江戸時代にタイムトラベル
地図で旅する

● 『名古屋時代ＭＡＰ 江戸尾張編』 新創社／編
（光村推古書院 2009.5） 215.5/ﾅｺ 1109660983
古地図と現代地図を重ねて見られるようにした地図なので、手軽に今と昔を
行き来して比較できます。東京・大江戸編、京都・幕末維新編などもあります。
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● 『尾張名所図会絵解き散歩 増補版』 前田栄作／文, 水野鉱造／写真
（風媒社 2013.10） 291.55/ﾏｴ 1110737052
江戸時代、江戸や大和（奈良）など、各地の名所旧跡を描いたガイドブックが
流行しました。もちろん、名古屋のだってこうして出ています。
テレビなどの時代劇や時代小説の舞台といえば、
多くの人が江戸時代を思い浮かべるのではないでしょうか。
遠いけれども、どこか身近な時代の暮らしについての本を集めてみました。

本で旅する

昔が舞台だけれど今に通じる何かがある、
そんな時代小説を読んでみよう！
⇒ どんな話があるの？

● 『ぼくらが惚れた時代小説』 山本一力，縄田一男，児玉清／著
（朝日新聞社 2007.1） 910.26/ﾔﾏ 1109100718
⇒ 時代小説・時代劇のお供に…。
● 『図解江戸用語早わかり辞典 時代小説・時代劇・落語がますます面白い！』
河合 敦／監修 （ナツメ社 2013.12） 210.5/ｽｶ 1110752934
● 『エドノミクス 歴史と時代劇で今を知る』 飯田泰之，春日太一／著
（扶桑社 2014.6） 210.5/ｲｲ 1110861993
時代劇を楽しむために、エコノミストと時代劇研究家が、物語の下敷きとなる政治
や経済、時代劇製作の「ウンチク」や「マメ知識」を語り合います。

DVD で旅する
● 「タイムスクープハンター」シリーズ （NHK エンタープライズ） ＡＶ室（2A/D **）
知ってそうで知らなかった日本の歴史をとりあげ、未来から派遣された時空ジャー
ナリストによるレポートとして再現する NHK の歴史エンターテイメント番組。
通史を扱いますが、大半が江戸時代の話題です。

３階ティーンズコーナー・ミニ展示

平成２７年７月１０日～１０月７日開催

江戸時代ってどんな時代？
● 『グローバリゼーションの中の江戸』 田中優子／著 ［岩波ジュニア新書］
（岩波書店 2012.6） ﾃｺ J210/ﾀﾅ 1110457569
江戸時代といえば「鎖国」のイメージですが、実は、海外のものを巧みに取り
入れながら、「大航海時代」のグローバリゼーションの波に流されることもなく、
独自の発展をとげた時代でした。ファッションや道具、絵画等から「グローバル」
について考えます。
● 『百姓たちの江戸時代』 渡辺尚志／著 ［ちくまプリマー新書］
（筑摩書房 2009.6） ﾃｺ J210.5/ﾜﾀ 1109688385
江戸時代の人口の 8 割は百姓身分の人々。無名の人々の
営みから、私たちの生活を見つめなおします。
● 『江戸時代』 深谷克己／著 ［岩波ジュニア新書］
（岩波書店 2000.3） ﾃｺ J210/ﾌｶ 1107813493
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江戸時代の社会と生活
社会
● 『地図で読み解く江戸・東京 江戸の暮らしが見えてくる』
江戸風土研究会／編・著（技術評論社 2015.5） 213.61/ﾁｽ 1111030924
江戸後期の地図・江戸切絵図と現代地図を比較すると、江戸の町の都市計画と
その発展、利用のされ方等から、江戸の文化と暮らしが見えてきます。
● 『武士はなぜ腹を切るのか 日本人は江戸から日本人になった』 山本博文／著
（幻冬社 2015.5） 210.5/ﾔﾏ 1111036900
江戸の社会の仕組みと、武士・町人・農民たちの生き生きとした姿。
● 『図説江戸 8 大江戸捕物帳』 秋山忠弥／監修 （学研 2003.12）
322.15/ｱｷ 1108440045
江戸の司法制度についてや、時代劇・捕物帳のヒーローたちを図版・写真で紹介。

