
1　北海道
№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

1 北海道文学ドライブ    第1巻 木原 直彦  著 イベント工学研究所 2002.9 91026/650/1 一般書庫

2 北海道文学ドライブ    第2巻 木原 直彦  著 イベント工学研究所 2003.3 91026/650/2 一般書庫

3 北海道文学ドライブ    第3巻 木原 直彦  著 イベント工学研究所 2005.10 91026/650/3 一般書庫

4 北海道文学ドライブ    第4巻 木原 直彦  著 イベント工学研究所 2006.12 91026/650/4 一般書庫

5 阿寒に果つ    渡辺 淳一  著 中央公論社 1976 9136/W46 書庫ＣＬ

6 海峡の南    伊藤 たかみ  著 文藝春秋 2009.9 9136/ｲﾀ41 一般開架

7 海炭市叙景    佐藤 泰志  著 集英社 1991.12 9136/SA85 書庫ＣＬ

8 日本の文学    37　カインの末裔 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/A76 書庫ＣＬ

9 北の国から'98時代  Scenario 1998  倉本 聡  作 理論社 1998.6 9127/ｸｿ1 一般開架

10 黒髪    谷村 志穂  著 講談社 2007.11 9136/ﾀｼ38 一般開架

11 塩狩峠    三浦 綾子  著 新潮社 1981 9136/MI67 書庫ＣＬ

12 銃口    上 三浦 綾子  著 小学館 1994.3 9136/ﾐｱ3/1 一般書庫

13 銃口    下 三浦 綾子  著 小学館 1994.3 9136/ﾐｱ3/2 一般書庫

14 スノーバウンド@札幌連続殺人    平石 貴樹  著 南雲堂 2006.11 9136/ﾋﾀ 7 一般開架

15 生存者ゼロ    安生 正  著 宝島社 2013.1 9136/ｱﾀ65 一般開架

16 定本北の国から  Since 1981  倉本 聡  著 理論社 2002.8 9127/ｸｿ4 一般開架

17 破獄    吉村 昭  著 岩波書店 1983.11 9136/Y91 書庫ＣＬ

18 氷点   三浦 綾子  著 朝日新聞社 1978 9136/MI67 書庫ＣＬ

19 氷点    続 三浦 綾子  著 朝日新聞社 1977 9136/MI67/2 書庫ＣＬ

20 「氷点」を旅する    三浦 綾子  編著 北海道新聞社 2004.6 9136/ﾐｱ13 一般書庫

21 氷紋    渡辺 淳一  著 講談社 1981 9136/W46 書庫ＣＬ

22 平岸村    澤田 誠一  著 北海道新聞社 2005.10 9136/ｻｾ1 一般書庫

23 優しい時間  Scenario 2005  倉本 聰  著 理論社 2005.3 9127/ｸｿ5 一般開架

24 雪のふる街    本間 昭南  著 文芸社 2008.7 9136/ﾎｼ4 一般開架

25 若い詩人の肖像    伊藤 整   著 講談社 1998.9 9136/ｲｾ1 一般書庫
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 夏休みには、旅行計画を立てる方も多いことでしょう。今回は、全国47都道府県の各地が舞台と
なっている小説を集めました。「伊豆の踊子」のように、本の題名に地名がついているものをはじめ、
歴史を遡った時代小説、文豪の書いた名作、出身地を舞台にした小説を多く描いている作家など･･･。 
 小説の舞台へ足を運び、目の前に広がる風景を見て小説の場面を思い浮かべれば、主人公の姿や、
当時の文豪たちの面影が浮かんでくるかもしれませんね。気になる場所の小説を読んで、主人公と同
じ舞台に立って名場面を再現してみませんか。旅の予定がない方も、小説を読んで、日本のさまざま
な場所に思いを馳せれば、旅行気分が味わえると思いますよ。 



