
　　　　　　　　　　　

No. 書名 著者 出版社 請求記号

一般図書

1 倉野 憲司／校注 岩波書店

2 新視点『古事記』『日本書記』の神々 新人物往来社

3 日本の神話・伝説が面白いほどわかる本 新人物往来社

4 日本神話がわかる。 朝日新聞社

5 日本の神話と地名のはなし 由良 弥生／著

6 日本の神話伝説 吉田 敦彦／著 青土社

7 すぐわかる日本の神社 井上 順孝／監修 東京美術

『古事記』『日本書紀』で読み解く

8 伊勢神宮 三好 和義／ほか著 淡交社

9 伊勢神宮と出雲大社 新谷 尚紀／著 講談社

「日本」と「天皇」の誕生

10 図説伊勢神宮 松平 乘昌／編 河出書房新社

11 伊勢神宮　現代に生きる神話 宮澤 正明／著 講談社

12 るるぶお伊勢まいり

13 ニッポン神社紀行 大野 芳／著 講談社

14 開運！神社さんぽ 上大岡 トメ／著

古事記でめぐるご利益満点の旅

15 出雲大社の暗号 関 裕二／著 講談社

16 出雲大社 千家 尊統／著 学生社

17 古事記のコード 池田 潤／著 戎光祥出版

太陽のラインと隠された古代地図

18 古事記の想像力 井上 辰雄／著 遊子館

19 古事記のことば 井上 辰雄／著 遊子館

20 古事記と日本書紀の成立 梅沢 伊勢三／著 吉川弘文館

21 「記紀」はいかにして成立したか 倉西 裕子／著 講談社

「天｣の史書と「地」の史書

22 古事記を読む 三浦 佑之／編 吉川弘文館
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164.1/シ

