
【季節と人生を楽しむ　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

1 恋の名前 高橋 順子／文 小学館 2016.2 14162/6 一般開架

2 月の名前 高橋 順子／文 デコ 2012.10 446/5 一般書庫

3 花の名前 高橋 順子／文 小学館 2005.5 470/26 一般開架

4 風の名前 高橋 順子／文 小学館 2002.5 4514/6 一般開架

5 雨の名前 高橋 順子／文 小学館 2001.6 45164/3 一般開架

【俳号は”泣魚（きゅうぎょ）”】

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

6 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

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

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

9 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

10 一茶生きもの句帖  写真句行 小林 一茶／句 小学館 2002.12 91135/27 一般書庫

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

【高橋順子が描く物語の世界】

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

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

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

14 月光人魚伝説 高橋 順子／文・絵 飾磨屋書店 2006.10 9136/ﾀｼ36 一般開架

15 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

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

　　　　　千葉県立東部図書館 ガラス展示コーナー

展示期間 : 平成２８年１２月２8日～平成２９年３月７日

　　　特集・高橋順子 2016-17  ～「旭いいおか文芸賞」関連展示～

テーマごとに出版年の新しい順　／ 所蔵は全て東部図書館

写真家 佐藤秀明の撮る風景と、詩人 髙橋順子の綴る言葉とが織り成す、人生の機微。

「雨」「風」「花」「月」に続く最新刊は「恋」。恋の美しさ、悲しさをしみじみと味わえる一冊です。 

夫の故 車谷長吉氏は『赤目四十八瀧心中未遂』で直木賞を受賞。しかし脱稿直後、神経症を患

います。 少しでもリハビリになればと始めた夫婦二人きりの句会「駄木句会」が、月曜夕食後の日課

となったそうです。『高橋順子自筆五十句』でみられる美しい筆蹟から、その人柄を想像するのも楽し

みのひとつでは。 
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【詩人 高橋順子】

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

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

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

19 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

20 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

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

22 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

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

24 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

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

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

27 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

【高橋順子のエッセイ】

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

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

29 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

30 生きのびろ、ことば 小池 昌代／編著 三省堂 2009.2 9011/55 一般開架

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

32 草しずく 高橋 順子／著 世界文化社 2006.10 9146/ﾀｼ14 一般書庫

33 意地悪な人 日本文藝家協会／編 光村図書出版 2006.6 91468/2 一般書庫

34 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

35 落葉の坂道 日本文芸家協会／編 光村図書出版 2002.6 91468/2 一般書庫

36 木炭日和 文芸春秋 1999.7 91468/3 一般書庫

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

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

たおやかで上品な たたずまいの高橋順子氏。しかしその内から紡ぎ出される言葉は、時に野太さ

とでもいうような力強さを漂わせます。このギャップも味わい深さのひとつ。平易な言葉のもつシンプ

ルな強さを、ぜひ味わってみてください。 

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

（1997）で読売文学賞、『貧乏な椅子』（2000)で丸山豊記念現代詩賞、そして、『海へ』（2014）

で、藤村記念歴程賞と三好達治賞を受賞。 
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【詩友とのセッション「連詩」】

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

39 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

40 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

41 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

【出版社勤務時代は、大岡信 氏を担当】

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

42 大岡信の詩と真実 菅野 昭正／編 岩波書店 2016.6 91152/ｵﾏ 2 一般開架

43 大岡信 思潮社 1992.8 91152/ｵﾏ 1 一般書庫

【高橋順子が選ぶ　現代詩】

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

44 日本の現代詩101 高橋 順子／編著 新書館 2007.5 91156/60 一般開架

45 現代日本女性詩人85 高橋 順子／編著 新書館 2005.3 91156/51 一般開架

46 女性たちの現代詩  日本100人選詩集 麻生 直子／編 梧桐書院 2004.6 91156/48 一般書庫

詩の印象とはまた違う 

感じを味わえるのが 

「随筆(エッセイ）」の醍

醐味。端々に著者の人柄が

より強くにじみ出て、著者を知

るにはもってこいのジャンルかも。 

      『この海に』（2012 デコ） は、 

アイルランドのシュークスピアと呼ばれる劇作家ジョ

ン・ミリントン・シングが1902年に書いた戯曲を、高

橋順子氏が短編小説に仕上げたものです。 

 