２．東北地方（青森・秋田・岩手・福島・宮城・山形）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

26 青森県ゆかりの文学    1 斎藤 三千政  著 北方新社 2007.10 91026/1014 一般書庫

27 青森県ゆかりの文学    2 斎藤 三千政  著 北方新社 2013.1 91026/1014/2 一般開架

28 青森の文学その舞台を歩く    上 阿部 誠也  著 北の街社 2007.4 91026/983/1 一般書庫

29 青森ドロップキッカーズ    森沢 明夫  著 小学館 2010.2 9136/ﾓｱ13 一般開架

30 鬼が来た  棟方志功伝  上 長部 日出雄  著 文芸春秋 1979.11 9136/O72/1 書庫ＣＬ

31 鬼が来た  棟方志功伝  下 長部 日出雄  著 文芸春秋 1979.11 9136/O72/2 書庫ＣＬ

32 飢餓海峡    上 水上 勉  著 河出書房新社 2005.1 9136/ﾐﾂ 8/1 一般開架

33 飢餓海峡    下 水上 勉  著 河出書房新社 2005.1 9136/ﾐﾂ 8/2 一般開架

34 北国の女の物語    上 水上 勉   著 講談社 1979 9136/MI36/１ 書庫ＣＬ

35 北国の女の物語    下 水上 勉   著 講談社 1979 9136/MI36/2 書庫ＣＬ

36 新潮現代文学    9　草を刈る娘 石坂洋二郎　著 新潮社 1979.11 91368/15/9 一般書庫

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

38 津軽百年食堂    森沢 明夫  著 小学館 2009.3 9136/ﾓｱ8 一般開架

39 八甲田山死の彷徨    新田 次郎  著 新潮社 1980 9136/N88 書庫ＣＬ

40 晴子情歌    上 高村 薫  著 新潮社 2002.5 9136/ﾀｶ24/1 一般書庫

41 晴子情歌    下 高村 薫  著 新潮社 2002.5 9136/ﾀｶ24/2 一般書庫

42 邂逅の森    熊谷 達也  著 文芸春秋 2004.1 9136/ｸﾀ9 一般書庫

43 北の河    高井 有一  著 文芸春秋 1979 9136/TA34 書庫ＣＬ

44 静かなる凱旋    阿部 牧郎  著 講談社 2006.1 9136/ｱﾏ34 一般書庫

45 愛しの座敷わらし    荻原 浩  著 朝日新聞出版 2008.4 9136/ｵﾋ42 一般開架

46 火怨  北の燿星アテルイ  上 高橋 克彦  著 講談社 1999.10 9136/ﾀｶ 14/1 一般書庫

47 火怨  北の燿星アテルイ  下 高橋 克彦  著 講談社 1999.10 9136/ﾀｶ 14/2 一般書庫

48 吉里吉里人    井上 ひさし  著 新潮社 1981.8 9136/ｲﾋ9 一般書庫

49 平泉をめぐる文学  芭蕉に至るロマンの世界  石田 洵  著 本の森 2010.8 9102/144 一般開架

50 名作童話・宮沢賢治20選    宮沢 賢治  著 春陽堂書店 2008.11 9136/ﾐｹ24 一般開架

51 ユタとふしぎな仲間たち    三浦 哲郎  著 毎日新聞社 1981.8 9136/MI67 書庫ＣＬ

52
三島由紀夫全集  決定版  5
沈める滝 三島 由紀夫  著 新潮社 2001.4 91868/ﾐﾕ3/5 一般書庫

53 小説智恵子抄    佐藤 春夫  著 日本図書センター 2000.9 9136/ｻﾊ1 一般書庫

54 背の眼    道尾 秀介  著 幻冬舎 2005.1 9136/ﾐｼ8 一般書庫

55 遠き落日    上 渡辺 淳一  著 角川書店 1979 9136/W46/1 書庫ＣＬ

56 遠き落日    下 渡辺 淳一  著 角川書店 1979.9 9136/W46/2 書庫ＣＬ

57 臥竜の天  長編歴史小説  上 火坂 雅志  著 祥伝社 2007.11 9136/ﾋﾏ16/1 一般開架

