
本居宣長について調べるには  

Ⅰ 探すときにキーワードとなる、テーマに関連した言葉  

   本居宣長・江戸中期・国学者・古事記・源氏物語・賀茂真淵・古事記伝  

   鈴屋・もののあはれ・神道学者・春庭・玉勝間  

Ⅱ 図書館で調べる                  

①   総合的な事典  

 

書名  著者名  出版者（社）  出版年  請求記号  

 

日本大百科全書 22  

相賀  徹夫  小学館  1988 R031 ニ  

 

大百科事典 14  

下中  邦彦  平凡社  1985 R031 ダ  

 

ﾌﾞﾘﾀﾆｶ国際大百科事典 19  

ﾌﾗﾝｸ・B・ｷﾞﾌﾞﾆｰ 

ﾃｨｰﾋﾞｰｴｽ･ 

ﾌﾞﾘﾀﾆｶ 
1975 R031 ブ  

②   専門的な事典  

書名  著者名  
出版者 

（社）  
出版年  請求記号  

 

人物ﾚﾌｧﾚﾝｽ事典 文芸篇  日外ｱｿｼｴｰﾂ編  日外ｱｿｼｴｰﾂ  2010 R281.0 ジ  

 

日本人物ﾚﾌｧﾚﾝｽ事典思想・哲

学・歴史篇  

日外ｱｿｼｴｰﾂ編  日外ｱｿｼｴｰﾂ  2013 R281.0 ニ  
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③   図書  

書名  著者名  
出版者 

（社）  
出版年  請求記号  

宣長の世界  

 

鈴屋遺蹟保存会本

居宣長記念館  編  

鈴屋遺蹟保存会

本居宣長記念館  
2013 LM121 ノ  

 

本居宣長の生涯をダイジェストで紹介しています。また、写真や地図もあり、宣長が実際に目にした景色

も載っています。  

 

本居宣長事典  本居宣長記念館  編  東京堂出版  2001 LM121 モ  

 

門人（弟子）や著作の概略を知ることが出来ます。  

 

本居宣長の不思議  
鈴屋遺蹟保存会本

居宣長記念館  編  

鈴屋遺蹟保存会

本居宣長記念館  
2013 LM121 モ  

 

生誕から没後までの世界を写真と解説でたどることができます。珍しい写真も多く、また、資料の文字を

読んでいただけるように大きく載せてあります。開館 40 周年記念出版。  

 

宣長さん  中根  道幸  和泉書院  2002 121.5 モ  

 

青少年時代の宣長が何に関心を持ち、どのように勉強していったのか、宣長の勉強方法や研究の手法まで

実証的に解明します。  

 

本居宣長の生涯  岩田  隆  以文社  1999 121.5 イ  

 

宣長研究の第一人者による宣長の生涯とその業績がていねいに記述されています。  

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01174368
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00213818
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鈴せんせい  
風人舎らんらんど  

編  

松阪青少年会議

所  
1989 K289 ス  

 

文字ばかりはちょっと…という方におすすめの漫画です。漫画と思って侮るなかれ、宣長の生涯がくわし

く記載してあります。  

 

松阪市三偉人ルートガイド本居宣長コース  

   －   －  LM241 マ  

 

本居宣長ゆかりの場所が紹介されている、パンフレットの資料です。  

 

本居宣長全集  全 20 巻別巻 3 巻  

大久保  正  編  

大野  晋  編  
筑摩書房  1976 121.5 モ  

 

本居宣長の著書がまとめられた作品です。  

 

古事記伝  1～4 巻  
本居  宣長  撰  

倉野  憲司  校訂   
岩波書店  1940 B913.2 モ  

 

賀茂真淵の教示により、宣長が三十年かけて書き上げた文献学的研究の極致とも言われる書物。以後の

「古事記」の注釈書にも大きな影響を与える、宣長の主著。  

 

玉勝間  

本居  宣長  著  

村岡  典嗣  校訂  
岩波書店  1934 B945M 

 