原作は、アイルランド西端のアラン島が舞台の戯

曲。船乗りや漁師だった夫や義父、5人の息子た

ちを荒ぶる海に奪われた老女モ－リアの悲劇。

モーリアが「これで、いいんだよ」とつぶやく結末が

印象深く胸に迫ります。 

 

高橋氏がこの戯曲を小説化した背景には、故郷

九十九里浜を襲った東日本大震災の大津波が

ありました。人生の深淵をのぞき込む詩情豊かな

物語に仕上がっています。原作も原文で収録。 

1/7の文芸賞予備審査の朗読会で

『この海に』を読まれる白坂道子氏。

当館でも白坂氏が朗読された作品

のＣＤやカセットテープを所蔵しており

ます。 

音声資料のため館外へは貸出でき

ませんが、館内でお聞きいただけます。

カウンターでお尋ねください。 
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【Ｊ.Ｍ.シング、アイルランド文学、松村みね子翻訳】

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

47 幻想小説神髄 ノヴァーリス／ほか著 筑摩書房 2012.12 9083/39 一般開架

48 かなしき女王  ケルト幻想作品集 フィオナ・マクラウド／著 筑摩書房 2005.1 9336/ﾏﾌ1 一般書庫

49 シング選集    戯曲編 ジョン・M.シング／著 恒文社 2002.3 9327/ｼｼ2/2 一般書庫

50 シング選集    紀行編 ジョン・M.シング／著 恒文社 2000.4 9327/ｼｼ2/1 一般書庫

51 シング戯曲全集 ジョン・M.シング／著 沖積舎 2000.1 9327/ｼｼ3 一般書庫

52 書物の王国    15
『書物の王国』編纂委
員会／[編] 国書刊行会 2000.1 908/14 一般書庫

53 書物の王国    18
『書物の王国』編纂委
員会／[編] 国書刊行会 1999.5 908/14 一般書庫

54 悲しみのデァドラ J.M.シング／[著] 大学教育出版 1999.1 9327/ｼｼ1 一般書庫

55 近代劇全集    25 第一書房 1927 9082/2 一般書庫

【片山広(廣)子は、「松村みね子」】

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

56 日本近代随筆選    2 千葉 俊二／編 岩波書店 2016.5 91468/71 一般開架

57 人魚 長井 那智子／編 皓星社 2016.3 9083/51 一般開架

58 白蓮  気高く、純粋に。時代を翔けた愛の生涯 宮崎 蕗苳／監修 河出書房新社 2014.8 91116/ﾔﾋ8 一般開架

59 片山廣子全歌集 片山廣子 著 現代短歌社 2012.4 91116/ｶﾋ5 一般書庫

60 新編燈火節 片山 廣子／著 月曜社 2007.1 9146/ｶﾋ9 一般開架

61 野に住みて  短歌集+資料編 片山 廣子／著 月曜社 2006.4 91116/ｶﾋ3 一般開架

62 短編女性文学  近代  続 渡辺 澄子／編 おうふう 2002.9 91368/25 一般書庫

63 編年体大正文学全集    第7巻 ゆまに書房 2001.5 9186/27 一般書庫

64 幸田文の世界 金井 景子／[ほか]編 翰林書房 1998.1 91026/ｺｱ1 一般書庫

65 片山広子  孤高の歌人 清部 千鶴子／著 短歌新聞社 1997.4 91116/ｶﾋ1 一般書庫

66 現代短歌全集    第3巻 筑摩書房 1981.8 91116/12 一般書庫

＜銚子の芸術家＞

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

67 渡辺學の世界  漁民を描く 渡辺 學／[画] 千葉県立美術館 2004.1 C721/3 郷土開架

68 甦る金子周次展  潮騒に愛をこめて 松山庭園美術館 [2000] C7321/1 郷土開架

片山広子（廣子）：1878-1957  

明治～昭和の歌人・随筆家・アイルランド文学翻訳家。松村みね子の筆

名で、シングやグレゴリー、イエーツなどのアイルランド文学の翻訳を行う。晩

年の随筆集『燈火節』で、1954年日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。芥川

龍之介や堀辰雄の小説に出てくる人物のモデルとも言われている。 

ジョン・ミリントン・シング：1871-1909  

アイルランドの劇作家・詩人・小説家・民俗文化研究者。強い風

刺の精神、通俗性と芸術性を兼ね備えた独自の文体が特徴。 
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