
119　光格天皇関係文献目録
書名 著編者 出版社 出版年 形態１ 形態２ 備考
後桃園天皇の崩御と光格天皇の登極とについ
て

和田英松 歴史地理10-5 歴史地理学会 1907 論文

光格天皇御製集 列聖全集編纂会 列聖全集　御製集第11巻 列聖全集編纂会 1917（1922再版） 書籍 12冊 ;  23cm.
http://kindai.ndl.g
o.jp/info:ndljp/pid
/945308

光格天皇御集拾遺 列聖全集編纂会 列聖全集　御製集第11巻 列聖全集編纂会 1917（1922再版） 書籍 12冊 ;  23cm. 同上

光格天皇中宮欣子内親王御歌 列聖全集編纂会 列聖全集　御製集第11巻 列聖全集編纂会 1917（1922再版） 書籍 12冊 ;  23cm. 同上

光格天皇と聖護院門跡 猪熊信男 聖護院門跡 1940 書籍

後桃園天皇の崩御と光格天皇の登極とについ
て

和田英松 国史国文之研究 雄山閣 1926 論文 454p 図版 ;  23cm. 1907の再録

光格天皇の御生母磐代君 辻善之助 日本文化史 別録 第4巻 春秋社 1970 論文 322p 図版 ;  22cm.

後期幕藩制と天皇 高埜利彦
講座前近代の天皇2　天皇権力
の構造と展開　その2

青木書店 1993.4 論文 248p ;  22cm.

光格天皇の登場 藤田覚 幕末の天皇 講談社（選書メチエ） 1994.9 （2013.2　講談社学術文庫）書籍 252p ;  19cm.

小田原城特別展　御室仁和寺の名宝　大久保
忠真と光格天皇

小田原城天守閣編 小田原城天守閣 1996 図録

史料散歩 御所千度参りを呼びかける「張札」  藤田覚 日本歴史591 吉川弘文館 1997.08 論文 98～99

10代徳川家治・桃園天皇、後桜町天皇、後桃園
天皇、光格天皇--概説:家治時代の朝幕関係、
事件:明和事件、謎:禁裏賄方役人不正事件、政
策:朝廷懐柔政策の実情 

えとう乱星
歴史読本44-7「シリーズ事件推
理6　徳川15代将軍家と天皇
家」

新人物往来社 1999.06 論文 132～139

11代徳川家斉・光格天皇、仁孝天皇--概説:家
斉時代の朝幕関係、事件:尊号一件、謎:新内侍
の皇女毒殺疑惑、政策:「天皇」号復活 

長谷圭剛
歴史読本44-7「シリーズ事件推
理6　徳川15代将軍家と天皇
家」

新人物往来社 1999.06 論文 140～147

近世後期の民衆と朝廷 天明七年御所千度参り
の再検討 

北川一郎 新しい歴史学のために241 京都民科歴史部会 2001.4 論文 12～28

特別展　光格天皇と幻の将軍　京都・日光・例幣
使

霞会館資料展示委員会編 霞会館資料第24輯 霞会館 2001.9 図録 197p ;  28cm.

特集カラー 光格天皇と幻の将軍--京都・日光・
例幣使

歴史読本46-11「特集 徳川15
代 将軍家を創った実力者・権
力者たち」

新人物往来社 2001.11 雑誌記事 巻頭4p

光格天皇とその周辺  盛田帝子 文学2-5 岩波書店 2001.9・10 論文 133～148

光格天皇と宮廷歌会--寛政期を例に 盛田帝子 雅俗9 雅俗の会 2002 論文 104～122

近世院政の組織と制度--光格上皇の「院政」を
事例に 

村和明 論集きんせい24 近世史研究会 2002.5 論文 22～43

光格天皇から昭和天皇まで--非常事態としての
近代天皇制 

松本健一 大航海45　特集「近代天皇論」 新書館 2003 論文 30～43

光格天皇の意味--復古と革新  藤田覚 大航海45　特集「近代天皇論」 新書館 2003 論文 44～52

光格天皇論--その文化的側面  盛田帝子 大航海45　特集「近代天皇論」 新書館 2003 論文 53～59



天皇皇族実録 126 　光格天皇実録 第1巻 藤井讓治・吉岡眞之 監修・解説 ゆまに書房 2006.一〇 書籍 11, 584p ;  22cm.
宮内庁書陵部所
蔵の複製

