
  　　◆文学講座関連資料　　 ６/９（土）開催

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 名著複刻 漱石文学館    [25]　木屑錄 夏目 漱石／著 日本近代文学館 1982 91868/ﾅｿ4/25 一般書庫

2 漱石全集    第12巻　初期の文章及詩歌俳句 夏目 漱石／著 岩波書店 1985.9 91868/ﾅｿ 1/12 一般書庫

3 房総を描いた作家たち 中谷 順子／著 暁印書館 1998.12 C9026/4 郷土開架

4 房総を描いた作家たち    続 中谷 順子／著 暁印書館 2000.8 C9026/4/2 郷土開架

5 房総を描いた作家たち    3 中谷 順子／著 暁印書館 2007.8 C9026/4/3 郷土開架

6 外房-文学のふるさと 斎藤 弥四郎／著 崙書房 1987 C90/1 郷土開架

7 夏目漱石の房総旅行  『木屑録』を読む 斎藤 均／著 崙書房出版 1992.3 C996/ｻﾋ2 郷土開架

8 漱石の夏やすみ  房総紀行『木屑録』 高島 俊男／著 朔北社 2000.2 C996/ﾀﾄ1 郷土開架

9 漱石の夏休み帳  房総紀行『木屑録』 関 宏夫／著 崙書房出版 2009.11 C996/ｾﾋ1 郷土開架

10 銚子と文学  甦る言葉の海流 岡見 晨明／編 東京文献センター 2001.6 C902/5 郷土開架

11 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

12 文豪の漢文旅日記  鷗外の渡欧、漱石の房総 森岡 ゆかり／著 新典社 2015.3 9196/40 一般開架

13 芥川龍之介房総の足跡 市原 善衛／著 文芸社 2006.5 C9026/ｱﾘ 2 郷土開架

14
房総を学ぶ  房総地域文化研究プロジェクト記録集
8

東京成徳大学人文学
部日本伝統文化学科
房総地域文化研究プ
ロジェクト／編

東京成徳大学人文学
部日本伝統文化学科
房総地域文化研究プ
ロジェクト

2015.3 C29/24/8 郷土開架

15 芥川竜之介研究資料集成    別巻 1 関口 安義／編 日本図書センター 1993.9 91026/ｱﾘ 1/ﾍ 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

16 漱石全集    第13巻　日記 夏目 漱石／著 岩波書店 1985.1 91868/ﾅｿ 1/13 一般書庫

17 定本漱石全集    第12巻　小品 夏目 金之助／著 岩波書店 2017.9 91868/ﾅｿ 6/12 一般開架

18 漱石日記 [夏目 漱石／著] 岩波書店 2007.12 9156/ﾅｿ 2 一般書庫

19
漱石 個人主義へ  ロンドンでの“つぶやき”と“つ
ながり”

夏目 漱石／著 雄山閣 2015.7 91868/ﾅｿ 5 一般開架

20 芥川竜之介紀行文集 芥川 竜之介／[著] 岩波書店 2017.8 9156/ｱﾘ 3 一般開架

21 上海游記・江南游記 芥川 竜之介／[著] 講談社 2001.1 9156/ｱﾘ 1 一般書庫

22 芥川龍之介全集    第1巻　松江印象記 芥川 龍之介／著 岩波書店 1995.11 91868/ｱﾘ 1/1 一般書庫

23 芥川龍之介全集    第6巻　槍ケ岳紀行 芥川 龍之介／著 岩波書店 1996.4 91868/ｱﾘ 1/6 一般書庫

所蔵は全て東部図書館

紀行（その他）

漱石と龍之介　房総の旅

展示期間:平成30年4月21日～6月14日

千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー資料リスト

紀行（房総）

夏目漱石は、学生時代に友人と房総を旅し、そのことを漢詩と漢文で綴った紀行『木屑録（ぼくせつろく）』
が正岡子規に激賞されました。子規との交流は、後の作家漱石に大きな影響を与えました。
その漱石を師と仰いだ芥川龍之介も、同門の友人である久米正雄と一宮海岸を訪れ、滞在中にいくつかの手紙
を送ったり受け取ったりしています。この時のことが龍之介の人生の転機となりました。
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24 芥川龍之介全集    第8巻　上海游記 芥川 龍之介／著 岩波書店 1996.6 91868/ｱﾘ 1/8 一般書庫

