
番号 書         名 著  者  名 出版社 出版年 請 求 記 号 所蔵館 

1 芭蕉紀行文集 付嵯峨日記 松尾 芭蕉著 岩波書店 1991.6 9155/MA85 西部

2 校本芭蕉全集  第1巻 松尾 芭蕉著 角川書店 1967 91132/MA85/1 中央

3 校本芭蕉全集  第2巻 松尾 芭蕉著 角川書店 1969 91132/MA85/2 中央

4 校本芭蕉全集 第3巻 松尾 芭蕉著 角川書店 1970 91132/MA85/3 中央

5 校本芭蕉全集 第4巻 松尾 芭蕉著 角川書店 1969 91132/MA85/4 中央

6 校本芭蕉全集 第5巻 松尾 芭蕉著 角川書店 1970 91132/MA85/5 中央

7 校本芭蕉全集 第6巻 松尾 芭蕉著 角川書店 1969 91132/MA85/6 中央

8 校本芭蕉全集 第7巻 松尾 芭蕉著 富士見書房 1989.7 91132/18/7 西部

9 校本芭蕉全集 第8巻 松尾 芭蕉著 富士見書房 1989.9 91132/18/8 西部

10 校本芭蕉全集 第9巻 松尾 芭蕉著 富士見書房 1989.10 91132/18/9 西部

11 校本芭蕉全集 第10巻 松尾 芭蕉著 富士見書房 1990.2 91132/18/10 西部

12 芭蕉文集 松尾 芭蕉著 岩波書店 1940 91132/118 中央

13 芭蕉俳句集 芭蕉著 一穂社 2005.10 91132/113 東部

14 芭蕉俳句集 松尾 芭蕉著 岩波書店 1979 91132 中央

15 芭蕉句集 松尾 芭蕉著 新潮社 1982.6 918/SH61/71 中央

16 芭蕉句集 松尾 芭蕉著 朝日新聞社 1958 918/N71/A87 中央

17 芭蕉俳文集 上 松尾 芭蕉著 岩波書店 2006.3 9145/27/1 東部

18 芭蕉俳文集 下 松尾 芭蕉著 岩波書店 2006.5 9145/27/2 東部

19 芭蕉文集 松尾 芭蕉著 新潮社 1980 918/SH61/72 東部

松尾芭蕉　

～松尾芭蕉が歩んだ軌跡！～

　　江戸時代の俳人。本名は松尾宗房。１６４４年（正保元年）伊賀国上野（三重県上野市）に６人兄妹の次
男として生まれました。芭蕉は江戸へ出て、俳人として修業を積みます。当時の俳句は、ユニークな表現や
当時の生活の華やかな様子を詠む俳句ばかりが持てはやされていました。しかし芭蕉が目指したのは “ユ
ニークさ”や“華やかさ”を求める俳句ではなく、静寂の中の自然の美しさ、つまり自然や人生が刻み込まれ
た俳句でした。
　例えば有名な俳句に「閑さや岩にしみ入る蝉の声」があります。山形の立石寺という山寺があり、静かな
お寺です。物音一つしません。崖をめぐり、岩を這って、仏閣を拝むと心の中までが澄んでいくようなその静
寂さを句に詠んだとされています。芭蕉は自身の手で、己の精神と向き合う文学を目指していったのではな
いでしょうか。自分の信念を最後まで全うした生き方には、尊敬の念を抱きます。
　 今年は、俳人・松尾芭蕉の生誕３７０年目を迎えます。これを機会に松尾芭蕉と共に国内にある自然の美
しさや歴史と伝統のある建築物に触れ、当時の松尾芭蕉の気持ちを少しでも垣間見ることができたら嬉しく
思います。

