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資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

江戸の出版事情 内田啓一 著 青幻舎 2007 0231/45/7

かわら版物語 江戸時代マスコミの歴史 小野秀雄 著 雄山閣出版 1988 0702/1/88

図説日本文化の歴史 10 江戸 下
（「宿駅の疲弊とかわら版の盛行」）

林英人 編 小学館 1980 2101/124/10-S0

大江戸番付づくし 石川英輔 著 実業之日本社 2001 2105/1123/1

江戸のマスコミ「かわら版」
 「寺子屋式」で原文から読んでみる

吉田豊 著 光文社 2003 2105/1143/3

近世災害情報論
（「近世における災害情報とかわら版」）

北原糸子 著 塙書房 2003 2105/1185/3

大江戸まる見え番付ランキング 小林信也 監修
学研
パブリッシング

2013 2105/1644/13

江戸意外史 NHK「趣味の手帳」より
（林英夫「江戸の見立番付」）

文化出版局 編 文化出版局 1978 2105/314/78

江戸の大変 かわら版 天の巻
地震・雷・火事・怪物

稲垣史生 監修 平凡社 1995 2105/796/1

江戸の大変 かわら版 地の巻
仇討・心中・乱・黒船

稲垣史生 監修 平凡社 1995 2105/796/2

番付で読む江戸時代
林英夫,
青木美智男 編

柏書房 2003 2105/L1133/3

歴史考証事典 6　（「裏がえし瓦版」） 稲垣史生 著 新人物往来社 1990 3821/147/6

ちょっと使ってみたくなる「江戸ことば」100選
（「かわら版・煮売屋・夜鷹蕎麦・・・「庶民の暮ら
し」の江戸ことば」）

中江克己 著 青春出版社 2006 3821/302/6

決定版 番付集成 青木美智男 編 柏書房 2009 3821/L330/9

江戸さいえんす図鑑
（深代彩子「大江戸瓦版事情」）

SADANORI 編 インテグラ 1990 4030/2/90

江戸の野菜 消えた三河島菜を求めて
（「見立番付に見る江戸の料理と野菜」）

野村圭佑 著
荒川クリーンエ
イド・フォーラム

2005 6260/7/5

図説「見立」と「やつし」
　日本文化の表現技法

国文学
研究資料館 編

八木書店 2008 7021/242/8

江戸・明治・大正・昭和の美術番付集成
書画の価格変遷ニ○○年

瀬木慎一 著 里文出版 2000 7067/11/0

錦絵のちから 幕末の時事的錦絵とかわら版 富澤達三 著 文生書院 2004 7218/413/4

錦絵を読む 浅野秀剛 著 山川出版社 2002 7218/431/2

三田村鳶魚全集 15 （「瓦版の話」） 三田村鳶魚 著 中央公論社 1976 816/10/15-S0

江戸の文人サロン 知識人と芸術家たち 揖斐高 著 吉川弘文館 2009 9102/630/9

東京人 68,8-5(1993.5)
（ジェラルド・グローマー「朝野新聞社 瓦版から新
聞へ」）

都市出版 編
東京都
文化振興会

1993 C36/3182/144-68

愛知県史研究 18
（青木美智雄「見立番付研究からみた形物香合
番付」）

愛知県 編 愛知県 2014 C55/2155/10-18

東京大学コレクション 9 ニュースの誕生
かわら版と新聞錦絵の情報世界

木下直之,
吉見俊哉 編

東京大学
総合研究
博物館

1999 M3632/TO-3/8-9



資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

かわら版・鯰絵にみる江戸・明治の災害情報
-石本コレクションから

東京大学附属図書
館所蔵資料
展示委員会 編

東京大学
附属図書館

2008 M3632/TO-7/2

番付から見るあらかわ
荒川区立荒川
ふるさと文化館

荒川区立荒川
ふるさと文化館

2014 M3641/AR-1/31

品川歴史館紀要 24
（田中葉子「描かれ詠われた品川台場 ペリー来
航時かわら版の検討から」）

品川区立
品川歴史館 編

品川区立
品川歴史館

2009 M3651/SH-1/24

刷り物に見る幕末・明治の庶民生活
岐阜県
歴史資料館 編

岐阜県
歴史資料館

2002 M53/GI-13/5

見立ての世界 見立て絵と見立て番付
南木コレクションシリーズ

大阪城天守閣
編

大阪城天守
閣

2004 M63/OS-5/24

元興寺文化財研究 84
（五代雄資「相撲文化と相撲番付の諸相」）

元興寺
文化財研究所

元興寺
文化財研究所

2004

國文學 解釈と教材の研究 50-6,724(2005.6)

近世小説 その豊饒
（「メディアとしての瓦版、そして実録」）

学燈社 2005

別冊相撲 3-1,3(1975.夏季) 相撲浮世絵
ベースボー
ル・マガジン社

1975

太陽コレクション 5
かわら版・新聞 江戸・明治三百事件 1
大阪夏の陣から豪商銭屋五兵衛の最期

平凡社 1978

太陽コレクション 6
かわら版・新聞 江戸・明治三百事件 2
黒船来航から鳥羽伏見の戦い

平凡社 1978

太陽コレクション 7
かわら版・新聞 江戸・明治三百事件 3
江戸開城から東海道線全通

平凡社 1978

人類文化研究のための
非文字資料の体系化 2
（富澤達三「「黒船かわら版」の情報」）

神奈川大学21世
紀COEプログラム研
究推進会議/編

神奈川大学21
世紀COEプログ
ラム研究推進
会議

2004

歴史への招待 1
（中山榮之輔「かわら版の地震情報」）

日本放送
出版協会

1979

歴史への招待 8
（中山榮之輔 「かわら版に見るパロディ-江戸大
火-」）

日本放送
出版協会

1980

歴史公論 3-5(1977.5)  幕末と民衆
（中山栄之輔・今田洋三「かわら版と幕末の情
報」）

雄山閣出版 1977

歴史公論 5-10,47(1979.10)
江戸時代の災害
（中山栄之輔「災害報道とかわら版」）

雄山閣出版 1979

☆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。

＊図書室HP
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/purpose/library/
＊OPAC(蔵書検索）

http://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/
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