58 臥竜の天  長編歴史小説  下 火坂 雅志  著 祥伝社 2007.11 9136/ﾋﾏ16/2 一般開架

59 伊達政宗    山岡 荘八  著 毎日新聞社 1997.3 9136/ﾔｿ1 一般書庫

60 砂の女    安部 公房  著 新潮社 1980 9136/A12 書庫ＣＬ

61 小説おしん    上 橋田 寿賀子  原作 日本放送出版協会 2003.3 9136/ﾊｽ 2/1 一般開架

62 小説おしん    下 橋田 寿賀子  原作 日本放送出版協会 2003.5 9136/ﾊｽ2/2 一般開架

63 月山    森 敦  著 河出書房新社 1980 9136/MO45 書庫ＣＬ

64 蝉しぐれ    藤沢 周平  著 文芸春秋 1988.5 9136/ﾌｼ12 一般書庫



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

65 鳥海山    森 敦  著 河出書房新社 1979 9136/MO45 書庫ＣＬ

66 天地人    上 火坂 雅志  著 日本放送出版協会 2006.9 9136/ﾋﾏ14/1 一般開架

67 天地人    下 火坂 雅志  著 日本放送出版協会 2006.9 9136/ﾋﾏ14/2 一般開架

68 芝棟の家    塩野 米松  著 ポプラ社 2003.10 9136/ｼﾖ56 一般書庫

69 12の贈り物  東日本大震災支援岩手県在住作家自選短編集  道又 力  編 荒蝦夷 2011.8 91368/197 一般開架

70 焔火    吉村 龍一  著 講談社 2012.1 9136/ﾖﾘ17 一般開架

71 みちのく怪談名作選    vol.1 東 雅夫  編 荒蝦夷 2010.11 91368/192/1 一般開架

72 流燈記    三浦 哲郎  著 筑摩書房 2011.12 9136/ﾐﾃ27 一般開架

３．関東地方（茨城・神奈川・群馬・埼玉・東京・栃木）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

73 茨城の文学と風土    堀江 信男  著 桜楓社 1986.11 91026/339 一般書庫

74 神奈川文学散歩    二松學舍大学文学部国文学科  編 新典社 2013.3 9102/166 一般開架

75 海を見ていたジョニー    五木 寛之  著 講談社 1978 9136/I91 書庫ＣＬ

76
吉川英治全集    第13巻
かんかん虫は唄う 吉川 英治  著 講談社 1968.3 91868/ﾖｴ2/13 一般書庫

77 季節の記憶    保坂 和志  著 講談社 1996.8 9136/ﾎｶ2 一般書庫

78 太陽の季節    石原 慎太郎  著 新潮社 1956 9136/I74 書庫ＣＬ

79
ミナト・ヨコハマ・親子情話
 ある家族の肖像 祖父江 一郎  著 疾風怒濤社 2006.8 9136/ｿｲ 3 一般開架

80 群馬県・昭和の文学    根岸 謙之助  著 みやま文庫 1994 91026/782 一般書庫

81 イッツ・オンリー・トーク    糸山 秋子  著 文芸春秋 2004.2 9136/ｲｱ12 一般書庫

82 神々の乱心    上 松本 清張  著 文芸春秋 1997.1 9136/ﾏｾ1/1 一般書庫

83 神々の乱心    下 松本 清張  著 文芸春秋 1997.1 9136/ﾏｾ1/2 一般書庫

84 クライマーズ・ハイ    横山 秀夫  著 文芸春秋 2003.8 9136/ﾖﾋ9 一般書庫

85 人間の証明  長篇推理小説  森村 誠一  著 光文社 1978 9136/MO56 書庫ＣＬ

86 さいたまの近代文学    森川 晃治  著 パレード 2010.12 91026/1224 一般開架

87 日本の文学　18　田舎教師 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1986 ９１３６／TA98 書庫ＣＬ

