂美／編集 中央公論社 1981.9 D721/Z5

続日本の絵巻　１　法然上人絵伝
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1990.1 D721.2/ﾆ

続日本の絵巻　２　法然上人絵伝
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1990.2 D721.2/ﾆ

続日本の絵巻　３　法然上人絵伝
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1990.3 D721.2/ﾆ

続日本の絵巻　１３　春日権現験記絵
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1991.4 D721.2/ﾆ

3 ページ



続日本の絵巻　１４　春日権現験記絵
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1991.6 D721.2/ﾆ

続日本の絵巻　２０　当麻曼荼羅縁起
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1992.8 D721.2/ﾆ

続日本の絵巻　２１　融通念仏縁起
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1992.9 D721.2/ﾆ

続日本の絵巻　２３　山王霊験記
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1992.11 D721.2/ﾆ

大徳寺伝来五百羅漢図
国立文化財機構

奈良国立博物館／編

国立文化財

機構奈良国立博物館

思文閣出版

2014.5 DD722.25/ﾀｲ

立山曼荼羅　絵解きと信仰の世界 福江充／著 法蔵館 2005.7 〔熊〕163.1/ﾀﾃ

東北の地獄絵 錦仁／編 三弥井書店 2003.7 721/ﾄｳ

日本絵巻大成　２１　北野天神縁起
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1978.1 D721.2/ﾅ

日本絵巻大成　２４　当麻曼荼羅縁起 小松茂美／編集 中央公論社 1979.2 D721.2/ﾆ

日本その心とかたち　３　現世から浄土へ
加藤周一／著，

ＮＨＫ取材班／著
平凡社 1987.11 702.1/ﾆ

日本の絵巻　７　餓鬼草紙
小松茂美／

編集・解説
中央公論社 1987.10 D721.2/ﾆ

日本の地獄絵 宮次男／編著 芳賀書店 1973.1 721/ﾆ

日本の地獄・極楽なんでも図鑑

みたい！しりたい！しらべたい！　１　死んだら

どこにいくの？

山崎猛／絵，

松尾恒一／監修
ミネルヴァ書房 2013.7 児 181/ﾆﾎ

日本の地獄・極楽なんでも図鑑

みたい！しりたい！しらべたい！　２　地獄って

どんなところ？

山崎猛／絵，

松尾恒一／監修
ミネルヴァ書房 2013.8 児 181/ﾆﾎ

日本の地獄・極楽なんでも図鑑

みたい！しりたい！しらべたい！　３　極楽って

どんなところ？

山崎猛／絵，

松尾恒一／監修
ミネルヴァ書房 2013.9 児 181/ﾆﾎ

日本美を語る　第5巻　彼岸への憧憬 ぎょうせい 1989.8 D708/ﾆ/

※仏教芸術　１９９８年１１月号 仏教芸術学会／編 毎日新聞社 1998.11 Z

義経地獄破り 小峯和明／解説 勉誠出版 2005.2 D721.2/ﾖｼ

六道絵の研究 中野玄三／著 淡交社 1989.2 D721.2/ﾅ
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六道の思想と美術
佐々木丞平／

