
1.夏目漱石

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

1 作家の自伝    24　夏目漱石 佐伯 彰一  監修 日本図書センター 1995.11 91026/23/24 一般書庫

2 新潮日本文学アルバム  2　夏目漱石 新潮社 1983.11 91026/56/2 一般書庫

3 夏目漱石事典    平岡 敏夫  編 勉誠出版 2000.7 91026/ﾅｿ82 参考開架

4 新聞記者夏目漱石    牧村 健一郎  著 平凡社 2005.6 91026/ﾅｿ138 一般書庫

5 漱石のマドンナ    河内 一郎  著 朝日新聞出版 2009.2 91026/ﾅｿ170 一般開架

6 人生に効く漱石の言葉    木原 武一  著 新潮社 2009.6 91026/ﾅｿ173 一般開架

7 百年後に漱石を読む    宮崎 かすみ  著 トランスビュー 2009.8 91026/ﾅｿ175 一般開架

8 漱石・明治・日本の青春    半藤 一利  著 新講社 2010.4 91026/ﾅｿ182 一般開架

9 これが漱石だ。  文学講義録  佐藤 泰正  著 櫻の森通信社 2010.1 91026/ﾅｿ183 一般開架

10 夏目漱石論    権藤 三鉉  著 文藝書房 2010.3 91026/ﾅｿ189 一般開架

11 漱石のユートピア    河内 一郎  著 現代書館 2011.7 91026/ﾅｿ195 一般開架

12 旅する漱石先生  文豪と歩く名作の道  牧村 健一郎  著 小学館 2011.9 91026/ﾅｿ196 一般開架

13 漱石の秘密  『坊っちやん』から『心』まで  林 順治  著 論創社 2011.1 91026/ﾅｿ197 一般開架

14 夏目漱石  『坊ちゃん』「『則天去私』研究小史」  増子 正一  著 恵泉書房 2012.8 91026/ﾅｿ207 一般開架

15 千駄木の漱石    森 まゆみ  著 筑摩書房 2012.1 91026/ﾅｿ208 一般開架

16 漱石に見る夫婦のかたち、その不毛を問う  『明暗』の結末を考える  村山 美清  著 風詠社 2012.12 91026/ﾅｿ213 一般開架

17 夏目漱石の美術世界  Natsume Soseki and Arts  東京藝術大学大学美術館 東京新聞 2013 91026/ﾅｿ215 一般開架

18 夏目漱石の実像と人脈  ゆらぎの時代を生きた漱石  伊藤 美喜雄  著 花伝社 2013.1 91026/ﾅｿ218 一般開架

19 漱石の科学/鴎外の「妄想」    本間 孝  著 文芸社 2013.11 91026/ﾅｿ219 一般開架

20 漱石一九一〇年代    玉井 敬之  著 翰林書房 2014.1 91026/ﾅｿ222 一般開架

21 漱石と芥川を読む  愛・エゴイズム・文明  万田 務  著 双文社出版 2001.1 91026/ﾅｿ96 一般書庫

22 夏目漱石    武蔵野 次郎  著 成美堂出版 1984.11 9136/MU82 書庫ＣＬ

23 日本の文学    15　坊ちゃん 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58 書庫ＣＬ

24 日本の文学    16　三四郎 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/N58 書庫ＣＬ
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  文豪というと誰を思い浮かべますか？明治・大正時代の文豪は多くいますが、夏目漱石「こころ」「三四郎」、森鴎
外「舞姫」、芥川龍之介「羅城門」、「鼻」、中島敦「山月記」と聞けば、一度は聞いたことがあるでしょう。 
 今回は、教科書に採録された回数が多い作家６名を取り上げ、紹介します。学生時代と今では作品に対する感じ方
も違うのではないでしょうか。また、他の作品や文豪を知る本、作品論等も紹介します。この機会に文豪の作品に挑戦
してみませんか。 