88 キューポラのある街    1 早船 ちよ  著 けやき書房 1991.4 9136/ﾊﾁ1/1 一般書庫

89 キューポラのある街    2 早船 ちよ  著 けやき書房 1991.4 9136/ﾊﾁ1/2 一般書庫

90 キューポラのある街    3 早船 ちよ  著 けやき書房 1991.4 9136/ﾊﾁ1/3 一般書庫

91 キューポラのある街    4 早船 ちよ  著 けやき書房 1991.4 9136/ﾊﾁ1/4 一般書庫

92 キューポラのある街    5 早船 ちよ  著 けやき書房 1991.4 9136/ﾊﾁ1/5 一般書庫

93 キューポラのある街    6 早船 ちよ  著 けやき書房 1991.4 9136/ﾊﾁ1/6 一般書庫

94 のぼうの城    和田 竜  著 小学館 2007.12 9136/ﾜﾘ 8 一般開架

95
東京文学散歩
名作の舞台と文豪ゆかりの地をめぐる 神保町文学散歩倶楽部  著 メイツ出版 2010.5 9102/140 一般開架

96 アキハバラ@DEEP    石田 衣良  著 文芸春秋 2004.11 9136/ｲｲ17 一般開架

97
IWGPコンプリートガイド
池袋ウエストゲートパークSpecial 石田 衣良  著 文藝春秋 2010.12 9136/ｲｲ36 一般開架

98
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

99 汚名    杉本 苑子  著 毎日新聞社 1992.4 9136/ｽｿ5 一般書庫

100 さらば雑司ケ谷    樋口 毅宏  著 新潮社 2009.8 9136/ﾋﾀ8 一般開架



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

101 新宿鮫  無間人形  大沢 在昌  著 読売新聞社 1993.10 9136/O74 書庫ＣＬ

102 新宿鮫風化水脈    大沢 在昌  著 毎日新聞社 2000.8 9136/ｵｱ14 一般書庫

103 雑司ケ谷R.I.P.    樋口 毅宏  著 新潮社 2011.2 9136/ﾋﾀ11 一般開架

104 PRIDE    石田 衣良  著 文藝春秋 2010.12 9136/ｲｲ37 一般開架

105 ぼくらの七日間戦争    宗田 理   著 角川書店 1985.4 9136/SO15 書庫ＣＬ

106 優駿    下巻 宮本 輝  著 新潮社 1986.10 9136/MI77/2 書庫ＣＬ

107 優駿    上巻 宮本 輝  著 新潮社 1986.10 9136/MI77/1 書庫ＣＬ

108 誘惑者    高橋 たか子  著 講談社 1980 9136/TA33 書庫ＣＬ

109 遠雷四部作    1・2 立松 和平  著 河出書房新社 2000.12 9136/ﾀﾜ12/1-2 一般書庫

110 遠雷四部作    3 立松 和平  著 河出書房新社 2000.12 9136/ﾀﾜ12/3 一般書庫

111 遠雷四部作    4 立松 和平  著 河出書房新社 2000.12 9136/ﾀﾜ12/4 一般書庫

112 遠雷四部作    資料篇 立松 和平  著 河出書房新社 2000.12 9136/ﾀﾜ12/ﾍ 一般書庫

113 ふたつの太陽    立松 和平  著 河出書房新社 1986.11 9136/TA94 書庫ＣＬ

114
新潮日本文学    11
路傍の石 山本　有三　著 新潮社 1980 9186/14/11 一般書庫

4．中部地方（愛知・石川・岐阜・静岡・富山・長野・新潟・福井・山梨）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

115 人生劇場    青春篇・上 尾崎 士郎  著 新潮社 1981 9136/O96/1(1) 書庫ＣＬ

116 人生劇場    青春篇・下 尾崎 士郎  著 新潮社 1978 9136/O96/1(2) 書庫ＣＬ

117 金沢・名作の舞台  文学への旅  
「文学への旅 金沢・名作
の舞台」編集委員会  編集 金沢市 2000.6 91026/483 一般書庫

118 浅の川暮色    五木 寛之  著 文芸春秋 1980 9136/I91 書庫ＣＬ

119 杏っ子    室生 犀星  著 新潮社 1957 9136/ﾑｻ 7 一般書庫

120 美しい星    三島 由紀夫  著 新潮社 1971 9136/MI53 書庫ＣＬ

121 ゼロの焦点    松本 清張  著 光文社 1984 9136/MA81 書庫ＣＬ

122 朱鷺の墓    空笛の章 五木 寛之  著 新潮社 1969.12 9136/I91 書庫ＣＬ

123 朱鷺の墓    2 五木 寛之  著 新潮社 1981 9136/I91/2 書庫ＣＬ

124 朱鷺の墓    3 五木 寛之  著 新潮社 1980 9136/I91/3 書庫ＣＬ

125 朱鷺の墓    4 五木 寛之  著 新潮社 1981 9136/I91/4 書庫ＣＬ

126 風花のひと    五木 寛之  著 講談社 1979 9136/I91 書庫ＣＬ

127 病む月    唯川 恵  著 集英社 1998.10 9136/ﾕｹ1 一般書庫

128 飛驒忍法帖 山田 風太郎　著 文春ユネスコ 2003.4 9136/ﾔﾌ19 一般書庫

129 静岡文学散歩    和久田 雅之  著 羽衣出版 2004.8 91026/791 一般書庫

130
松本清張小説セレクション 34
天城越え 松本 清張  著 中央公論社 1995.11 9136/ﾏｾ2/34 一般書庫

131 日本の文学    45　伊豆の踊子 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/KA91 書庫ＣＬ

