
① 伊藤左千夫　いとう・さちお

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

1 作家の自伝  102　伊藤左千夫 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 2000.11 91026/23/102 一般書庫

2 伊藤左千夫歌集 伊藤 左千夫／著 短歌新聞社 1997.8 C9116/ｲｻ2 郷土開架

3 伊藤左千夫の歌 伊藤 左千夫／著 おうふう 1999.5 C9116/ｲｻ3 郷土開架

4 野菊の墓 伊藤 左千夫／著 新潮社 1981 9136/I89 書庫ＣＬ

②　大佛 次郎  おさらぎ・じろう

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

1 作家の自伝  91　大佛次郎 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1999.4 91026/23/91 一般書庫

2 幻燈 大佛 次郎／著 六興出版 1981.4 9136/O74 書庫ＣＬ

3 小説 日蓮 大佛 次郎／著 光風社書店 1976 9136/O74 書庫ＣＬ

4 青銅鬼  鞍馬天狗 大佛 次郎／著 国書刊行会 1985.1 9136/O74 書庫ＣＬ

5 ドレフュス事件 大佛 次郎／著 朝日新聞社 1978 9136/O74 書庫ＣＬ

6 日本の星之助 大佛 次郎／著 国書刊行会 1985.1 9136/O74 書庫ＣＬ

7 花の咲く家 大佛 次郎／著 光風社 1962 9136/O74 書庫ＣＬ

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

あなたのお気に入りは？　～近代文学(日本）編～

展示期間　:　平成29年6月17日（土）～8月15日（火）

所蔵は全て東部図書館

千葉県山武郡成東町に生まれた。 

短歌に興味を持ったのは２９歳の頃。歌会などに出入りし、

正岡子規に感銘を受けて、門人となった。 

神奈川県横浜市に生まれた。 

鎌倉をこよなく愛す。「大佛次郎」のペンネームは、執筆

当時、彼が鎌倉市長谷の大仏の裏手に住んでいたことに由

来する。 

  近代の名作と聞いて、どんな作品名を思い浮かべますか？  

 ５月に公開された、リリー・フランキーさん、亀梨和也さん出演の

映画『美しい星』の原作は近代作家、三島由紀夫です。近代文学には

数々の名作があり、作家たちがいます。今回はその中から有名だけれ

どメジャー過ぎない、通好み(?)の11人の作家とその作品を特集。また、

「好きな作家ランキング」の投票やアンケートも行っています。あな

たのイチオシ作家、おススメの作品等、ぜひ教えてください。大勢の

皆様のご参加をお待ちしています！ 
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

8 パリ燃ゆ    1 大佛 次郎／著 朝日新聞社 1982 9136/O74/1 書庫ＣＬ

9 パリ燃ゆ    2 大佛 次郎／著 朝日新聞社 1982 9136/O74/2 書庫ＣＬ

10 パリ燃ゆ    3 大佛 次郎／著 朝日新聞社 1981 9136/O74/3 書庫ＣＬ

11 パリ燃ゆ    4 大佛 次郎／著 朝日新聞社 1980 9136/O74/4 書庫ＣＬ

12 冬の紳士 大佛 次郎／著 光風社書店 1972.3 9136/O74 書庫ＣＬ

13 水戸黄門 大佛 次郎／著 光風社書店 1973.7 9136/O74 書庫ＣＬ

14 霧笛 大佛 次郎／著 六興出版 1982.1 9136/O74 書庫ＣＬ

15 旅の誘い  大仏次郎随筆集 大佛 次郎／著 講談社 2002.1 9146/ｵｼ14 一般書庫

16 猫のいる日々 大佛 次郎／著 六興出版 1979 9146/O74 書庫ＣＬ

③　梶井基次郎  かじい・もとじろう

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

1 作家の自伝  50　梶井基次郎 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1997.4 91026/23/50 一般書庫

2 城のある町にて 梶井 基次郎／著 創元社 1946 9136/KA22 書庫ＣＬ

3 檸檬 梶井 基次郎／著 新潮社 1981 9136/KA22 書庫ＣＬ

4 日本の文学    48　檸檬 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/TA88/0 書庫ＣＬ

④　川端 康成  かわばた・やすなり

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

1 作家の自伝  15　川端康成 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1994.1 91026/23/15 一般書庫