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

25 こころ    夏目 漱石  著 講談社 1979 9136/N58 書庫ＣＬ

26 日本の文学    27　  こゝろ 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58 書庫ＣＬ

27 日本の文学    28　　道草 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58 書庫ＣＬ

28 夏目漱石集「心」    夏目 漱石  著 和泉書院 1991.12 9136/N58 書庫ＣＬ

29 Kokoro    by Soseki Natsume Charles E. Tuttle 1995 9136/N58 書庫ＣＬ

30 日本の文学    10　吾輩ハ猫デアル    上編  市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58/1 書庫ＣＬ

31 日本の文学    11　吾輩ハ猫デアル    中編  市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58/2 書庫ＣＬ

32 日本の文学    12　吾輩ハ猫デアル    下編  市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/N58/3 書庫ＣＬ

33 日本の文学    29　明暗　上 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/N58/1 書庫ＣＬ

34 日本の文学    30　明暗　下 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/N58/2 書庫ＣＬ

35 夢十夜    夏目 漱石  作 パロル舎 1999.3 9136/ﾅｿ12 一般書庫

36 坊っちゃん  新訳  夏目 漱石  著
講談社

インターナショナル 2005.3 9136/ﾅｿ16 一般書庫

37 草枕  スペイン語版  夏目 漱石  著 現代企画室(発売) 2005.4 9136/ﾅｿ17 一般書庫

38 夏目漱石「こゝろ」を読みなおす    水川 隆夫  著 平凡社 2005.8 9136/ﾅｿ20 一般書庫

39 倫敦塔・幻影(まぼろし)の盾  他五篇  夏目 漱石  作 岩波書店 2007.2 9136/ﾅｿ27 一般開架

40 一〇〇年の坊っちゃん    山下 聖美  著 D文学研究会 2007.4 9136/ﾅｿ28 一般開架

41 直筆で読む「坊っちやん」    夏目 漱石  著 集英社 2007.1 9136/ﾅｿ32 一般開架

42 漱石の「こゝろ」を読む    佐々木 雅發  著 翰林書房 2009.4 9136/ﾅｿ35 一般開架

43 夢十夜を十夜で 高山 宏  著 羽鳥書店 2011.12 9136/ﾅｿ40 一般開架

44 『こころ』の真相  漱石は何をたくらんだのか  柳澤 浩哉  著 新典社 2013.1 9136/ﾅｿ47 一般開架

45 夏目漱石『こころ』をどう読むか    石原 千秋  責任編集 河出書房新社 2014.5 9136/ﾅｿ48 一般開架

46 夏目漱石『三四郎』をどう読むか    石原 千秋  責任編集 河出書房新社 2014.1 9136/ﾅｿ49 一般開架

47 『坊っちゃん』事典    今西 幹一  企画 勉誠出版 2014.1 9136/ﾅｿ50 一般開架

48 新潮日本文学    3　夏目漱石集 新潮社 1980 9186/14/3 一般書庫

49 秀選名著複刻全集近代文学館    14　三四郎 それから 門 名著複刻全集編集委員会  編集 日本近代文学館 1985 9186/30/14 一般書庫

50 新選名著複刻全集近代文学館  20　  こゝろ 名著複刻全集編集委員会  編集 日本近代文学館 1982 9186/31/20 一般書庫

51 名著複刻 漱石文学館 　1   吾輩ハ猫デアル上編  夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/1 一般書庫

52 名著複刻 漱石文学館　 ２   吾輩ハ猫デアル中編  夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/2 一般書庫

53 名著複刻 漱石文学館　 ３   吾輩ハ猫デアル下編 夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/3 一般書庫

54 名著複刻 漱石文学館 10　三四郎 夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/10 一般書庫

55 名著複刻 漱石文学館 11　それから 夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/11 一般書庫

56 名著複刻 漱石文学館 13　門 夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/13 一般書庫

57 名著複刻 漱石文学館 18　こゝろ   夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/18 一般書庫

58 名著複刻 漱石文学館 20　道草 夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/20 一般書庫