25 芥川龍之介全集    第11巻　長江游記　軽井沢日記 芥川 龍之介／著 岩波書店 1996.9 91868/ｱﾘ 1/11 一般書庫

26 漱石の新婚旅行 小宮 洋／著 海鳥社 2015.6 91026/ﾅｿ 232 一般開架

27 漱石と不愉快なロンドン 出口 保夫／著 柏書房 2006.4 91026/ﾅｿ 142 一般書庫

28 夏目金之助ロンドンに狂せり 末延 芳晴／著 青土社 2004.4 91026/ﾅｿ 123 一般書庫

29 漱石とその周辺  100年前のロンドン 清水 一嘉／著 松柏社 2017.1 91026/ﾅｿ 258 一般開架

30 漱石のパリ日記  ベル・エポックの一週間 山本 順二／著 彩流社 2013.12 91026/ﾅｿ 220 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

31 漱石全集    第14巻　書簡集 夏目 漱石／著 岩波書店 1985.11 91868/ﾅｿ 1/14 一般書庫

32 漱石全集    第15巻　続書簡集 夏目 漱石／著 岩波書店 1985.12 91868/ﾅｿ 1/15 一般書庫

33 漱石書簡集 [夏目 漱石／著] 岩波書店 2005.9 9156/ﾅｿ 1 一般書庫

34 文学者の手紙    1　明治の文人たち 博文館新社 2008.3 91568/7/1 一般開架

35 夏目漱石の手紙 夏目 漱石／[原著] 大修館書店 1994.4 91026/ﾅｿ 43/2 一般書庫

36 漱石人生論集 夏目 漱石／[著] 講談社 2001.4 9146/ﾅｿ 2 一般開架

37 芥川龍之介全集    第17巻　書簡Ⅰ 芥川 龍之介／著 岩波書店 1997.3 91868/ｱﾘ 1/17 一般書庫

38 芥川龍之介全集    第18巻　書簡Ⅱ 芥川 龍之介／著 岩波書店 1997.4 91868/ｱﾘ 1/18 一般書庫

39 芥川龍之介全集    第19巻　書簡Ⅲ 芥川 龍之介／著 岩波書店 1997.6 91868/ｱﾘ 1/19 一般書庫

40 芥川龍之介全集    第20巻　書簡Ⅳ 芥川 龍之介／著 岩波書店 1997.8 91868/ｱﾘ 1/20 一般書庫

41 芥川竜之介書簡集 芥川 竜之介／[著] 岩波書店 2009.1 9156/ｱﾘ 2 一般開架

42 芥川竜之介の手紙 芥川 竜之介／[著] 大修館書店 1992.1 91026/ｱﾘ 20 一般書庫

43 文学者の手紙    3　大正の作家たち 博文館新社 2005.9 91568/7/3 一般開架

44 芥川龍之介の書画 芥川 龍之介／[書] 二玄社 2009.1 72821/102 一般開架

45 作家たちの愛の書簡 大島 和雄／著 風濤社 2003.5 91026/694 一般書庫

46 漱石先生の手紙 出久根 達郎／著 日本放送出版協会 2001.4 91026/ﾅｿ 89 一般書庫

47 漱石先生からの手紙  寅彦・豊隆・三重吉 小山 文雄／著 岩波書店 2006.11 91026/ﾅｿ 150 一般書庫

48 漱石の書簡 古川 久／著 東京堂出版 1982.11 9156/N58 書庫ＣＬ

49 子規選集    9　子規と漱石 正岡 子規／著 増進会出版社 2002.7 91868/ﾏｼ 3/9 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

50 漱石全集    第12巻　漢詩文 夏目 漱石／著 岩波書店 1985.9 91868/ﾅｿ 1/12 一般書庫

51 新訳漱石詩集 [夏目 漱石／原著] 柏書房 1994.1 9196/3 一般書庫

52 文豪だって漢詩をよんだ 森岡 ゆかり／著 新典社 2009.4 9196/27/ 一般開架

53 漱石漢詩の世界 中村 宏／著 第一書房 1983.9 9196/2 一般書庫

54 漱石の漢詩 和田 利男／著 文藝春秋 2016.8 9196/46 一般開架

55 コレクション日本歌人選    37　漱石の俳句・漢詩 和歌文学会／監修 笠間書院 2011.1 91110/234/37 一般開架

書簡

漢詩
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56 漱石漢詩と禅の思想 陳 明順／著 勉誠社 1997.8 9196/7/1 一般書庫

