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平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

E-013 JAPANESE COIFFURE JAPANESE COIFFURE － 昭和14年4月30日 財団法人 国際観光協会

E-036 Guide To Edo-Tokyo Museum Guide To Edo-Tokyo Museum － 1995年 江戸東京博物館

E-005 HOMELIFE 最新版 冠婚葬祭事典 HOMELIFE サイシンバン カンコンソウサイジテン－ 昭和51年11月20日 株式会社講談社

E-015 Out of the East Out of the East － 1999年 W.W.Norton & Company, Ltd.

E-003 藍が来た道 アイガキタミチ － 1989年10月20日 株式会社 新潮社

E-003 紅と紺と （上） 日本女性史 アカトコント 1 ニホンジョセイシ－ 1976年5月20日 朝日新聞社

E-003 紅と紺と （下） 日本女性史 アカトコント 2 ニホンジョセイシ－ 1976年6月20日 朝日新聞社

E-025 アサヒグラフ アサヒグラフ 56巻38号 昭和27年9月17日 朝日新聞社

E-030 明日への茶道入門 アスヘノサドウニュウモン － 昭和52年4月28日 株式会社淡交社

E-028 新しいきもの双書 1 礼装と長着 アタラシイキモノソウショ 1 レイソウトナガギ－ 昭和36年1月10日 婦人画報社

E-018 新しい寸法による図解式 和服裁縫 後 アタラシイスンポウニヨルズカイシキ－ 昭和45年4月15日 株式会社雄鶏社

E-014 新しい寸法による図解式 和服裁縫 前 アタラシイスンポウニヨルズカイシキ－ 昭和41年7月15日 株式会社雄鶏社

E-018
新しい寸法による図解式 和服裁縫 礼
服編

アタラシイスンポウニヨルズカイシキ－ 昭和45年4月15日 株式会社雄鶏社

E-025 新しい目で見た服装史 アタラシイメデミタフクソウシ － 昭和35年5月15日 株式会社新樹社

E-013 誤った作法・誤り易い作法 アヤマッタサホウ・アヤマリヤスイサホウ－ 昭和7年3月20日 有文書院

E-001 ars graph アルスグラフ no.4 昭和27年7月1日 株式会社アルス

E-003 イーハトーブ 農学校 宮沢賢治先生と イーハトーブ ノウガッコウ ミヤザワケンジセンセイトハナノウ－ 昭和63年12月 岩手県立花巻農業高校学校 「花農」の読み仮名不明
E-003 『「いき」の構造』を読む イキ ノコウゾウ ヲヨム － 1979年3月20日 朝日新聞社

E-011 いきの源流 イキノゲンリュウ － 昭和61年2月20日 六興出版

E-025 衣裳かがみ イショウカガミ 2巻12号 明治40年10月20日 実業之日本社

E-010 衣裳と着附 イショウトキツケ － 大正14年11月25日 ヒノ楽社

E-036 和泉流宗家秘蔵による狂言展 イズミリュウムネイエヒゾウニヨルキョウゲンシュウ－ 1986年4月11日 読売新聞社

E-012
衣生活概論 生活の中の衣服 衣服が
語る人間と衣生活をささえる科学

イセイカツガイロン セイカツノナカノイフク－ 1983年8月15日 株式会社 旺文社

E-004 一色一生 イッショクイッショウ － 昭和57年9月10日 株式会社精興社

E-037 一竹辻が花・光の衣展 イッチクツジガハナ・ヒカリノコロモテン－ 記載無し KubotaPlanning

E-012 いつもあをぞら イツモアヲゾラ － 昭和61年11月29日 記載なし

E-034 衣道楽 イドウラク 1号 明治39年9月20日 伊藤呉服店

E-012 衣の社会学 イノシャカイガク － 昭和55年9月10日 株式会社 文芸春秋

E-015 生命あるすべてのものに イノチアルスベテノモノニ － 昭和63年9月19日 株式会社講談社

E-004 命を染めし一竹辻が花 イノチヲソメシイチタケツジガハナ－ 1986年3月10日 株式会社一竹辻が花

E-025
衣の文化人類学 「下半身の装い」に探
る人間の本性と変身への願望

イノブンカジンルイガク 「カハンシンノヨソオイ－ 1983年2月10日 PHP研究所

E-025 衣服研究 イフクケンキュウ 3巻1号 昭和18年1月15日 財団法人大日本国民服協会

E-003 衣服で読み直す日本史 イフクデヨミナオスニホンシ － 1998年6月25日 朝日新聞社

E-011 衣服の色 イフクノイロ － 1957年10月15日 株式会社 光生館

E-011 衣服の文化史 イフクノブンカシ － 昭和53年5月15日 研究社出版株式会社

E-025 衣服の歴史 イフクノレキシ － 昭和31年1月10日 株式会社河出書房

E-019 いろとあや きもの覚書 イロトアヤ キモノオボエガキ － 昭和59年11月7日 株式会社 淡交社

E-003 色と形の深層心理 イロトカタチノシンソウシンリ － 昭和61年1月20日 日本放送出版協会

E-003 色の染 イロトソメ － 昭和55年5月30日 毎日新聞社

E-004 色とつやの日本文化 イロトツヤノニホンブンカ － 昭和61年2月20日 筑摩書房

E-019 色とつやの日本文化 イロトツヤノニホンブンカ － 昭和61年2月20日 筑摩書房

E-003 色のことば イロノコトバ － 1994年7月26日 株式会社 紀伊国屋書店

E-017 色の日本史 イロノニホンシ － 昭和49年2月8日 株式会社淡交社

E-004 色の歴史手帖 イロノレキシテチョウ － 平成7年12月20日 PHP研究所

E-029 色の和名抄 イロノワメイショウ － 昭和59年7月30日 株式会社創文社

E-031 岩波グラフィックス34 西陣織―伝承の イワナミグラフィックス34 ニシジンオリ－ 昭和61年2月27日 岩波書店

E-022 陰陽五行と童児祭祀 インヨウゴギョウトドウジサイシ － 1986年6月10日 人文書院

E-012 陰陽五行と日本の民俗 インヨウゴギョウトニホンノミンゾク－ 1983年7月20日 人文書院

E-019 陰陽五行と日本の民俗 インヨウゴギョウトニホンノミンゾク－ 1998年3月15日 人文書院

E-026 上村六郎染色著作集 ウエムラロクロウセンショクチョサクシュウ1巻 昭和54年11月20日 株式会社思文閣出版

E-026 上村六郎染色著作集 ウエムラロクロウセンショクチョサクシュウ2巻 昭和55年2月29日 株式会社思文閣出版

E-026 上村六郎染色著作集 ウエムラロクロウセンショクチョサクシュウ3巻 昭和55年6月19日 株式会社思文閣出版

E-026 上村六郎染色著作集 ウエムラロクロウセンショクチョサクシュウ4巻 昭和55年9月12日 株式会社思文閣出版

E-026 上村六郎染色著作集 ウエムラロクロウセンショクチョサクシュウ5巻 昭和56年1月20日 株式会社思文閣出版

E-026 上村六郎染色著作集 ウエムラロクロウセンショクチョサクシュウ6巻 昭和56年5月29日 株式会社思文閣出版

E-036 浮世絵肉筆名品展 ウキヨエニクヒツメイヒンテン － 昭和48年4月18日 羽黒洞

E-005 美しい髪の歴史 ウツクシイカミノレキシ － 昭和33年1月17日 東京書房

E-003 「美しい女性」と呼ばれる作法秘訣集 ウツクシイヒト トヨバレルサホウヒケツシュウ－ 平成2年3月30日 株式会社 主婦と生活社

E-003 「美しい女性」と呼ばれる作法秘訣集 ウツクシイヒト トヨバレルサホウヒケツシュウ－ 平成2年3月30日 株式会社 主婦と生活社

E-003 美しい装いのために きもののすべて ウツクシイヨソオイノタメ二 キモノノスベテ－ 1967年8月10日 株式会社 鶴書房

E-030 美しい和食器の本 ウツクシイワショッキノホン － 昭和57年6月20日 株式会社講談社

E-013 宇野千代・きもの読本 ウノチヨ・キモノドクホン － 昭和32年4月1日 長嶋書房

E-019 梅のしるしと ウメノシルシト － 昭和60年6月1日 株式会社世論時報社

E-004 裏千家茶道教本 点前編 小習事全伝 ウラセンカサドウキョウホン テンゼンヘン－ 昭和35年3月28日 淡交新社

E-018 江戸小紋 エドコモン － 昭和54年5月1日 岡巳株式会社

E-037 江戸東京博物館 エドトウキョウハクブツカン － 平成5年3月27日 財団法人江戸東京歴史財団

E-009 江戸服飾史 エドフクショクシ － 昭和49年12月10日 有限会社 青蛙房

E-026 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 1巻 昭和50年10月10日 中央公論社

E-026 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 2巻 昭和51年1月10日 中央公論社

E-026 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 3巻 昭和51年6月20日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 4巻 昭和51年4月10日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 5巻 昭和51年9月10日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 6巻 昭和52年7月20日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 7巻 昭和51年11月30日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 8巻 昭和52年2月25日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 9巻 昭和52年10月20日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 10巻 昭和53年5月20日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 11巻 昭和53年2月20日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 12巻 昭和52年5月20日 中央公論社

E-024 江馬務著作集 エマツトムチョサクシュウ 別巻 昭和57年6月30日 中央公論社

E-032
エルミタージュ美術館展――ヨーロッパ
絵画／ロマン派から印象派へ

エルミタージュビジュツカンテン － 昭和62年7月4日 北海道新聞社
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E-001 演芸画報 エンゲイガホウ 36年2号 昭和17年2月1日 演芸画報社

E-011 扇 性と古代信仰 オウギ セイトコダイシンコウ － 1984年4月10日 人文書院

E-036
王朝装束にみる華麗な日本の美 衣紋
堂 髙倉家秘蔵店

オウチョウショウゾクニミルカレイナニホンノビ－ 昭和62年11月1日 財団法人 多摩市文化振興財団

E-005 王朝のあそび いにしえの雅びなせかい オウチョウノアソビ イニシエノミヤビナセカイ－ 記載なし 朝日新聞東京本社企画第一部
企画展のカタログのようで
す。会期は昭和63年1月3日
～13日。発行年月日は記載

E-008 大阪小間物装粧品変遷史 オオサカコマモノソウショウヒンヘンセンシ－ 昭和35年8月1日 日本商業新聞社

E-013 大島紬の歴史 オオシマツムギノレキシ － 昭和40年9月20日 株式会社 奄美特産商事

E-016 大原美術館 Ⅱ 日本の洋画 オオハラビジュツカン Ⅱニホンノヨウガ－ 記載なし 財団法人・大原美術館

E-016 大原美術館 Ⅲ 現代絵画 オオハラビジュツカン Ⅲ ゲンダイカイガ－ 記載なし 財団法人・大原美術館

E-016 大原美術館 Ⅳ 東洋の美術 オオハラビジュツカン トウヨウノビジュツ－ 昭和48年2月1日 財団法人・大原美術館

E-016 大原美術館 Ⅰ西洋の近代絵画と彫刻 オオハラビジュツカンⅠセイヨウノキンダイカイガトチョウコク－ 記載なし 財団法人・大原美術館

E-020 岡崎智予コレクション 櫛・かんざし オカザキトモヨコレクション クシ－ 昭和64年1月3日 図書出版紫紅社

E-010 小笠原新撰諸礼式 全 オガサワラシンセンショレイシキ－ 明治24年6月6日 嵩山堂本店

E-010 小笠原流 折紙の折方と水引の掛方 オガサワラリュウ オリガミノオリカタトミズヒキノカケカタ－ 昭和18年1月10日 服部文貴堂

E-010 小笠原流 男女諸礼獨案内 全 オガサワラリュウ ダンジョショレイドクアンナイ－ 明治29年4月7日 矢島誡進堂書店

E-013 小笠原流 包結のしるべ 上巻 オガサワラリュウ ホウケツノシルベ－ 昭和16年1月5日 大文館書店

E-013 小笠原流躾方百ヶ條 オガサワラリュウシツケカタヒャクカジョウ－ 天保14年正月吉日 東都書林

E-036 沖縄県立博物館 総合案内 オキナワケンリツハクブツカン － 平成3年3月25日 沖縄県立博物館

E-036 沖縄の文化財 Ⅳ オキナワノブンカザイ 4 － 1996年4月 沖縄県立博物館友の会

E-003 帯と化粧 オビトケショウ － 昭和48年6月10日 装道出版局

E-005 御雛 オヒナ － 平成3年2月20日 成巽閣

E-011 帯の趣味 オビノシュミ － 昭和39年4月20日 株式会社 徳間書店

E-016 帯の歴史 オビノレキシ － 昭和47年8月10日 装道きもの学院出版局

E-018 帯結び オビムスビ － 昭和55年12月10日 女性モード社

E-034 御へらだい オヘラダイ － 記載なし 記載なし 裁縫の箆台
E-015 面白い福引の作り方 オモシロイフクビキノツクリカタ － 昭和6年1月5日 株式会社 春江堂

