
　

No. 書　名 著 者 名 出 版 社 請 求 記 号

1 新版 古文書も読めるくずし字辞典 池田 こういち∥著 学研 210.0/イ

2 入門古文書小字典 林 英夫∥監修 柏書房 210.0/ニ

3 音訓引き古文書字典 林 英夫∥監修 柏書房 210.0/ハ

4 図録・古文書入門事典 若尾 俊平∥編著  柏書房 210.0/ワ

5 変体がな解読字典 竹田 悦堂∥編 雄山閣出版 728.5/ヘ

No. 書　名 著 者 名 出 版 社 請 求 記 号

6 古文書はじめの一歩 油井 宏子∥著 柏書房 210.0/ア

7 古文書くずし字見わけかたの極意 油井 宏子∥著 柏書房 210.0/ア

8 手がかりをつかもう!古文書くずし字 油井 宏子∥著 柏書房 210.0/ア

9 絵で学ぶ古文書講座 漂流民と異国船との出会い 油井 宏子∥著 柏書房 210.0/ア

10 武士と大名の古文書入門 新井 敦史∥著 天野出版工房 210.0/ア

11 くずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井 宏子∥著 東京堂出版 210.0/ア

12 おさらい古文書の基礎 文例と語彙 林 英夫∥監修 柏書房 210.0/オ

13 60歳からの古文書独学 片山 正和∥著 新人物往来社 210.0/カ

14 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 苅米 一志∥著 吉川弘文館 210.0/カ

15 基礎古文書のよみかた 林 英夫∥監修 柏書房 210.0/キ

16 知識ゼロからの古文書を読む 古賀 弘幸∥著 幻冬舎 210.0/コ

17 覚えておきたい 古文書くずし字200選 柏書房編集部∥編 柏書房 210.0/コ

18 歴史好きのための古文書入門 高尾 善希∥著 柏書房 210.0/タ

19 やさしい古文書の読み方 高尾 善希∥著 日本実業出版社 210.0/タ

20 三くだり半からはじめる古文書入門 高木 侃∥著 柏書房 210.0/タ

21
(古文書の世界をひらく10の方法) (1)
もじもじもじの森

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

22
(古文書の世界をひらく10の方法) (2)
たかが文字というなかれ

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

23
(古文書の世界をひらく10の方法) (3)
ことのはの丘のうえで

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

24
(古文書の世界をひらく10の方法) (4)
真昼に星の降るごとく

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

25
(古文書の世界をひらく10の方法) (5)
似て非ならざるもの跳梁す

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

26
(古文書の世界をひらく10の方法) (6)
あちらこちらと月が飛ぶ

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

27
(古文書の世界をひらく10の方法) (7)
墨色に華をそえて

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

28
(古文書の世界をひらく10の方法) (8)
いのちなき砂のさらさらと

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ

29
(古文書の世界をひらく10の方法) (9)
ハリガネ流手習い読本 上

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ/1

30
(古文書の世界をひらく10の方法) (10)
ハリガネ流手習い読本 下

樋口 政則∥著  名著出版 210.0/ヒ/2

31 よくわかる古文書教室 江戸の暮らしとなりわい 佐藤 孝之∥監修 天野出版工房 210.0/ヨ

32 古文書をはじめる前の準備講座 吉田 豊∥著 柏書房 210.0/ヨ

33 寺子屋式古文書手習い 吉田 豊∥著 柏書房 210.0/ヨ

34 寺子屋式古文書手習い 続 吉田 豊∥著 柏書房 210.0/ヨ/2

35 寺子屋式古文書女筆入門 吉田 豊∥著 柏書房 210.0/ヨ

古文書に親しむ本
                                   古文書読解に役立つ本を揃えました。ぜひご活用ください。　   　  [会津図書館]

