
【旭いいおか文芸賞「海へ」】
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 作品集　海へ　　第１回 旭いいおか文芸賞
旭いいおか文芸賞実行
委員会 編

ＮＰＯ光と風（内）
高橋順子を囲む会

2017.6 C986/4/1 郷土開架

2 海へ 高橋 順子 著 書肆山田 2014.7 91156/ﾀｼ58 一般開架

3 この海に    J.M.シング原作 デコ 2012.3 9136/ﾀｼ51 一般開架

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

4 お遍路 高橋 順子 著 書肆山田 2009.6 91156/ﾀｼ46 一般開架

5 どうろくじんさま 高橋 順子 著 思潮社 2005.7 91156/ﾀｼ33 一般開架

6 高橋順子詩集 高橋 順子 著 芸林書房 2002.4 91156/ﾀｼ26 一般書庫

7 高橋順子詩集 高橋 順子 著 思潮社 2001.4 91156/ﾀｼ21 一般書庫

8 川から来た人  高橋順子詩集 高橋 順子 著 ふらんす堂 2000.7 91156/ﾀｼ25 一般書庫

9 貧乏な椅子 高橋 順子 著 花神社 2000.1 91156/ﾀｼ17 一般書庫

10 高橋順子詩集成 高橋 順子 著 書肆山田 1996.12 91156/ﾀｼ6 一般書庫

11 時の雨 高橋 順子 著 青土社 1996.11 91156/ﾀｼ7 一般書庫

12 普通の女 高橋 順子 著 書肆山田 1993 91156/ﾀｼ32 一般書庫

13 沙漠の木
久保 雅督 写真
高橋 順子 詩

愛育社 1999.11 748/414 一般書庫

【俳句・連歌・連詩】
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

14 高橋順子自筆五十句 高橋 順子 著 沖積舎 2016.7 91136/ﾀｼ14 一般開架

15 一茶の連句 高橋 順子 著 岩波書店 2009.11 91135/43 一般開架

16 恋の万葉・東歌 高橋 順子 著 書肆山田 2008.12 91112/400 一般開架

17 インタビュー現代短歌  うた・ひと往来 及川 隆彦 著 春風社 2006.6 91116/144 一般開架

18 一茶生きもの句帖  写真句行
小林 一茶 句
高橋順子 編

小学館 2002.12 91135/27 一般書庫

19 連句のたのしみ 高橋 順子 著 新潮社 1997.1 91138/5 一般書庫

20 地球一周航海ものがたり  連詩
新藤 凉子
高橋 順子 著

思潮社 2006.9 91156/ｼﾘ3/2 一般書庫

テーマごとに出版年の新しい順
／所蔵はすべて東部図書館

　千葉県立東部図書館 ガラス展示コーナー

高橋順子（たかはし じゅんこ）氏は詩人。１９４４(昭和19)年生まれで、千葉県旭市（旧飯岡町）出身。県立匝瑳高校、

東京大学仏文科卒。１９９３年、作家の車谷長吉（くるまたに ちょうきつ）氏と結婚。２０１５年に亡くなった車谷氏との思い出を

綴った回想録『夫・車谷長吉』（2017.5）が最新刊。

『花まいらせず』で現代詩女流賞(1987)、『幸福な葉っぱ』で現代詩花椿賞(1990)、『時の雨』で読売文学賞(1997)、

『貧乏な椅子』で丸山豊記念現代詩賞(2000)、『海へ』で藤村記念歴程賞(2014)と三好達治賞(2015)を受賞。

夫の 故 車谷長吉氏

との夫婦二人の句会

は、月曜夕食後の日

課だったそうです。

平易でシンプルな

言葉の中に、芯の

力強さを感じる詩の

数々。

特集･高橋順子～第２回旭いいおか文芸賞「海へ」によせて～

展示期間 : 平成２９年１２月１７日（日）～平成３０年３月１５日（木）
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

21 百八つものがたり  連詩
三木卓、高橋順子、
新藤凉子 著 思潮社 2001.8 91156/ﾐﾀ5 一般書庫

22 からすうりの花  連詩
新藤凉子、吉原幸
子、高橋順子 著 思潮社 1998.9 91156/ｼﾘ 2 一般書庫

【エッセイ】
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

23 夫・車谷長吉 高橋 順子 著 文藝春秋 2017.5 91026/ｸﾁ2 一般開架

24 水のなまえ 高橋 順子 著 白水社 2014.5 91104/78 一般開架

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 一般書庫

26 生きのびろ、ことば 小池 昌代 編著 三省堂 2009.2 9011/55 一般書庫

27 花の巡礼 高橋 順子 著 小学館 2008.3 91104/51 一般開架

28 草しずく 高橋 順子 著 世界文化社 2006.10 9146/ﾀｼ14 一般開架

29 意地悪な人  　ベストエッセイ2006 日本文藝家協会 編 光村図書出版 2006.6 91468/2/06 一般書庫

30 うたはめぐる  忘れられない四季の詩歌 高橋 順子 著 文芸春秋 2004.2 91104/36 一般書庫

31 落葉の坂道    ベストエッセイ2002 日本文芸家協会 編 光村図書出版 2002.6 91468/2/02 一般書庫

32 木炭日和     99年版ベストエッセイ集
日本エッセイス
ト･クラブ 編

文芸春秋 1999.7 91468/3/99 一般書庫

33 博奕好き 高橋 順子 著 新潮社 1998.12 9146/ﾀｼ 5 一般書庫

34 意地悪なミューズ 高橋 順子 著 書肆山田 1991 9115/67 一般書庫

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

35 海へびのぬけがら 高橋 順子 著 愛育社 2016.1 （発注中） （一般開架）

36 緑の石と猫 高橋 順子 著 文藝春秋 2009.10 9136/ﾀｼ45 一般開架

37 月光人魚伝説 高橋 順子 文・絵 飾磨屋書店 2006.10 9136/ﾀｼ36 一般書庫

38 雲のフライパン 高橋 順子 著 愛育社 2004.4 9136/ﾀｼ19 一般書庫

39 猫町の絵本 堀切 直人 編集 北宋社 1974 9136/H14 書庫ＣＬ

【「まほろば歳時記」シリーズ】
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

40 恋の名前
高橋 順子 文
佐藤秀明 写真 小学館 2016.2 14162/6 一般開架

41 月の名前
高橋 順子 文
佐藤秀明 写真 デコ 2012.10 446/5 一般書庫

42 花の名前
高橋 順子 文
佐藤秀明 写真 小学館 2005.5 470/26 一般開架

43 風の名前
高橋 順子 文
佐藤秀明 写真 小学館 2002.5 4514/6 一般開架

44 雨の名前
高橋 順子 文
佐藤秀明 写真 小学館 2001.6 45164/3 一般開架

写真家 佐藤秀明氏の撮る

風景と、詩人 髙橋順子氏

の綴る言葉とが重なって、

さまざまな人生の機微が味

わえるシリーズ。
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