E-010 折紙と水引の掛方図解 全 オリガミトミズヒキノカケカタズカイ－ 昭和5年2月20日 太陽社

E-025 織染の美 オリゾメノビ － 昭和32年4月10日 毎日新聞社

E-006 織りと染めもの オリトソメモノ － 1982年2月20日 株式会社ぎょうせい

E-034 織姫風土記 オリヒメフドキ － 昭和54年8月2日 社団法人家の光協会

E-012 おりふしの花 オリフシノハナ － 昭和54年4月6日 日本随筆家協会

E-001 織物の旅 西日本編 オリモノノタビ ニシニホンヘン － 昭和49年3月10日 毎日新聞社

E-001 織物の旅 東日本編 オリモノノタビ ヒガシニホンヘン－ 昭和49年3月10日 毎日新聞社

E-008 織物の知識 オリモノノチシキ － 昭和30年6月1日 株式会社繊維新聞社出版部

E-003 織物の日本史 オリモノノニホンシ － 昭和46年10月20日 日本放送出版協会

E-027 温故叢誌 オンコソウシ 17号 昭和35年11月20日 社団法人温故学会

E-028 おんな歳時記 オンナサイジキ － 昭和36年5月16日 産経新聞出版局

E-032 女の暮らし 化粧・きもの・櫛・かんざし オンナノクラシ ケショウ・キモノ－ 1986年1月4日 サントリー美術館

E-017 おんなの服飾史 飛鳥から鹿鳴館まで オンナノフクショクシ アスカカラロクメイカンマデ－ 昭和49年8月10日 読売新聞社

E-019 おんなの服飾史 飛鳥から鹿鳴館まで オンナノフクショクシ アスカカラロクメイカンマデ－ 昭和49年8月10日 読売新聞社

E-012 おんなを織る オンナヲオル － 昭和49年10月24日 株式会社 講談社

E-011 改訂 儀礼軌範 下巻 カイテイ ギレイキハン ゲカン － 昭和42年3月30日 記載なし

E-011 改訂 儀礼軌範 上巻 カイテイ ギレイキハン ジョウカン－ 昭和41年9月30日 記載なし

E-011 香りの来た道 カオリノキタミチ － 昭和61年3月20日 光風社出版

E-019 加賀友禅 カガユウゼン － 昭和47年7月15日 株式会社北国出版社

E-001 学習院女子部史料展目録付解説 ガクシュウインジョシブシリョウテンモクロクツキモクロク－ 昭和50年10月17日 記載なし

E-013 掛物と日本生活 カケモノトニホンセイカツ － 昭和16年7月20日 河原書店

E-020 歌集 桜花伝承 カシュウ オウカデンショウ － 昭和52年3月3日 牧羊社

E-017 仮説浮世草子 おんなときもの カセツウキヨゾウシ オンナトキモノ－ 昭和56年6月15日 株式会社繊研新聞社

E-019 仮説浮世草子 おんなときもの カセツウキヨゾウシ オンナトキモノ－ 昭和56年9月1日 株式会社繊研新聞社

E-011 仮説浮世草子 おんなときもの カセツウキヨゾウシ オンナトキモノ－ 昭和57年4月1日 株式会社 繊研新聞社

E-034 歌舞伎の衣裳 カブキノイショウ － 昭和49年11月15日 株式会社婦人画報社

E-029 鏑木清方文集 六 時粧風俗 カブラキキヨカタブンシュウ 6 － 昭和55年2月15日 株式会社白凰社

E-003 髪型の知性 カミガタノチセイ － 1978年1月31日 株式会社 紀伊国屋書店

E-022 カミナリさまはなぜヘソをねらうのか カミナリサマハナゼヘソヲネラウノカ－ 2000年12月20日 株式会社サンマーク出版

E-004 紙の民具 カミノミング － 1985年9月30日 岩崎美術社

E-014 家紋大図鑑 カモンダイズカン － 昭和61年2月20日 株式会社秋田書店

E-003 家紋の話――上絵師が語る紋章の美 カモンノハナシ――ウワエシガカタルモンショウノビ－ 1997年11月25日 株式会社 新潮社

E-022 カラー図説日本大歳時記 秋 カラーズセツニホンダイサイジキ－ 昭和57年9月26日 株式会社講談社

E-022 カラー図説日本大歳時記 夏 カラーズセツニホンダイサイジキ－ 昭和57年4月5日 株式会社講談社

E-022 カラー図説日本大歳時記 春 カラーズセツニホンダイサイジキ－ 昭和57年6月1日 株式会社講談社

E-022 カラー図説日本大歳時記 冬 カラーズセツニホンダイサイジキ－ 昭和57年6月1日 株式会社講談社

E-023
カラー版 十二単のはなし 現代の皇室
の装い

カラーバン ジュウニヒトエノハナシ－ 平成8年1月23日 株式会社婦女界出版社

E-006 川島織物三十五年史 カワシマオリモノサンジュウゴネンシ－ 1973年5月14日 株式会社川島織物

E-038 寛永・寛文期の肉筆画 江戸の美人画 カンエイ・カンブンキノニクヒツガ－ 1982年3月17日 株式会社 学習研究社

E-026 冠婚葬祭 毛筆 書式氏名手本 カンコンソウサイ モウヒツ ショシキシメイテホン－ 昭和58年1月1日 株式会社講談社

E-012
冠婚葬祭・おつきあいの表書きとマナー
お祝い・葬儀・贈答・お礼ほか

カンコンソウサイ・オツキアイノオモテガキトマナー－ 1989年2月10日 株式会社 主婦の友社

E-029 関東の衣と食 カントウノイトショク － 昭和49年10月10日 株式会社明玄書房

E-017 完本 文語文 カンポン ブンゴブン － 平成12年5月20日 株式会社文芸春秋

E-004 聞き書 岩手の食事 キキショ イワテノショクジ － 昭和59年9月1日 社団法人 農山漁村文化協会

E-025 技芸の友 ギゲイノトモ 19号 明治40年4月15日 国工社

E-001 紀元二千六百年 キゲンニセンロッピャクネン 2巻7号 昭和14年7月11日 紀元二千六百年奉祝会

E-020 季節のうた キセツノウタ － 昭和51年11月30日 文化出版局

E-011 季節の事典 キセツノジテン － 昭和36年4月30日 株式会社 東京堂

E-004 季節の民俗 キセツノミンゾク － 昭和44年2月10日 秀英出版

E-018 着付け／着こなし 帯姿 キツケ／キコナシ オビスガタ － 昭和46年3月15日 株式会社マコー社

カ行
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E-006 きつけとマナー講座 キツケトマナーコウザ － 昭和54年3月、10月日本和装会

箱の中に小冊子が5部ありま
す。「着つけ講座ガイドブッ
ク」「着つけ講座テキスト き
もののTPO」が昭和54年10
月、「着つけ講座テキスト マ
ナー編」「着つけ講座テキスト
教養編」、「着つけ講座テキス
ト実習編」1、2、3が昭和54年

E-019 着付けひとすじ キツケヒトスジ － 昭和56年6月10日 株式会社女性モード社

E-003 絹に関するノート キヌニカンスルノート － 昭和48年10月10日 財団法人富民協会

E-009 絹の再発見 キヌノサイハッケン － 昭和44年9月15日 株式会社煥乎堂

E-003 絹の東伝―衣料の源流と変遷― キヌノトウデン―イリョウノゲンリュウトヘンセン－ 1988年5月10日 株式会社 小学館

E-009 ギフティングブック 風呂敷 ギフティングブック フロシキ － 1984年3月20日 株式会社三省堂

E-013 きもの キモノ － 昭和16年11月10日 二見書房

E-013 きもの キモノ － 1953年12月2日 株式会社 岩波書店

E-011 きもの キモノ － 1972年1月20日 株式会社未来社

E-009 きもの キモノ － 平成5年3月5日 株式会社新潮社

E-008 KIMONO JAPANESE DRESS キモノ ジャパニーズ ドレス － 昭和22年6月25日 日本交通公社

E-008 きもの その人文地理 キモノ ソノジンブンチリ － 昭和23年1月15日 矢島書房

E-018 きもの＝着こなしと知識＝ キモノ＝キコナシトチシキ＝ － 昭和44年6月12日 株式会社講談社

E-013 きもの・簪 キモノ・カンザシ － 昭和24年12月25日 株式会社和敬書店

E-008 きもの・その人文地理 キモノ・ソノジンブンチリ － 昭和23年1月15日 矢島書房

E-003 着物・染と織の文化 キモノ・ソメトオリノブンカ － 昭和61年3月20日 株式会社 新潮社

E-003 着物・染と織の文化 キモノ・ソメトオリノブンカ － 昭和61年3月20日 株式会社 新潮社

E-012 きものがたり・今昔 キモノガタリ・コンジャク － 1991年1月10日 株式会社講談社

E-004 きもの暮し女の暦 キモノグラシオンナノコヨミ － 昭和61年9月3日 株式会社淡交社

E-012 きものごころ 早見一十一随筆集 キモノゴコロ ハヤミイソイ － 昭和53年6月1日 株式会社 女性モード社

E-017 きもの歳時記 キモノサイジキ － 昭和44年10月15日 読売新聞社

E-011 きもの歳時記 キモノサイジキ － 1980年3月20日 株式会社ティビーエス・ブリタニカ

E-030
きもの歳時記 源氏物語・新古今和歌
集・陶器絵から

キモノサイジキ ゲンジモノガタリ－ 昭和57年2月1日 株式会社 世界文化社

E-004 きもの自在 キモノジザイ － 1993年12月15日 株式会社晶文社

E-009 着物しらべ キモノシラベ － 昭和52年10月15日 読売新聞社

E-004 きもの随想 キモノズイソウ － 昭和57年10月1日 株式会社 美術公論社

E-019 きもの随筆 わたしのたんす キモノズイヒツ ワタシノタンス － 昭和53年5月15日 三月書房

E-028 きもの帖 キモノチョウ － 昭和29年3月15日 住吉書房

E-026 きものって キモノッテ － 昭和49年4月10日 中央公論事業出版

E-020 きもの徒然草 キモノツレヅレグサ － 昭和49年2月10日 図書出版青桐社

E-027 きもの読本 キモノドクホン 2号 昭和26年12月1日 株式会社スタイル社

E-017 きものと心 キモノトココロ － 1993年4月18日 株式会社芸艸堂

E-031 きものと日本① 冠婚葬祭 キモノトニホン① カンコンソウサイ－ 昭和63年1月2日 株式会社情報センター出版局

E-031 きものと日本③ 振舞の美 キモノトニホン③ フルマイノビ － 昭和62年2月26日 株式会社情報センター出版局

E-026 きものと日本の精神文化 キモノトニホンノセイシンブンカ － 昭和55年10月15日 毎日新聞社

E-008 きものと私 キモノトワタシ － 昭和33年3月1日 春陽堂書店

E-022 着物の悦び きもの七転び八起き キモノナナコロビヤオキ － 1992年12月20日 株式会社光文社

E-016 きものの基本と常識 キモノノキホントジョウシキ － 昭和46年3月15日 中央公論社

E-003 きものの思想 キモノノシソウ － 昭和43年9月15日 毎日新聞社

E-004 きものの歴史 キモノノレキシ － 1972年10月10日 繊研新聞社

E-012 きものの歴史 キモノノレキシ － 1972年10月10日 繊研新聞社

E-008 きもの美 選ぶ眼着る心 キモノビ エラブメキルココロ － 昭和37年3月1日 株式会社 徳間書店

E-032 きもの百年 キモノヒャクネン － 記載なし 記載なし

E-002 きもの百科事典 キモノヒャッカジテン － 1966年10月1日 株式会社女性モード社

E-011 きもの文化史 キモノブンカシ － 昭和46年6月20日 鹿島研究所出版会

E-024 きもの文様 キモノモンヨウ － 昭和48年9月10日 衣生活研究会

E-010 舊儀装飾 十六式図譜 附解説書 キュウギソウショク ジュウロクシキズフ－ 明治36年9月23日 合資商報会社
箱の中に図本と解説書の2冊
が入っている。

