
作品を読む
　～Ⅰ 漱石～
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 日本の文学　15　　坊ちゃん 夏目 漱石／著 ほるぷ出版 1985 9136/N58 書庫ＣＬ

2 日本の文学　16　　三四郎 夏目 漱石／著 ほるぷ出版 1986 9136/N58 書庫ＣＬ

3 日本の文学　27　　こゝろ 夏目 漱石／著 ほるぷ出版 1985 9136/N58 書庫ＣＬ

4 日本の文学　28　　道草 夏目 漱石／著 ほるぷ出版 1985 9136/N58 書庫ＣＬ

5 日本の文学　29　　明暗(上） 夏目 漱石／著 ほるぷ出版 1986 9136/N58/1 書庫ＣＬ

6 日本の文学　30　　明暗(下） 夏目 漱石／著 ほるぷ出版 1986 9136/N58/2 書庫ＣＬ

7 漱石新聞小説復刻全集 11 小品
文鳥/夢十夜/硝子戸の中/他

夏目 金之助／著 ゆまに書房 1999.9 9136/ﾅｿ 13 一般書庫

8 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

9 二百十日・野分 夏目 漱石／作 岩波書店 2016.11 9136/ﾅｿ 53 一般開架

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

11 定本 漱石全集   第1巻　吾輩は猫である 夏目 金之助／著 岩波書店 2016.12 91868/ﾅｿ 6 一般開架

　～Ⅱ 龍之介～
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

12 地獄変・邪宗門・好色・藪の中  他七篇 芥川 龍之介／作 岩波書店 1980.4 K9/A   3138 協力保存

13 教科書に載った小説　芥川龍之介『雛』掲載 佐藤 雅彦／編 ポプラ社 2008.4 9083/30 一般開架

14 日本の文学　34　　蜘蛛の糸・地獄変 芥川 龍之介／著 ほるぷ出版 1985 9136/A39 書庫ＣＬ

15 日本の文学　49　　河童・或阿呆の一生 芥川 龍之介／著 ほるぷ出版 1986 9136/A39 書庫ＣＬ

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

17 羅生門・鼻 芥川 龍之介／著 新潮社 1960.3 9136/A39 書庫ＣＬ

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

19 くらしっくミステリーワールド 大活字 芥川龍之介集 中島 河太郎／監修 リブリオ出版 1997.2 L9136/1 一般開架

20 ザ・龍之介  全小説全一冊 芥川 龍之介／著 第三書館 2006.7 L9136/ｱﾘ 1 一般開架

　　　　千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー

　　　 夏目漱石 と 芥川龍之介
　　　　　　　　　　　展示期間　:　平成２９年６月１７日（土）～８月２７日（日）

所蔵はすべて東部図書館

没後90年。 

生誕150年。 

 1892-1927(35歳) 

 1867-1916 

  (49歳) 
 資料展示コーナーは、漱石・龍之介以外の「近代文学」特集。投票＆アンケートも！ぜひご参加ください。 
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

