2018年

第３回ロビー展示

貴重資料展「永青文庫本に見る｢旅｣ -細川幽斎文学書を中心に-」
書名

展示期間中
の貸出

巻号

図書リスト

本来の
配架区分

資料ID

書誌ID

1 11104433958

BB12512292

源氏物語の風景 / 横井孝著

貸出可

中央館･一般

913.36/Y,76

2 1110457053X

BB20302513

竹取物語 / 森見登美彦訳 . 伊勢物語 / 川上弘美訳 . 堤中納言物
語 / 中島京子訳 . 土左日記 / 堀江敏幸訳 . 更級日記 / 江國香
織訳

貸出可

中央館･一般

918/N,71/(3)

3 11104771241

BB26702569

猫島ありのまま : 上天草・湯島 / 熊本日日新聞社編著

貸出可

中央館･一般

291.94/N,62

4 11110864841

BA66738484

九龍城探訪 : 魔窟で暮らす人々 / グレッグ・ジラード, イアン・
ランボット著 ; 尾原美保訳

貸出可

中央館･一般

292.239/G,47

5 11104439425

BB13198579

パリ大全 : パリを創った人々・パリが創った人々 / エリック・ア
ザン著 ; 杉村昌昭訳

貸出可

中央館･一般

293.53/H,49

6 1110430001X

BB08793325

細川幽斎 / 加藤弓枝著

貸出可

中央館･一般

911.102/Ko,79/(
33)

7 11103763091

BB07554544

武将幽斎と信長 : 細川家古文書から / 熊本大学文学部附属永青文
庫研究センター監修

貸出可

中央館･一般

289/B,95

8 1110434128X

BA87328298

パリ中世の美と出会う旅 / 木俣元一著 ; 芸術新潮編集部編

貸出可

中央館･一般

293.53/Ki,31

9 11104576805

BB10117060

日本一の写真集

貸出可

中央館･一般

291.087/N,71

10 11110652380

BA74628801

天草潮風紀行 / 小林健浩著

貸出可

中央館･一般

291.94/Ko,12

11 11104341352

BN13582017

ポルトガルへ行きたい / 菅原千代志 [ほか] 著

貸出可

中央館･一般

293.69/P,83

12 1111028151X

BA45691531

イギリスを旅する35章 / 辻野功編著

貸出可

中央館･一般

293.3/I,24

13 11104302152

BB0164230X

学生よ、旅に出ろ! : 現役大学生の世界一周物語 / 長尾良祐著

貸出可

中央館･一般

290.9/N,17

14 11104433540

BA62643003

またたび / さくらももこ絵と文

貸出可

中央館･一般

290.9/Sa,46

15 11100137793

BN00907899

日本その日その日 / E.S.モース著 ; 石川欣一訳

貸出可

中央館･一般

081/To,82/(171)

16 11103630776

BA34666248

鳥頭紀行 : どこへ行っても三歩で忘れる / 西原理恵子, 勝谷誠彦
ジャングル編
[著]

貸出可

中央館･一般

290.9/Sa,17

17 11110513682

BA77950822

奥の細道行脚 : 『曾良日記』を読む / 櫻井武次郎著

貸出可

中央館･一般

915.5/Sa,47

18 11104047047

BA7564266X

The Tosa diary / [by Ki no Tsurayuki] ; translated from the
Japanese by William N. Porter

貸出可

中央館･国際化図書

915.32/Ki,45

19 11104044005

KT00000906

ことりっぷ 国内版

29 : 松江・出
貸出不可
雲・石見銀山

中央館･一般

290.9/C,88/(29)

20 11104044021

KT00000906

ことりっぷ 国内版

31 : 広島・宮
貸出不可
島

中央館･一般

290.9/C,88/(31)

21 11110477279

BA76759618

タビリエ

28 : 松江

出雲貸出不可

中央館･一般

290.9/Ta,12/(28)

22 11110475632

BA76759618

タビリエ

32 : 福岡

貸出不可

中央館･一般

290.9/Ta,12/(32)