E-029 九州の衣と食 キュウシュウノイトショク － 昭和49年11月5日 株式会社明玄書房

E-021 宮中歳時記 キュウチュウサイジキ － 昭和59年1月10日 中央公論社

E-005 宮中の食器 キュウチュウノショッキ － 平成11年9月30日 毎日新聞社

E-034 宮廷衣装 キュウテイイショウ － 昭和52年10月30日 毎日新聞社

E-001 教育画報 キョウイクガホウ 6巻4号 大正7年5月20日 株式会社同文館 前表紙破損
E-025 教師のための繊維の科学 キョウシノタメノセンイノカガク － 昭和42年9月8日 実教出版株式会社

E-013 京都 美の裏側 キョウト ビノウラガワ － 昭和39年3月30日 朝日新聞社

E-016
京都書院美術双書 日本の染織15 型
染・小紋・中形

キョウトショインビジュツソウショ－ 平成6年2月20日 京都書院

E-037 京都と西陣織 キョウトトニシジンオリ － 記載無し 記載無し 2冊あり

E-025
京の着だおれ●京女がつづる着物への
愛●

キョウノキダオレ●キョウオンナガツヅルキモノヘノアイ－ 昭和49年11月20日 株式会社東洋文化社

E-023 京のきもの―あなたのよそおいのために キョウノキモノ―アナタノヨソオイノタメニ－ 昭和48年11月1日 京都織物卸商業組合 京都きもの振興会

E-036 京の雅 近世の宮廷文化展 キョウノミヤビ キンセイノキュウテイブンカテン－ 昭和63年11月17日 毎日新聞社

E-015 挙式ご披露宴Q&A キョシキゴヒロウエンキューアンドエー－ 1982年8月 ホテルオークラマーケティング部

E-012 着る 装いの生態学 キル ヨソオイノセイタイガク － 1980年8月22日 平凡社

E-016 きれ 日本の染めと織り キレ ニホンノソメトオリ － 昭和52年11月10日 株式会社主婦の友社

E-018 きれ 日本の染めと織り キレ ニホンノソメトオリ － 昭和53年7月20日 京都きもの総合企画

E-021 儀礼・マナー百科 お葬式 ギレイ・マナーヒャッカ オソウシキ－ 1996年12月12日 読売新聞社

E-022 儀礼文化叢書1 儀礼文化序説 ギレイブンカソウショ1 ギレイブンカジョセツ－ 1982年6月10日 株式会社大学教育社

E-029 近畿の衣と食 キンキノイトショク － 昭和49年12月20日 株式会社明玄書房

E-019 近世女風俗考 キンセイオンナフウゾクコウ － 昭和54年3月31日 有限会社和泉書院

E-007
近世きもの万華鏡――小袖屏風展 図
録

キンセイキモノマンゲキョウ――－ 1994年 朝日新聞社
企画展カタログ。会期1994年
3月29日～5月8日

E-006 近世風俗事典 キンセイフウゾクジテン － 昭和42年12月15日 株式会社人物往来社

E-034 近世風俗図譜 年中行事 キンセイフウゾクズフ ネンチュウギョウジ1巻 昭和58年2月1日 小学館

E-015 近代日本思想案内 キンダイニホンシソウアンナイ － 1999年5月17日 株式会社岩波書店

E-016 近代日本服装史 キンダイニホンフクソウシ － 昭和45年10月 昭和女子大学 被服学研究室

E-021 公家の染織 クゲノセンショク － 昭和57年11月20日 中央公論社
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E-008 句集 和服 クシュウ ワフク － 昭和30年1月20日 角川書店

E-027 苦楽 クラク 7月号 昭和22年7月1日 苦楽社

E-003 暮らしことばの辞典 クラシコトバのジテン － 昭和60年1月10日 株式会社 講談社

E-004 くらしの季節 クラシノキセツ － 昭和51年7月1日 株式会社 実業之日本社

E-015 黒髪と化粧の昭和史 クロカミトケショウノショウワシ － 1993年10月15日 株式会社岩波書店

E-004 黒髪の文化史 クロカミノブンカシ － 1988年11月14日 築地書館株式会社

E-032 慶祝 皇太子御結婚 婚礼風俗史展 ケイシュク コウタイシゴケッコン－ 昭和34年4月7日 毎日新聞社

E-014 化粧 ケショウ － 昭和53年7月31日 日本文化興隆会

E-025 化粧かがみ ケショウカガミ 2巻5号 明治40年4月10日 実業之日本社

E-003 化粧の伝承 ケショウノデンショウ － 昭和62年1月15日 株式会社 蒼洋社

E-002 決定版 茶席のきもの入門 ケッテイバン チャセキノキモノニュウモン－ 2000年4月25日 株式会社淡交社

E-028 健康増進叢書 美容篇 ケンコウゾウシンソウショ ビヨウヘン－ 昭和4年7月28日 大阪毎日新聞社 東京日日新聞社

E-021 源氏物語 その文学と美術 ゲンジモノガタリ ソノブンガクトビジュツ－ 記載なし 記載なし

E-011 原色を好む心理中間色をきらう論理 ゲンショクヲコノムシンリチュウカンショクヲキラウロンリ－ 昭和54年4月20日 日本書籍株式会社

E-036 現代衣服の源流展 ゲンダイイフクノゲンリュウテン － 1975年3月25日 「現代衣服の源流展」実行委員会

E-010 現代式礼儀作法 ゲンダイシキレイギサホウ － 昭和14年3月31日 研文書院

E-009 現代人のための最新ことばの知識百科 ゲンダイジンノタメノサイシンコトバノチシキヒャッカ－ 1981年 株式会社主婦と生活社

E-032
現代染織の美――森口華弘・宗廣力三・
志村ふくみ

ゲンダイセンショクノビ――モリグチカコウ－ 1985年 日本経済新聞社

E-003 現代日本婦女鑑 ゲンダイニホンオンナカガミ － 昭和51年3月5日 株式会社 婦人生活社

E-021 現代日本のきもの ゲンダイニホンノキモノ － 昭和53年10月25日 文化出版局

E-032 現代日本美人画全集 第一巻 上村松 ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ1 昭和52年8月10日 株式会社集英社

E-032 現代日本美人画全集 第二巻 鏑木清 ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ2 昭和52年10月20日 株式会社集英社

E-032
現代日本美人画全集 第三巻 北野恒
富／中村大三郎

ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ3 昭和53年8月21日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 寺島紫明 ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ テラシマシメイ4 昭和52年12月20日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 伊藤深水 ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ イトウシンスイ5 昭和52年5月30日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 中村貞以 ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ ナカムラテイイ6 昭和53年6月20日 株式会社集英社

E-035
現代日本美人画全集 梶原緋佐子／広
田多津／北沢映月

ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ フジワラヒサコ7 昭和53年2月20日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 竹久夢二 ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ タケヒサユメジ8 昭和53年4月20日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 名作選Ⅰ ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ メイサクセンイチ9 昭和54年2月20日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 名作選Ⅱ ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ メイサクセンニ10 昭和53年12月20日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 名作選Ⅲ ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ メイサクセンサン11 昭和53年10月20日 株式会社集英社

E-035 現代日本美人画全集 名作選Ⅳ ゲンダイニホンビジンガゼンシュウ メイサクセンヨン12 昭和54年4月17日 株式会社集英社

E-021 現代民芸論――手仕事のゆくえ―― ゲンダイミンゲイロン――テシゴトノユクエ－ 昭和43年12月16日 新潮社

E-008 現代礼儀作法 ゲンダイレイギサホウ － 昭和34年12月25日 女子教育社

E-037 幻と現 ゲントゲン － 平成9年3月5日 財団法人日本きもの文化協会

E-003 源流ブックス 日本の織物 ゲンリュウブックス ニホンノオリモノ－ 昭和51年5月16日 株式会社 源流社

E-003 源流ブックス 日本服飾小辞典（１） ゲンリュウブックス ニホンフクショクショウジテン－ 昭和54年3月7日 株式会社 源流社

E-005
元禄から現代まで――岡崎智予コレク
ション 櫛 かんざし展

ゲンロクカラゲンダイマデ―― － 記載なし 毎日新聞社
企画展のカタログのようで
す。会期は昭和54年1月4日
～9日。発行年月日は記載な

E-013 皇后さまのデザイナー モード随筆 コウゴウサマノデザイナー モードズイヒツ－ 昭和30年11月15日 文芸春秋新社

E-005 広辞苑 第三版 コウジエン ダイ3バン － 昭和58年12月6日 株式会社岩波書店

E-037 皇室の御寺泉涌寺展 コウシツノオテラセンニュウジテン－ 記載無し

E-019 公爵家の娘 岩倉靖子とある時代 コウシャクケノムスメ イワクラヤスコトアルジダイ－ 1991年4月10日 リブロポート

E-037 「皇女和宮」展 コウジョカズノミヤ テン － 1986年1月4日 読売新聞社

E-001 皇族画報 コウゾクガホウ 42号 明治43年5月25日 東京社

E-001 皇族画報 コウゾクガホウ 305号 昭和5年11月3日 株式会社東京社

E-017 幸田文の世界 コウダアヤノセカイ － 1998年10月31日 翰林書房

E-017 幸田文の箪笥の引き出し コウダアヤノタンスノヒキダシ － 平成7年5月25日 株式会社新潮社

E-030 国際儀礼とエチケット コクサイギレイトエチケット － 昭和61年4月5日 株式会社学生社

E-015
国際儀礼に関する12章 プロトコール早
わかり

コクサイギレイニカンスルジュウニショウ－ 昭和56年7月 財団法人 世界の動き社

E-015
国際儀礼に関する12章 プロトコール早
わかり

コクサイギレイニカンスルジュウニショウ－ 昭和59年3月 財団法人 世界の動き社

E-025 国民の顧問 コクミンノコモン － 大正10年12月10日 日本国民協会出版部

E-032 国立歴史民俗博物館 コクリツレキシミンゾクハクブツカン－ 昭和58年11月4日 株式会社 講談社

E-001 御婚禮衣裳の栞 ゴコンレイイショウノシオリ － 記載なし 記載なし

E-027 御婚礼の栞 ゴコンレイノシオリ － 昭和10年9月18日 株式会社高島屋

E-027 御婚礼のしほり ゴコンレイノシホリ － 記載なし 株式会社高島屋

E-030 後西天皇宸翰色紙帖の研究 コサイテンノウシンカンシキシチョウノケンキュウ－ 昭和51年5月31日 未完国文資料刊行会

E-007 御所解雛形 ゴショカイヒナガタ － 昭和45年2月15日 株式会社 京都書院

E-037 KOSODE小袖の系譜と意匠 コソデコソデノケイフトイショウ － 平成元年4月22日 石川県立歴史博物館

E-022 小袖春秋 コソデシュンジュウ － 1984年6月20日 図書出版 文理閣

E-008 古代服裁縫之秘書 コダイフクサイホウノヒショ － 大正8年10月15日 福岡県女子技術教育会

E-005
古代服飾の研究――縄文から奈良時代
――

コダイフクショクノケンキュウ――－ 1995年3月7日 株式会社源流社

E-012 国家語をこえて コッカゴヲコエテ － 1990年1月30日 筑摩書房

E-015 ことばの差別 コトバノサベツ － 昭和55年12月25日 社団法人 農山漁村文化協会

E-030 呉服人比留間謙吾 ゴフクジンヒルマケンゴ － 昭和41年5月6日 ｢呉服人比留間謙吾｣刊行会

E-013 古礼式 コレイシキ － 昭和6年11月1日 国風社

E-011 こんな考え方 コンナカンガエカタ － 1982年12月10日 株式会社講談社

E-011 こんな日本に誰がした コンナニホンニダレガシタ － 平成7年8月29日 株式会社クレスト社

E-012 The COLORING BOOK 配色事典 ザ カラーリング ブック ハイショクジテン－ 1983年3月15日 河出書房新社

E-027 才媛詞藻 サイエンシソウ 58号 明治33年1月1日 東洋社

E-013 祭祀概論 サイシガイロン － 昭和40年3月15日 神社新報社

E-004 歳時記の系譜 サイジキノケイフ － 昭和52年4月30日 毎日新聞社

E-019 歳時習俗考 サイジシュウゾクコウ － 1984年2月10日 財団法人 法政大学出版局

E-020 細雪のきもの ササメユキノキモノ － 1983年4月25日 株式会社旺文社

E-039 茶道聚錦 茶の文化 サドウシュウキン チャノブンカ1巻 昭和62年3月20日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 茶の湯の成立 サドウシュウキン チャノユノセイリツ2巻 昭和59年6月15日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 織部・遠州・宗旦 サドウシュウキン オリベ・エンシュウ4巻 昭和58年11月10日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 茶の湯の展開 サドウシュウキン チャノユノテンカイ5巻 昭和60年12月1日 株式会社小学館