132 雲の肖像    大岡 昇平  著 新潮社 1979.3 9136/O69 書庫ＣＬ

133 尾崎紅葉の「金色夜叉」    山田 有策  著 角川学芸出版 2010.9 9136/ｵｺ37 一般開架

134 しろばんば    井上 靖  著 新潮社 1981 9136/I57 書庫ＣＬ

千葉県の小説は、資料紹介コーナーで「本の舞台を旅してみよう（千葉県ゆかりの作品）」で展示をし

ています。展示リストが別にありますので、どうぞご覧ください。 



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

134 次郎長三国志    村上 元三  著 東京文芸社 1988.1 9136/MU43 書庫ＣＬ

135 天と地と    1 海音寺 潮五郎  著 角川書店 1986.9 9136/KA21/1 書庫ＣＬ

136 天と地と    2 海音寺 潮五郎  著 角川書店 1986.9 9136/KA21/2 書庫ＣＬ

137 天と地と    3 海音寺 潮五郎  著 角川書店 1986.9 9136/KA21/3 書庫ＣＬ

138 天と地と    4 海音寺 潮五郎  著 角川書店 1986.10 9136/KA21/4 書庫ＣＬ

139 天と地と    5 海音寺 潮五郎  著 角川書店 1986.9 9136/KA21/5 書庫ＣＬ

140 覇王の家    司馬 遼太郎  著 新潮社 1997.9 9136/ｼﾘ17 一般開架

141 愛の流刑地　上 渡辺　淳一 幻冬舎 2006.5 9136/ﾜｼ12/1 一般開架

142 愛の流刑地　下 渡辺　淳一 幻冬舎 2006.5 9136/ﾜｼ12/2 一般開架

143 疑惑 松本清張　著 文芸春秋 1982.3 9136/MA81 書庫ＣＬ

145 信濃路文学散歩  小井土昭二フォトエッセイ  1 小井土 昭二  著 信毎書籍出版センター 1998.7 91026/338/1 一般書庫

146 信濃路文学散歩  小井土昭二フォトエッセイ  2 小井土 昭二  著 信毎書籍出版センター 1998.7 91026/338/2 一般書庫

147 信濃路文学散歩  小井土昭二フォトエッセイ  3 小井土 昭二  著 信毎書籍出版センター 1999.9 91026/338/3 一般書庫

148 山本茂実全集   第1巻　あゝ野麦峠    山本茂実全集刊行会  編集 角川書店 1998.6 916/ﾔｼ 3/1 一般開架

149 山本茂実全集 第2巻　 あゝ野麦峠 続  山本茂実全集刊行会  編集 角川書店 1998.6 916/ﾔｼ 3/2 一般開架

150
日本の文学    67
風立ちぬ 菜穂子 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/H87 書庫ＣＬ

151
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

152 神様のカルテ   夏川 草介  著 小学館 2009.9 9136/ﾅｿ36 一般開架

153 神様のカルテ    2 夏川 草介  著 小学館 2010.10 9136/ﾅｿ36/2 一般開架

154 神様のカルテ    3 夏川 草介  著 小学館 2012.8 9136/ﾅｿ36/3 一般開架

155
日本の文学　６　島崎藤村（１）
破戒 谷崎潤一郎　著 中央公論社 1979 9186/16/6 一般書庫

156 日本の文学    52　夜明け前　１ 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/SH45/1 書庫ＣＬ

157 日本の文学    53　夜明け前　２ 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/SH45/2 書庫ＣＬ

158 日本の文学    54　夜明け前　３ 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/SH45/3 書庫ＣＬ

159 日本の文学    55　夜明け前　４ 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/SH45/4 書庫ＣＬ

160 峠    司馬 遼太郎  著 新潮社 1993.6 9136/ｼﾘ7 一般書庫

161 日本の文学    66　雪国 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/KA91 書庫ＣＬ

162 越前竹人形 水上　勉　著 中央公論社 1979 9136/MI36 書庫ＣＬ

163 山梨の文学    山梨日日新聞社  編集 山梨日日新聞社 2001.3 91026/562 一般書庫

164 風林火山    井上 靖  著 新潮社 1969.1 9136/I57 書庫ＣＬ

165 笛吹川    深沢 七郎  著 講談社 2011.5 9136/ﾌｼ64 一般開架

５．近畿地方（大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・三重・和歌山）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

166 日本の文学    72　細雪 上巻 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/TA88/1 書庫ＣＬ

167 日本の文学    73　細雪　中巻 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/TA88/2 書庫ＣＬ

168 日本の文学    74　細雪　下巻 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/TA88/3 書庫ＣＬ