59 名著複刻 漱石文学館 21　明暗  夏目 漱石  著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ 4/21 一般書庫



２.芥川龍之介

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

60 新潮日本文学アルバム    13　  芥川竜之介 新潮社 1983.1 91026/56/13 一般書庫

61 芥川竜之介    河出書房新社 1990.7 91026/ｱﾘ 12 一般書庫

62 作家の自伝    31　芥川龍之介 佐伯 彰一  監修 日本図書センター 1995.11 91026/23/31 一般書庫

63 芥川竜之介と児童文学    関口 安義  著 久山社 2000.1 91026/ｱﾘ 33 一般書庫

64 芥川竜之介を学ぶ人のために    浅野 洋  編 世界思想社 2000.3 91026/ｱﾘ 34 一般書庫

65 芥川竜之介全作品事典    関口 安義  編 勉誠出版 2000.6 91026/ｱﾘ 35 一般書庫

66
芥川竜之介の小説を読む
『羅生門』、『蜜柑』、『蜘蛛の糸』と『カラマーゾフの兄弟』論 関口 収  著 鳥影社 2003.5 91026/ｱﾘ 45 一般書庫

67 芥川竜之介を読む    佐藤 泰正  編 笠間書院 2003.5 91026/ｱﾘ 46 一般書庫

68 芥川龍之介と中島敦    鷺 只雄  著 翰林書房 2006.4 91026/ｱﾘ 58 一般書庫

69 よみがえる芥川龍之介    関口 安義  著 日本放送出版協会 2006.6 91026/ｱﾘ 59 一般書庫

70 世界文学としての芥川龍之介    関口 安義  著 新日本出版社 2007.6 91026/ｱﾘ　65 一般開架

71 芥川龍之介  <不安>の諸相と美学イデオロギー  藤井 貴志  著 笠間書院 2010.2 91026/ｱﾘ 68 一般開架

72 芥川龍之介  生誕120年  関口 安義  編 翰林書房 2012.12 91026/ｱﾘ 71 一般開架

73 芥川龍之介の童話  神秘と自己像幻視の物語  武藤 清吾  著 翰林書房 2014.2 91026/ｱﾘ 73 一般開架

74 芥川龍之介考    中村 稔  著 青土社 2014.9 91026/ｱﾘ 74 一般開架

75 地獄変・奉教人の死    芥川 竜之介  著 新潮社 1960 9136/A39 書庫ＣＬ

76 羅生門・鼻    芥川 竜之介  著 新潮社 1960.3 9136/A39 書庫ＣＬ

77 蜘蛛の糸・杜子春    芥川 竜之介  著 新潮社 1985 9136/A39 書庫ＣＬ

78 日本の文学    34　蜘蛛の糸 地獄変 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/A39 書庫ＣＬ

79 日本の文学    49　河童 或阿呆の一生 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/A39 書庫ＣＬ