サ行
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E-039 茶道聚錦 近代の茶の湯 サドウシュウキン キンダイノチャノユ6巻 昭和60年3月5日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 座敷と露地（1）茶座敷の歴史 サドウシュウキン ザシキノロジ7巻 昭和59年11月20日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 座敷と露地（2）構成と意匠 サドウシュウキン ザシキトロジ8巻 昭和61年7月20日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 書と絵画 サドウシュウキン ショトカイガ9巻 昭和59年2月10日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 茶の道具（1）花入・茶入・茶壺 サドウシュウキン チャノドウグ10巻 昭和61年11月10日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 茶の道具（2）茶椀・茶杓・茶器 サドウシュウキン チャノドウグ11巻 昭和58年8月15日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 茶の道具（3）釜・香合・水指 サドウシュウキン チャノドウグ12巻 昭和60年9月20日 株式会社小学館

E-039 茶道聚錦 索引小事典 サドウシュウキン サクインショウジテン別巻 昭和62年11月1日 株式会社小学館

E-019 三代の天皇と私 サンダイノテンノウトワタシ － 昭和50年12月10日 株式会社講談社

E-015 塩原・旅の手帳 歴史と文学 シオバラ・タビノテチョウ レキシトブンガク－ 昭和42年12月20日 株式会社修道社

E-015 塩原繁昌記 シオバラハンジョウキ － 明治19年4月24日 記載なし

E-015 塩原風土記 シオバラフドキ － 昭和25年11月10日 記載なし

E-003 色彩世相史 シキサイセソウシ － 昭和58年10月15日 株式会社 至誠堂

E-025 色彩の美学 シキサイノビガク － 1973年12月15日 株式会社紀伊国屋書店

E-003 色彩流行学 シキサイリュウコウガク － 1987年7月10日 株式会社エムジー

E-015 死刑宣告 シケイセンコク － 大正14年10月18日 長隆舎書店

E-029 四国の衣と食 シコクノイトショク － 昭和49年9月10日 株式会社明玄書房

E-003 思想としての風俗 シソウトシテノフウゾク － 1986年9月15日 大和書房

E-036 時代衣裳展観目録 ジダイイショウテンカンモクロク － 昭和17年11月10日 東洋美術国際研究会

E-007 時代衣装の着つけ ジダイイショウノキツケ － 昭和57年11月10日 株式会社 源流社
手紙と（本の）オビ、プリント
類が3部挟まっています。

E-002 時代衣裳の縫い方 ジダイイショウノヌイカタ － 昭和59年6月29日 株式会社 源流社

E-003 時代考証うらおもて ジダイコウショウウラオモテ － 昭和44年4月20日 毎日新聞社

E-011 時代風俗考証事典 ジダイフウゾクコウショウジテン － 1979年5月25日 河出書房新社

E-008
実科裁縫講義二 袷の巻 綿入の巻 帯
の巻

ジッカサイホウコウギニ アワセノマキ－ 記載なし 東京和服裁縫研究会

E-008
実科裁縫講義一 手ほどきの巻 襦袢の
巻 軍衣の巻

ジッカサイホウコウギニ テホドキマキ－ 記載なし 東京和服裁縫研究会

E-024 実相院と沼袋、野方、豊玉の歴史 ジッソウイントヌマブクロ、ノガタ－ 平成10年7月4日 宗教法人 実相院

E-018 実用書式の研究 ジツヨウショシキノケンキュウ － 1986年11月11日 株式会社日本習字普及協会

E-018 芝居の小道具―創意と伝承― シバイノコドウグ―ソウイトデンショウ－ 昭和52年1月1日 日本放送出版協会

E-014 渋染一揆 シブゾメイッキ － 1982年9月30日 解放出版社

E-032 絞と繍展――小袖にみる技と美―― シボリトヌイ――コソデニミルワザトビ－ 昭和53年10月8日 京都府立総合資料館文化資料課

E-010 島原角屋沿革史 シマバラカドヤエンカクシ － 大正14年5月20日 株式会社京都日出新聞社

E-009 [写真集]女たちの昭和史 シャシンシュウ オンナタチノショウワシ－ 1986年1月31日 株式会社大月書店

E-019 写真集西陣 美を織る暮らし シャシンシュウニシジン ビヲオルクラシ－ 1993年1月20日 株式会社大月書店

E-002 写真で見る 日本の女性風俗史 シャシンデミル ニホンノジョセイフウゾクシ－ 昭和60年1月1日 株式会社京都書院

E-037 写真明治大正60年史 シャシンメイジタイショウロクジュウネンシ－ 1956年3月10日 毎日新聞社

E-008 Japanese Decorative Design（日本の文 ジャパニーズ デコレイティブ － 昭和32年9月25日 日本交通公社

E-001 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 101号 昭和19年4月30日 株式会社朝日新聞社

E-001 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 171-172号 昭和20年9月29日 株式会社朝日新聞社

E-010 袖珍家庭文庫 第二巻 衣裳の巻 シュウチンカテイブンコ ダイニカン－ 明治44年3月23日 大川屋春祥堂

E-017 十二支の文様 ジュウニシノモンヨウ － 昭和49年10月1日 造形社

E-018 十二単から現代のきものへ ジュウニヒトエカラゲンダイノキモノヘ－ 昭和57年3月31日 株式会社源流社

E-032
重要無形文化財を保持する人々 第13
回人間国宝新作展

ジュウヨウムケイブンカザイヲホジスルヒトビト－ 昭和52年4月7日 毎日新聞社

E-015 就労少年少女労働事情調査 シュウロウショウネンショウジョロウドウジジョウチョウサ－ 昭和11年3月28日 財団法人中央社会事業協会社会事業研究所

E-003 樹下美人図工 ジュカビジンズコウ － 昭和49年9月20日 株式会社 六興出版

E-027 淑女書報 シュクジョショホウ 1巻1号 明治45年4月1日 博文館

E-027 淑女書報 シュクジョショホウ 2巻1号 大正2年1月1日 博文館

E-027 淑女書報 シュクジョショホウ 4巻5号 大正4年5月1日 博文館

E-027 淑女書報 シュクジョショホウ 4巻6号 大正4年6月1日 博文館

E-021
主婦の友デラックスシリーズ 大正昭和
女性の風俗60年

シュフノトモデラックスシリーズ － 昭和52年3月20日 株式会社主婦の友社

E-025 春秋会図録 シュンジュウカイズロク － 昭和9年6月18日 マリア画房

E-002 正倉院裂と飛鳥天平の染織 ショウソウインギレトアスカテンピョウノソメオリ－ 昭和59年7月4日 図書出版 紫紅社

E-012 正倉院の匠たち ショウソウインノタクミタチ － 1983年7月12日 株式会社 草思社

E-038 正倉院宝物 中倉 ショウソウインホウモツ チュウソウ－ 昭和63年11月30日 朝日新聞社

E-038 正倉院宝物 南倉 ショウソウインホウモツ ナンソウ－ 平成元年11月30日 朝日新聞社

E-038 正倉院宝物 北倉 ショウソウインホウモツ ホクソウ－ 昭和62年11月30日 朝日新聞社

E-025 上品会写影 ジョウヒンカイシャエイ － 昭和37年8月5日 高島屋本社業務部

E-030 昭和版 延喜染鑑 ショウワバン エンギゾメカン － 1986年1月23日 株式会社岩波書店

E-033 昭和版 延喜染鑑 ショウワバン エンギゾメカン － 1986年1月23日 株式会社岩波書店

E-008 女官 ジョカン － 昭和35年4月20日 実業之日本社

E-034 女子宮廷服と構成技法 和服編 ジョシキュウテイフクトコウセイギホウ－ 昭和57年10月1日 衣生活研究会

E-010 女子の礼法 ジョシノレイホウ － 大正5年4月20日 合資会社国民書院

E-010 女子礼法教科書 ジョシレイホウキョウカショ － 昭和6年11月25日 合資会社冨山房

E-010 女子礼法教科書 ジョシレイホウキョウカショ － 昭和6年11月25日 合資会社冨山房

E-031 初歩から奥義まで 現代きもの着付全科 ショホカラオウギマデ ゲンダイキモノキツケゼンカ－ 昭和44年10月25日 新美容出版株式会社

E-010 女礼と婚礼 ジョレイトコンレイ － 明治40年10月30日 井上一書堂

E-016
シリーズ[衣の文化]② きもの文化史 艶
と麗と粋

シリーズ[イノブンカ]② キモノブンカシ－ 昭和61年3月20日 朝日新聞社

E-016
シリーズ[衣の文化]② きもの文化史 艶
と麗と粋

シリーズ[イノブンカ]② キモノブンカシ－ 昭和61年3月20日 朝日新聞社

E-037 シリーズ太陽 正倉院裂名物裂 シリーズタイヨウ ショウソウインギレメイブツギレ9 昭和52年1月25日 株式会社平凡社

E-014 資料 日本衣服裁縫史 シリョウ ニホンイフクサイホウシ－ 昭和49年12月20日 雄山閣出版株式会社

E-018
新技法シリーズ きもののろうけつ染 ろ
うけつの基本技法から着物の手染まで

シンギホウシリーズ キモノノロウケツゾメ－ 1978年8月20日 株式会社美術出版社

E-008 新旧かなづかい要説 シンキュウカナヅカイヨウセツ － 昭和27年3月5日 株式会社 明治書院 裏表紙が外れている。
E-014 紳士服百科辞典 シンシフクヒャッカジテン － 1971年12月1日 株式会社 洋装社

E-015 新修 俳諧歳時記 シンシュウ ハイカイサイジキ － 昭和36年11月10日 昭和出版社

E-008 新装（きもの随筆） シンソウ（キモノズイヒツ） － 昭和15年5月5日 双雅房

E-019 身体のエステティク ひすとりあ・こるぽれ シンタイノエステティク ヒストリア－ 1982年12月20日 ポーラ文化研究所

E-031
新版 絵巻物による 日本常民生活絵引
総索引

シンハン エマキモノニヨル ニホンジョウミンセイカツエビキ－ 昭和59年8月15日 株式会社平凡社
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E-031
新版 絵巻物による 日本常民生活絵引
第一巻