本居宣長の随筆集。書名は「言草のすゞろにたまる玉がつまつみてこゝろを野べのすさびに」の歌から。  

 

現代語訳  菅笠日記  
三嶋  健男  

宮村  千素  著  
和泉書院  1995 915.5 モ  

 

本居宣長が吉野・飛鳥を旅したときの紀行文であり、当時としては画期的なガイドブックを現代語訳で読

みやすくなっています。巻末に本居宣長の主要年譜あり。  

 

紫文要領  
本居  宣長  著  

子安  宣邦  校注  
岩波書店  2010 B913.3 ム  

 

源氏物語を読み研究した宣長が、「もののあはれを知る」を論じた本です。  
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ふしぎワークブック  

-自由研究アドバイス - 

 [本居宣長記念

館 ] 
[2017] LM121 ﾌ 

 

本居宣長を題材にした自由研究のアドバイスをするワークブック。  

  

Ⅲ 雑誌･新聞で調べる                

「鈴屋学会報」 第一号（昭和 60 年 3 月）～ 松阪市松阪図書館  

Ⅳ インターネットで調べる              

「本居宣長記念館ホームページ」  

 http://www.norinagakinenkan.com 

「本居宣長ノ宮」http://motoorinorinaga.org/ 

Ⅴ 関連施設で調べる                 

・公益財団法人鈴屋遺蹟保存会 本居宣長記念館  

 三重県松阪市殿町 1536-7  TEL：0598-21-0312 

 開館時間：9:00～16:30（17:00 閉館）  

 休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始  

 入館料：大人 400 円 大学生等 300 円 小人（小学４年生～高校生）200 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01502185
http://www.norinagakinenkan.com/
http://motoorinorinaga.org/


本居宣長についての関連資料一覧 
書名 著者名 出版者（社） 

排蘆小船・石上私淑言 本居 宣長∥著 岩波書店 

うひ山ふみ 鈴屋問答録 本居 宣長∥著 岩波書店 

うひ山ふみ 鈴屋問答録 本居 宣長∥著 岩波書店 

王朝文学と宣長 出丸  恒雄∥著 松阪市公民館 

活用言の冊子 [本居 宣長∥著] 和泉書院 

桂文我の落語版「古事記」  桂 文我∥著  燃焼社 

賀茂真淵と本居宣長 佐々木  信綱∥著 湯川弘文社 

加茂真淵と本居宣長 

浜松市立加茂真淵記念館∥

編 
浜松市教育委員会 

郷土の偉人を知る 1 

郷土の偉人に学ぶ教育推進

委員会∥編 
松阪市教育委員会 

郷土の本居宣長翁 桜井  祐吉∥編 比佐古文庫出版部 

馭戎慨言 本居 宣長∥著 多摩通信社 

近世国学の大成者 

芳賀 登∥著 清水書院  

本居宣長 

近世国学の大成者 本居宣長(新・人と歴史拡大版 43） 芳賀 登∥著  清水書院  

芸術三重 第１８号 三重県芸術文化協会∥編 三重県教育委員会 

現代語訳菅笠日記 本居 宣長∥[原著] 和泉書院 

校訂真淵宣長訓古事記 神代巻 神宮文庫∥編 神宮皇學館史學会 

古希以後の宣長大人 出丸  恒雄∥編 三重県立松阪高等学校 

古今集遠鏡 1 本居 宣長∥著 平凡社 

古今集遠鏡 2 本居 宣長∥著 平凡社 
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国学史再考 田中 康二∥著 新典社 

古事記伝 1 本居 宣長∥撰 岩波書店 

古事記伝 2 本居 宣長∥撰 岩波書店 

古事記伝 3 本居 宣長∥撰 岩波書店 

古事記伝 4 本居 宣長∥撰 岩波書店 

古事記傳 5 本居 宣長∥著 日本名著刊行 

古事記傳 第１巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第２巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第３巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第４巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第５巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第６巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第７巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第８巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第９巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第１０巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第１１巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記傳 第１２巻 本居 宣長∥著 中文館書店 