169 女系家族    上巻 山崎 豊子  著 文芸春秋新社 1963.4 9136/Y48/1 書庫ＣＬ

170 女系家族    下巻 山崎 豊子  著 文芸春秋新社 1963 9136/Y48/2 書庫ＣＬ



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

171 感傷旅行(センチメンタル・ジヤーニイ)    田辺 聖子  著 文芸春秋 1981 9136/TA83 書庫ＣＬ

172 陰陽師    夢枕 獏  著 文芸春秋 1988.8 9136/ﾕﾊ 3/1 一般書庫

173 日本の文学    84　金閣寺 市古 貞次  責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/MI53 書庫ＣＬ

174 古都    川端 康成  著 新潮社 1979 9136/KA91 書庫ＣＬ

175
ザ・竜之介  芥川竜之介全一冊
羅生門 芥川 竜之介  著 第三書館 2000.7 91868/ｱﾘ2 一般書庫

176 女信長    佐藤 賢一  著 毎日新聞社 2006.6 9136/ｻｹ20 一般開架

177 火天の城    山本 兼一  著 文芸春秋 2004.6 9136/ﾔｹ9 一般書庫

178 司馬遼太郎全集    9　功名が辻 司馬 遼太郎   著 文芸春秋 1977 91868/ｼﾘ1/9 一般書庫

179 鹿男あをによし    万城目 学  著 幻冬舎 2007.4 9136/ﾏﾏ6 一般開架

180 額田女王    井上 靖  著 新潮社 1979 9136/I57 書庫ＣＬ

181 火の路    上 松本 清張  著 光文社 1979.7 9136/MA81/1 書庫ＣＬ

182 火の路    下 松本 清張  著 光文社 1979.7 9136/MA81/2 書庫ＣＬ

183 球形の荒野    松本 清張  著 光文社 1981 9136/MA81 書庫ＣＬ

184 名作を歩く  ひょうごの近・現代文学  神戸新聞文化部  編 神戸新聞総合出版センター 1995.5 91026/362 一般書庫

185 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

186 蒼氓 日陰の村    石川 達三  著 新潮社 1976 9136/I76 書庫ＣＬ

187 花の降る午後    宮本 輝  著 角川書店 1988.4 9136/MI77 書庫ＣＬ

188 潮騒    三島 由紀夫  著 新潮社 1990.9 9136/MI53 書庫ＣＬ

189 紀ノ川    有吉 佐和子  著 中央公論社 1979 9136/A78 書庫ＣＬ

190 千年の愉楽    中上 健次  著 河出書房新社 1982.8 9136/N32 書庫ＣＬ

191 奈良・京都文学散歩    二松學舍大学文学部国文学科  編 新典社 2010.10 9102/145 一般開架

６．中国地方（岡山・鳥取・島根・広島・山口）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

192 岡山ゆかりの作家たち  片山 由子  著 近代文芸社 2001.11 91026/587 一般書庫

193 本陣殺人事件・獄門島    横溝 正史  著 絃映社 1975.9 9136/B39/1 書庫ＣＬ

194 横溝正史自選集 1　本陣殺人事件・蝶々殺人事件 横溝 正史  著 出版芸術社 2006.12 9136/ﾖｾ5/1 一般開架

195 横溝正史自選集 2　獄門島 横溝 正史  著 出版芸術社 2007.2 9136/ﾖｾ5/2 一般開架

196 横溝正史自選集 3　八つ墓村 横溝 正史  著 出版芸術社 2007.3 9136/ﾖｾ5/3 一般開架

197 横溝正史自選集  6　悪魔の手毬唄 横溝 正史  著 出版芸術社 2007.5 9136/ﾖｾ5/6 一般開架

198 赤朽葉家の伝説    桜庭 一樹  著 東京創元社 2006.12 9136/ｻｶ25 一般開架

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

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

201 武士(おとこ)の紋章    池波 正太郎  著 新人物往来社 1990.11 9136/I34 書庫ＣＬ

202 絣の花    北泉 優子  著 講談社 1976 9136/KI64 書庫ＣＬ

203 河馬に嚙まれる    大江 健三郎  著 文芸春秋 1985.12 9136/O18 書庫ＣＬ

204 こぼれ放哉    古田 十駕  著 文藝春秋 2007.2 9136/ﾌｼ57 一般開架

205 血の砂丘    笹沢 左保  著 光文社 1986.11 9136/SA79 書庫ＣＬ

206 夫婦の一日    遠藤 周作  著 新潮社 1997.9 9136/ｴｼ17 一般書庫

207 怪談　 ラフカディオハーン著 PHP研究所 2008.1 9336ﾊﾗ9 一般開架



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

208 男たちの大和    上 辺見 じゅん  著 角川書店 1983.12 9136/H52/1 書庫ＣＬ