シンハン エマキモノニヨル ニホンジョウミンセイカツエビキ－ 昭和59年8月15日 株式会社平凡社

E-031
新版 絵巻物による 日本常民生活絵引
第五巻

シンハン エマキモノニヨル ニホンジョウミンセイカツエビキ－ 1984年8月15日 株式会社平凡社

E-031
新版 絵巻物による 日本常民生活絵引
き 第三巻

シンハン エマキモノニヨル ニホンジョウミンセイカツエビキ－ 昭和59年8月15日 株式会社平凡社

E-031
新版 絵巻物による 日本常民生活絵引
第二巻

シンハン エマキモノニヨル ニホンジョウミンセイカツエビキ－ 昭和59年8月15日 株式会社平凡社

E-031
新版 絵巻物による 日本常民生活絵引
き 第四巻

シンハン エマキモノニヨル ニホンジョウミンセイカツエビキ－ 昭和59年8月15日 株式会社平凡社

E-027 真美 シンビ 1巻2号 大正13年11月27日 真美会

E-027 真美 シンビ 2巻3号 大正14年11月25日 真美会

E-027 真美 シンビ 3巻1号 大正15年3月5日 真美会

E-027 真美 シンビ 3巻3号 大正15年10月1日 真美会

E-027 真美 シンビ 4巻2号 昭和2年6月1日 真美会

E-027 真美 シンビ 4巻3号 昭和2年10月1日 真美会

E-027 真美 シンビ 5巻1号 昭和3年3月1日 真美会

E-027 真美 シンビ 5巻3号 昭和3年10月20日 真美会

E-027 真美 シンビ 6巻1号 昭和4年3月10日 真美会

E-027 真美 シンビ 7巻2号 昭和5年6月10日 真美会

E-001 新婦人 シンフジン 1巻3号 明治44年6月1日 聚精堂

E-001 新婦人 シンフジン 12月号 明治44年12月1日 聚精堂

E-034 新編 宮廷の庭 シンペン キュウテイノニワ － 昭和46年6月29日 株式会社淡交社

E-015 人民的民主主義の諸問題 ジンミンテキミンシュシュギノショモンダイ－ 昭和22年11月20日 同友社

E-008 随筆 きもの ズイヒツ キモノ － 昭和15年1月20日 実業之日本社

E-008 随筆 ゆき ズイヒツ ユキ － 昭和31年12月25日 株式会社美和書院

E-028 図解 日本座敷の飾り方 全 ズカイ ニホンザシキノカザリカタ－ 大正8年8月1日 工業書院 建築書院

E-028 図解いろは引 標準紋帖 ズカイイロハビキ ヒョウジュンモンチョウ－ 昭和40年2月1日 金園社

E-019 姿の文明 スガタノブンメイ － 昭和59年5月10日 株式会社サンケイ出版

E-007 図説 宮中行事 ズセツ キュウテイギョウジ － 昭和55年5月1日 株式会社 同盟通信社

E-013 図説 日本服装史 ズセツ ニホンフクソウシ － 昭和22年4月25日 銀書院

E-018 図説日本の絣文化史 ズセツニホンノカスリブンカシ － 昭和48年7月10日 株式会社京都書院

E-021 図説日本服飾史 ズセツニホンフクショクシ － 昭和43年4月30日 恒春閣

E-005 すまいの歳時記 伝承の暮らしとしつら スマイノサイジキ デンショウノクラシトシツライ－ 昭和60年8月10日 株式会社講談社

E-013 すまひといふく スマヒトイフク － 昭和17年1月15日 株式会社 生活社

E-025 栖鶴会図録 夏 セイガクカイズロク － 昭和9年3月8日 マリア画房

E-023 生活文化歳事史 第Ⅰ巻 セイカツブンカサイジシ ダイイッカン－ 1990年10月27日 東京書籍株式会社

E-029 生活文化歳事史 第Ⅲ巻 セイカツブンカサイジシ ダイサンカン－ 1990年10月27日 東京書籍株式会社

E-029 生活文化歳事史 第Ⅱ巻 セイカツブンカサイジシ ダイニカン－ 1990年10月27日 東京書籍株式会社

E-037 清玩器物展 セイガンキブツテン － 平成12年7月 思文閣ロイヤル画廊

E-003 赤橙黄緑青藍紫 色の意味と歴史 セキトウオウリョクセイランシ － 昭和55年10月1日 株式会社 青娥書房

E-003 繊維の実際知識 センイノジッサイチシキ － 昭和42年4月15日 東洋経済新報社

E-006 染色閑話 センショクカンワ － 1988年1月21日 株式会社岩波書店

E-034 染織の美 センショクノビ 創刊号 昭和54年10月1日 株式会社京都書院

E-019 染織の文化史 センショクノブンカシ － 1990年1月25日 理工学社

E-027 染織美術 センショクビジュツ 3巻1号 昭和27年1月1日 日本染織美術協会

E-011 染色曼荼羅 センショクマンダラ － 昭和56年2月25日 朝日新聞社

E-028 専門教育 裁縫全書 羽織袴の部 センモンキョウイク サイホウゼンショ－ 大正14年4月1日 東京裁縫女学校出版部

E-025 川柳江戸名物図絵（全5冊） センリュウエドメイブツズエ（ゼンゴサツ1巻附録1冊花咲一男編昭和40年2月10日 近世風俗研究会
｢江戸の呉服だな」と書かれ
た箱の中に2冊の冊子が入っ
ています。

E-014 川柳譚きもの センリュウタンキモノ － 昭和52年10月1日 財団法人 民族衣裳文化普及協会

E-001
川柳評万句合に現われたる三井呉服店
の研究（補遺）

センリュウヒョウマンクゴウニアラワレタルミツイゴフクテンノケンキュウ－ 記載なし 記載なし

E-001 総合服飾史事典 ソウゴウフクショクシジテン － 1980年10月5日 雄山閣出版株式会社

E-015 葬祭のすべて ソウサイノスベテ － 昭和48年7月1日 株式会社 千趣会

E-025
続 衣の文化人類学 「下半身」から「上
半身」へ――装いの移ろいが語る人間ら
しさの本源

ゾク イノブンカジンルイガク 「 － 1983年12月30日 PHP研究所

E-019 続中国の年中行事 ゾクチュウゴクノネンジュウギョウジ－ 1990年3月12日 株式会社平凡社

E-017 染と織の歴史手帖 ソメトオリノレキシテチョウ － 1998年11月19日 PHP研究所

E-034 第十三回日展グラフ ダイジュウサンカイニッテングラフ－ 昭和32年11月11日 株式会社美術工芸会

E-006 大正のきもの タイショウノキモノ － 昭和55年12月13日 財団法人民族衣装文化普及協会

E-015 大東亜文化建設論 ダイトウアブンカケンセツロン － 記載なし 記載なし

E-019 大都会の小さな家 住の思想へ ダイトカイノチイサナイエ ジュウノシソウヘ－ 昭和63年11月16日 筑摩書房

E-034 第二回日展集 ダイニカイニッテンシュウ － 昭和34年11月14日 株式会社美術工芸会

E-022 大名家の家紋 ダイミョウケノカモン － 昭和51年7月10日 株式会社秋田書店

E-001 太陽 タイヨウ 19巻12号 大正2年9月1日 博文館

E-001 太陽 タイヨウ 19巻13号 大正2年10月1日 博文館

E-021 平良敏子の芭蕉布 タイラトシコノバショウヌノ － 1998年8月25日 日本放送出版協会

E-010 正しい化粧と着付 タダシイケショウトキツケ － 昭和4年5月10日 婦女界社

E-022 たてよこ徒然草―織物50年私のこぼれ話 タテヨコツレヅレグサ―オリモノゴジュウネンワタシノコボレバナシ－ 昭和53年10月11日 株式会社源流社

E-008 棚物の扱ひ方 タナモノノアツカイカタ － 昭和31年10月15日 株式会社 淡交社

E-001 淡交 タンコウ 8号 昭和36年6月1日 記載なし

E-009
淡交ムック ゆうシリーズ 香りと遊ぶ
暮らしに生かす和の香り

タンコウムック ユウシリーズ － 1998年12月8日 株式会社淡交社

E-006 丹後ちりめん子ども風土記 タンゴチリメンコドモフドキ － 1977年11月30日 図書出版 文理閣

E-012 探書五十年 タンショゴジュウネン － 1999年3月12日 不二出版

E-006 着装分解 日本女装変遷史 チャクソウブンカイ ニホンジョソウヘンセンシ－ 昭和55年4月10日 装道出版局

E-018 茶の袋物―手作りを楽しむ― チャノフクロモノ―テヅクリヲタノシム－ 平成9年9月17日 株式会社淡交社

E-014 茶の湯歳時記事典 チャノユサイジキジテン － 1991年3月1日 株式会社平凡社 「風炉」と「炉」の二冊組
E-012 茶の裂地入門 チャノレツチニュウモン － 平成8年12月20日 株式会社淡交社

E-003 茶も、ありげに チャモ、アリゲニ － 昭和63年10月8日 株式会社 淡交社

E-001 中央公論 チュウオウコウロン 44年12号 昭和4年12月1日 中央公論社

E-029 中国の衣と食 チュウゴクノイトショク － 昭和49年9月10日 株式会社明玄書房

タ行



高橋新太郎文庫所蔵リスト（着物コレクション）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

E-019 中国の年中行事 チュウゴクノネンジュウギョウジ－ 1988年1月12日 株式会社平凡社

E-003 駐在巡査 チュウザイジュンサ － 昭和48年8月1日 木屑書房

E-011 蝶ネクタイとオムレツ チョウネクタイトオムレツ － 昭和53年10月25日 文化出版局

E-025 千代紙 チヨガミ － 平成9年6月15日 株式会社京都書院

E-009 鶴 ツル － 昭和52年11月30日 内外情報社出版部

E-028 帝国裁縫大図解 テイコクサイホウダイズカイ － 大正5年12月15日 博曠社

E-006 勅使河原和風 WAFU IKEBANA テシガハラワフウ WAFU IKEBANA－ 昭和57年10月8日 娑羅企画

E-019 丁稚の知恵袋 こんなもんだった デッチノチエブクロ コンナモンダッタ－ 昭和56年11月16日 文化出版局

E-003 手間をかけない山野草栽培 テマヲカケナイヤマヤソウサイバイ－ 1989年2月25日 文研出版 「山野草」の読み方不明
E-009 伝統と現代 日本の型染 デントウトゲンダイ ニホンノカタゾメ－ 1980年 東京国立近代美術館

E-031 伝統と現代① 伝統とは何か デントウトゲンダイ① デントウトハナニカ－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-031 伝統と現代② 伝統芸術の成立 デントウトゲンダイ② デントウゲイジュツノセイリツ－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-031 伝統と現代⑥ 邦楽邦舞 デントウトゲンダイ⑥ ホウガクホウブ－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-031 伝統と現代⑦ 民俗芸能 デントウトゲンダイ⑦ ミンゾクゲイノウ－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-031 伝統と現代⑧ 大衆芸能 デントウトゲンダイ⑧ タイシュウゲイノウ－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-031 伝統と現代⑩ 茶と香 デントウトゲンダイ⑩ チャトコウ－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-031 伝統と現代⑪ 現代の芸談 デントウトゲンダイ⑪ ゲンダイノゲイダン－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-031 伝統と現代⑫ 伝統と創造 デントウトゲンダイ⑫ デントウトソウゾウ－ 昭和51年1月31日 株式会社学芸書林

E-011 伝統美と職人の世界 日本の染め織り デントウビトショクニンノセカイ － 昭和57年5月17日 紀尾井書房

E-037 天皇と美術展 テンノウトビジュツテン － 昭和34年4月1日 記載無し

E-001 東亞文化圏 トウアブンカケン 3巻4号 昭和19年4月1日 財団法人青年文化協会東亜文化圏社

E-001 東亞文化圏 トウアブンカケン 3巻6号 昭和19年6月1日 財団法人青年文化協会東亜文化圏社

E-001 東亞文化圏 トウアブンカケン 3巻9号 昭和19年9月1日 財団法人青年文化協会東亜文化圏社

E-001 東亞文化圏 トウアブンカケン 3巻10号 昭和19年10月1日 財団法人青年文化協会東亜文化圏社

E-004 東京 山の手の人々 トウキョウ ヤマノテノヒトビト － 昭和62年6月10日 株式会社サンケイ出版

E-014 東京国立博物館図版目録 小袖服飾篇 トウキョウコクリツハクブツカンズハンモクロク－ 昭和58年3月31日 株式会社 便利堂

E-026 東京風俗志 トウキョウフウゾクシ － 昭和43年10月20日 株式会社原書房

E-029 東北の衣と食 トウホクノイトショク － 昭和49年7月10日 株式会社明玄書房

E-001 東洋婦人画報 トウヨウフジンガホウ 8号 明治41年2月1日 東京社 裏表紙破損
E-028 十日町織物のあゆみ トオカマチオリモノノアユミ － 昭和40年10月15日 十日町織物工業協同組合