〔ほか〕編

仏教美術研究

上野記念財団助成

研究会

2007.3 D702.09/ﾛｸ

２　地獄／極楽　彫刻・建築編

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

阿弥陀仏彫像展 奈良国立博物館／編 奈良国立博物館 1972.4 718.1/ﾅ

藝術新潮　２０１７年１０月 新潮社 2017.9 Z

原色日本の美術　６　阿弥陀堂と藤原彫刻 小学館 1969 D708/ｹﾞ

原色日本の美術　９　中世寺院と鎌倉彫刻 小学館 1968 D708/ｹﾞ

極楽往生を願って 朝霞市博物館／編 朝霞市博物館 1999.3 S188/ｺｸ

地獄と仏  平成２６年度秋季企画展 上原仏教美術館 上原仏教美術館 2014.12 D718.3/ｼｺ

珠玉の仏教美術　後世に伝えたい文化遺産　５

星光堂／制作・著

作，

グレートデン／制作

アスク 2005 702/ｼ

珠玉の仏教美術　後世に伝えたい文化遺産　８

星光堂／制作・著

作，

グレートデン／制作

アスク 2005 702/ｼ

丈六仏開眼

四天王寺阿弥陀如来造顕の記録

四天王寺「丈六仏開

眼」

刊行会／編

プレジデント社 1979.10 D718.3/ｼﾞ

※日本の石仏　１９９０年夏 日本石仏協会 1990.6 Z

※日本の石仏  １９９０年秋 日本石仏協会 1990.9 Z

日本の仏像百選　新極める　３

安らかな浄土のほとけ

星光堂／制作・著

作，グレートデン／制

作

アスク 2010 718/ﾆ

日本の仏像百選　新極める　８　野のほとけ

星光堂／制作・著

作，グレートデン／制

作

アスク 2010 718/ﾆ

日本仏教図像史　上巻 内藤藤一郎／著 東方書院 1932 718/N29

日本古寺美術全集　第１５巻

平等院と南山城の古寺
座右宝刊行会／編集 集英社 1980.3 D708/ﾆ

日本古寺美術全集　第１６巻

中尊寺とみちのくの古寺
座右宝刊行会／編集 集英社 1980.1 D708/ﾆ
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日本古寺美術全集　第２１巻

本願寺と知恩院
座右宝刊行会／編集 集英社 1982.5 D708/ﾆ

日本名建築写真選集　第３巻　平等院
伊藤ていじ／〔ほか〕

編集
新潮社 1992.3 D521/ﾆ

※仏教芸術　２００８年１１月 仏教芸術学会／編 毎日新聞社 2008.11 Z

※仏教芸術　２０１６年５月 仏教芸術学会／編 毎日新聞社 2016.5 Z

平安時代仏教建築史の研究

浄土教建築を中心に
清水拡／著 中央公論美術出版 1992.2 521.3/ﾍ

魅惑の仏像　８　阿弥陀如来 小川光三／写真 毎日新聞社 1986.1 D718/ｵ

魅惑の仏像　２０　阿弥陀三尊 小川光三／写真 毎日新聞社 1987.12 D718/ｵ

来迎の美

阿弥陀のすがた・往生のかたち，

平成２２年度企画展

上原仏教美術館 2010.11 D702.1/ﾗｲ

３　地獄／極楽　文学編

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

叢刊（アンソロジー）

日本文学における美と情念の流れ　３　地獄

大久保典夫／〔ほか〕編集

田中伸，山田清市／校

注・解題，田中　伸，山田

清市

現代思潮社 1974 918/ｼﾞ

岩波講座日本文学と仏教

第３巻　現世と来世
今野達／〔ほか〕編集 岩波書店 1994.3 910.2/ｺ

穢土を厭ひて浄土へ参らむ　仏教文学論 林雅彦／著 名著出版 1995.2 910.2/ｴ

往生要集 中村元／著 岩波書店 1996.9 〔熊〕188.6/N37

往生要集（上）
源信／著，石田瑞麿

／訳注
岩波書店 1994.9 〔熊〕188.6/ｵ

往生要集（下）
源信／著，石田瑞麿

／訳注
岩波書店 1994.9 〔熊〕188.6/ｵ

おとしばなし「吉朝庵」：その一：

地獄八景亡者戯／桂吉朝
桂吉朝（口演） 東芝ＥＭＩ 1997 〔熊〕450/ｶ2853

鑑賞＊日本古典文学　第２０巻　仏教文学 角川書店 1977.7 918/ｶ
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鑑賞＊日本古典文学　第２３巻　中世説話集 角川書店 1977.5 918/ｶ