古事記を読む 三浦 佑之∥編 吉川弘文館 

小林秀雄全作品 27 小林 秀雄∥著 新潮社 

小林秀雄全作品 28 小林 秀雄∥著 新潮社 

小林秀雄の日本主義 佐藤 公一∥著 アーツアンドクラフツ 
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小林秀雄の悲哀  橋爪 大三郎∥著  講談社  

小林秀雄の秘密  佐藤 公一 ∥著 アーツアンドクラフツ  

始原と反復 友常 勉∥著 三元社 

史跡本居宣長旧宅 大西  源一∥著   

紫文要領 本居 宣長∥著 岩波書店 

10分で読める歴史人物伝③ 本郷 和人∥監修  岩崎書店  

仁斎・徂徠・宣長 吉川 幸次郎∥[著] 岩波書店 

新教科書に出てくる 42人の人物と日本の歴史 5 

高野 尚好∥[ほか]監修 指

導 
学研 

人物日本の歴史・ 

高野 尚好∥監修 指導  学研  

日本を変えた 53人 5  

新編日本古典文学全集 82   小学館 

菅笠日記 本居 宣長∥著 勉誠社 

菅笠日記写真集   あいの会・マイアングル 

鈴せんせい 

宣長漫画づくり実行委員会∥

編 
松阪青年会議所 

鈴屋翁の歌道とその資料 本居宣長記念館 本居宣長記念館 

鈴屋所蔵品目録 松阪市∥編 松阪市 

図説本居宣長 本居宣長記念館研究室∥編 本居宣長記念館 

せかい伝記図書館 27 子ども文化研究所∥監修 いずみ書房 

玉勝間上 本居 宣長∥著 岩波書店 

玉勝間下 本居 宣長∥著 岩波書店 

玉勝間 上 本居 宣長∥著 岩波書店 

玉勝間 下 本居 宣長∥著 岩波書店 
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玉勝間 上 本居 宣長∥著 岩波書店 

玉勝間 下 本居 宣長∥著 岩波書店 

玉くしげ 秘本玉くしげ 本居 宣長∥著 岩波書店 

21世紀の本居宣長 川崎市市民ミュージアム∥編 朝日新聞社 

２００１年宣長探し   三重県松阪地方県民局 

肉筆浮世絵 第九巻（祐信）  楢崎 宗重∥監修  集英社  

日本語と日本思想 浅利 誠∥著 藤原書店 

日本思想体系 40 家永  三郎［ほか］∥編 岩波書店 

日本の心は亡びゆく 屋敷 紘一∥著 文化書房博文社 

日本の名著 21 石川  淳∥責任編集 中央公論社 

宣長・鈴屋関係資料集 研究篇 1 中澤 伸弘∥編 解説 クレス出版 

宣長・鈴屋関係資料集 研究篇２  復刻 中澤  伸弘∥編・解説 クレス出版 

宣長・鈴屋関係資料集 研究篇 3 中澤 伸弘∥編 解説 クレス出版 

宣長・鈴屋関係資料集 研究篇 4 中澤 伸弘∥編 解説 クレス出版 

宣長・鈴屋関係資料集 研究篇 5  中澤 伸弘∥編 解説 クレス出版 

宣長・鈴屋関係資料集 資料篇 1 中澤 伸弘∥編 解説 クレス出版 

宣長・鈴屋関係資料集 資料篇 2 中澤 伸弘∥編 解説 クレス出版 

宣長・春庭・大平 本居宣長記念館∥編 本居宣長記念館 

宣長翁と樹敬寺 山下  法亮∥著 樹敬寺 

宣長翁未公開資料展目録   松阪市 

宣長大平旅日記 玉村  禎祥∥著 近畿文化誌刊行会 

宣長学講義 子安 宣邦∥著 岩波書店 

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00777287
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00777288
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00692362
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00742925
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00718925
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01494545
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00779109
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00693544
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00581646
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00650051
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085379
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085380
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085382
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085384
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085386
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085375
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085376
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01085376
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00684910
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00700377
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00697759
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00785329