21 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

22 鼠小僧次郎吉 芥川 龍之介／著 国書刊行会 2012.11 91368/206 一般開架

23 芥川竜之介随筆集 石割 透／編 岩波書店 2014.3 9146/ｱﾘ 1 一般開架

24 支那游記 芥川 龍之介／著 改造社 1925 9156/A39 書庫ＣＬ

25 上海游記・江南游記 芥川 龍之介／著 講談社 2001.1 9156/ｱﾘ 1 一般書庫

26 侏儒の言葉　文芸的な、余りに文芸的な 芥川 竜之介／著 岩波書店 2003.2 917/ｱﾘ 1 一般開架

27 芥川龍之介全集    第1巻 芥川 龍之介／著 岩波書店 1995.11 91868/ｱﾘ 1 一般書庫

作品考
　～Ⅰ 漱石～
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

28 拝啓 漱石先生 大岡 信／著 世界文化社 1999.2 91026/ﾅｿ 62 一般書庫

29 夏目漱石を読む 吉本 隆明／著 筑摩書房 2002.11 91026/ﾅｿ107 一般書庫

30 漱石文学のモデルたち 秦 郁彦／著 講談社 2004.12 91026/ﾅｿ136 一般書庫

31 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 一般書庫

32
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

33
『猫』と『坊ちゃん』と漱石の言葉
　風吹けば糸瓜をなぐるふくべ風

林 順治／著 彩流社 2015.3 91026/ﾅｿ229 一般開架

34 愛の不等辺三角形  漱石小説論 吉村 英夫／著 大月書店 2016.11 91026/ﾅｿ243 一般開架

35 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

36 「吾輩は猫である」の謎 長山 靖生／著 文芸春秋 1998.1 9136/ﾅｿ 26 一般書庫

37 苦沙弥先生の生活 間宮 周吉／著 創風社出版 2012.11 9136/ﾅｿ 44 一般開架

38 『こころ』で読みなおす漱石文学
大人になれなかった先生

石原 千秋／著 朝日新聞出版 2013.6 9136/ﾅｿ 45 一般開架

　～Ⅱ 龍之介～
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

39 芥川龍之介  人と作品 宮坂 覚／編 翰林書房 1998.4 91026/ｱﾘ 24 一般書庫

40 芥川龍之介の小説を読む　　『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

41 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

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

43 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

44 芥川龍之介論 権藤 三鉉／著 文藝書房出版 2016.1 91026/ｱﾘ 77 一般開架

45 <芥川>とよばれた藝術家  中期作品の世界 石割 透／著 有精堂出版 1992.8 910268/A39 書庫ＣＬ
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創作の背景・人物を知る
　～Ⅰ 漱石～
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

46 漱石と仏教  則天去私への道 水川 隆夫／著 平凡社 2002.9 91026/ﾅｿ103 一般書庫

47 漱石まちをゆく　建築家になろうとした作家 若山 滋／著 彰国社 2002.9 91026/ﾅｿ105 一般書庫

48 喪章を着けた千円札の漱石  伝記と考証 原武 哲／著 笠間書院 2003.1 91026/ﾅｿ120 一般書庫

49 漱石の転職  運命を変えた四十歳 山本 順二／著 彩流社 2005.11 91026/ﾅｿ140 一般書庫

50 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

51 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

52 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

53 倫敦の不愉快な漱石 東京の孤独な漱石 中井 康行／著 双文社出版 2011.9 91026/ﾅｿ198 一般開架

54 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

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

56 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

57 漱石の黙示録　キリスト教と近代を越えて 森 和朗／著 鳥影社 2014.9 91026/ﾅｿ226 一般開架

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

59 漱石 個人主義へ
ロンドンでの“つぶやき”と“つながり”

恒松 郁生／編 雄山閣 2015.7 91868/ﾅｿ 5 一般開架

　～Ⅱ 龍之介～
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

60 芥川龍之介の顔 松本 哉／著 三省堂 1988.2 91026/A39 書庫ＣＬ

61 特派員芥川龍之介  中国でなにを視たのか 関口 安義／著 毎日新聞社 1997.2 91026/ｱﾘ 4 一般書庫

62 藪の中の家  芥川自死の謎を解く 山崎 光夫／著 文藝春秋 1997.6 91026/ｱﾘ 6 一般書庫

63 年表 作家読本　芥川龍之介 鷺 只雄／編著 河出書房新社 1992.6 91026/ｱﾘ 13 一般書庫

64 芥川龍之介の手紙 関口 安義／著 大修館書店 1992.1 91026/ｱﾘ 20 一般書庫

65 芥川龍之介 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

66 芥川龍之介の遺書 曺 紗玉／著 新教出版社 2001.12 91026/ｱﾘ 43 一般書庫

67 芥川龍之介と江戸・東京 神田 由美子／著 双文社出版 2004.5 91026/ｱﾘ 52 一般書庫

68 芥川龍之介とキリスト教 川上 光教／著 白地社 2005.1 91026/ｱﾘ 55 一般書庫

69 芥川龍之介 永遠の求道者 関口 安義／著 洋々社 2005.5 91026/ｱﾘ 56 一般書庫

70 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

71 もうひとりの芥川龍之介 平岡 敏夫／著 おうふう 2006.1 91026/ｱﾘ 61 一般書庫
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