古文書の基礎を学ぶ（辞典）

古文書の基礎を学ぶ（入門書）



No. 書　名 著 者 名 出 版 社 請 求 記 号

36 読めなくても大丈夫! 中世の古文書入門 小島 道裕∥著 河出書房新社 210.4/コ

37 日本語のくずし字が読める本 入門 角田 恵理子∥著  講談社 728/ツ

38 日本語のくずし字が読める本 実践 角田 恵理子∥著  講談社 728/ツ

39 妖怪草紙 くずし字入門 アダム カバット∥著 柏書房 728.1/カ

40 今のことばで覚える初めてのくずし字 齋藤 均∥編 柏書房 728.5/イ

41
古文書を楽しく読む！よくわかる「くずし字」見分け方の
ポイント　新版

齋藤　均∥監修
山本　明∥著

株式会社メイツユニ
バーサルコンテンツ

728.5/ヤ

42
妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ!「くずし字」読解　　　の
ポイント

齋藤　均∥監修
山本　明∥著

株式会社メイツユニ
バーサルコンテンツ

728.5/ヤ

43 国立国会図書館月報 2018年1月 681号 国立国会図書館 雑誌

44 国立国会図書館月報 2018年2月 682号 国立国会図書館 雑誌

45 国立国会図書館月報 2018年3月 683号 国立国会図書館 雑誌

46 国立国会図書館月報 2018年4月 684号 国立国会図書館 雑誌

47 国立国会図書館月報 2018年5月 685号 国立国会図書館 雑誌

48 国立国会図書館月報 2018年6月 686号 国立国会図書館 雑誌

49 国立国会図書館月報 2018年7・8月 687・688号 国立国会図書館 雑誌

50 国立国会図書館月報 2018年9・10月 689・690号 国立国会図書館 雑誌

No. 書　名 著 者 名 出 版 社 請 求 記 号

51 古文書はこんなに面白い 油井 宏子∥著 柏書房 210.0/ア

52 古文書はこんなに魅力的 油井 宏子∥著 柏書房 210.0/ア

53 実力判定古文書解読力 小林 正博∥編著 柏書房 210.0/コ

54 古文書への招待 日本古文書学会∥編 勉誠出版 210.0/コ

55 ステップアップ古文書の読み解き方 天野 清文∥他著 天野出版工房 210.0/ス

56 チャレンジ江戸の古文書 犬鷹大切物語 吉田 豊∥編  柏書房 210.0/イ

57 チャレンジ江戸の古文書 大奥激震録 吉田 豊∥編  柏書房 210.0/オ

58 チャレンジ江戸の古文書 街なか場末の大事件 吉田 豊∥編  柏書房 210.0/マ

59 史料を読み解く 1　中世文書の流れ 久留島 典子,五味 文彦∥編 山川出版社 210.0/シ/1

60 史料を読み解く 2　 近世の村と町 森下 徹, 吉田 伸之∥編 山川出版社 210.0/シ/2

61 史料を読み解く 3　近世の政治と外交 藤田 覚∥編 山川出版社 210.0/シ/3

62 史料を読み解く 4　幕末・維新の政治と社会 鈴木 淳,西川 誠,松沢 裕作∥著 山川出版社 210.0/シ/4

63 戦国古文書入門 渡邊 大門∥編 東京堂出版 210.4/セ

64 江戸が大好きになる古文書 油井 宏子∥著 柏書房 210.5/ア

65 そうだったのか江戸時代 古文書が語る意外な真実 油井 宏子∥著  柏書房 210.5/ア

66 江戸時代&古文書虎の巻 油井 宏子∥監修 柏書房 210.5/エ

67 江戸時代の古文書を読む 家康・秀忠・家光 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

68 江戸時代の古文書を読む 元禄時代 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

69 江戸時代の古文書を読む 享保の改革 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

70 江戸時代の古文書を読む 田沼時代 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

71 江戸時代の古文書を読む 寛政の改革 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

72 江戸時代の古文書を読む 文化・文政の世 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

73 江戸時代の古文書を読む 天保の改革 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

74 江戸時代の古文書を読む ペリー来航 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

75 江戸時代の古文書を読む 徳川の明治維新 徳川林政史研究所∥監修 東京堂出版 210.5/エ

76
江戸日本橋商人の記録
<にんべん>伊勢屋高津伊兵衛家の古文書

林 英夫∥監修 柏書房 210.5/カ

77 解読近世書状大鑑 林 英夫∥監修 柏書房 210.5/カ

78 独習江戸時代の古文書 北原 進∥著 雄山閣 210.5/キ

史料を読み解く

※雑誌『国立国会図書館月報』は2018年1月号から9・10月号まで、「資料の世界の歩き方 変体仮名でめぐる資料あれこれ」を連載しています。