宣長学論究 岩田 隆∥著 おうふう 

宣長校合土佐日記抄 [本居 宣長∥校合] 和泉書院 

宣長さん 中根 道幸∥著 和泉書院 

宣長少年と樹敬寺 山下  法亮∥編 樹敬寺 

宣長少年と樹敬寺 山下  法亮∥著 樹敬寺 

宣長神学の構造 東 より子∥著 ぺりかん社 

宣長大人の言行 大辻  偲梅∥著 牧戸正平 

宣長大人の言行 大辻  偲梅∥著 趣味新報社 

宣長ってどんな人？ 

鈴屋遺蹟保存会本居宣長記

念館 

鈴屋遺蹟保存会本居宣長記

念館 

宣長と『三大考』 金沢 英之∥著 笠間書院 

宣長と会う 吉田  悦之∥［著］ 伊勢の國・松坂十楽 

宣長と秋成 日野  龍夫∥著 筑摩書房 

宣長と篤胤 村岡  典嗣∥著 創文者 

宣長の一生 本居宣長研究委員会∥編 松阪市教育委員会 

宣長の源氏学 杉田 昌彦∥著 新典社 

宣長の生涯に関する資料の解説  本居宣長記念館∥編  本居宣長記念館  

宣長の青春 出丸  恒雄∥編 鈴屋遺蹟保存会 

宣長の世界 

鈴屋遺蹟保存会本居宣長記

念館 

鈴屋遺蹟保存会本居宣長記

念館 

宣長の版本 

鈴屋遺蹟保存会本居宣長記

念館 
本居宣長記念館 

宣長の文学と風土 出丸  恒雄∥著   

宣長の没後 出丸  恒雄∥編 光書房 

「宣長問題」とは何か 子安 宣邦∥著 筑摩書房 
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芳賀登著作選集：第 4巻 芳賀 登∥著 雄山閣出版 

白鳥・宣長・言葉 小林  秀雄∥著 文藝春秋 

林崎のふみぐらの詞 皇學館大學∥編 皇學館大學出版部 

日野龍夫著作集 第 2巻 日野 龍夫∥著 ぺりかん社 

ふしぎワークブック   [本居宣長記念館] 

変容の時代の日本学 中島  誠∥著 春秋社 

松阪学ことはじめ 

「宣長さん 200年」実行委員

会∥編 
おうふう 

松阪市三偉人ルートガイド本居宣長コース国学の道  [松阪市] [松阪市]  

松阪城史説と本居宣長 桜井  祐吉∥著 桜井祐吉 

松阪に生きた宣長 

まちじゅうがパビリオン松阪・

本居宣長翁∥篇 
十楽 

真淵宣長初対面の遺跡新上屋  桜井 祐吉∥著  鈴屋遺跡保存会  

丸谷才一全集 第 8巻  丸谷 才一∥著 文藝春秋 

本居内遠全集 本居  内遠∥著 吉川弘文館 

本居宣長 石村  貞吉∥著 三教書院 

本居宣長 菅野  覚明∥著 ぺりかん社 

本居宣長 菅野 覚明∥著 ぺりかん社 

本居宣長 第１集 久野  九右衛門∥著 光書房 

本居宣長 第２集 久野  九右衛門∥著 光書房 

本居宣長 河野  省三∥著 啓文社 

本居宣長 補記 小林  秀雄∥著 新潮社 

本居宣長 小林  秀雄∥著 新潮社 

本居宣長 上 小林 秀雄∥著 新潮社 
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本居宣長 下 小林 秀雄∥著 新潮社 