72 芥川龍之介の夢
 「海軍機関学校」若い英語教官の日

清水 昭三／著 原書房 2007.3 91026/ｱﾘ63/2 一般書庫

73 「羅生門」の誕生 関口 安義／著 翰林書房 2009.5 9136/ｱﾘ 34 一般開架

漱石と 龍之介と、･･･
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

74 諭吉の愉快と漱石の憂鬱 竹内 真澄／著 花伝社 2013.11 2891/ﾌﾕ52 一般開架

75 三島由紀夫と夏目漱石のナルキッソスたち 中広 全延／著 游学社 2013.7 49376/158 一般開架

76 双影  芥川龍之介と夫比呂志 芥川 瑠璃子／著 新潮社 1984.2 91026/A39 書庫ＣＬ

77 私の「漱石」と「龍之介」 内田 百閒／著 筑摩書房 1965 91026/N58 書庫ＣＬ

78 夢幻系列  漱石・龍之介・百閒 高橋 英夫／著 小沢書店 1989.2 91026/241 一般書庫

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

80 鷗外・漱石・芥川 蒲生 芳郎／著 洋々社 1998.6 91026/331 一般書庫

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

82 太宰・漱石・モームの小説  他作家の影響を探る 越川 正三／著 関西大学出版部 1997.4 91026/ﾀｵ 5 一般書庫

83 太宰治と芥川龍之介 相馬 正一／著 審美社 2010.5 91026/ﾀｵ 89 一般書庫

84 漱石 その軌跡と系譜　鷗外・龍之介・有三 藤田 健治／著 紀伊國屋書店 1991.6 91026/ﾅｿ 37 一般書庫

85 開化・恋愛・東京　漱石・龍之介 海老井 英次／著 おうふう 2001.3 91026/ﾅｿ 87 一般書庫

86 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

87 漱石･龍之介と世阿弥 大友 泰司／著 翰林書房 2011.12 91026/ﾅｿ 200 一般開架

88 村上春樹と夏目漱石
二人の国民作家が描いた<日本>

柴田 勝二／著 祥伝社 2011.7 91026/ﾑﾊ 76 一般書庫

芸術家・漱石と龍之介
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

89 俳人の書画美術    8　漱石 座右宝刊行会／編集 集英社 1979.1 7217/3 一般大型

90 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

91 芥川龍之介の俳句に学ぶ 大須賀 魚師／著 近代文芸社 2000.3 91136/177 一般書庫

92 芥川龍之介の詩歌 小室 善弘／著 本阿弥書店 2000.8 91136/188 一般書庫

93 漱石さんの俳句  私の好きな五十選 大高 翔／著 実業之日本社 2006.12 91136/365 一般書庫

94 漱石・龍之介の俳句 斉藤 英雄／著 翰林書房 2009.5 91136/429 一般開架

95
俳句に新風が吹くとき
芥川龍之介から寺山修司へ

川名 大／著 文學の森 2014.3 91136/554 一般開架

96 芥川竜之介俳句集 加藤 郁乎／編 岩波書店 2010.8 91136/ｱﾘ 3 一般書庫

97 漱石俳句集 坪内 稔典／編 岩波書店 2008.1 91136/ﾅｿ 6 一般書庫
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小説＆エッセイで読む 漱石と龍之介
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