１．松尾芭蕉全集・文集・句集について



20 芭蕉文集 松尾 芭蕉著 朝日新聞社 1970.10 918/N71/A88 東部

21
おくのほそ道
付曽良旅日記 奥細道菅菰
抄

芭蕉著 岩波書店 1982.7 9155/MA85 中央

22 芭蕉紀行文集 付嵯峨日記 松尾 芭蕉著 岩波書店 1979 9155/MA85 東部

23 芭蕉書簡集 松尾 芭蕉著 岩波書店 1979 9155/MA85 中央

24 芭蕉連句集 松尾 芭蕉著 岩波書店 1979 91132/MA85 中央

1 松尾芭蕉は忍者か 森崎 益夫著 MBC21 1999.4 91132/52 東部

2 松尾芭蕉の秘密 中田 敬三著 文藝書房 2013.12 91132/153 東部

3 松尾芭蕉とその門流 綿抜 豊昭著 筑波大学出版会 2008.1 91130/ﾏﾊ 5 東部

4 松尾芭蕉 嶋岡 晨著 成美堂出版 1988.5 9136/SH43 東部

5 松尾芭蕉 稲垣 安伸著 勉誠出版 2004.1 91132/79 東部

6 松尾芭蕉 阿部 喜三男著 吉川弘文館 1986.3 91132/24 中央

7 松尾芭蕉 赤羽 学著 蝸牛社 1993.4 91132/32 中央

8 松尾芭蕉 佐藤 勝明編 ひつじ書房 2011.10 91132/147 中央

9 松尾芭蕉  永遠の旅人 白石 悌三著 新典社 1991.4 91132/SH82 中央

10 松尾芭蕉 雲英 末雄編集・執筆 新潮社 1990.11 91132/KI51 中央

11 松尾芭蕉 楠元 六男編 ぺりかん社 1990.6 91132/MA85 中央

12 松尾芭蕉 尾形 仂著 筑摩書房 1974 911/N71/17 中央

13 松尾芭蕉 阿部 喜三男著 吉川弘文館 1980 28108/J51/71 中央

14 松尾芭蕉 河出書房新社 1980 91132/MA85 中央

15 松尾芭蕉 宮本 三郎著 桜楓社 1979.9 911308/H15/1 東部

16 松尾芭蕉 小倉 肇著 さ・え・ら書房 1983.5 J289/MA85 東部

17 松尾芭蕉と元禄文化 近藤 ふみ文 フレーベル館 2004.3 J280/ｱﾙ/7 中央

18 芭蕉 饗庭 孝男著 集英社 2001.5 91132/68 東部

２．松尾芭蕉の人物について



19
松尾芭蕉の像を探す旅
妻と二人で

中村滋男著 中村愛子 2000.10 91132/15 中央

20
松尾芭蕉の像を探す旅
続妻と二人で

中村滋男著 中村愛子 2006.8 91132/15/2 中央

21 日本を創った人びと 18 日本文化の会編 平凡社 1978.8 28108/N71/18 東部

22 世界の伝記 43 ぎょうせい 1995.12 J280/ｾｶ/43 東部

23 芭蕉年譜大成 今 栄蔵著 角川書店 1994.6 91132/34 東部

1
芭蕉研究資料集成 昭和前
期篇[13]

クレス出版 1996.1 91132/39/3 -13 西部

2 風徳編『芭蕉文集』の研究 三木慰子 著 和泉書院 1992 91132/42 西部

3 芭蕉研究論稿集成 第4巻 久富 哲雄監 クレス出版 1999.12 91132/59/4 中央

4 松尾芭蕉研究 市川 通雄著 笠間書院 1989.3 91132/I14 東部

5
芭蕉研究資料集成
昭和中期篇[5]

クレス出版 2009.7 91132/140/4-5 東部

6
芭蕉研究資料集成
昭和中期篇[6]

クレス出版 2009.7 91132/140/4-6 東部

7 風徳編『芭蕉文集』の研究 三木 慰子著 和泉書院 1992.12 91132/MI24 中央

8 芭蕉句集の研究 萩原 恭男著 笠間書院 1971 91132/H14 中央

9 松尾芭蕉論 福田 真久著 教育出版センター1975 91132/F74 中央

1 露伴全集 第20巻 幸田 露伴著 岩波書店 1979.2 991868/ｺﾛ 1/20 西部

2 露伴全集 第21巻 幸田 露伴著 岩波書店 1979 91868/ｺﾛ 1/21 西部

3 露伴全集 第22巻 幸田 露伴著 岩波書店 1979 91868/ｺﾛ 1/22 西部

4 全釈芭蕉書簡集 田中 善信注釈 新典社 2005.11 91132/111 東部

5 松尾芭蕉この一句 柳川 彰治編著 平凡社 2009.11 91132/141 東部

6 日本文学全集   6 河出書房新社 1968 918/N71/6 西部

7 図説日本の古典  14 集英社 1978.10 9108/Z8/14 中央

8 日本の古典 18 河出書房新社 1972 918/N71/K18 中央

３．松尾芭蕉についての研究

４．松尾芭蕉の作品等



9 古典日本文学全集 30 筑摩書房 1960 918/KO93/30 中央

10 古典日本文学全集 31 筑摩書房 1961 918/KO93/31 中央

11 日本古典文学全集 41 小学館 1976 918/N71/S41 中央

12 日本古典文学大系  45 岩波書店 1977 918/N71/45 中央

13 日本古典文学大系 46 岩波書店 1978 918/N71/46 東部

14 新編日本古典文学全集 70 小学館 1995.7 918/2/70 中央

15 新編日本古典文学全集 71 小学館 1997.9 918/2/71 中央

16 はじめて出会う古典作品集 1河添 房江監 光村教育図書 2009.12 J918/ﾊｼ/1 中央

17 はじめて出会う古典作品集  2河添 房江監 光村教育図書 2010.2 J918/ﾊｼ/2 中央

18 古典俳文学大系  5 集英社 1975 911308/KO93/5 中央

19 少年愛の連歌俳諧史 喜多 唯志著 沖積舎 1997.11 9112/25 中央

20 言葉を恃む 竹西 寛子著 岩波書店 2008.2 9146/ﾀﾋ 20 中央

21 神田上水工事と松尾芭蕉 大松 騏一著 神田川芭蕉の会 2003.3 5181/16 中央

22 暗部  松尾芭蕉ノオト ひの まさし著 同友館 2004.3 91132/81 東部

23
ミクロコスモス
松尾芭蕉に向って

高橋 英夫著 講談社 1992.5 91132/TA33 東部

24
天理図書館善本叢書
和書之部 第10巻

天理図書館善本叢書
和書之部編集委員会
編

天理大学出版部 1972 080/TE37/I-10 中央

25 芭蕉七部集 佐久間 柳居編 岩波書店 1977 91132/B26 中央

26 芭蕉七部集の植物 広江 美之助著 有明書房 1972 4708/H71/8(1) 中央

27 芭蕉七部集評釈 安東 次男著 集英社 1973 91132/A47 中央

28 芭蕉七部集評釈 続 安東 次男著 集英社 1978 91132/A47/2 中央

29 芭蕉七部集連句鑑賞 浪本 沢一著 春秋社 1964 91132/N47 中央

30 露伴評釋芭蕉七部集 幸田 露伴著 中央公論社 1956.1 91132/MA85 中央


