
関連資料リスト

訳本

タイトル 著者 出版年 出版社 所在 請求記号 資料ID

1
竹取物語 ; 伊勢物語 ; 大和物語 ; 平中物語

(新編日本古典文学全集)

片桐洋一校注・訳 ; 福井貞助校

注・訳 ; 高橋正治校注・訳 ; 清

水好子校注・訳

1994 小学館 長久手2階開架 910.8/Sh69/12 204595945

2 現代語訳方丈記(岩波現代文庫) 佐藤春夫著 2015 岩波書店 長久手2階開架 914.42/Ka41 205152744

3 方丈記(光文社古典新訳文庫) 鴨長明著/蜂飼耳訳 2018 光文社 長久手2階開架 914.42/Ka41 205449235

4 枕草子 ; 方丈記 ; 徒然草(日本文学全集)

[清少納言著] ; 酒井順子訳 ;

[鴨長明著] ; 高橋源一郎訳 ;

[兼好著] ; 内田樹訳

2016 河出書房新社 長久手2階開架 918/N71/7 205569153

5 徒然草(ちくま学芸文庫) 兼好著/島内裕子校訂・訳 2010 筑摩書房 長久手2階開架 914.45/Y86 204621590

6 現代語訳徒然草(岩波現代文庫) [吉田兼好原著]/嵐山光三郎著 2013 岩波書店 長久手2階開架 914.45/Y86 205050341

7 奥の細道 : 芭蕉自筆(岩波文庫)
[松尾芭蕉著]/上野洋三, 櫻井

武次郎校注
2017 岩波書店 長久手2階小型 080/I95-30/206-11 205370716

8 更級日記 : 全訳注, 新版(講談社学術文庫) 関根慶子 [訳注] 2015 講談社 長久手2階開架 915.36/Se36 205244659

9
紫式部と和歌の世界 : 一冊で読む紫式部家集 :

訳注付

[紫式部著]/上原作和, 廣田收

編
2011 武蔵野書院 長久手2階開架 911.138/Mu56 205363177

10 正訳紫式部日記 : 本文対照 [紫式部著]/中野幸一訳 2018 勉誠出版 長久手2階開架 915.35/Mu56 205493073

11 大鏡 : 全現代語訳(講談社学術文庫) 保坂弘司[訳] 1981 講談社 長久手書庫 913.393/O38 205497063

12 大鏡全注釈 河北騰著 2008 明治書院 長久手2階開架 913.393/Ka94 204538063

13 平家物語(日本文学全集) 古川日出男訳 2016 河出書房新社 長久手2階開架 918/N71/9 205358195

14
平家物語 : 全訳注, 1, 新版(講談社学術文

庫)
杉本圭三郎 [訳注] 2017 講談社 長久手2階開架 913.434/Su38/1 205358767

15
平家物語 : 全訳注, 2, 新版(講談社学術文

庫)
杉本圭三郎 [訳注] 2017 講談社 長久手2階開架 913.434/Su38/2 205358776

16
平家物語 : 全訳注, 3, 新版(講談社学術文

庫)
杉本圭三郎 [訳注] 2017 講談社 長久手2階開架 913.434/Su38/3 205365350

17
平家物語 : 全訳注, 4, 新版(講談社学術文

庫)
杉本圭三郎 [訳注] 2017 講談社 長久手2階開架 913.434/Su38/4 205376943

18 伊勢物語 : 現代語訳・索引付 大井田晴彦校注 2019 三弥井書店 長久手2階開架 913.32/I69 205657452

19
竹取物語 ; 伊勢物語 ; 堤中納言物語 ; 土左

日記 ; 更級日記(日本文学全集)

森見登美彦訳 ; 川上弘美訳 ;

中島京子訳 ; 堀江敏幸訳 ; 江

國香織訳

2016 河出書房新社 長久手2階開架 918/N71/3 205285900

20 竹取物語 : 現代語訳対照・索引付 大井田晴彦著 2012 笠間書院 長久手2階開架 913.31/O31 205349427

21
竹取物語/伊勢物語 : 現代語訳(岩波現代文

庫)
田辺聖子著 2014 岩波書店 長久手2階開架 913.31/Ta83 205064356

22 土佐日記(講談社学術文庫) [紀貫之著]/品川和子全訳注 1983 講談社 長久手書庫 915.32/Ki45 205497018

23
土佐日記/蜻蛉日記/とはずがたり(日本の古典を

よむ)
菊地靖彦 [ほか] 校訂・訳 2008 小学館

長久手1階リベラル

アーツ
918/N71/7 205068918

24 枕草子 上(ちくま学芸文庫) 清少納言著 ; 島内裕子校訂・訳 2017 筑摩書房 長久手2階開架 914.3/Se19/1 205353930

25 枕草子 下(ちくま学芸文庫) 清少納言著 ; 島内裕子校訂・訳 2017 筑摩書房 長久手2階開架 914.3/Se19/2 205353949

26 枕草子 : 現代語訳(岩波現代文庫) [清少納言原著] ; 大庭みな子著 2014 岩波書店 長久手2階開架 914.3/Se19 205073883

関連本
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1 伊勢物語(学びを深めるヒントシリーズ) 早稲田久喜の会編著 2018 明治書院 長久手2階開架 913.32/I69 205545788

2 大鏡の人びと : 行動する一族(中公新書) 渡辺実 著 1987 中央公論社 長久手2階小型 080/830/12 100741130

3 全文を読み切る『奥の細道』の豊かな世界 佐藤勝明著 2018
大垣市,大垣市教

育委員会

長久手1階リベラル

アーツ
915.5/Ma85 205451260

4
『竹取物語』から「かぐや姫」へ : 物語の誕生と継

承
斉藤みか著 2020 東京堂出版 長久手2階開架 913.31/Sa25 205634215

5
高畑勲をよむ : 文学とアニメーションの過去・現在・

未来
中丸禎子 [ほか] 編著 2020 三弥井書店 長久手2階開架 778.77/Ta33 205634242

6 解説徒然草(ちくま学芸文庫) 橋本武著 2014 筑摩書房 長久手2階開架 914.45/H38 205108620

7 徒然草をよみなおす(ちくまプリマー新書) 小川剛生著 2020 筑摩書房 長久手2階小型 080/C44/360 205605886

8
土左日記を読みなおす : 屈折した表現の理解の

ために
小松英雄著 2018 笠間書院 長久手2階開架 915.32/Ko61 205468722

9 平家物語作中人物事典 西沢正史編 2017 東京堂出版 長久手2階開架 913.434/N87 205441148

10 平家物語(学びを深めるヒントシリーズ) 吉永昌弘編著 2019 明治書院 長久手2階開架 913.434/Y92 205545797

11 枕草子(学びを深めるヒントシリーズ) 早稲田久喜の会編著 2020 明治書院 長久手2階開架 914.3/Ma38 205613242

12 大和物語の世界 尾崎左永子著 2009 書肆フローラ 長久手2階開架 913.33/O96 204548720

13 もう一度読みたい日本の古典文学 三宅晶子編 2021 勉誠出版
長久手1階リベラル

アーツ
910.4/Mi76 205709728

14 日本の装束解剖図鑑 八條忠基著 2021 エクスナレッジ
長久手1階リベラル

アーツ
210.098/H11 205735236