2 ある人の生のなかに 川端 康成／著 河出書房新社 1972 9136/KA91 書庫ＣＬ

3 伊豆の踊子・禽獣  他六篇 川端 康成／著 角川書店 1951 9136/KA91 書庫ＣＬ

4 海の火祭 川端 康成／著 毎日新聞社 1979.5 9136/KA91 書庫ＣＬ

大阪府大阪市西区に生まれた。 

鋭い感受性を持っており、文学だけでなく音楽にも造詣が

深かった。療養しながら執筆活動を続けていたが、３１歳

で夭折した。 

大阪府大阪市北区に生まれた。 

幼い頃に両親を亡くしており、命の儚さ・両親への憧憬の

念を強めた。また、それらに色濃く影響を受けた作品を残

している。 
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

5 美しさと哀しみと 川端 康成／著 中央公論社 1979 9136/KA91 書庫ＣＬ

6 古都 川端 康成／著 新潮社 1979 9136/KA91 書庫ＣＬ

7 たんぽぽ 川端 康成／著 新潮社 1972 9136/KA91 書庫ＣＬ

8 天授の子 川端 康成／著 新潮社 1975 9136/KA91 書庫ＣＬ

9 ナアシツサス 川端 康成／著 冬樹社 1977 9136/KA91/2 書庫ＣＬ

10 舞姫 川端 康成／著 新潮社 1968.8 9136/KA91 書庫ＣＬ

11 舞姫の暦 川端 康成／著 毎日新聞社 1979.5 9136/KA91 書庫ＣＬ

12 日本の文学    76　山の音 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/KA91 書庫ＣＬ

13 雪国 川端 康成／著 新潮社 1947 9136/KA91 書庫ＣＬ

14 一草一花 川端 康成／著 毎日新聞社 1977 9146/KA91 書庫ＣＬ

15 美しい日本の私  その序説 川端 康成／著 講談社 1969.3 9146/KA91 書庫ＣＬ

16 竹の声桃の花 川端 康成／著 新潮社 1973.1 9146/KA91 書庫ＣＬ

17 美の存在と発見 川端 康成／著 毎日新聞社 1969.7 9146/KA91 書庫ＣＬ

18 落花流水 川端 康成／著 新潮社 1966.5 9146/KA91 書庫ＣＬ

⑤　北原 白秋  きたはら・はくしゅう

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

1 作家の自伝  27　北原白秋 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1995.11 91026/23 一般書庫

2 白秋詩抄 北原 白秋／作 岩波書店 1997.2 91156/ｷﾊ2 一般書庫

3 思ひ出  抒情小曲集 北原 白秋／著 日本図書センター 1999.1 91156/ｷﾊ4 一般書庫

4 白秋青春詩歌集 北原 白秋／著 講談社 2004.11 91156/ｷﾊ7 一般書庫

5 北原白秋詩集    上 北原 白秋／著 岩波書店 2007.1 91156/ｷﾊ10/１ 一般開架

6 北原白秋詩集    下 北原 白秋／著 岩波書店 2007.1 91156/ｷﾊ10/2 一般開架

7 花咲爺さん  繪入童謠 北原 白秋／著 大空社 1996.9 91158/6 一般書庫

8 北原白秋童謡集 北原 白秋／著 弥生書房 1993.2 91158/24 一般書庫

9 名作童謡北原白秋…100選 北原 白秋／著 春陽堂書店 2005.6 91158/61 一般開架

福岡県柳川市に生まれた。 

中学時代から短歌を作り始め、童謡・民謡・小唄など幅広

いジャンルで活躍した。 
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⑥ 小林多喜二 　こばやし・たきじ

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

1 作家の自伝  51　　小林多喜二 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1997.4 91026/23/51 一般書庫