98 青春のかたみ  芥川三兄弟 芥川 瑠璃子／著 文芸春秋 1993.11 2883/17 一般書庫

99 影灯籠  芥川家の人々 芥川 瑠璃子／著 人文書院 1991.5 2883/25 一般書庫

100 「星座」になった人  芥川龍之介次男・多加志の
青春

天満 ふさこ／著 新潮社 2007.6 2891/ｱﾀ 9 一般書庫

101 父・漱石とその周辺 夏目 伸六／著 芳賀書店 1971 91026/N58 書庫ＣＬ

102 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

103 百年の薔薇  芥川の家の中で 芥川 瑠璃子／著 春陽堂書店 2014.6 91152/ｱﾙ 1 一般開架

104 若き日の漱石 小泉 譲／著 春陽堂書店 1973.5 9136/KO38 書庫ＣＬ

105 龍之介怪奇譚 小沢 章友／著 双葉社 2010.4 9136/ｵｱ 46 一般開架

106 芥川龍之介  長篇小説 小島 政二郎／著 講談社 2008.8 9136/ｺﾏ52/2 一般開架

107 漱石の妻 鳥越 碧／著 講談社 2006.5 9136/ﾄﾐ 5 一般開架

108 夏目家の糠みそ 半藤 末利子／著 PHP研究所 2000.5 9146/ﾊﾏ 7 一般開架

109 漱石夫人は占い好き 半藤 末利子／著 PHP研究所 2004.1 9146/ﾊﾏ 10 一般書庫

110 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

文豪・文学 よもやま話
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

111 東京100年散歩  明治と今の定点写真 鷹野 晃／著 海竜社 2015.12 21361/129 一般開架

112 文豪たちの関東大震災体験記 石井 正己／著 小学館 2013.8 36931/226 一般開架

113 日本の住文化再考  鷗外・漱石が暮らした借家からデザ
イナーズマンションまで

鈴木 紀慶／編著 鹿島出版会 2013.6 3839/60 一般開架

114
ジョン・レノンが愛した森・夏目漱石が癒された森
著名人の森林保養 上原 巌／著 全国林業改良普及協会 2010.3 4925/8 一般開架

115 文豪たちの「?」な言葉 馬上 駿兵／著 新典社 2014.2 81026/16 一般開架

116 日本語の芸  作家のいる風景 中村 明／著 明治書院 2011.7 816/48 一般開架

117 名作はこのように始まる    1 千葉 一幹／編著 ミネルヴァ書房 2008.3 9023/109 一般開架

118 名作は隠れている 千石 英世／編著 ミネルヴァ書房 2009.1 9023/118 一般開架

119 文士のたたずまい  私の文藝手帖 豊田 健次／著 ランダムハウス講談社 2007.11 91026/1015 一般書庫

120 自殺作家文壇史 植田 康夫／著 北辰堂出版 2008.1 91026/1076 一般書庫

121
漱石の大出血はアスピリンが原因か
 作家たちの消化器病

野村 益世／著 愛育社 2008.1 91026/1084 一般書庫

122 文豪おもしろ豆事典 塩澤 実信／著 北辰堂出版 2009.4 91026/1116/0 一般書庫

123 あの作家の隠れた名作 石原 千秋／著 PHP研究所 2009.11 91026/1152 一般書庫
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124 文学の極意は怪談である  文豪怪談の世界 東 雅夫／著 筑摩書房 2012.3 91026/1294 一般開架

125 渡航する作家たち 神田 由美子／編 翰林書房 2012.4 91026/1308 一般開架

126 教師像  文学に見る 綾目 広治／著 新読書社 2015.11 91026/1522 一般開架

127 名作百年の謎を解く 上杉 省和／著 同時代社 2015.11 91026/1529 一般開架

128 今読めない読みたい本 出久根 達郎／著 ポプラ社 2003.3 9146/ﾃﾀ 14 一般書庫

129 日本近代文学に描かれた<恋愛> 小野 末夫／編 牧野出版 2001.5 9186/32/2 一般書庫

　房総と　漱石・龍之介

130 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

131 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

132 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

133 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

外国語で ＣＤで 映画で  楽しむ
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

134
ことばの散歩道  5
 《我是猫》 誤訳・名訳・珍訳 上野 恵司／著 白帝社 2013.12 8204/12 一般開架

135 Kokoro    こころ by Soseki Natsume
チャールズ・
イー・タトル出版

1995 9136/N58 書庫ＣＬ

136 KAPPA　 河童
by Ryunosuke
　　Akutagawa

チャールズ・イー・
タトル出版

2007.5 9136/ｱﾘ 27 一般外国語

137 Botchan  坊つちやん by Soseki Natsume 現代企画室(発売) 1997.9 9136/ﾅｿ 2 一般書庫

138 リンボウ先生が読む漱石「夢十夜」   ＣＤ付 林 望／著 ぴあ 2006.3 9136/ﾅｿ 22 一般書庫

139 The Miner　坑夫 by Soseki Natsume
チャールズ・イー・
タトル出版

2007.6 9136/ﾅｿ 30 一般外国語

140 虞美人草   中国語版 夏目 漱石／著 金城出版社 2011.11 9136/ﾅｿ 41 一般外国語

141 三四郎 　中国語版 夏目 漱石／著 上海訳文出版社 2010.7 9136/ﾅｿ 42 一般外国語

142 Autumn Wind　and Other Stories　秋風ほか レイン・ダンロプ／訳
チャールズ・イー・
タトル出版

2007.2 91368/144 一般外国語

143 映画【羅生門】 キャスト：三船敏郎・京マチ子 黒澤 明／監督 大映 1998 VT778/225 別置ＡＶ

映画は館内ブースでご覧ください

則天去私 
  晩年の漱石が、このんで色紙など

に書いた言葉。 禅の境地に人生を

超越する心境を見出そうとしていた

漱石の心を告白しているかに見える

もので、文学者としての彼の到達点

を暗示しているかにも思われる。 
 

    『近代作家名文句辞典』 村松定孝/著  

      1990 東京堂出版 p. 83～84 より 

亡くなる1ヶ月前に脱稿した『或阿呆の一生』の中の言葉。 

 

  芥川が『鼻』を発表し、漱石に賞賛された 

 のは25歳。それから自殺する36歳までの 

 約10年間が、彼の文学者としてのすべて 

 であった。 
    『近代作家名文句辞典』 p..79～81 より            

人生は一行のボオドレエルにも若かない。 
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