天皇皇族実録 127 　光格天皇実録 第2巻 藤井讓治・吉岡眞之 監修・解説 ゆまに書房 2006.一〇 書籍 p585-1132 ;  22cm 同上

天皇皇族実録 128 　光格天皇実録 第3巻 藤井讓治・吉岡眞之 監修・解説 ゆまに書房 2006.一〇 書籍 p1133-1760 ;  22cm 同上

天皇皇族実録 129 　光格天皇実録 第4巻 藤井讓治・吉岡眞之 監修・解説 ゆまに書房 2006.一〇 書籍 p1761-2344 ;  22cm 同上

天皇皇族実録 130 　光格天皇実録 第5巻 藤井讓治・吉岡眞之 監修・解説 ゆまに書房 2006.一〇 書籍 p2345-2714 ;  22cm.同上

近代天皇の誕生 光格天皇から昭和天皇まで 松本健一 昭和天皇　畏るべき「無私」 ビジネス社 2007.2（2013.8.改訂新版）論文 255p ;  20cm 2003の再録

<記憶>の中の源氏物語(33)光格天皇と宣長の
時代 

三田村雅子 新潮104-5 新潮社 2007.5 論文 254～262 2013改訂再版

修学院離宮における御幸様式の変速と場所構
成について 

田中明
日本建築学会計画系論文集
621

日本建築学会 2007.11 論文 215～222

逆説の日本史(第741回)第七十四話 徳川幕閣
の展開と改革4 「田沼意次、その虚像と実像」編
(その20)尊王論隆盛に決定的な役割を果たして
朝廷史を変えた「光格天皇という事件」 

井沢元彦 週刊ポスト40-5 小学館 2008.2.1 論文 164～167

逆説の日本史(第742回)第七十四話 徳川幕閣
の展開と改革4 「田沼意次、その虚像と実像」編
(最終回)約九百年中絶していた天皇号を「復活」
させたことが光格天皇の最大の「業績」 

井沢元彦 週刊ポスト40-6 小学館 2008.2.8 論文 154～157

日本近代史の真相 陸軍の裏側を見た吉薗周蔵
の手記(48)光格帝の御事跡と閑院宮系天皇子
孫=京都皇統の経綸

落合莞爾 ニューリーダー278 はあと出版 2010.12 論文 94～98

朝幕関係の転換―光格天皇の時代 藤田覚
天皇の歴史06　江戸時代の天
皇

講談社 2011.6 書籍 382p ;  20cm +  1枚.

福井崇蘭館旧蔵・光格天皇宸翰尺牘について 内田誠一 大取一馬編　典籍と史料 思文閣出版 2011.11 論文 553, 120, 4p ;  22cm.

光格天皇の意味―復古と革新― 藤田覚
近世天皇論 近世天皇研究の
意義と課題 清文堂出版 2011.12 論文 289p ;  20cm. 2003の再録

大江磐代君顕彰展 : 大江磐代君没後二百年に
寄せて

倉吉博物館編 倉吉博物館 2012 図録

作品紹介 「光格上皇修学院御幸儀伎図絵巻」
について 

須藤茂樹 四国大学紀要 四国大学 2013 論文 115-135

近世雅文壇の研究　光格天皇と賀茂季鷹を中
心に

盛田帝子 汲古書院 2013.一〇 書籍 396,18p ;  22cm.

光格上皇御所における堂上公家の機構 村和明 近世の朝廷制度と朝幕関係 東京大学出版会 2013.2 論文 332,7p ;  22cm.

後期幕藩制と天皇 高埜利彦 近世の朝廷と宗教 吉川弘文館 2014.一 論文 477,7p ;  22cm.

書評 盛田帝子著『近世雅文壇の研究 : 光格天
皇と賀茂季鷹を中心に』 

一戸 渉 国語と国文学91-12 明治書院 2014.12 書評 70-75 1993の再録