2 ザ・多喜二  小林多喜二全一冊 小林 多喜二／著 第三書館 2003.2 9136/ｺﾀ8 一般書庫

3 老いた体操教師・瀧子其他  小林多喜二初期
作品集

小林 多喜二／著 講談社 2007.1 9136/ｺﾀ10 一般開架

4 蟹工船 小林 多喜二／著 金曜日 2008.7 9136/ｺﾀ13 一般開架

5 防雪林・不在地主 小林 多喜二／作 岩波書店 2010.4 9136/ｺﾀ16 一般書庫

6 独房・党生活者 小林 多喜二／作 岩波書店 2010.5 9136/ｺﾀ17 一般開架

7 小林多喜二の手紙 小林 多喜二／著 岩波書店 2009.11 9156/ｺﾀ1 一般開架

⑦ 志賀 直哉 　しが・なおや

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

1 作家の自伝  28　志賀直哉 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1995.11 91026/23/28 一般書庫

2 志賀直哉交友録 志賀 直哉／著 講談社 1998.8 91026/ｼﾅ7 一般書庫

3 志賀直哉集 志賀 直哉／著 河出書房 1952 9136/ｼﾅ6 一般書庫

4 朝の試写会 志賀 直哉／著 三笠書房 1951 9136/SH27 書庫ＣＬ

5 日本の文学    24　網走まで・灰色の月 志賀 直哉／著 ほるぷ出版 1985 9136/SH27 書庫ＣＬ

6 日本の文学    40　暗夜行路　前編 志賀 直哉／著 ほるぷ出版 1986 9136/SH27 書庫ＣＬ

7 日本の文学    41　暗夜行路　後編 志賀 直哉／著 ほるぷ出版 1986 9136/SH27/2 書庫ＣＬ

8 衣食住  随筆 志賀 直哉／著 三月書房 2012.11 9146/ｼﾅ5 一般開架

9 白い線 志賀 直哉／著 大和書房 1966 9146/SH27 書庫ＣＬ

10 八手の花 志賀 直哉／著 新樹社 1958 9146/SH27 書庫ＣＬ

秋田県下川沿村に生まれた。 

小樽商科大学に進学し銀行員となる。この頃から労働運動

に関わり始め、プロレタリア作家としての自覚をもつよう

になる。 

宮城県石巻市に生まれた。 

「白樺派」の中心的人物で私小説の第一人者である。 

潔癖な倫理観を鋭敏な感覚でとらえ、力強く簡素に書かれ

ており小説の神様といわれた。 
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⑧高村光太郎　たかむら・こうたろう

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

1 作家の自伝  9　高村光太郎 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1994.1 91026/23/28/9 一般書庫

2 高村光太郎美に生きる 高村 光太郎／作品・詩文 二玄社 1998.1 7087/10 一般書庫

3 生誕130年彫刻家・高村光太郎展 高村光太郎 ／作 生誕130年彫刻家・高村光太
郎展実行委員会 2013.6 7121/42 一般開架

4 高村光太郎詩集 高村 光太郎／作 岩波書店 1997.2 91156/ﾀｺ1 一般書庫

5 智恵子抄  詩集 高村 光太郎／著 日本図書センター 1999.3 91156/ﾀｺ2 一般書庫

6 道程 高村 光太郎／著 日本図書センター 1999.12 91156/ﾀｺ3 一般書庫

7 高村光太郎詩集 高村 光太郎／著 岩波書店 1977 91156/TA45 書庫ＣＬ

8 智恵子抄 高村 光太郎／著 竜星閣 1966 91156/TA45 書庫ＣＬ

9 智恵子抄その後 高村 光太郎／著 竜星閣 1960 91156/TA45 書庫ＣＬ

⑨谷崎潤一郎　たにざき・じゅんいちろう

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

1 作家の自伝  85　谷崎潤一郎 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1999.4 91026/23/85 一般書庫

2 文章読本 谷崎 潤一郎／著 中央公論社 1978 816/TA88 書庫ＣＬ

3 都わすれの記 谷崎 潤一郎／著 雄松堂書店 2010.11 91116/ﾀｼ3 一般書庫

4 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 書庫ＣＬ

5 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

6 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

7 日本の文学    77　小将滋幹の母 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/TA88 書庫ＣＬ