E-036 徳川大奥時代衣裳展覧会目録 トクガワオオオクジダイイショウテンランカイモクロク－ 昭和3年10月12日 記載なし

E-036
特別展 江戸の櫛・簪――岡崎智予コレ
クション――

トクベツテン エドノクシ・カンザシ－ 昭和57年9月7日 渋谷区立松濤美術館

E-032 特別展 近世風俗画屏風 トクベツテン キンセイフウゾクガビョウブ－ 1980年10月 たばこと塩の博物館

E-015 特別展 前田青邨―その人と芸術― トクベツテン マエダセイソン― － 記載なし 山種美術館

E-036 特別展「日本の染織」 トクベツテン「ニホンノセンショク－ 昭和48年10月13日 東京国立博物館

E-015 床の間―日本住宅の象徴― トコノマ―ニホンジュウタクノショウチョウ－ 1978年12月20日 株式会社岩波書店

E-023 都道府県別冠婚葬祭大事典 トドウフケンベツカンコンソウサイダイジテン－ 平成4年4月10日 株式会社主婦と生活社

E-004 梨本宮伊都子妃の日記 ナシモトノミヤイツコヒのニッキ － 1991年11月1日 株式会社 小学館

E-003
なわ（ロープ・紐・糸）結び≪職人の手技
を盗みとる本≫

ナワ（ロープ・ヒモ・イト）ムスビ － 1975年11月5日 株式会社 総合科学出版

E-029 南中部の衣と食 ナンチュウブノイトショク － 昭和49年9月10日 株式会社明玄書房

E-032 南部家伝来衣裳 目録 ナンブケデンライイショウ モクロク－ 記載なし 盛岡市公民館

E-012 錦とボロの話 ニシキトボロノハナシ － 昭和61年5月20日 株式会社 学生社

E-012 西陣 きもののふるさと ニシジン キモノノフルサト － 1968年2月1日 新興書房

E-022 西陣手織り一代――西田小雪聞書き ニシジンテオリイチダイ――ニシダコユキキキカキ－ 1983年6月5日 地平社

E-017 西日本 織物の民族誌 ニシニホン オリモノノミンゾクシ－ 昭和62年6月10日 葦書房有限会社

E-010 日用百科全書 衣服と流行 ニチヨウヒャッカゼンショ イフクトリュウコウ－ 記載なし 東京博文舘

E-034 日展集 ニッテンシュウ － 昭和36年11月16日 株式会社美術工芸会

E-013 日本衣服史 ニホンイフクシ － 大正14年9月1日 献文社

E-020 日本衣服史 ニホンイフクシ － 昭和49年9月10日 株式会社芸艸堂

E-028 日本各時代室内装飾法 ニホンカクジダイシツナイソウショクホウ－ 明治44年7月8日 工業及海事書院 建築書院

E-028 日本髪と着つけ全書 ニホンガミトキツケゼンショ － 昭和36年2月15日 婦人画報社

E-020 日本原始織物の研究 ニホンゲンシオリモノノケンキュウ－ 昭和52年3月30日 文化出版局

E-037 日本国宝展 ニホンコクホウテン － 平成2年4月10日 読売新聞社

E-037 日本古美術展 ニホンコビジュツテン － 昭和39年9月25日 日本国立博物館

E-014 日本歳時記 生活の古典双書 ニホンサイジキ セイカツノコテンソウショ－ 昭和53年6月10日 株式会社 八坂書房

E-010 日本女礼式大全 上巻 ニホンジョレイシキタイゼン ジョウカン－ 記載なし 記載なし

E-004 日本人とサクラ ニホンジントサクラ － 昭和55年5月12日 株式会社 講談社

E-012 日本人の可能性と限界 ニホンジンノカノウセイトゲンカイ－ 昭和53年6月20日 株式会社 講談社

E-019
日本人の心と色 色彩による――ユニー
クな比較文化論

ニホンジンノココロトイロ シキサイニヨル－ 昭和49年7月12日 株式会社講談社

E-015
日本人の発想、日本語の表現 「私」の
立場がことばを決める

ニホンジンノハッソウ、ニホンゴノヒョウゲン－ 1998年5月25日 中央公論社

E-017 日本人の洋服観の変遷 ニホンジンノヨウフクカンノヘンセン－ 1976年11月25日 株式会社ドメス出版

E-009 日本清浄文化史 ニホンセイジョウブンカシ － 昭和46年1月20日 花王石鹸株式会社

E-041 日本染織 法隆寺・正倉院/公家 ニホンセンショク ホウリュウジ1巻 昭和54年10月25日 中央公論社

E-041 日本染織 武家/舶載裂 ニホンセンショク ブケ/ハクサイギレ2巻 昭和55年2月25日 中央公論社

E-041 日本染織 小袖Ⅰ ニホンセンショク コソデ イチ3巻 昭和54年7月10日 中央公論社

E-041 日本染織 小袖Ⅱ ニホンセンショク コソデ ニ 4巻 昭和55年6月25日 中央公論社

E-041 日本染織 能・狂言・歌舞伎 ニホンセンショク ノウ・キョウゲン5巻 昭和55年9月25日 中央公論社

E-041 日本染織 庶民・近代 ニホンセンショク ショミン・キンダイ6巻 昭和56年5月25日 中央公論社

E-012 日本染織年表 ニホンセンショクネンピョウ － 昭和51年1月15日 株式会社 冬芽社

E-016 日本その心とかたち 10 21世紀の挑戦 ニホンソノココロとカタチ 10 － 1988年3月31日 株式会社平凡社

E-016
日本その心とかたち 6 手のひらのなか
の宇宙

ニホンソノココロトカタチ 6 テノヒラノナカノウチュウ－ 1988年3月3日 株式会社平凡社

E-016 日本その心とかたち 7 浮世絵の女たち ニホンソノココロトカタチ 7 ウキヨエノオンナタチ－ 1988年3月10日 株式会社平凡社

E-027 日本代表美人 ニホンダイヒョウビジン － 昭和5年2月1日 日本電報通信社

E-015
日本に於ける女子の職業的活動――そ
の範囲および動向――

ニホンニオケルジョシノショクギョウテキカツドウ第7巻第3号（第11記載なし 大原社会問題研究所

E-040 日本の意匠 源氏物語 ニホンノイショウ ゲンジモノガタリ1巻 昭和58年8月1日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 秋草 ニホンノイショウ アキクサ 2巻 昭和58年10月20日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 牡丹・椿 ニホンノイショウ ボタン・ツバキ3巻 昭和59年1月25日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 桜 ニホンノイショウ サクラ 4巻 昭和59年4月25日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 鳥・蝶・虫 ニホンノイショウ トリ・チョウ・ムシ5巻 昭和59年8月6日 株式会社京都書院

ナ行
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E-040 日本の意匠 伊勢物語・詩歌・能楽 ニホンノイショウ イセモノガタリ6巻 昭和59年10月22日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 松・竹・梅 ニホンノイショウ マツ・タケ・ウメ7巻 昭和59年12月20日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 人 ニホンノイショウ ヒト 8巻 昭和60年3月5日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 藤・柳・春夏草 ニホンノイショウ フジ・ヤナギ9巻 1985年5月15日 株式会社京都書院

E-040 日本の意匠 獣・魚・貝 ニホンノイショウ ケモノ・サカナ10巻 昭和60年7月20日 株式会社京都書院

E-033 日本の意匠 菊・紅葉 ニホンノイショウ キク・コウヨウ第11巻 昭和60年10月28日 株式会社京都書院

E-033 日本の意匠 風月山水 ニホンノイショウ フウゲツサンスイ第12巻 昭和61年2月3日 株式会社京都書院

E-033 日本の意匠 吉祥 ニホンノイショウ キチジョウ 第13巻 昭和61年6月16日 株式会社京都書院

E-033 日本の意匠 五穀・蔬菜・果実 ニホンノイショウ ゴコク・ソサイ第14巻 昭和61年10月10日 株式会社京都書院

E-033 日本の意匠 器物 ニホンノイショウ ウツワモノ 第15巻 昭和62年2月20日 株式会社京都書院

E-033 日本の意匠 縞・格子・割付 ニホンノイショウ シマ・コウシ第16巻 昭和62年5月1日 株式会社京都書院

E-011 日本の色 ニホンノイロ － 昭和52年1月25日 朝日新聞社

E-002 日本の色 植物染料のはなし ニホンノイロ ショクブツセンリョウノハナシ－ 昭和58年4月18日 株式会社紫紅社

E-008 日本の紙 ニホンノカミ － 昭和21年4月10日 大八洲出版株式会社

E-002 日本の髪型 ニホンノカミガタ － 昭和56年12月14日 株式会社 紫紅社

E-008 日本の女性 ニホンノジョセイ － 大正2年1月1日 実業之日本社

E-012 日本の女性美 ニホンノジョセイビ － 1988年6月15日 株式会社求龍堂

E-006 「日本の女装」よそほひ篇 ニホンノジョソウ ヨソホヒヘン － 昭和51年11月3日 故実研究会出版部

E-032 日本の染織抄 ニホンノセンショクショウ － 昭和42年7月20日 文化服装学院出版局

E-006
日本の染織11 西陣織 世界に誇る美術
織物

ニホンノソメオリ11 ニシジンオリ－ 昭和51年5月25日 泰流社

E-006 日本の染織13 御召 多様な美を織る ニホンノソメオリ13 オメシ タヨウナビヲオル－ 昭和51年9月20日 泰流社

E-006 日本の染織14筒描染 躍動する染色美 ニホンノソメオリ14 ツツガキソメ－ 昭和52年3月15日 泰流社

E-005 日本の伝統 暮らしの美 ニホンノデントウ クラシノビ － 記載なし 読売新聞大阪本社・国際交流基金
企画展のカタログのようで
す。会期は1979年4月7日～5
月6日。発行年月日は記載な

E-015 日本の人形 ニホンノニンギョウ － 昭和39年2月1日 株式会社保育社

E-030 日本の人形 ニホンノニンギョウ － 昭和60年1月25日 読売新聞社

E-036 日本の美「かざりの世界」展 ニホンノビ「カザリノセカイ」テン － 1988年3月1日 NHKサービスセンター

E-016 日本の美学 ニホンノビガク － 昭和45年10月20日 風濤社

E-007 日本の美術26 服飾 ニホンノビジュツ26 フクショク26 昭和43年6月15日 至文堂

E-005 日本の美術に見る 展覧会「桜」 ニホンノビジュツニミル テンランカイ－ 記載なし 朝日新聞東京本社企画第一部
企画展のカタログのようで
す。会期は平成元年3月8日
～20日。発行年月日は記載