80 地獄変・鼻・杜子春    芥川 竜之介  著 明治図書出版 1970 9136/ｱﾘ 13 一般書庫

81 現代のバイブル  芥川龍之介「河童」注解  羽鳥 徹哉  監修 勉誠出版 2007.6 9136/ｱﾘ 28 一般開架

82 芥川龍之介短篇集    芥川 龍之介  著 新潮社 2007.6 9136/ｱﾘ 29 一般開架

83 「羅生門」と廃仏毀釈  芥川龍之介の江戸趣味と実利主義の時代  荒木 正純  著 悠書館 2010.12 9136/ｱﾘ38 一般開架

84 芥川龍之介  長篇小説  小島 政二郎  著 講談社 2008.8 9136/ｺﾏ 52 一般開架

85 新潮日本文学    10　 芥川竜之介集 新潮社 1980 9186/14/10 一般書庫

86 新選名著複刻全集近代文学館　25　羅生門 名著複刻全集編集委員会  編集 日本近代文学館 1982 9186/31/25 一般書庫

文学と歴史の県立東部図書館 
 文豪の資料を紹介していますが、東部図書館は、「文学」と「歴史」の分野を多く所蔵して

います。今回紹介した６名の作品は、それぞれの全集にも掲載されております。また、他の作

家の全集もございますので、お気軽にカウンターの職員にご相談ください。 



３.森鷗外

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

87 作家の自伝   2　森鷗外   佐伯 彰一  監修 日本図書センター 1994.1 91026/23/2 一般書庫

88 新潮日本文学アルバム    1　森鷗外 新潮社 1985.2 91026/56/1 一般書庫

89 森鷗外を学ぶ人のために    山崎 国紀  編 世界思想社 1994.2 91026/ﾓｵ 17 一般書庫

90 鷗外・五人の女と二人の妻  もうひとつのヰタ・セクスアリス  吉野 俊彦  著 ネスコ 1994.8 91026/ﾓｵ14 一般書庫

91 鷗外森林太郎    山崎 国紀  著 人文書院 1992.12 91026/ﾓｵ16 一般書庫

92 鷗外を読む    佐藤 泰正  編 笠間書院 2000.5 91026/ﾓｵ33 一般書庫

93 鷗外の歴史小説  史料と方法  尾形 仂  著 岩波書店 2002.8 91026/ﾓｵ39 一般書庫

94 仮面の人・森鷗外  「エリーゼ来日」三日間の謎  林 尚孝  著 同時代社 2005.4 91026/ﾓｵ48 一般書庫

95 小説の悪魔  鴎外と茉莉  田中 美代子  著 試論社 2005.8 91026/ﾓｵ49 一般書庫

96 森鷗外「我百首」と「舞姫事件」    小平 克  著 同時代社 2006.6 91026/ﾓｵ51 一般書庫

97 鷗外の恋人  百二十年後の真実  今野 勉  著 日本放送出版協会 2010.11 91026/ﾓｵ73 一般開架

98 森鷗外 国家と作家の狭間で　 山崎 一穎　著 新日本出版社 2012.11 91026/ﾓｵ79 一般開架

99 森鷗外  日本はまだ普請中だ  小堀 桂一郎  著 ミネルヴァ書房 2013.1 91026/ﾓｵ80 一般開架

100 鷗外と脚気 曾祖父の足あとを訪ねて 森 千里  著 NTT出版　 2013.1 91026/ﾓｵ81 一般開架

101 鷗外歴史文学序論　 新名 規明　著 梓書院　 2013.5 91026/ﾓｵ85 一般開架

102 胸さわぎの鷗外    西 成彦  著 人文書院 2013.12 91026/ﾓｵ86 一般開架

103 謎解き森鷗外    原 國人  著 新典社 2014.1 91026/ﾓｵ87 一般開架

104 軍医森鷗外のドイツ留学　 武智 秀夫　著 思文閣出版 2014.6 91026/ﾓｵ88 一般開架

105 雁    森鷗外著 勉誠社 1983.4 9136/MO45 書庫ＣＬ

106 日本の文学    31　 渋江抽斎 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/MO45 書庫ＣＬ

107 森鷗外集  独逸三部作  森鷗外　著 和泉書院 1985.4 9136/MO45 書庫ＣＬ

108 ザ・鷗外  森鷗外全小説全一冊  森鷗外　著 第三書館 1985.5 9136/MO45 書庫ＣＬ

109 日本の文学    2　舞姫 うたかたの記 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/MO45 書庫ＣＬ

110 日本の文学    22　ヰタ・セクスアリス 雁      市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/MO45 書庫ＣＬ