57 漱石『明暗』の漢詩 田中 邦夫／著 翰林書房 2010.7 9136/ﾅｿ 39 一般開架

58 漱石と河上肇  日本の二大漢詩人 一海 知義／著 藤原書店 1996.12 9196/5 一般書庫

59 漱石と子規の漢詩  対比の視点から 徐 前／著 明治書院 2005.9 9196/19 一般書庫

60 漱石と漢詩  近代への視線 加藤 二郎／著 翰林書房 2004.11 91026/ﾅｿ 132 一般書庫

61 芥川竜之介の詩歌 小室 善弘／著 本阿弥書店 2000.8 91136/188 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

62
新潮日本文学アルバム    別巻 1　明治文学アルバ
ム

新潮社 1986.1 91026/56/ﾍ1 一般書庫

63
新潮日本文学アルバム    別巻 2　大正文学アルバ
ム

新潮社 1986.11 91026/56/ﾍ2 一般書庫

64 文豪おもしろ豆事典 塩澤 実信／著 北辰堂出版 2009.4 91026/1116 一般書庫

65 新・日本文壇史    第1巻 川西 政明／著 岩波書店 2010.1 91026/1163/1 一般書庫

66 定本漱石全集    別巻　漱石言行録 夏目 金之助／著 岩波書店 2018.2 91868/ﾅｿ  6/ﾍ 一般開架

67 漱石の思ひ出 夏目 鏡子／述 岩波書店 2003.1 91026/ﾅｿ 119 一般書庫

68 漱石の印税帖  娘婿がみた素顔の文豪 松岡 譲／著 文藝春秋 2017.2 91026/ﾅｿ 249 一般開架

69 孫が読む漱石 夏目 房之介／著 実業之日本社 2006.2 91026/ﾅｿ 141/2 一般書庫

70 漱石夫妻 愛のかたち
松岡 陽子マックレ
イン／著

朝日新聞社 2007.1 91026/ﾅｿ 161 一般書庫

71 漱石の長襦袢 半藤 末利子／著 文藝春秋 2009.9 9146/ﾊﾏ 12 一般開架

72 漱石の孫 夏目 房之介／著 実業之日本社 2003.4 91026/ﾅｿ 114 一般書庫

73 孫娘から見た漱石
松岡 陽子マックレ
イン／著

新潮社 1995.2 91026/ﾅｿ 55 一般書庫

74 私の「漱石」と「竜之介」 内田 百間／著 筑摩書房 1965 91026/N58 書庫ＣＬ

75 漱石山房の人々 林原 耕三／著 講談社 1971 91026/N58 書庫ＣＬ

76 回想子規・漱石 高浜 虚子／著 岩波書店 2002.8 91136/246 一般書庫

77 漱石追想 十川 信介／編 岩波書店 2016.3 91026/ﾅｿ 239 一般開架

78 近代作家追悼文集成    5　夏目漱石 ゆまに書房 1987.1 91026/83/5 一般書庫

79
『猫』と『坊っちゃん』と漱石の言葉  風吹けば糸
瓜をなぐるふくべ哉

林 順治／著 彩流社 2015.3 91026/ﾅｿ 229 一般開架

80
<漱石の初恋>を探して  「井上眼科の少女」とは誰
か

荻原 雄一／著 未知谷 2016.2 91026/ﾅｿ 236 一般開架

81 となりの漱石 山口 謠司／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2015.1 91026/ﾅｿ 233 一般開架

82 夏目漱石 赤木 桁平／[著] 講談社 2015.12 91026/ﾅｿ 234 一般開架

83 夏目漱石 十川 信介／著 岩波書店 2016.11 91026/ﾅｿ 244 一般開架

84 夏目漱石  孤高の「国民作家」 佐藤 嘉尚／文 生活情報センター 2007.1 91026/ﾅｿ 152 一般書庫

85 夏目漱石  人間は電車ぢやありませんから 佐々木 英昭／著 ミネルヴァ書房 2016.12 91026/ﾅｿ 245 一般開架

86
夏目漱石と小宮豊隆  書簡・日記にみる漱石と豊隆
の師弟関係に就いて

脇 昭子／著 近代文芸社 2000.3 91026/ﾅｿ 76 一般書庫

87 夏目漱石と西田幾多郎  共鳴する明治の精神 小林 敏明／著 岩波書店 2017.6 91026/ﾅｿ 257 一般開架

88 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

89 夏目漱石周辺人物事典 原武 哲／編 笠間書院 2014.7 91026/ﾅｿ 224 参考開架

人間関係
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90 近代作家研究叢書    16　漱石氏と私 吉田 精一／監修 日本図書センター 1983 9156/N58 書庫ＣＬ

