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1 妖談    車谷 長吉／著 文藝春秋 2010.9 9136/ｸﾁ9 一般開架

2 文士の意地  車谷長吉撰短篇小説輯  上 車谷 長吉／編 作品社 2005.8 91368/125/1 一般開架

3 文士の意地  車谷長吉撰短篇小説輯  下 車谷 長吉／編 作品社 2005.8 91368/125/2 一般開架

4 女塚  車谷長吉初期作品輯  車谷 長吉／著 作品社 2005.4 9136/ｸﾁ8 一般開架

5 愚か者  畸篇小説集  車谷 長吉／著 角川書店 2004.9 9136/ｸﾁ7 一般開架

6 忌中    車谷 長吉／著 文芸春秋 2003.11 9136/ｸﾁ6 一般書庫

7 贋世捨人    車谷 長吉／著 新潮社 2002.1 9136/ｸﾁ5 一般書庫

8 白痴群    車谷 長吉／著 新潮社 2000.11 9136/ｸﾁ4 一般書庫

9 金輪際    車谷 長吉／著 文芸春秋 1999.11 9136/ｸﾁ3 一般書庫

10 赤目四十八滝心中未遂    車谷 長吉／著 文芸春秋 1998.1 9136/ｸﾁ2 一般書庫

11 漂流物    車谷 長吉／著 新潮社 1996.12 9136/ｸﾁ1 一般書庫

12 塩壺の匙    車谷 長吉／著 新潮社 1992.1 9136/KU79 書庫ＣＬ

13 極上掌篇小説    
いしい しんじ
石田 衣良／著 角川書店 2006.1 91368/136 一般開架

14 文学    2004 日本文藝家協会／編 講談社 2004.4 91368/4/04 一般書庫

15 現代の小説    1999 日本文芸家協会／編 徳間書店 1999.5 91368/42/99 一般書庫

16 文学    1996 日本文藝家協会／編 講談社 1996.4 91368/4/96 一般書庫

17 人生の四苦八苦    車谷 長吉／著 新書館 2011.4 9146/ｸﾁ8 一般開架

18 阿呆者    車谷 長吉／著 新書館 2009.3 9146/ｸﾁ7 一般開架

19 四国八十八ケ所感情巡礼    車谷 長吉／著 文藝春秋 2008.9 9156/ｸﾁ3 一般開架

20 物狂ほしけれ    車谷 長吉／著 平凡社 2007.1 9146/ｸﾁ6 一般書庫

21 世界一周恐怖航海記    車谷 長吉／著 文藝春秋 2006.7 9156/ｸﾁ2 一般開架

22 雲雀の巣を搜した日    車谷 長吉／著 講談社 2005.11 9146/ｸﾁ4 一般書庫

23 銭金について    車谷 長吉／著 朝日新聞社 2002.4 9146/ｸﾁ3 一般書庫

24 業柱抱き    車谷 長吉／著 新潮社 1998.4 9146/ｸﾁ1 一般書庫

　千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー

＜小説＞ 魂をえぐるような強烈な描写が癖になる。『赤目四十八瀧心中未遂』は第119回直木賞受賞作。

＜随筆(ｴｯｾｲ)＞ 自らの考えや人生について赤裸々に。痛烈でストレートな物言いが心に響く。

展示期間 : 平成２７年１２月１９日～平成２８年３月１3日

     高橋順子・車谷長吉作品展(車谷長吉リスト）      
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25 ベスト・エッセイ   2011 日本文藝家協会／編 光村図書出版 2011.6 91468/2/11 一般書庫

26 日曜日の随想    2008 日本経済新聞社／編
日本経済新聞出
版社 2009.4 91468/61/08 一般書庫

27 美女という災難    文藝春秋 2008.8 91468/3/08 一般書庫

28 象が歩いた    文芸春秋 2002.7 91468/3/02 一般書庫

29 花のともだち木のともだち  エッセイ'99  日本文芸家協会／編 光村図書出版 1999.7 91468/2/99 一般書庫

30 木炭日和    文芸春秋 1999.7 91468/3/99 一般書庫

31 蜘蛛の巣  句集  車谷 長吉／著 沖積舎 2009.6 91136/ｸﾁ2 一般開架

32 車谷長吉句集    車谷 長吉／著 沖積舎 2003.6 91136/ｸﾁ1 一般書庫

33 車谷長吉全集    第1巻 車谷 長吉／著 新書館 2010.6 91868/ｸﾁ1/1 一般書庫

34 車谷長吉全集    第2巻 車谷 長吉／著 新書館 2010.7 91868/ｸﾁ1/2 一般書庫

35 車谷長吉全集    第3巻 車谷 長吉／著 新書館 2010.8 91868/ｸﾁ1/3 一般書庫

36 文士の生魑魅    車谷 長吉／著 新潮社 2006.5 91026/910 一般書庫

37 文士の魂    車谷 長吉／著 新潮社 2001.11 91026/589 一般書庫

38 車谷長吉を読む 深谷　考／著 青弓社 2014.12 91026/ｸﾁ1 一般開架

39 神経症と文学　－自分という不自由－ 大本　泉／編 鼎書房 2014.9 90209/110 一般開架

40 無意味なものと不気味なもの 春日　武彦／著 文藝春秋 2007.2 9023/99 一般書庫

41 文学の器  現代作家と語る昭和文学の光芒  坂本 忠雄／著 扶桑社 2009.8 91026/1140 一般開架

42 日本の伝統美を訪ねて    白洲 正子／著 河出書房新社 2001.1 7021/32 一般書庫

43 総特集白洲正子    河出書房新社 2000.2 2891/ｼﾏ8 一般書庫

＜対談集＞ 物事をスパッと斬る白洲正子との対談。永井龍男論も。

＜全集・作家論　他＞ 車谷長吉の世界をじっくりと見つめ直してみたい時に･･･

＜句集＞ 言葉の背景にある物語が浮かび上がってくるような車谷氏の句。
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