8 台所太平記 谷崎 潤一郎／著 中央公論社 1974 9136/TA88 書庫ＣＬ

9 吉野葛・蘆刈 谷崎 潤一郎／作 岩波書店 1986.6 9136/TA88 一般書庫

10 蓼喰う虫 谷崎 潤一郎／著 新潮社 1951.1 9136/TA88 書庫ＣＬ

11 東西味くらべ 谷崎 潤一郎／著 角川春樹事務所 1998.7 9146/ﾀｼ4 一般書庫

12 谷崎潤一郎=渡辺千万子往復書簡 谷崎 潤一郎／著 中央公論新社 2001.2 9156/ﾀｼ1 一般開架

13 谷崎潤一郎上海交遊記 谷崎 潤一郎／著 みすず書房 2004.1 9156/ﾀｼ3 一般開架

東京都台東区に生まれた。美術学校に進学する。 

在学中に文学にも関心を持つようになり、長沼智恵子との

出会いから彼女に関する詩や短歌を集めた『智恵子抄』を

発表した。 

東京日本橋の商家に生まれた。 

作風は初期の絶対の耽美主義、中期は悪魔主義と呼ばれる

時代。しかし晩期は日本古典の伝統に回帰し、名作を生ん

だ。 
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⑩ 樋口 一葉　ひぐち・いちよう

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

1 作家の自伝  22　樋口一葉 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1995.11 91026/23/22 一般書庫

2 闇桜／ゆく雲他 樋口 一葉／原作 河出書房新社 1997.2 9136/ﾋｲ1 一般書庫

3 にごりえ他 樋口 一葉／原作 河出書房新社 1996.12 9136/ﾋｲ2 一般書庫

4 十三夜他 樋口 一葉／原作 河出書房新社 1997.3 9136/ﾋｲ3 一般書庫

5 大つごもり他 樋口 一葉／原作 河出書房新社 1997.4 9136/ﾋｲ4 一般書庫

6 たけくらべ 樋口 一葉／原作 河出書房新社 1996.11 9136/ﾋｲ5 一般書庫

⑪ 森 鷗外　もり・おうがい

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

1 作家の自伝  2　森鷗外 佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1994.1 91026/23/2 一般書庫

2 山椒大夫・高瀬舟 森 鷗外／著 偕成社 1968 913/MO45 書庫ＣＬ

3 阿部一族  他二篇 森 鷗外／作 岩波書店 2007.12 9136/ﾓｵ6 一般開架

4 雁・ヰタセクスアリス 森 鷗外／著 角川書店 1953 9136/MO45 書庫ＣＬ

5 ザ・鷗外  森鴎外全小説全一冊 森 鷗外／著 第三書館 1985.5 9136/MO45 書庫ＣＬ

6 日本の文学    2　舞姫・うたかたの記 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1986 9136/MO45 書庫ＣＬ

7 日本の文学    31　渋江抽斎 市古 貞次／責任編集 ほるぷ出版 1985 9136/MO45 書庫ＣＬ

8 森鷗外集  独逸三部作 森 鷗外／著 和泉書院 1985.4 9136/MO45 書庫ＣＬ

東京都千代田区に生まれた。 

兄の死や、事業に失敗した父の死など、波瀾万丈の人生を

生き抜き、逆境などをも文学の蓄えとして数々の作品を残

した。 

島根県津和野に生まれた。 

東京大学医学部を卒業してからは陸軍軍医に任ぜられ、衛

生学研究のためドイツに留学した。帰国後は医学・文学の

評論や小説、戯曲の翻訳などを行い、明治を代表する知識

人として活躍した。 

ガラス展示コーナーでは、 

「生誕150年 夏目漱石  と 没後90年 芥川龍之介」の特集

を行っています。(6/17～8/27） 

  

 こちらもぜひごらんください。 

    他にもたくさんの作家がいます。 

●二葉亭四迷●尾崎紅葉●幸田露伴●泉鏡花●国木

田独歩●田山花袋●徳田秋声●正宗白鳥●島崎藤村

●永井荷風●有島武郎●武者小路実篤●佐藤春夫●

菊地寛●久米正雄●内田百閒●横光利一●堀辰雄●

中島敦●伊藤整●中野重治●葉山嘉樹●宮本百合子

●高見順●尾崎一雄●石川達三●山本周五郎●太宰

治●井伏鱒二●坂口安吾●石川淳●大岡昇平●武田

泰淳●椎名鱗三●野間宏●梅崎春生●島尾敏雄●福

永武彦●井上靖●三島由紀夫●阿部公房●幸田文●

遠藤周作●山川方夫●吉行淳之介 他多数 
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