● 『大江戸復元図鑑』 笠間良彦／著画 （遊子館）
☆ ＜庶民編＞ （2001.11） 382.13/ｻｻ 1108466598
☆ ＜武士編＞ （2004.5） 382.13/ｻｻ 1108635707
武士や庶民の生活全般を、臨場感あふれる膨大な
量の図とやさしい解説で復元しました。

経済

● 『江戸の卵は 1 個 400 円！ モノの値段で知る江戸の暮らし』
丸田勲／著 （光文社 2011.4） 337.82/ﾏﾙ 1110355406

● 『江戸あきない図譜』 高橋幹夫／著 （青蛙房 1993.7） 672.1/ﾀｶ 1106311906
江戸時代のあきないの技とパワーを 400 余の図版で実証する、江戸のビジネス事情。
● 『江戸の大衆芸能 歌舞伎・見世物・落語』 （大江戸カルチャーブックス）
川添 裕／著 （青幻舎 2008.11） 774.25/ｶﾜ 110958998
● 『江戸の旅文化』 神崎宣武／著 （岩波書店 2004.3） 384.37/ｶﾝ 1108483857
● 『浮世絵で読む、江戸の四季とならわし』 赤坂治績／著 （NHK 出版 2014.1）
386.1/ｱｶ 1110790210

遊

● 『絵で見る江戸の女子図鑑 時代小説のお供に』
善養寺ススム／文・絵， 江戸人文研究会／編
（廣済堂出版 2015.2） 384.6/ｾﾝ 1110973882
職業、着物、髪型…など、カラーイラストと案内役・
衣
貸本屋善右衛門のユニークな解説で、江戸時代に
生きた女性たちのくらしとファッションを紹介します。

● 『大江戸番付づくし 江戸の暮らしと
ホンネ』 石川英輔／著
（実業之日本社 2001.10）
210.5/ｲｼ 1108042450
江戸時代の人々も、様々な対象を格付け
したランキングを楽しんでいたようです。

食
● 『江戸あじわい図譜』 高橋幹夫／著（青蛙房 1995.6） 383.8/ﾀｶ 1106805497

江戸時代の娯楽と文化
文芸

江戸期の本「守貞漫稿」等をもとに、江戸の暮らしぶりを食と季節から語ります。
● 『江戸料理をつくる』 福田浩／料理 （教育社 1991.3） 596.21/ﾌｸ 1105651251
● 『大江戸 24 時 意外に知らない人びとの生活！』 （新人物往来社 2009.7）
210.5/ｵｵ 1109733604
食べる、住む、飲む、働く、遊ぶ、祈る…。将軍から農民・子供・浪人まで、様々な
人々の 24 時間を追います。
● 『江戸時代の生活便利帖 現代語訳・民家日用廣益秘事大全』
三松館主人／著，内藤久男／訳 （幻冬舎 2014.2） 031.3/ｻﾝ 1110808163
● 『図説江戸っ子のたしなみ』 藤原千恵子／編 （河出書房新社 2007.9）
382.1/ｽｾ 1109657262
来日した欧米人の目に「日本には貧乏人はいるが貧困は存在しない」と見えた、
江戸っ子の贅沢な幸福力。「なんでもかでも ずっとよしよし」。

暮らし

● 『江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか？ 落語でひもとくニッポンの
しきたり』 田中優子／著 （小学館 2010.6） 382.13/ﾀﾅ 1110018630
● 「わたしの古典」シリーズ （集英社） ﾃｺ J918/**
『雨月物語』、『東海道中膝栗毛』、『松尾芭蕉集／与謝蕪村集』、
『心中天の網島』、『誹風柳多留』…など。
● 「橋本治・岡田嘉夫の歌舞伎絵巻」シリーズ （ポプラ社） ﾃｺ/J912/**
『仮名手本忠臣蔵』、『国姓爺合戦』、『義経千本桜』…など。
● 『江戸の理系力』 （江戸学入門） 洋泉社編集部／編 （洋泉社 2014.4）
402.1/ｴﾄ 9784800303738
● 『東海道五十三次で数学しよう “和算”を訪ねて日本を巡る』
（黎明書房 2006.12） ﾃｺ 419.1/ﾅｶ 1109094942
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