本居宣長 子安 宣邦∥著 岩波書店 

本居宣長 相良  亨∥著 東京大学出版会 

本居宣長 城福 勇∥著 吉川弘文館 

本居宣長 高橋  正夫∥著 講談社 

本居宣長 田中 康二∥著 中央公論新社 

本居宣長 田原  嗣郎∥著 講談社 

本居宣長 中島 誠∥文 現代書館 

本居宣長 芳賀  登∥著 清水書院 

本居宣長 芳賀  登∥著 牧書店 

本居宣長 芳賀  登∥著 吉川弘文館 

本居宣長 蓮田 善明∥著 新潮社 

本居宣長 藤村  作∥著 楽浪書院 

本居宣長 村岡  典嗣∥著 岩波書店 

本居宣長 1 村岡 典嗣∥著 平凡社 

本居宣長 2 村岡  典嗣∥著 平凡社 

本居宣長 本山  幸彦∥著 清水書院 

本居宣長 吉川  幸次郎∥著 筑摩書房 

本居宣長 吉川  幸次郎∥著 筑摩書房 

本居宣長 吉田 悦之∥著 創元社 

本居宣長『うひ山ぶみ』 濱田 浩一郎∥現代語訳 致知出版社 

本居宣長『うひ山ぶみ』全読解 白石 良夫∥著 右文書院 
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本居宣長『うひ山ぶみ』全訳注 白石 良夫∥全訳注 講談社 

本居宣長『古事記伝』を読む１ 神野志 隆光∥著 講談社 

本居宣長『古事記伝』を読む２ 神野志 隆光∥著 講談社 

本居宣長『古事記伝』を読む３ 神野志 隆光∥著 講談社 

本居宣長『古事記伝』を読む４ 神野志 隆光∥著 講談社 

本居宣長翁 松阪市教育会∥編 松阪市教育会 

本居宣長翁書簡集 本居  宣長∥著 啓文社 

本居宣長翁書簡集 本居宣長∥［著］ 本居宣長自筆稿本刊行会 

本居宣長翁全伝 山田  勘蔵∥著 四海書房 

本居宣長翁傳 山室山新吉野會∥編 山室山新吉野會 

本居宣長記念館開館記念展示会出陳目録    本居宣長記念館  

本居宣長記念館建設寄付者御芳名   鈴屋遺蹟保存会 

本居宣長記念館収蔵品目録第１輯 本居宣長記念館∥編 本居宣長記念館 

本居宣長記念館収蔵品目録 第２輯 本居宣長記念館∥編 本居宣長記念館 

[本居宣長記念館] 

新規寄贈品目録 第２集 
本居宣長記念館研究室∥編 本居宣長記念館  

本居宣長記念館善本目録 北岡  四良∥［ほか］編 松阪市教育委員会 

本居宣長記念館蔵書目録 ３ 北岡  四良∥編 松阪市教育委員会 

本居宣長記念館蔵書目録 ４ 鈴木  勝忠∥編 松阪市教育委員会 

本居宣長記念館蔵書目録 ５ 鈴木  勝忠∥編 松阪市教育委員会 

本居宣長記念館名品図録 本居宣長記念館∥編 本居宣長記念館 

本居宣長稿本全集 第１輯 本居 清造∥著 博文館 

本居宣長稿本全集 第２輯 本居  清造∥著 博文館 
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本居宣長国学要集 臼田  甚五郎∥著 湯川弘文社 

本居宣長古道論 薮田  尚一∥著 櫻橘書院 

本居宣長事典 本居宣長記念館∥編 東京堂出版 

本居宣長自筆稿本並遺品 

松阪市文化財保護委員会∥

編 
松阪市文化財保護委員会 

本居宣長集 本居  宣長∥著 地平社 

本居宣長集 本居  宣長∥著 筑摩書房 

本居宣長集 本居  宣長∥著 筑摩書房 

本居宣長集 本居  宣長∥著 新潮社 

本居宣長小傳 山田 勘蔵∥著 松阪市教育委員会 

本居宣長全集 第 1 本居  宣長∥著 片野東四郎 

本居宣長全集 第 2 本居  宣長∥著 片野東四郎 

本居宣長全集 第 3 本居  宣長∥著 片野東四郎 

本居宣長全集 第 4 本居  宣長∥著 片野東四郎 

本居宣長全集 第 5 本居  宣長∥著 片野東四郎 

本居宣長全集 第１  本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第２ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第３ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第４ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第５ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第６ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第７ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第８ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 
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本居宣長全集 第９ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第１０ 本居  宣長∥著 吉川弘文館 