209 男たちの大和    下 辺見 じゅん  著 角川書店 1983.12 9136/H52/2 書庫ＣＬ

210 黒い雨    井伏 鱒二  著 新潮社 1987 9136/I12 書庫ＣＬ

211 とんび    重松 清  著 角川書店 2008.10 9136/ｼｷ37 一般開架

212
大田洋子集    第3巻
夕凪の街と人と 大田 洋子  著 三一書房 1982.9 91368/ｵﾖ1/3 一般書庫

213 花実のない森    松本 清張  著 光文社 1980 9136/MA81 書庫ＣＬ

214 新鋭文学叢書    12　放浪記 林　芙美子　著 ゆまに書房 1998.5 9186/20/12 一般書庫

215 砂の器  長編推理小説  松本 清張  著 光文社 1981 9136/MA81 書庫ＣＬ

７．四国地方（愛媛・香川・高知・徳島）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

216 葦の浮船    松本 清張  著 講談社 1967 9136/MA81 書庫ＣＬ

217 世界の中心で、愛をさけぶ    片山 恭一  著 小学館 2001.4 9136/ｶｷ11 一般書庫

218 直筆で読む「坊っちやん」    夏目 漱石  著 集英社 2007.10 9136/ﾅｿ32 一般開架

219 海も暮れきる    吉村 昭  著 講談社 1980.3 9136/Y91 書庫ＣＬ

220 壺井栄全集    5　二十四の瞳 壺井 栄  著 文泉堂出版 1997.4 91868/ﾂｻ1/5 一般書庫

221 八日目の蝉 角田 光代  著 中央公論新社 2007.3 9136/ｶﾐ28 一般開架

222 足摺岬  田宮虎彦作品集  田宮 虎彦  著 講談社 1999.9 9136/ﾀﾄ 8 一般書庫

223 一絃の琴    宮尾 登美子  著 講談社 1979 9136/MI81 書庫ＣＬ

224 県庁おもてなし課    有川 浩  著 角川書店 2011.3 9136/ｱﾋ37 一般開架

225 死国    坂東 真砂子  著 マガジンハウス 1993.3 9136/ﾊﾏ8 一般書庫

226 空の中    有川 浩  著 メディアワークス 2004.11 9136/ｱﾋ28 一般開架

227 竜馬がゆく    1 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1988.10 9136/ｼﾘ14/1 一般書庫

228 竜馬がゆく    2 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1988.10 9136/ｼﾘ14/2 一般書庫

229 竜馬がゆく    3 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1988.10 9136/ｼﾘ14/3 一般書庫

230 竜馬がゆく    4 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1988.10 9136/ｼﾘ14/4 一般書庫

231 竜馬がゆく    5 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1988.10 9136/ｼﾘ14/5 一般書庫

232 天涯の花    宮尾 登美子  著 集英社 1998.1 9136/ﾐﾄ3 一般書庫

233 鳴門秘帖    上 吉川 英治  著 六興出版 1977 9136/Y89/1 書庫ＣＬ

234 鳴門秘帖    下 吉川 英治  著 六興出版 1977 9136/Y89/2 書庫ＣＬ

235 旅の重さ    素 九鬼子  著 角川書店 1980 9136/ﾓｸ3 一般書庫

８．九州・沖縄地方（大分・鹿児島・熊本・佐賀・長崎・福岡・宮崎・沖縄）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

236 「北九州の文学」私記  火野葦平とその周辺  星加 輝光  著 梓書院 2001.2 91026/527 一般書庫

237
ふるさと文学館    第51巻
　恩讐の彼方に 菊地　寛　著 ぎょうせい 1994.10 9186/8/51 一般書庫

238 高杉良経済小説全集1　
虚構の城 高杉 良  著 角川書店 1997.2 91368/ﾀﾘ1/1 一般開架

239
島尾敏雄全集    第6巻
出発は遂に訪れず 島尾 敏雄  著 晶文社 1981.1 91868/ｼﾄ1/6 一般書庫

240 天璋院篤姫    上 宮尾 登美子  著 講談社 1984.9 9136/MI81/1 書庫ＣＬ

241 天璋院篤姫    下 宮尾 登美子  著 講談社 1984.9 9136/MI81/2 書庫ＣＬ



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名

242 翔ぶが如く    1 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1980 9136/ｼﾘ10/1 一般書庫

243 翔ぶが如く    2 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1980 9136/ｼﾘ10/2 一般書庫