蜘蛛の糸 芥川　竜之介 岩波書店 1990.8 B/ｱ

地獄絵と文学　絵解きの世界 石破洋／著 教育出版センター 1992.11 910.2/ｼﾞ

地獄  絵本 風濤社 1980.8 Ｅ/ｼﾞ

じごくのそうべえ

桂米朝・上方落語・地獄八景より
田島征彦／作 童心社 1978.5 Ｅ/ﾀｼ001

地獄変 芥川竜之介／著 旺文社 1979 B/ｱ

地獄変 芥川龍之介／著 新潮社 1985.8 B/ｱ

地獄めぐり   閻魔庁から 沼野正子／文・絵 汐文社 2010.7 E/ﾇﾏ002

地獄めぐり　針山つなわたり 沼野正子／文・絵 汐文社 2010.8 E/ﾇﾏ002

地獄めぐり　鬼の大宴会 沼野正子／文・絵 汐文社 2010.11 E/ﾇﾏ002

死者の書 折口信夫／作 岩波書店 2010.5 B913.6/ｵﾘ001

浄土真宗玉林和歌集
〔先啓〕／〔編纂〕，

大取一馬／編
臨川書店 2001.12 911.157/ｼﾖ

新＊日本古典文学大系　３０　日本霊異記　
佐竹昭広／

〔ほか〕編集
岩波書店 1996.12 918/ｼ

新＊日本古典文学大系　９０

古浄瑠璃説経集

佐竹昭広／

〔ほか〕編集
岩波書店 1999.12 918/ｼﾝ

新編日本古典文学全集　３５  今昔物語集 小学館 1999.4 918/ｼﾝ

新編日本古典文学全集　３６  今昔物語集 小学館 2000.5 918/ｼﾝ

新編日本古典文学全集　３７  今昔物語集 小学館 2001.6 918/ｼﾝ

新編日本古典文学全集　５２  沙石集 小学館 2001.8 918/ｼﾝ

竹本義太夫浄瑠璃正本集　下巻
古浄瑠璃正本集

刊行会／編
大学堂書店 1995.2 912.4/ﾀ
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近松全集　第１５巻　翻刻編
近松門左衛門／〔著〕，

近松全集刊行会／編纂
岩波書店 1989.12 912.4/ﾁ

徳川文藝類聚　第八 国書刊行会／編 国書刊行会 1970 918.5/ﾄ

日本思想大系７
家永三郎／

〔ほか〕編集
岩波書店 1974.9 〔熊〕121/ﾆ

日本文学全集　０８

日本霊異記（りょういき）
池澤夏樹／編 河出書房新社 2015.9 918/ﾆﾎ

仏教文学研究論攷　浄土への架橋 石破洋／著 教育出版センター 1995.9 913.37/ﾌﾞ

仏教文学講座　第１巻　仏教文学の原典
伊藤博之／

〔ほか〕編集
勉誠社 1994.7 910.2/ﾌﾞ

仏教文学講座　第６巻　僧伝・寺社縁起・

絵巻・絵伝

伊藤博之／

〔ほか〕編集
勉誠社 1995.8 910.2/ﾌﾞ

仏教文学講座　第７巻　歌謡・芸能・劇文学
伊藤博之／

〔ほか〕編集
勉誠社 1995.12 910.2/ﾌﾞ

仏教文学の古典　上
紀野一義／編，

三木紀人／編
有斐閣 1979.5 910.2/ﾌﾞ

米朝落語全集　第４巻（さ～た） 桂米朝／著 創元社 2014.2 913.7/ｶﾂ016

発心和歌集極楽願往生和歌新注 岡﨑真紀子／著 青簡舎 2017.3 911.138/ﾎﾂ

世捨て奇譚　発心往生論 馬場あき子／著 角川書店 1979.2 913.4/ﾖ/

4　地獄／天国　西洋編

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

悪魔
ルーサー・リンク／著，

高山宏／訳
研究社出版 1995.12 702.04 /ｱｸ

悪魔の美術と物語  カラー版 利倉隆／著 美術出版社 1999.12 702.099/ｱｸ

絵本ファウスト
山本容子／絵，

池内紀／文
集英社 2000.10 D726.6/ｴﾎ

※藝術新潮　２０１５年８月 新潮社 2015.7 Z

原形ファウスト

ヨハン・ヴォルフガング・

ゲーテ／作，

新妻篤／訳と解説

同学社 2011.2 942.6/ｹﾃ701
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極楽浄土喪失
ミルトン／作，