111 阿部一族  他二篇  森鷗外　作 岩波書店 2007.12 9136/ﾓｵ6 一般開架

112 世界文学のなかの『舞姫』    西 成彦  著 みすず書房 2009.5 9136/ﾓｵ7 一般開架

113 森鷗外『舞姫』を読む    清田 文武  編 勉誠出版 2013.4 9136/ﾓｵ10 一般開架

114 それからのエリス  いま明らかになる鴎外「舞姫」の面影  六草 いちか  著 講談社 2013.9 9136/ﾓｵ11 一般開架

115 新潮日本文学    1 森鷗外集  新潮社 1980 9186/14/1 一般書庫

116 秀選名著複刻全集近代文学館 10 即興詩人 上  名著複刻全集編集委員会  編集 日本近代文学館 1985 9186/30/10 一般書庫

117 秀選名著複刻全集近代文学館 11 即興詩人  下  名著複刻全集編集委員会  編集 日本近代文学館 1985 9186/30/11 一般書庫

118 新選名著複刻全集近代文学館  22  雁  名著複刻全集編集委員会  編集 日本近代文学館 1982 9186/31/22 一般書庫

119 日本文学全集    4　 森鷗外集     筑摩書房 1970 9186/34/4 一般書庫



４.志賀直哉

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

120 作家の自伝    28　志賀直哉 佐伯 彰一  監修 日本図書センター 1995.11 91026/23/28 一般書庫

121 新潮日本文学アルバム    11　　志賀直哉      新潮社 1984.11 91026/56/11 一般書庫

122 『暗夜行路』を読む  世界文学としての志賀直哉  平川 祐弘  編 新曜社 1996.8 91026/ｼﾅ 1 中央一般書庫

123 志賀直哉    佐佐木 幸綱  他 小学館 1991.12 91026/ｼﾅ 2 一般書庫

124 志賀直哉ルネッサンス    篠沢 秀夫  著 集英社 1994.9 91026/ｼﾅ 5 一般書庫

125 志賀直哉交友録    志賀 直哉  著 講談社 1998.8 91026/ｼﾅ 7 一般書庫

126 志賀直哉とドストエフスキー    清水 正  著 鳥影社 2003.9 91026/ｼﾅ 10 一般書庫

127 志賀直哉はなぜ名文か  あじわいたい美しい日本語  山口 翼  著 祥伝社 2006.5 91026/ｼﾅ13 一般書庫

128 志賀直哉  暗夜行路の交響世界  宮越 勉  著 翰林書房 2007.7 91026/ｼﾅ15 一般開架

129 志賀直哉旧居の復元    呉谷 充利  編著 奈良学園 2009.9 91026/ｼﾅ18 一般書庫

130 日本の文学    24　  網走まで 灰色の月  市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/SH27 書庫ＣＬ

131 志賀直哉短篇集    志賀 直哉  著 岩波書店 1989.5 9136/SH27 中央一般書庫

132 日本の文学    40　　暗夜行路    前編  市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/SH27/1 書庫ＣＬ

133 日本の文学    41　　暗夜行路    後編 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/SH27/2 書庫ＣＬ

134 小僧の神様  他十篇  志賀 直哉  作 岩波書店 2002.1 9136/ｼﾅ 1 一般書庫

135 志賀直哉『暗夜行路』作品論集    町田 栄  編 クレス出版 2001.1 9136/ｼﾅ 5 一般開架

136 志賀直哉集    河出書房 1952 9136/ｼﾅ 6 一般書庫

137 新潮日本文学    8　志賀直哉集 新潮社 1980 9186/14/8 一般書庫

138 新選名著複刻全集近代文学館  26　大津順吉 名著複刻全集編集委員会  編集 日本近代文学館 1982 9186/31/26 一般書庫

作家・作品別教科書採録ランキング 
         
    １９４９（昭和２４）年～２００６（平成１８）年発行の高校国語教科書掲載のランキングです。             
 
     