164.1/ニ

164.1/ニ

ランダムハウス講談
社 164.1/ユ

164.1/ヨ

175/ス

175.8/イ

175.8/シ

175.8/ズ

175.8/ミ

JTBパブリッシング 175.8/ル

175.9/オ

アース・スターエン
ターテイメント 175.9/カ

175.9/セ

175.9/セ

210.3/イ

210.3/イ
神から人への113のものがたり

210.3/イ

この国を知る134の神語り

210.3/ウ

210.3/ク

210.3/コ



23 よくわかる古事記 島崎 晋／著 新人物往来社

神々の時代の日本の姿

24 古事記と日本書紀 武光 誠／著 ナツメ社

25 日本建国の暗号 中矢 伸一／著 ビジネス社

伊勢神宮の謎と天照大神の真実

26 古事記・日本書紀を歩く 林 豊／著

神話と伝説の世界を訪ねて

27 古事記のひみつ　歴史書の成立　 三浦 佑之／著 吉川弘文館

28 古事記の歴史意識 矢嶋 泉／著 吉川弘文館

29 地図と写真から見える！古事記・日本書紀 山本 明／著 西東社

30 出雲古事記のふるさとを旅する 瀧音 能之／監修 平凡社

イザナキ・イザナミ、スサノオ、オオクニヌシに会いに

31 古事記　（まんがで読破） イースト・プレス

32 ぼおるぺん古事記　１ こうの 史代／著 平凡社

33 水木しげるの古代出雲 水木 しげる／著 角川書店

34 阿刀田高の楽しい古事記 阿刀田 高／著 角川書店

35 図説古事記 石井 正己／著 河出書房新社

36 超訳古事記 鎌田 東二／著 ミシマ社

37 現代語訳古事記 福永 武彦／訳 河出書房新社

38 古事記　　編纂一三〇〇年記念 千田 稔／監修 平凡社

39 口語訳古事記　 三浦 佑之／訳・注釈 文藝春秋

40 古事記 角川書店／編 角川学芸出版

41 古事記   現代語訳付き 中村 啓信／訳注 角川学芸出版

42 古事記不思議な１３００年史 斎藤 英喜／著 新人物往来社

43 古事記の読み方　八百万の神の物語 坂本 勝／著 岩波書店

44 島崎 晋／著

45 姫たちの伝説  古事記にひらいた女心 中山 千夏／著 築地書館

46 古事記講義 三浦 佑之／著 文藝春秋

47 古事記を旅する 三浦 佑之／著 文藝春秋

48 本居宣長『古事記伝』を読む　１ 神野志 隆光／著 講談社

210.3/シ

210.3/タ

210.3/ナ

JTBパブリッシング 210.3/ハ

210.3/ミ

210.3/ヤ

210.3/ヤ
豊富なビジュアルで日本人の"心"を知る！

291.7/イ

バラエティ アートワークス
／企画・漫画 Ｍ/726.1/コ

M/726.1/コ/1

M/726.1/ミ

913.2/ア

913.2/イ

913.2/カ

B/913.2/ゲ

913.2/コ

913.2/コ

B/913.2/コ

B/913.2/コ

913.2/サ

913.2/サ

読み出したら止まらない古事記  [イラスト版]
PHPエディターズ・グ
ループ 913.2/シ

913.2/ナ

913.2/ミ

913.2/ミ

913.2/モ/１



49 日本を読もう　わかる古事記  マンガ遊訳 西日本出版社

50 古事記   建国の神々 日本図書刊行会

51 現代語訳 日本の古典 １ 古事記 梅原 猛／著 学研

52 小学館

53 日本の古典をよむ　１　古事記 小学館

54 日本の古典 １ 古事記　 世界文化社

ティーンズ図書

55 神社と神々 井上 順孝／監修 実業之日本社

56 古事記・日本書紀 榎本 秋／著 新星出版社

神々とともに歩んだ日本創世記

57 はじめての日本神話　『古事記』を読みとく 坂本 勝／著 筑摩書房

58 日本神話入門　『古事記』をよむ 阪下 圭八／著 岩波書店

59 少年少女古典文学館　１　古事記 橋本 治／著 講談社

60 ポプラ社

児童書

61 国際理解にやくだつ世界の神話　１ 吉田 敦彦／編・監修 ポプラ社

62 ヤマトタケル 金の星社

63 古事記物語 福永 武彦／作 岩波書店

64 松谷 みよ子／著 講談社

65 松谷 みよ子／著 講談社

66 心をそだてる松谷みよ子の日本の神話 松谷 みよ子／著 講談社

67 アマテラス　＜世界の神話絵本・古事記＞ ほるぷ出版

68 あかね書房

69 あかね書房

70 あかね書房

71 あかね書房

72 あかね書房

73 あかね書房

村上ナッツ／文、村田右
富実／監修 913.2/ム

矢島 貞／[訳]著 913.2/ヤ

918/ゲ/1

新編日本古典文学全集　第1巻　古事記 Z/918/シ/1

Z/918/ニ/1

918/ニ/1

Ｙ/175/ジ

Ｙ/210.3/エ

Y/913.2/サ

Y/913.2/サ

Y/918/シ/1

21世紀によむ日本の古典　1巻　古事記 Y/918/ニ/1

164/コ/1

浜田けい子／作、堤のぶ
き／画 Ｆ/ハ

F/フ

松谷みよ子のむかしむかし　4巻 F/マ/4

松谷みよ子のむかしむかし　5巻 F/マ/5

Ｆ/マ

東逸子／絵、船崎克彦／
文 E/ア

日本の神話　1巻　くにのはじまり
赤羽末吉／絵、舟崎克彦
／文 MU/E/ニ/1

日本の神話　2巻　あまのいわと
赤羽末吉／絵、舟崎克彦
／文 MU/E/ニ/2

日本の神話　3巻　やまたのおろち
赤羽末吉／絵、舟崎克彦
／文 MU/E/ニ/3

日本の神話　4巻　いなばのしろうさぎ
赤羽末吉／絵、舟崎克彦
／文 MU/E/ニ/4

日本の神話　5巻　すさのおとおおくにぬし
赤羽末吉／絵、舟崎克彦
／文 MU/E/ニ/5

日本の神話　6巻　うみさちやまさち
赤羽末吉／絵、舟崎克彦
／文 MU/E/ニ/6
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