
北京・熙代勝覧関連図書リスト

７階図書室

資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号/資料番号

＊北京＊

歴史遊学 史料を読む

(武内房司「ある北京直訴の記録-清朝治下マイノリティ

の科拳受験問題」)

学習院大学

文学部史学 編
山川出版社 2001 2040/38/1

世界繁盛の三都 ロンドン・北京・江戸 加藤祐三 著 日本放送出版協会 1993 2095/3/93

江戸東京学への招待 2 都市誌篇

(陣内秀信「北京と東京の比較都市論」)

小木新造,

陣内秀信 編著
日本放送出版協会 1995 2136/507/2

江戸と北京 英国園芸学者の極東紀行
ロバート・

フォーチュン 著
廣川書店 1983 2910/49/83

相互理解としての日本研究

日中比較による新展開

法政大学

国際日本学研究所 編
法政大学 2007 3021/44/7

伝統都市 4 分節構造 吉田伸之,伊藤毅 編 東京大学出版会 2010 3617/113/4

北京風俗図譜 1･2 平凡社 1964 3822/7/1･2

燕京歳時記 北京年中行事記 敦崇 著 平凡社 1967 3862/2/67

中国の口承文芸 4 北京の伝説 金受申 著 平凡社 1976 3882/2/4

近世都市の成立

シリーズ都市・建築・歴史 5
鈴木博之 他編 東京大学出版会 2005 5208/18/5

演劇・北京－東京 戸板康二 著 村山書店 1956 7704/23/56

長安から北京へ 司馬遼太郎 著 中央公論社 1979 9156/B47/79

紫禁城の至寶 北京故宮博物院展 東京ルネッサンス 1992 C36/7022/1

日韓中博物館国際シンポジウム 東京都事業企画課 編 東京都江戸東京博物館 他 2007 M3624/TO-3/186-

孫文と梅屋庄吉 100年前の中国と日本 東京国立博物館 他編 東京国立博物館 他 2011 M3631/TO-2/L442-S0

北京故宮博物院200選 東京国立博物館 他編 朝日新聞社 他 2012 M3631/TO-2/L443-S0

上海博物館 中国絵画の至宝 東京国立博物館 編 東京国立博物館 2013 M3631/TO-2/457

東京大学史料編纂所研究紀要 22

(杉山清彦 「清代の北京と紫禁城 武人と文人、旗人と

民人」)

東京大学

史料編纂所　編
東京大学史料編纂所 2012 M3632/TO-5/7-22

善本五十選 北京の看板

天理図書館所蔵品

天理大学付属

天理図書館 他編
天理ギャラリー 1995 M3634/TE-2/23

東京家政大学博物館紀要 18

（松本睦子「北京料理と宮廷料理について」)

東京家政大学

博物館 編
東京家政大学博物館 2013 M3644/TO-1/2-18

紫禁城 写真展 東京都写真美術館 監修 朝日新聞社 2008 M3653/TO-4/295



資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号/資料番号

Art treasures from birthday at the Qing Court the Palace Museum Chinese Arts & Crafts MG105/KO-1/2-E

Selected works of ancient ～ :

Book series of Capital Museum

Capital Museum,

 China
北京出版社 2005 MG105/CA-1/1- -E

故宮博物院 故宮博物院 編 紫禁城出版社 2005 MG105/PA-1/L1-T

華夢遺珍 老北京三百六十行絵本 上・中・下 首都博物館 編 北京出版社 2007 MG105/CA-1/L5- -T

首都博物館 : Capital Museum China 首都博物館 編 北京出版社 2010 MG105/CA-1/6-T

首博国宝 首都博物館 編 首都博物館 2015 MG105/CA-1/7-T

首都博物館二十周年紀念館蔵精品[JI]英 首都博物館 編 燕山出版社 2001 MG105/CA-1/8-T

故宮匯寶 [中路] :

Treasures of the Imperial Palace

北京故宮

文化服務中心
MG105/PA-1/3･4-T

史學 73-1

(山本英史「中国歴史文献収蔵機関情報」)
三田史学会 2004 04601703

計量史研究 28-1

科学史国際会議(2005年 北京)

(邱隆「清末貨幣用天秤の探索」)

日本計量史学会 2006 06602177

サライ 20-12(2008.6.19)

世界遺産と古路地に遊び、中国4000年の美味に酔う

北京3泊4日「愉快的」旅行

小学館 2008 08500114

芸術新潮 59-8(2008.8) 北京 新潮社 2008 08500170

年報都市史研究 9 東アジアの伝統都市 都市史研究会 編 山川出版社 2001 10601964

年報都市史研究 12 伝統都市の分節構造 都市史研究会 編 山川出版社 2004 10601967

年報都市史研究 19 伝統都市論 都市史研究会 編 山川出版社 2012 13600838

別冊都市史研究 (2005.7) 水辺と都市 伊藤毅,吉田伸之 編 山川出版社 2005 14500068

史学雑誌 124-11(2015.11)

(村上正和「清代北京の捕り手-番役・捕役とその社会

関係について-」)

史学会 編 山川出版社 2015 15500411

＊熙代勝覧＊

『熈代勝覧』の日本橋 活気にあふれた江戸の町 小澤弘,小林忠 著 小学館 2006 7212/34/6

 大江戸日本橋絵巻 「熙代勝覧」の世界 浅野秀剛,吉田伸之 編 講談社 2003 7218/418/3

大江戸八百八町展 東京都江戸東京博物館 編
東京都

江戸東京博物館
2003 M3624/TO-3/256

民族藝術 22(2006) 江戸の民族藝術 民族藝術学会 他編著 民族藝術学会 2006 06601737

☆江戸東京博物館７階図書室（入室無料）

＊OPEN　９：３０～１７：３０

＊閉架図書・コピー請求受付　９：３０～１１：３０，１３：００～１６：３０

＊コピー料金　白黒３０円/１枚　カラー１００円/１枚

＊図書の貸出しは行っていません。