１位 夏目漱石    ３４７編     「こころ」183・「三四郎」55・「それから」30・「草枕」27・「夢十夜」27 ほか  
 
２位 芥川龍之介   ３４１編     「羅生門」176・「鼻」43・「舞踏会」19・「枯野抄」17・「戯作三昧」11 ほか  
 
３位 森  鷗外    ３００ 編    「舞姫」153・「高瀬舟」41・「寒山拾得」33・「安井夫人」25ほか  
 
４位 志賀直哉      ２４１編     「城の崎まで」75・「赤西蠣太」28・「暗夜行路」23・「清兵衛と瓢箪」17 ほか  
 
５位 中島 敦             ２２９ 編   「山月記」201・「名人伝」12・「李陵」5・「牛人」3・「悟浄歎異」3・「弟子」3 ほか  
 
６位 太宰 治     １７５ 編   「富岳百景」61・「津軽」24・「走れメロス」11・「清貧譚」12・「葉桜と魔笛」9 ほか  
 
 
 年代によって教科書に掲載されていた作品が違い、昭和４８年度を境に夏目漱石は「三四郎」から「こころ」、芥川
龍之介は「鼻」から「羅生門」と変わったようです。 
  
    『教科書掲載作品13000 読んでおきたい名著案内』 阿武 泉 監修  日外アソシエーツ 2008.4 より 



５.中島　敦

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

139 中島敦書誌    斎藤 勝  著 和泉書院 1997.6 91026/ﾅｱ 1 参考開架

140 中島敦    勝又 浩  編 双文社出版 1992.11 91026/ﾅｱ 2 一般書庫

141 評伝・中島敦  家学からの視点  村山 吉広  著 中央公論新社 2002.9 91026/ﾅｱ 3 一般書庫

142 中島敦  注釈 鑑賞 研究  平林 文雄  編著 和泉書院 2003.3 91026/ﾅｱ 4 一般書庫

143 論攷中島敦    木村 瑞夫  著 和泉書院 2003.9 91026/ﾅｱ 5 一般書庫

144 中島敦の遍歴    勝又 浩  著 筑摩書房 2004.1 91026/ﾅｱ 6 一般書庫

145 中島敦  生誕100年、永遠に越境する文学  河出書房新社 2009.1 91026/ﾅｱ10 一般開架

146 中島敦「古譚」講義    諸坂 成利  著 彩流社 2009.11 91026/ﾅｱ12 一般開架

147 世界文学のなかの中島敦    ポール・マッカーシー  著 せりか書房 2009.12 91026/ﾅｱ13 一般開架

148 中島敦とその時代    山下 真史  著 双文社出版 2009.12 91026/ﾅｱ14 一般開架

149 新しい中島敦像  その苦悩・遍歴・救済  閻 瑜  著
桜美林大学

北東アジア総合研究所 2011.3 91026/ﾅｱ15 一般開架

150 中島敦と中国思想  その求道意識を軸に  孫 樹林  著 桐文社 2011.11 91026/ﾅｱ16 一般開架

151 夏雲  『山月記』中島敦と、その母  武内 雷龍  著 海象社 2012.5 91026/ﾅｱ17 一般開架

152 中島敦が見つめた世界  没後70年  さいたま文学館  編集 さいたま文学館 2012.9 91026/ﾅｱ 18 一般書庫

153 李陵・山月記    中島 敦  著 新潮社 1982 9136/N34 書庫ＣＬ

154 日本の文学    70　　  山月記 李陵 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/N34 書庫ＣＬ

155 李陵 山月記    中島 敦  著 文藝春秋 2013.7 9136/ﾅｱ 36 一般開架

156 山月記・李陵  他九篇  中島 敦  作 岩波書店 2003.2 9136/ﾅｱ 13 一般開架

157 中島敦『山月記』作品論集    勝又 浩  編 クレス出版 2001.1 9136/ﾅｱ 21 一般開架

158 中島敦『李陵・司馬遷』定本篇    中島 敦  著 中島敦の会 2012.11 9136/ﾅｱ 35/1 一般開架

159 中島敦『李陵・司馬遷』図版篇    中島 敦  著 中島敦の会 2012.11 9136/ﾅｱ 35/2 一般開架
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６.太宰　治