23 11104437910

BB07554544

武将幽斎と信長 : 細川家古文書から / 熊本大学文学部附属永青文
庫研究センター監修

貸出不可

中央館･一般

289/B,95

24 11103760874

BB12253241

細川家の歴史資料と書籍 : 永青文庫資料論 / 森正人, 稲葉継陽編

貸出不可

中央館･教員著書

219.4/H,94

25 11103796267

BB26459879

細川忠利 : ポスト戦国世代の国づくり / 稲葉継陽著

貸出不可

中央館･教員著書

219.4/I,51

26 11103789392

BB25293781

熊本城の被災修復と細川忠利 : 近世初期の居城普請・公儀普請・
地方普請 / 後藤典子著

貸出不可

中央館･教員著書

219.4/G,72

27 11103797468

BB26638164

細川ガラシャ : 永青文庫展示室開設10周年記念 : RKK開局65周年
記念 / 熊本県立美術館編集

貸出不可

中央館･第３閲覧室

219.4/H,94

28 11103684396

BB03784892

細川幽斎展 : 没後四〇〇年・古今伝授の間修復記念 / 熊本県立美
術館編

貸出不可

中央館･第３閲覧室

219.4/H,94

29 11103765965

BB17613956

信長からの手紙 : 細川コレクション : 重要文化財指定記念 = The
letter from Nobunaga / 熊本県立美術館編

貸出不可

中央館･第３閲覧室

219.4/N,91

30 11104554364

BB01826200

細川家文書 / 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編

絵図・地図・
指図編2

貸出不可

中央館･肥後熊本学

219.4/E,39

31 11104554399

BB01826200

細川家文書 / 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編

絵図・地図・
指図編1

貸出不可

中央館･肥後熊本学

219.4/E,39

32 11104554356

BB01826200

細川家文書 / 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編

近世初期編

貸出不可

中央館･肥後熊本学

219.4/E,39

33 11104554380

BB01826200

細川家文書 / 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編

中世編

貸出不可

中央館･肥後熊本学

219.4/E,39

34 11104554372

BB01826200

細川家文書 / 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編

故実・武芸編

貸出不可

中央館･肥後熊本学

219.4/E,39

35 11110619898

BA78146846

源氏物語聞書 / 〔細川幽斎著〕 ; 野口元大, 徳岡涼編

貸出不可

中央館･一般

913.364/G,34/(1)

36 11104536323

BA67351060

伊勢物語注釈稿 / 石田穣二著

貸出不可

中央館･一般

913.32/I,72

37 11101714336

BN0539663X

伊勢物語・土佐日記 / 片桐洋一[編集・執筆] ; 後藤明生[エッセ
イ]

貸出不可

中央館･一般

913.32/I,69

38 11102787728

BN09293548

日記文学研究 / 日記文学懇話会編

貸出不可

中央館･一般

915/N,73/(2)

1

第2集

1/2

請求記号

2018年

第３回ロビー展示

貴重資料展「永青文庫本に見る｢旅｣ -細川幽斎文学書を中心に-」
書名

巻号

展示期間中
の貸出

図書リスト

本来の
配架区分

資料ID
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39 11101813393

BN09293548

日記文学研究 / 日記文学懇話会編

第1集

貸出不可

中央館･一般

40 1119102816X

BA31293836

新古今略注 / 東常縁〔原撰〕 ; 細川幽斎筆 ; 荒木尚編

〔本体〕

貸出不可

中央館・書庫（図書） 911.1358/Sh,64

41 11103179446

BN00732864

細川幽斎の研究 / 土田将雄著

続

貸出不可

中央館・書庫（図書） 289.1/Ts,26

42 11101189932

BN0400797X

土佐日記 / [紀貫之著] ; 長谷川政春校注 . 蜻蛉日記 / [藤原道
綱母著] ; 今西祐一郎校注 . 紫式部日記 / [紫式部著] ; 伊藤博
校注 . 更級日記 / [菅原孝標女著] ; 吉岡曠校注