91 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

92 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

93 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

94 内と外からの夏目漱石 平川 祐弘／著 河出書房新社 2012.7 91026/ﾅｿ 205 一般開架

95 日常生活の漱石 黒須 純一郎／著 中央大学出版部 2008.12 91026/ﾅｿ 169 一般書庫

96 文豪・夏目漱石  そのこころとまなざし 江戸東京博物館／編 朝日新聞社 2007.9 91026/ﾅｿ 160 一般書庫

97 漱石イギリスの恋人 佐藤 高明／著 勉誠出版 1999.9 91026/ﾅｿ 71 一般書庫

98 漱石と「學鐙」 小山 慶太／編著 丸善出版 2017.1 91026/ﾅｿ 248 一般開架

99 漱石とその周辺  100年前のロンドン 清水 一嘉／著 松柏社 2017.1 91026/ﾅｿ 258 一般開架

100 漱石と寅彦 沢 英彦／著 沖積舎 2002.9 91026/ﾅｿ 104 一般書庫

101 漱石と寅彦  落椿の師弟 志村 史夫／著 牧野出版 2008.9 91026/ﾅｿ167/2 一般書庫

102 漱石のマドンナ 河内 一郎／著 朝日新聞出版 2009.2 91026/ﾅｿ 170 一般書庫

103 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

104 漱石の初恋 荻原 雄一／著 未知谷 2014.12 91026/ﾅｿ 227 一般開架

105 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

106 漱石作品論集成    別巻 桜楓社 1991.12 91026/ﾅｿ 6/ﾍ 一般書庫

107 漱石辞典 小森 陽一／編集 翰林書房 2017.5 91026/ﾅｿ 250 参考開架

108 新潮日本文学アルバム    13　芥川龍之介 新潮社 1983.1 91026/56/13 一般書庫

109 近代作家追悼文集成    11　芥川竜之介　他 ゆまに書房 1987.4 91026/83/11 一般書庫

110 新・日本文壇史    第3巻 川西 政明／著 岩波書店 2010.7 91026/1163/3 一般書庫

111 芥川追想 石割 透／編 岩波書店 2017.7 91026/ｱﾘ 79 一般開架

112 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

113 芥川竜之介 鷺 只雄／編著 河出書房新社 1992.6 91026/ｱﾘ 13 一般書庫

114 芥川竜之介 海老井 英次／著 勉誠出版 2003.8 91026/ｱﾘ 47 一般書庫

115 芥川竜之介の復活 関口 安義／著 洋々社 1998.11 91026/ｱﾘ 26 一般書庫

116 芥川竜之介作品論集成    別巻 翰林書房 2001.3 91026/ｱﾘ 31/ﾍ 一般書庫

117 芥川竜之介周辺の作家  一つの文壇側面史 志村 有弘／著 笠間書院 1975 91026/ｱﾘ 25 一般書庫

118 芥川竜之介新辞典 関口 安義／編 翰林書房 2003.12 91026/ｱﾘ 50 参考開架

119 芥川竜之介闘いの生涯 関口 安義／著 毎日新聞社 1992.7 91026/ｱﾘ 22 一般書庫

120 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

121 芥川龍之介  没後九十年不滅の文豪 河出書房新社 2017.11 91026/ｱﾘ 80 一般開架

122 芥川龍之介と切支丹物  多声・交差・越境 宮坂 覺／編 翰林書房 2014.4 91026/ｱﾘ 72 一般開架

123
芥川龍之介の愛した女性  「藪の中」と「或阿呆の
一生」に見る

高宮 檀／著 彩流社 2006.7 91026/ｱﾘ 60 一般書庫

124
芥川龍之介の長崎  芥川龍之介はなぜ文学の舞台に
日本西端の町を選んだのか

新名 規明／著 長崎文献社 2015.5 91026/ｱﾘ 76 一般開架
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