E-011 日本の美女 ニホンノビジョ － 昭和41年4月15日 毎日新聞社

E-012 日本の民俗宗教 女の霊力と家の神 ニホンノミンゾクシュウキョウ － 1984年3月15日 人文書院

E-019 日本の紋章 ニホンノモンショウ － 昭和51年11月10日 毎日新聞社

E-009 日本の文様 起源と歴史 ニホンノモンヨウ キゲントレキシ－ 1988年11月20日 株式会社 南雲堂

E-023 日本の礼法 ニホンノレイホウ － 昭和57年12月20日 株式会社講談社

E-026 日本美術の再検討 ニホンビジュツノサイケントウ － 昭和53年8月25日 株式会社新潮社

E-017 日本被服文化史 ニホンヒフクブンカシ － 昭和50年2月1日 株式会社光生館

E-038
日本屏風絵集成 第14巻 風俗画 遊
楽・誰ヵ袖

ニホンビョウブエシュウセイ ダイジュウヨンカン14巻 昭和52年9月25日 株式会社講談社

E-001 日本風俗 ニホンフウゾク 16集 昭和12年8月12日 帝国教育会第七回世界教育会議日本事務局

E-015 日本風俗史 下編 ニホンフウゾクシ ゲヘン － 明治28年3月15日 東陽堂

E-020 日本風俗史事典 ニホンフウゾクシジテン － 昭和54年2月25日 株式会社弘文堂

E-025 日本風俗史上篇 ニホンフウゾクシジョウヘン － 大正2年6月30日 東陽堂

E-003 日本服飾考 ニホンフクショクコウ － 昭和45年8月1日 金園社

E-009 日本服飾史辞典 ニホンフクショクシジテン － 昭和49年1月20日 株式会社 東京堂出版

E-014 日本服飾美術史 下 ニホンフクショクビジュツシ ゲ － 昭和48年7月25日 雄山閣

E-014 日本服飾美術史 上 ニホンフクショクビジュツシ ジョウ－ 昭和48年6月25日 雄山閣

E-002 日本袋物概史 ニホンフクロモノガイシ － 昭和52年11月15日 京都袋物共同組合

E-001 日本婦人 ニホンフジン 2巻11号 昭和19年12月1日 大日本婦人会

E-004 日本文化の型と形 ニホンブンカノカタトカタチ － 1982年8月15日 株式会社 三一書房

E-008 日本紡績技術の歴史 ニホンボウセキギジュツのレキシ－ 記載なし 株式会社地人書館

E-036 日本民芸館展 ニホンミンゲイカンテン － 1955年5月13日 日本民芸館・毎日新聞社

E-023
日本民俗文化体系9 暦と祭事＝日本人
の季節感覚＝

ニホンミンゾクブンカタイケイ9 － 昭和59年10月5日 株式会社小学館

E-020
日本喪服史【古代篇】――葬送儀礼と装
い――

ニホンモフクシ【コダイヘン】――－ 平成14年2月1日 株式会社源流社

E-009 日本文様の源流 ニホンモンヨウノゲンリュウ － 昭和58年10月25日 日本経済新聞社

E-010 日本礼式図鑑 ニホンレイシキズカン － 昭和3年3月1日 日本礼道宗家

E-019 女人歳時記 ニョニンサイジキ － 昭和42年3月20日 株式会社河原書店

E-025 人間国宝 ニンゲンコクホウ － 記載なし 記載なし

E-012 人間を幸福にしない日本というシステム ニンゲンヲコウフクニシナイニホントイウシステム－ 1995年1月25日 毎日新聞社

E-004 布がかたる戦争 ヌノガカタルセンソウ － 1996年5月30日 株式会社 新日本出版社

E-025 布のいのち 人の心、くらし伝えて ヌノノイノチ ヒトノココロ、クラシツタエテ－ 1990年6月30日 株式会社新日本出版社

E-025 布のいのち 人の心、くらし伝えて ヌノノイノチ ヒトノココロ、クラシツタエテ－ 1990年6月30日 株式会社新日本出版社

E-034 冷泉家の年中行事 ネイセンケノネンチュウギョウジ－ 1987年7月8日 朝日新聞社

E-013 年賀乃観式 ネンガノカンシキ － 記載なし 記載なし

E-002 年間行事と民間信仰 ネンカンギョウジトミンカンシンコウ－ 昭和60年2月10日 株式会社弘文堂

E-028 年中行事図説 ネンジュウギョウジズセツ － 1953年6月10日 株式会社岩崎書店

E-016 年中行事の文芸学 ネンジュウギョウジノブンゲイガク－ 昭和56年7月20日 株式会社弘文堂

E-014 年中行事のみなもと ネンジュウギョウジノミナモト － 昭和43年4月15日 株式会社 邦文社

E-016 年中行事の歴史学 ネンジュウギョウジノレキシガク－ 昭和56年3月30日 株式会社弘文堂

E-013 年中事物考 ネンジュウジブツコウ － 昭和8年3月20日 素人社書屋

E-025 能装束編 ノウショウゾクヘン － 大正6年9月10日 能楽図書研究会出版部

E-013 能装束選 ノウソウソクセン － 昭和40年11月20日 光琳社出版株式会社

E-019 能を彩る文様の世界 ノウヲイロドルモンヨウノセカイ － 1997年12月20日 檜書店

E-012 野ぼたんの花 ノボタンノハナ － 平成3年8月6日 万象短歌会出版部
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E-008 配色の美 ハイショクノビ － 昭和23年2月15日 株式会社 大日本雄弁会講談社

E-036 博物館あんない ハクブツカンアンナイ － 昭和50年11月3日 琉球文化社

E-018
白鳳組ひも 組み方のすべて―古典から
現代まで

ハクホウクミヒモ クミカタノスベテ－ 昭和52年1月10日 株式会社講談社

E-016 肌ざわりの美学 ハダザワリノビガク － 昭和51年4月20日 現代情報社

E-003 鉢物・盆栽タブー集 ハチモノ・ボンサイタブーシュウ － 1989年4月20日 株式会社講談社

E-012 花 古事記 植物の日本誌 ハナ コジキ ショクブツノニホンシ－ 1989年8月25日 株式会社八坂書房

E-027 花かたみ ハナカタミ 38号 明治32年2月6日 東洋社

E-004 花のきもの ハナノキモノ － 昭和58年9月10日 株式会社 講談社

E-012 花の民俗学 ハナノミンゾクガク － 昭和49年3月30日 雄山閣出版

E-015 花札極意 花札極意 － 昭和7年1月10日 株式会社 春江堂

E-019 母と子の――お雛さまめぐり ハハトコノオヒナサマメグリ － 1993年2月10日 株式会社美術出版社

E-019 薔薇とペルソナ 小説三島由紀夫 バラトペルソナ ショウセツミシマユキオ－ 平成14年11月30日 株式会社沖積舎

E-001 春の婚禮衣裳帖 ハルノコンレイイショウチョウ － 記載なし 記載なし

E-015
パンフレット NO.8 俸給生活者の没落と
その運動

パンフレット ナンバー８ ホウキュウセイカツシャノボツラクトソノウンドウno.8 大正12年3月1日 大原社会問題研究所出版部

E-004 稗と麻の哀史 ヒエトアサノアイシ － 昭和58年9月1日 有限会社 翠楊社

E-025 美と工芸 ビトコウゲイ 167号 昭和46年8月20日 株式会社京都書院

E-009 ひとつの日本文化論 ヒトツノニホンブンカロン － 昭和46年2月27日 風濤社

E-020 雛ひゐな ヒナヒイナ － 平成元年2月18日 徳川美術館

E-006 緋の道――木曽路その愁麗の女性史― ヒノミチ――キソジソノシュウレイ－ 昭和47年9月25日 木耳社

E-025 被服文化 ヒフクブンカ 71号 昭和36年10月10日 文化服装学院出版局

E-004 ひも ヒモ － 昭和38年3月1日 学生社

E-016 風雪五十年 フウセツゴジュウネン － 昭和45年11月1日 学校法人清水学園 東京服装学園出版局

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 25号 大正11年6月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 26号 大正11年7月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 30号 大正11年11月1日 内外出版株式会社

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 34号 大正12年3月1日 内外出版株式会社

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 35号 大正12年4月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 40号 大正12年9月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 41号 大正12年10月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 43号 大正12年12月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 46号 大正13年3月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 48号 大正13年5月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 50号 大正13年7月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 54号 大正13年11月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 56号 大正14年1月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 58号 大正14年3月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 59号 大正14年4月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 60号 大正14年5月1日 内外出版株式会社

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 61号 大正14年6月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 62号 大正14年7月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 63号 大正14年8月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 68号 大正15年1月1日 風俗研究所

E-025 風俗研究 フウゾクケンキュウ 69号 大正15年2月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 70号 大正15年3月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 71号 大正15年4月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 72号 大正15年5月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 73号 大正15年6月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 78号 大正15年11月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 79号 大正15年12月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 81号 昭和2年2月1日 風俗研究所

E-025 風俗研究 フウゾクケンキュウ 82号 昭和2年3月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 83号 昭和2年4月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 84号 昭和2年5月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 85号 昭和2年6月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 88号 昭和2年9月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 89号 昭和2年10月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 90号 昭和2年11月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 91号 昭和2年12月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 95号 昭和3年4月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 102号 昭和3年11月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 103号 昭和3年12月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 104号 昭和4年1月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 105号 昭和4年2月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 107号 昭和4年4月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 108号 昭和4年5月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 109号 昭和4年6月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 112号 昭和4年9月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 113号 昭和4年10月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 117号 昭和5年2月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 122号 昭和5年7月1日 風俗研究所

E-025 風俗研究 フウゾクケンキュウ 123号 昭和5年8月1日 風俗研究所

E-025 風俗研究 フウゾクケンキュウ 126号 昭和5年11月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 127号 昭和5年12月1日 風俗研究所

E-025 風俗研究 フウゾクケンキュウ 130号 昭和6年3月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 131号 昭和6年4月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 132号 昭和6年5月1日 風俗研究所

E-025 風俗研究 フウゾクケンキュウ 133号 昭和6年6月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 138号 昭和6年11月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 147号 昭和7年8月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 150号 昭和7年11月1日 風俗研究所

E-001 風俗研究 フウゾクケンキュウ 166号 昭和9年3月1日 風俗研究所

E-027 風俗研究 フウゾクケンキュウ 167号 昭和9年4月1日 風俗研究所

E-028 風俗と文学 フウゾクトブンガク － 昭和11年11月27日 石村先生還暦記念刊行会

ハ行
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

E-030 フォーマル事典 男の冠婚葬祭 フォーマルジテン オトコノカンコンソウサイ－ 昭和50年10月1日 (株)スタイル社

E-037 フォト[別冊]皇室文化と平成 フォト[ベッサツ]コウシツブンカトヘイセイ－ 平成11年11月5日 社団法人時事画報社

E-011 服飾の表情 フクショクノヒョウジョウ － 1992年10月30日 株式会社 勁草書房

E-004 服飾の歴史 フクショクノレキシ － 1995年3月25日 中央公論社

E-013 服飾美学 フクショクビガク － 昭和38年6月5日 株式会社 明玄書房

E-012 服装から見た源氏物語 フクソウカラミタゲンジモノガタリ－ 昭和58年1月10日 文化出版局

E-012 服装の歴史 ２ フクソウノレキシ ニ － 1974年9月 理論社

E-008 服装文化論 きものは生きている フクソウブンカロン キモノハイキテイル－ 昭和39年6月12日 文化服装学院出版局

E-001 婦女界 フジョカイ 38巻5号 昭和3年11月1日 婦女界社

E-001 婦人画報 フジンガホウ 12月の巻5号 明治40年12月1日 記載なし 裏表紙破損
E-001 婦人画報 フジンガホウ 232号 大正14年2月1日 株式会社東京社

E-001 婦人公論 フジンコウロン 8年9号 大正12年8月1日 中央公論社

E-001 婦人公論 フジンコウロン 9月号 昭和5年9月1日 中央公論社

E-001 婦人公論 フジンコウロン 10月号 昭和5年10月1日 中央公論社

E-027 婦人書報 フジンショホウ 151号 大正7年9月1日 東京社

E-027 婦人書報 フジンショホウ 262号 昭和2年6月1日 株式会社東京社

E-027 婦人書報 フジンショホウ 266号 昭和2年10月1日 株式会社東京社

E-027 婦人書報 フジンショホウ 267号 昭和2年11月1日 株式会社東京社

E-027 婦人書報臨時増刊 皇族書報 フジンショホウリンジゾウカン 348号 昭和9年4月15日 婦人書報社

E-027 婦人世界 フジンセカイ 4巻5号臨時増刊明治42年4月15日 実業之日本社

E-015 婦人世界百号記念 百婦人 フジンセカイヒャクゴウキネン 第8巻第4号 大正2年3月10日 実業之日本社

E-025 婦人評論 フジンヒョウロン 2号 大正元年10月1日 婦人評論社

E-010 婦人礼法 フジンレイホウ － 明治44年4月30日 実業之日本社

E-010 婦人礼法 フジンレイホウ － 明治44年7月8日 実業之日本社

E-015 不戦条約文問題始末 フセンジョウヤクブンモンダイシマツ－ 昭和4年8月10日 社会評論社

E-018 舞台の衣裳 ブタイノイショウ － 昭和40年6月1日 株式会社求龍堂

E-027 PRIOR 1965 プリオール 1965 － 昭和40年9月10日 株式会社資生堂

E-015 プレイシリーズ 花札とダイス プレイシリーズ ハナフダトダイス－ 1971年1月20日 図書出版 集文館

E-005 文化学園服飾博物館 名品抄 ブンカガクエンフクショクハクブツカン－ 昭和54年11月1日 学校法人文化学園
ケースが下の方大きく割れて
います。

E-021 平安時代仮名書状の研究 ヘイアンジダイカナショジョウノケンキュウ－ 昭和51年5月31日 風間書房

E-020 平安朝服飾百科辞典 ヘイアンチョウフクショクヒャッカジテン－ 昭和50年7月1日 株式会社講談社

E-007 平安の美裳 かさねの色目 ヘイアンノビショウ カサネノシキモク－ 昭和63年2月28日 株式会社京都書院
裏表紙に破け、染みあり。紙
類挟まっています。