貸出不可

中央館・書庫（図書） 918/Sh,64/(24)

43 11103980882

BN11006569

阿仏尼全集 : 校註 / 阿仏尼著 ; 簗瀬一雄編

貸出不可

中央館・書庫（図書） 918.4/A,14

44 11103986287

BN12756203

竹取物語抄補注 ; 徒然草野槌 ; 十六夜日記殘月抄補注 ; 世諺問
答考證 ; 大井河行幸和歌考証 / [室松岩雄編]

貸出不可

中央館・書庫（図書） 913/Ko,45/(11)

45 11110410506

BN00974320

十六夜日記・海道記・東關紀行 / 阿佛尼 [ほか著] ; 石田吉貞,
玉井幸助校注

貸出不可

中央館・書庫（図書） 915.4/Ka,21

46 11110360142

BN06746464

日記紀行集 / 三浦理編

貸出不可

中央館・書庫（図書） 081/Y,96/1(41)

47 11103363913

BN10885908

中世日記紀行集 / 長崎健 [ほか] 校注・訳

貸出不可

中央館･一般

918/Sh,69/(48)

48 11101328258

BN05376417

中世日記紀行集 / 福田秀一 [ほか] 校注

貸出不可

中央館･一般

918/Sh,64/(51)

49 11103641913

BN01093385

在外奈良絵本 / 奈良絵本国際研究会議編

貸出不可

中央館・書庫（図書） 721.2/Z,1

50 11100684190

BN00732864

細川幽斎の研究 / 土田将雄著

[正]

貸出不可

中央館・書庫（図書） 289.1/Ts,26

51 11110308876

BN01665070

海道記の研究 / 江口正弘著

本文篇 研究篇 貸出不可

中央館・書庫（図書） 915.45/E,33

52 11103482734

BN01432276

随筆紀行文集 / 永青文庫編

貸出不可

中央館・書庫（図書） 910.23/H,94/(12)

53 11110358997

BN04877836

いさよひの日記 / 阿仏尼 [著]

貸出不可

中央館・書庫（図書） 080/B,35/(106)

54 11103482718

BN01432072

伊勢物語 ; 大和物語 / 永青文庫編

貸出不可

中央館・書庫（図書） 910.23/H,94/(10)

55 11100694064

BN00013391

伊勢物語 : 伝一条兼良筆本 / 片桐洋一編

貸出不可

中央館・書庫（図書） 080/B,35/(111)

56 11103984292

BN06911571

中世歌壇史の研究 / 井上宗雄著

貸出不可

中央館・書庫（図書） 911.14/I,57

57 11104767163

BB0503914X

貸出不可

中央館･一般

911.2/Ka,56

58 11104767155

BA89785461

貸出不可

中央館･一般

911.31/Y,91

59 11104767392

BB25718610

慶長・元和和漢聯句作品集成 / 京都大学和漢聯句研究会編

貸出不可

中央館･一般

911.2/Ke,21

60 11104720736

BB09026773

平野法楽連歌 : 過去から未来へ / 杭全神社編

貸出不可

中央館･一般

911.2/H,66

61 11104767139

BA85551196

室町前期和漢聯句作品集成 / 京都大学国文学研究室, 京都大学中
国文学研究室編

貸出不可

中央館･一般

911.2/Mu,74

62 11104767147

BB01640133

室町後期和漢聯句作品集成 / 京都大学国文学研究室, 京都大学中
国文学研究室編

貸出不可

中央館･一般

911.2/Mu,74

63 11104561697

BB18104346

心敬十体和歌 : 評釈と研究 / 大村敦子 [ほか] 著

貸出不可

中央館･一般

911.2/Sh,64

室町前期

看聞日記紙背和漢聯句譯注 : 「応永二十五年十一月二十五日和漢
聯句」を読む / 京都大学国文学研究室, 京都大学中国文学研究室
編
良基・絶海・義滿等一座和漢聯句譯注 / 京都大学国文学研究室,
京都大学中国文学研究室編
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請求記号
915/N,73/(1)