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

160 作家の自伝    36　太宰治 佐伯 彰一  監修 日本図書センター 1995.11 91026/23/36 一般書庫

161 新潮日本文学アルバム    19　　太宰治 新潮社 1983.9 91026/56/19 一般書庫

162 太宰治全作品研究事典    神谷 忠孝  編 勉誠社 1995.11 91026/ﾀｵ2 参考開架

163 太宰治生涯と文学    野原 一夫  著 筑摩書房 1998.5 91026/ﾀｵ23 一般書庫

164 太宰治に出会った日  珠玉のエッセイ集  山内 祥史  編 ゆまに書房 1998.6 91026/ﾀｵ24 一般書庫

165 太宰治語録    小野 才八郎  著 津軽書房 1998.6 91026/ﾀｵ32 一般書庫

166 太宰を支えた女性たち    市川 渓二  著 北の街社 1999.5 91026/ﾀｵ37 一般書庫

167 探訪太宰治の世界    渡部 芳紀  著 ゼスト出版事業部 1998.12 91026/ﾀｵ35 一般書庫

168 図説太宰治    日本近代文学館  編 筑摩書房 2000.5 91026/ﾀｵ40 一般書庫

169 太宰治をおもしろく読む方法    山口 俊雄  編 風媒社 2006.9 91026/ﾀｵ60 一般書庫

170 回想の太宰治    津島 美知子  著 講談社 2008.3 91026/ﾀｵ64 一般開架

171 太宰治はミステリアス    吉田 和明  著 社会評論社 2008.5 91026/ﾀｵ65 一般開架

172 太宰萌え  入門者のための文学ガイドブック  岡崎 武志  監修 毎日新聞社 2009.1 91026/ﾀｵ82 一般開架

173 昭和十年前後の太宰治  <青年>・メディア・テクスト  松本 和也  著 ひつじ書房 2009.3 91026/ﾀｵ69 一般開架

174 太宰治  100年目の「グッド・バイ」  河出書房新社 2009.5 91026/ﾀｵ71 一般開架

175 太宰ノオト    三木 学  編著 柏艪舎 2009.6 91026/ﾀｵ70 一般開架

176 太宰治の四字熟語辞典    円満字 二郎  著 三省堂 2009.6 91026/ﾀｵ72 一般開架

177 肉声太宰治    太宰 治  述 彩図社 2009.7 91026/ﾀｵ74 一般開架

178 太宰治  哲学的文学論  山崎 正純  著
文化科学高等研究院

(EHESC)出版局 2009.7 91026/ﾀｵ84 一般開架

179 太宰治・生涯と作品の深層心理    中野 久夫  著 審美社 2009.9 91026/ﾀｵ80 一般開架

180 太宰治と旅する津軽    太宰 治  著 新潮社 2009.9 91026/ﾀｵ81 一般開架

181 太宰治と歩く文学散歩    木村 綾子  著 角川書店 2010.2 91026/ﾀｵ86 一般開架

182 太宰治の自伝的小説を読みひらく  「思ひ出」から『人間失格』まで  松本 和也  著 立教大学出版会 2010.3 91026/ﾀｵ87 一般開架

183 太宰治と芥川龍之介    相馬 正一  著 審美社 2010.5 91026/ﾀｵ89 一般開架

184 誰も知らない太宰治    飛島蓉子  著 朝日新聞出版(発売) 2011.2 91026/ﾀｵ92 一般開架

185 太宰治の愛と文学をたずねて    松本 侑子  著 潮出版社 2011.6 91026/ﾀｵ93 一般開架

186 太宰治の年譜    山内 祥史  著 大修館書店 2012.12 91026/ﾀｵ97 一般開架

187 作家太宰治の誕生  「天皇」「帝大」からの解放  斉藤 利彦  著 岩波書店 2014.2 91026/ﾀｵ102 一般開架

188 小説太宰治    檀 一雄  著 審美社 1975 9136/D35 書庫ＣＬ

189 津軽    太宰 治  著 新潮社 1968.7 9136/D49 書庫ＣＬ

190 グッド・バイ    太宰 治  著 新潮社 1981 9136/D49 書庫ＣＬ

191 人間失格    太宰 治  著 勉誠社 1983.1 9136/D49 書庫ＣＬ

192 日本の文学    60　　  晩年 走れメロス      市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/D49 書庫ＣＬ