本居宣長全集 第 1巻 本居宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 2巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 3巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 4巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 5巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 6巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 7巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 8巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 9巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 10巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 11巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 12巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 13巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 14巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 15巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 16巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 17巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 18巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 19巻 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第 20巻 本居 宣長∥著 筑摩書房 
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本居宣長全集 別巻 1 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 別巻 2 本居 宣長∥著 筑摩書房 

本居宣長全集 別巻 3 本居 宣長∥[著] 筑摩書房 

本居宣長全集 第２５冊 本居  宣長∥著 岩波書店 

本居宣長先生 小倉  喜市∥著 中村書店 

本居宣長宅跡碑建設記念誌 松阪市∥編 松阪市 

本居宣長展  三重県立美術館∥編  三重県立美術館 

本居宣長と源氏物語 中川  竫梵∥編 中川竫梵 

本居宣長と「自然」 山下  久夫∥著 沖積舎 

本居宣長と鈴屋社中 鈴木  淳∥［ほか］編著 錦正社 

本居宣長とその門流 第１ 簗瀬  一雄∥著 和泉書院 

本居宣長とその門流 第２ 簗瀬  一雄∥著 和泉書院 

本居宣長と津の門人たち 石水博物館∥編集 石水博物館 

本居宣長とは誰か 子安 宣邦∥著 平凡社 

本居宣長と平田篤胤 藤田  徳太郎∥著 丸岡出版社 

本居宣長と和歌山の人  々 和歌山市立博物館∥編集 和歌山市教育委員会 

本居宣長の医術と環境 松島  博∥著 三重大学教育学部 

本居宣長の研究 岡田 千昭∥著 吉川弘文館 

本居宣長の研究 岡田 千昭∥著 吉川弘文館 

本居宣長の国文学 田中 康二∥著 ぺりかん社 

本居宣長の古道論 佐藤 雉鳴∥著 ブイツーソリューション 

本居宣長の思考法 田中 康二∥著 ぺりかん社 
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本居宣長の思想と心理 松本  滋∥著 東京大学出版会 

本居宣長の生涯 岩田 隆∥著 以文社 

本居宣長の世界 長島 弘明∥編 森話社 

本居宣長の大東亜戦争 田中 康二∥著 ぺりかん社 

本居宣長の大日本天下四海畫圖を解く 井田 もも∥編 本居宣長記念館 

本居宣長の人及思想 小倉  喜市∥著 大同館書店 

本居宣長の不思議 鈴屋遺蹟保存会∥編集 本居宣長記念館 

本居宣長の万葉学 大久保  正∥著 大八州出版 

本居春庭全集  

本居大平全集本居内遠全集 
本居  春庭［ほか］∥著 片野東四郎 

本居春庭全集 

本居大平全集  
本居 春庭∥著  吉川弘文館  

物語本居宣長 鏡沼  保世∥著 堀書店 

やちまた 上 足立 巻一∥著 中央公論新社 

やちまた 下 足立 巻一∥著 中央公論新社 

山口彦次郎関連文書集成  志村 圭志郎∥著  
大妻女子大学人間生活文化
研究所  

山桜の夢 藤井 滋生∥著 新風書房 

山田勘蔵文庫目録   本居宣長記念館 

らんのふしぎ発見！本居宣長記念館見学ノート  鈴屋遺蹟保存会  本居宣長記念館  

和歌と宣長大人 大辻  偲梅∥編輯 趣味新報社 

わたしの宣長ノート 鈴屋遺蹟保存会 本居宣長記念館  
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