森谷峰雄／訳
風間書房 1980.5 931/ﾐ

失楽園　上
ミルトン／作，

平井正穂／訳
岩波書店 1981.1 B931/ｼ

失楽園　下
ミルトン／作，

平井正穂／訳
岩波書店 1981.2 B931/ｼ

神曲　地獄篇

ダンテ・アリギエリ／

〔著〕，

原基晶／訳

講談社 2014.6 B971/ﾀﾝ703

神曲　煉獄篇

ダンテ・アリギエリ／

〔著〕，

原基晶／訳

講談社 2014.7 B971/ﾀﾝ703

神曲　天国篇

ダンテ・アリギエリ／

〔著〕，

原基晶／訳

講談社 2014.8 B971/ﾀﾝ703

西欧地獄絵巡礼 久重忠夫／著 彩流社 1996.4 702.099/ｾｲ

西欧絵画に見る天国と地獄

ロバート・ヒューズ／

著，

山下主一郎／訳

大修館書店 1997.12 702.099/ｾｲ

生と死と祈りの美術

日本と西洋の信仰のかたち
細田あや子／著 三弥井書店 2017.10 702.09/ｾｲ

ダンテ『神曲』の旅

描かれた地獄・煉獄・天国

町田市立国際版画

美術館／編

町田市立国際

版画美術館
2004.4 971/ﾀﾝ

ダンテの地獄を読む 平川祐弘／著 河出書房新社 2000.2 971/ﾋﾗ016

天国・地獄百科

ホルヘ・ルイス・ボルヘス／

著，アドルフォ・ビオイ＝カ

サーレス／著，牛島信明

／〔ほか〕訳

風の薔薇 1982.11 964/ﾎﾞ

天国と地獄　キリスト教からよむ世界の終焉 神原正明／著 講談社 2000.8 702.099/ﾃﾝ

天国への道　民衆文化と司祭たち

ファンシュ・ルドー

アラン・クロウ

ファンシュ・ブルディック

日本エディタースクー

ル出版部
1996.5 702/ﾃ

天使の姿  絵画・彫刻で知る天使の物語

ローラ・ウォード／著，

ウィル・スティーズ／

著，小林純子／訳

新紀元社 2005.1 702.099/ﾃﾝ

天使の美術と物語  カラー版 利倉隆／著 美術出版社 1999.12 702.099/ﾃﾝ

ファウスト

Ｊ．Ｗ．ｖ．ゲーテ

／〔著〕，

和田孝三／訳

創英社 2012.1 942.6/ｹﾃ701

ファウスト

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・

ゲーテ／原作，バルバラ・キ

ンダーマン／再話，クラウス・

エンジカート／絵，酒寄進

一／訳

西村書店東京出版

編集部
2016.11 E/ｴﾝ715
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マリオネット　ファウスト  旧きドイツの人形芝居
清水俊夫／訳，

サカイトシノリ／画
論創社 2004.5 942.5/ﾏﾘ

名画への旅　第４巻　天国へのまなざし
太田泰人／

〔ほか〕編集
講談社 1992.1 D723/ﾒ

楽園の喪失
ジョン・ミルトン／著，

新井明／訳
大修館書店 1978.1 931/Mi29

ロダン－地獄の門－展
国立西洋美術館学芸

課／編
国立西洋美術館 1989 712.3/ﾛ

５　地獄／極楽　あれこれ編

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

悪魔の布　縞模様の歴史

ミシェル・パストゥロー／

著，松村剛／訳，松

村恵理／訳

白水社 1993.5 〔熊〕383.1/ﾊ

生きることの地獄と極楽 武田泰淳対話集 武田泰淳／著 勁草書房 1977.2 904/ｲ

快楽の園　ボスが描いた天国と地獄，

ヒエロニムス・ボスの狂気と異形の世界
神原正明／編著 新人物往来社 2012.8 723.359/ｶｲ

奇蹟の輝き
リチャード・マシスン／

著，尾之上浩司／訳
東京創元社 1999.4 B933.7/ﾏｼ706

黒澤明と『天国と地獄』

ドキュメント・憤怒のサスペンス
都築政昭／著 朝日ソノラマ 2002.5 778.4/ｸﾛ

地獄蝶・極楽蝶 今井彰／著 築地書館 1992.6 486.8/ｼﾞ

地獄は克服できる

ヘルマン・ヘッセ／著，

フォルカー・ミヒェルス／

編，岡田朝雄／訳

草思社 2001.1 944.7/ﾍﾂ701

地獄篇 寺山修司／著 思潮社 1983.7 911.5/ｼﾞ

地獄論 笠原伸夫／著 大和書房 1972 910.4/Ka71

人工地獄　現代アートと観客の政治学
クレア・ビショップ／著，

大森俊克／訳
フィルムアート社 2016.5 702.07/ｼﾝ

太宰治　思ひ出／人間失格
太宰治／著，

大森郁之助／編
日本図書センター 1995.11 910.268/ﾀﾞ

天国と地獄　エネルギー消費の三つの透視図
ピーター・チャップマン／

著，中西重康／訳
みすず書房 1981.11 501.6/ﾁ

平野レミのおかず天国 平野レミ／著 日本放送出版協会 2002.3 〔熊〕BM596
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