193 人間失格    太宰 治  著 新潮社 1985 9136/D49 書庫ＣＬ

194 日本の文学    75　　　 桜桃 人間失格 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/D49 書庫ＣＬ



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

195 走れメロス    太宰 治  著 新潮社 1987 9136/D49 書庫ＣＬ

196 ザ・太宰治  全小説全一冊  太宰 治  著 第三書館 1999.2 9136/ﾀｵ11 一般書庫

197 女生徒    太宰 治  作 作品社 2000.8 9136/ﾀｵ12 一般書庫

198 走れメロス・女生徒    太宰 治  著 明治図書出版 1970.6 9136/ﾀｵ14 一般書庫

199 人間失格    太宰 治  著 えくらん社 1958 9136/ﾀｵ21 一般書庫

200 直筆で読む「人間失格」    太宰 治  著 集英社 2008.11 9136/ﾀｵ23 一般書庫

201 新潮日本文学    35　太宰治集 新潮社 1980 9186/14/35 一般書庫

202 お伽草紙    太宰 治  著 三心堂出版社 1998.12 L9136/ﾀｵ 3 一般書庫

203 斜陽    太宰 治  著 三心堂出版社 1999.1 L9136/ﾀｵ 4 一般書庫

７.近代文学論他

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

204 教科書掲載作品13000  読んでおきたい名著案内  阿武 泉  監修 日外アソシエーツ 2008.4 9031/25 参考開架

205 日本文学の歴史    11　  近代・現代篇    2  ドナルド・キーン  著 中央公論社 1996.1 9102/5/11 一般開架

206 日本文学の歴史    1２　  近代・現代篇    3 ドナルド・キーン  著 中央公論社 1996.3 9102/5/12 一般開架

207 日本近代文学年表    小田切 進  編 小学館 1993.12 91026/25 参考開架

208 漱石・芥川・太宰    佐藤 泰正  著 朝文社 1992.1 91026/300 一般書庫

209 明治文学の世界  鏡像としての新世紀  斎藤 慎爾  責任編集 柏書房 2001.5 91026/544 一般書庫

210 近代文学年表    年表の会  編集 双文社出版 2014.3 91026/1431 一般開架

211 百年小説    
ポプラクリエイティブ
ネットワーク  編集 ポプラ社 2008.12 91368/174 一般開架

212 日本近代短篇小説選    大正篇 紅野 敏郎  編 岩波書店 2012.11 91368/205/2 一般開架

213 日本近代短篇小説選    明治篇1 紅野 敏郎  編 岩波書店 2012.12 91368/205/3-1 一般開架

214 日本近代短篇小説選    明治篇2 紅野 敏郎  編 岩波書店 2013.2 91368/205/3-2 一般開架

 

文豪の生年・没年月日 
 

森 鴎外   1862年2月17日（文久2年1月19日） - 1922年（大正11年）7月9日 島根県 津和野生まれ 

 

夏目漱石    1867年2月9日（慶応3年1月5日） - 1916年（大正5年）12月9日 東京 牛込生まれ 

 

志賀直哉     1883年（明治16年）2月20日 - 1971年（昭和46年）10月21日 東京 麹町生まれ 

 

芥川龍之介     1892年（明治25年）3月1日 - 1927年（昭和2年）7月24日 東京 京橋生まれ 

 

中島 敦    1909年（明治42年）5月5日 - 1942年（昭和17年）12月4日 東京 四谷生まれ 

 

太宰 治    1909年（明治42年）6月19日 - 1948年（昭和23年）6月13日  青森県 津軽生まれ 

                  参考文献 『作家・小説家人名事典』 日外アソシエーツ株式会社 編集 2002.10 