E-017 平成俳句叢書 Ⅱ 句集 月夜野 ヘイセイハイクソウショ Ⅱ クシュウ－ 平成6年9月15日 東京四季出版

E-018 別冊原寸大図案集つき 現代の日本刺 ベッサツゲンスンダイズアンシュウツキ－ 昭和56年11月19日 株式会社マコー社

E-017 北越織物史 雪の中のきれ ホクエツオリモノシ ユキノナカノキレ－ 昭和41年4月15日 文化服装学院出版局

E-014 北中部の衣と食 ホクチュウブノイトショク － 昭和49年12月1日 株式会社 明玄書房

E-001 毎日グラフ マイニチグラフ － 昭和38年3月15日 毎日新聞社

E-030 枕草子の婦人服飾 マクラノソウシノフジンフクショク－ 昭和49年1月15日 株式会社思文閣

E-017 雅子さま 殿下の愛に守られて マサコサマ デンカノアイニマモラレテ－ 2001年10月31日 株式会社集英社

E-012 松阪もめん覚え書 糸へん伊勢風土記 マツザカモメンオボエガキ イトヘンイセフドキ－ 昭和63年5月20日 中日新聞本社

E-019 真夜中の硯 侍従長のひとりごと マヨナカノスズリ ジジュウチョウノヒトリゴト－ 1982年7月9日 株式会社講談社

E-003
万葉集の服飾文化 下 ――万葉人の
服飾感覚

マンヨウシュウノフクショクブンカ－ 昭和61年7月20日 株式会社 六興出版

E-003
万葉集の服飾文化 上 万葉人の染織・
色彩感覚

マンヨウシュウノフクショクブンカ－ 昭和61年6月20日 株式会社 六興出版

E-032 美枝きもの資料館図録 ミエキモノシリョウカンズロク － 昭和58年1月15日 財団法人美枝きもの資料館

E-037 美枝きもの資料館図録 ミエキモノシリョウカンズロク 2 1991年1月15日 財団法人美枝きもの資料館

E-003 水子地蔵寺霊験集 ミズコジゾウジレイゲンシュウ － 昭和53年9月5日 紫雲荘

E-018 ミセスの髪―きもの― ミセスノカミ―キモノ― － 昭和52年10月15日 株式会社女性モード社

E-004 「みだら」の構造 ミダラ ノコウゾウ － 2000年10月25日 株式会社 草思社

E-018 道をきりひらいた女性展 ミチヲキリヒライタジョセイテン － 昭和43年 日本経済新聞社

E-027 三越 ミツコシ 3巻2号 大正2年2月1日 三越呉服店

E-003 みめぐみうけて ミメグミウケテ － 平成8年7月29日 「大山ラク追悼集」刊行会

E-002 花洛のモード きものの時代 ミヤコノモード キモノノジダイ － 平成13年2月27日 思文閣出版

E-015 都風俗化粧伝 ミヤコフウゾクケショウデン － 昭和57年10月8日 株式会社 平凡社

E-015 苗字に生きるやまとことば ミョウジニイキルヤマトコトバ － 2002年6月15日 株式会社青春出版社

E-016 民芸のこころ ミンゲイノココロ － 昭和57年4月8日 有限会社毎日文庫

E-008 民俗選書 きもの ミンゾクセンショ キモノ － 昭和17年11月20日 六人社

E-011 民俗の事典 ミンゾクノジテン － 1978年4月5日 岩崎美術社

E-003 民族服飾の生態 ミンゾクフクショクノセイタイ － 昭和54年4月2日 東京書籍株式会社

E-017 民本主義の論客茅原華山伝 ミンポンシュギノロンキャクカヤハラカザンデン－ 平成14年12月25日 不二出版

E-012 むろまち ムロマチ － 昭和46年9月15日 株式会社 修道社

E-025 名家の裂 メイケノキレ － 昭和55年8月1日 株式会社世界文化社

E-007 明治大正期の女子宮廷服 メイジタイショウキノジョシキュウテイフク－ 昭和50年12月10日 衣生活研究会

E-016 明治の衣裳 女性の装いにみる意匠の メイジノイショウ ジョセイノヨソオイニミルイショウノヘンセン－ 1989年4月16日 名古屋鉄道株式会社

E-036 明治村 メイジムラ － 昭和60年10月13日 名古屋鉄道株式会社

E-013
モーリス、ホーランド君報告摘要 日本産
業推移の経路 「キモノ」から西洋式労働
服に至る経路

モーリス、ホーランドクンホウコクテキヨウ紀要第6号 昭和4年6月15日 財団法人啓明会

E-007 文字と手紙 美しい文字と手紙の書き方 モジトテガミ ウツクシイモジトテガミ－ 記載なし 研秀出版株式会社

E-027 モダン・ウーマン モダン・ウーマン 創刊号 昭和4年12月1日 モダンウーマン社

E-018 モダン化粧史 粧いの80年 モダンケショウシ ヨソオイノハチジュウネン－ 1986年11月10日 ポーラ文化研究所

E-017 ものと人間の文化史68-Ⅱ 絹Ⅱ モノトニンゲンノブンカシ － 1992年6月1日 財団法人法政大学出版局

E-017
ものと人間の文化史 27 香料 日本の
におい

モノトニンゲンノブンカシ 27 － 1978年4月1日 財団法人法政大学出版局

E-017 ものと人間の文化史 62 鮑（あわび） モノトニンゲンノブンカシ 62 － 1989年6月22日 財団法人法政大学出版局

E-017 ものと人間の文化史 結び モノトニンゲンノブンカシ ムスビ－ 1972年5月20日 法政大学出版局

E-017 ものと人間の文化史20 包み モノトニンゲンノブンカシ20 ツツミ－ 1977年4月1日 財団法人法政大学出版局

E-017 ものと人間の文化史38 色 染と色彩 モノトニンゲンノブンカシ38 イロ－ 1980年7月10日 財団法人法政大学出版局

E-017 ものと人間の文化史68-Ⅰ 絹Ⅰ モノトニンゲンノブンカシ68-Ⅰ － 1992年6月1日 財団法人法政大学出版局

E-017 ものと人間の文化史8 はきもの モノトニンゲンノブンカシ8 ハキモノ－ 1981年5月11日 財団法人法政大学出版局

E-022 木綿口伝 モメンクチヅタエ － 1984年12月1日 財団法人法政大学出版局

E-025 もめんのおいたち モメンノオイタチ － 昭和39年3月25日 日本綿業振興会

マ行
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E-030 木綿の本 モメンノホン － 昭和57年5月20日 読売新聞社

E-036 桃山・江戸の能衣装 モモヤマ・エドノノウイショウ － 昭和55年12月3日 鐘紡株式会社

E-017 桃山時代の女性 モモヤマジダイノジョセイ － 昭和47年9月25日 株式会社吉川弘文館

E-037 紋織の美と技 絹の都リヨンへ モンオリノビトワザ キヌノミヤコリヨンヘ－ 1994年10月26日 文化学園服飾博物館

E-022 紋章の知識100 モンショウノチシキ100 － 昭和53年1月25日 新人物往来社

E-037 門跡尼寺の名寶 モンゼキニジノメイホウ － 平成4年8月 社団法人霞会館

E-016 文様 Ⅰ 暮らしの美と心 モンヨウ Ⅰ クラシノビトココロ－ 1988年3月5日 朝日新聞社

E-016 文様 Ⅱ 暮らしの美と心 モンヨウ Ⅱ クラシノビトココロ－ 1988年7月10日 朝日新聞社

E-003 役に立つ生活の知恵 日本服飾考 ヤクニタツセイカツノチエ ニホンフクショクコウ－ 記載なし 金園社 奥付なし
E-029 安岡正篤とその弟子 ヤスオカマサアツトソノデシ － 昭和59年6月27日 竹井出版株式会社

E-018 大和いかるが 中宮寺の美 ヤマトイカルガ チュウグウジノビ－ 平成元年8月31日 中宮寺門跡

E-036 優佳良織・木内綾展 ユウカラオリ・キウチアヤテン － 1982年 読売新聞社

E-023 有職 衣紋寫真図解 ユウショク イモンシャシンズカイ－ 昭和2年10月30日 龍谷大学国文学会

E-021 友禅覚え書 ユウゼンオボエガキ － 昭和51年7月24日 日本古書通信社

E-009 雪の中のきれ ユキノナカノキレ － 昭和41年4月15日 文化服装学院出版局

E-004 「ゆふ」を織る ユフ ヲオル － 2000年5月20日 不知火書房

E-003 ヨーロッパの紋章・日本の紋章 ヨーロッパノモンショウ・ニホンノモンショウ－ 昭和57年8月20日 日本放送出版協会

E-003 装いのこころ ヨソオイノココロ － 1979年1月20日 日本書籍株式会社

E-004 よそおいの美学 ヨソオイノビガク － 1981年8月20日 株式会社 作品社

E-030 利休の手紙 リキュウノテガミ － 昭和60年6月15日 株式会社小学館

E-015
陸軍少年飛行兵志願問答―志願の手引
き―

リクグンショウネンヒコウヘイシガンモンドウ－ 記載なし 陸軍航空本部

E-021
柳宗悦全集 図録篇 柳宗悦蒐集 民藝
大鑑 第三巻

リュウシュウエツゼンシュウ ズロクヘン－ 昭和56年11月30日 筑摩書房

E-003 例解古語辞典 レイカイコゴジテン － 1980年1月15日 株式会社 三省堂

E-028 礼儀作法全集 レイギサホウゼンシュウ 3巻 昭和13年12月23日 中央公論社

E-008 礼の美 レイノビ － 昭和19年2月25日 有限会社 一條書房 表紙が外れている。
E-008 礼法と琴歌 レイホウトコトウタ － 大正6年5月1日 合名会社石英堂書房

E-027 歴史教育 レキシキョウイク 2巻11号 昭和29年11月1日 株式会社日本書院

E-006 絽ざしと佐賀錦 ロザシトサガニシキ － 昭和48年7月10日 株式会社婦人画報社

E-006 若い人のための茶道の本 ワカイヒトノタメノサドウノホン － 昭和52年6月30日 主婦と生活社

E-023 わが家のまつりごと 浄土宗の仏事 ワガヤノマツリゴト ジョウドシュウノブツジ－ 昭和63年6月1日 株式会社世界文化社

E-023 わが家のまつりごと 浄土真宗の仏事 ワガヤノマツリゴト ジョウドシンシュウノブツジ－ 昭和62年8月1日 株式会社世界文化社

E-023 わが家のまつりごと 真言宗の仏事 ワガヤノマツリゴト シンゴンシュウノブツジ－ 昭和62年8月1日 株式会社世界文化社

E-023 わが家のまつりごと 曹洞宗の仏事 ワガヤノマツリゴト ソウトウシュウノブツジ－ 昭和63年6月1日 株式会社世界文化社

E-023 わが家のまつりごと 天台宗の仏事 ワガヤノマツリゴト テンダイシュウノブツジ－ 昭和63年6月1日 株式会社世界文化社

E-023 わが家のまつりごと 日蓮宗の仏事 ワガヤノマツリゴト ニチレンシュウノブツジ－ 昭和62年8月1日 株式会社世界文化社

E-023 わが家のまつりごと 臨済宗の仏事 ワガヤノマツリゴト リンザイシュウノブツジ－ 1988年11月1日 株式会社世界文化社

E-003 わかりやすい仏事と神事 ワカリヤスイブツジトシンジ － 昭和54年12月20日 株式会社 鎌倉新書

E-002 和装織物業の研究 ワソウオリモノギョウノケンキュウ－ 1982年3月20日 株式会社ミネルヴァ書店

E-028 和装小物の史実 ワソウコモノノシジツ － 昭和39年8月15日 和装小物の史実出版委員会

E-019 わたしたちの生活誌 ワタシタチノセイカツシ － 昭和54年3月10日 花王石鹸株式会社

E-008 私たちの生活史 衣服編 ワタシタチノセイカツシ イフクヘン－ 昭和23年4月1日 八重山書店

E-003 私の冠婚葬祭ノート ワタシノカンコンソウサイノート － 昭和55年5月15日 東京書籍株式会社 新聞の切り抜きが挟まってい
E-011 私の五十年 ワタシノゴジュウネン － 昭和50年9月26日 財団法人 国際美容協会出版局

E-016 和服地――実物と解説―― ワフクジ――ジツブツトカイセツ－ 昭和44年4月20日 衣生活研究会

E-019
和服なら、私。 デラックス・エレガントな
誘惑

ワフクナラ、ワタシ。 デラックス－ 昭和58年9月 株式会社情報センター出版局

E-027 和洋美容秘帖 ワヨウビヨウヒチョウ 婦女界49巻1号付録昭和9年1月1日 婦女界社

E-015 吾等に覚悟ありや ワレラニカクゴアリヤ － 昭和12年10月9日 千倉書房

E-025 をんな ヲンナ 1号 明治34年1月31日 大日本女学会東京堂
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