244 翔ぶが如く    3 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1980 9136/ｼﾘ10/3 一般書庫

245 翔ぶが如く    4 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1980 9136/ｼﾘ10/4 一般書庫

246 翔ぶが如く    5 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1980 9136/ｼﾘ10/5 一般書庫

247 翔ぶが如く    6 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1980 9136/ｼﾘ10/6 一般書庫

248 翔ぶが如く    7 司馬 遼太郎  著 文芸春秋 1980 9136/ｼﾘ10/7 一般書庫

249 阿部一族    森 鷗外  著 新潮社 1950 9136/MO45 書庫ＣＬ

250 漱石全集    第2巻　草枕 夏目 漱石  著 岩波書店 1984 91868/ﾅｿ1/2 一般書庫

251 火城    高橋 克彦  著 PHP研究所 1992.5 9136/TA33 書庫ＣＬ

252 明日  一九四五年八月八日・長崎  井上 光晴  著 集英社 1982.5 9136/I57 書庫ＣＬ

253 解夏    さだ まさし  著 幻冬舎 2002.12 9136/ｻﾏ21 一般書庫

254 沈黙    遠藤 周作  著 新潮社 1988.3 9136/ｴｼ2 一般書庫

255 長崎オランダ村    村上 竜  著 講談社 1992.3 9136/MU43 書庫ＣＬ

256 長崎犯科帳    永井 路子  著 講談社 1965 9136/N14 書庫ＣＬ

257 長崎ぶらぶら節    なかにし 礼  著 文芸春秋 1999.11 9136/ﾅﾚ 2 一般開架

258 長崎ロシア遊女館    渡辺 淳一  著 講談社 1982.11 9136/W46 書庫ＣＬ

259 嫌われ松子の一生    山田 宗樹  著 幻冬舎 2003.2 9136/ﾔﾑ3 一般開架

260 青春の門    第1部 五木 寛之  著 講談社 1989.12 9136/I91/1 書庫ＣＬ

261 青春の門    第2部 五木 寛之  著 講談社 1990.2 9136/I91/2 書庫ＣＬ

262 青春の門    第3部 五木 寛之  著 講談社 1990.3 9136/I91/3 書庫ＣＬ

263 青春の門    第4部 五木 寛之  著 講談社 1990.4 9136/I91/4 書庫ＣＬ

264 青春の門    第5部 五木 寛之  著 講談社 1990.5 9136/I91/5 書庫ＣＬ

265 青春の門    第6部 五木 寛之  著 講談社 1990.7 9136/I91/6 書庫ＣＬ

266 青春の門    第7部 上 五木 寛之  著 講談社 1993.6 9136/I91/7(1) 書庫ＣＬ

267 青春の門    第7部 下 五木 寛之  著 講談社 1993.6 9136/I91/7(2) 書庫ＣＬ

268 東京タワー  オカンとボクと、時々、オトン  リリー・フランキー  著 扶桑社 2005.6 9136/ﾘ1 一般開架

269
昭和文学全集    14
リツ子その愛、リツ子その死 井上 靖  編集委員 小学館 1988.11 9186/1/14 一般書庫

270 死都日本    石黒 耀  著 講談社 2002.9 9136/ｲｱ10 一般書庫

271 オキナワの少年    東 峰夫   著 文芸春秋 1979 9136/H55 書庫ＣＬ

272 カクテル・パーティー    大城 立裕  著 文芸春秋 1969 9136/O77 書庫ＣＬ

273 風車祭(カジマヤー)    池上 永一  著 文芸春秋 1997.11 9136/ｲｴ1 一般書庫

274 風のマジム    原田 マハ  著 講談社 2010.12 9136/ﾊﾏ96 一般開架

275 テンペスト    上 池上 永一  著 角川書店 2008.8 9136/ｲｴ10/1 一般開架

276 テンペスト    下 池上 永一  著 角川書店 2008.8 9136/ｲｴ10/2 一般開架

277 ひめゆりの塔    石野 径一郎  著 明治図書出版 1977.6 9136/ｲｹ10 一般書庫

                       『ふるさと文学館』をご存知ですか？ 

 今回紹介した各都道府県に関連した小説は、ほんの一部です。もっと他にもその土地にゆかりの本がたくさんあります。

『ふるさと文学館』（全５５巻 ぎょうせい １９９３年－１９９４年）は、１冊ごとに各都道府県にまつわる近代・現代の作品（小

説・詩・エッセイ等）を収録しています。東部図書館にも所蔵していますので、ぜひご覧ください。 


