
※展示コーナーにない本（シリーズの他巻や書庫資料）は、検索機で探すか、窓口の職員に聞いてください。

No. 書名 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

1 事件 大岡 昇平∥著 新潮社

2 無罪 大岡 昇平∥著 新潮社

3 堺港攘夷始末 大岡 昇平∥著 中央公論社

4 天誅組 大岡 昇平∥著 講談社

5 将門記 大岡 昇平∥著 中央公論社

6 少年 ある自伝の試み 大岡 昇平∥著 筑摩書房

7 レイテ戦記 1 大岡 昇平∥著 中央公論新社

8 レイテ戦記 2 大岡 昇平∥著 中央公論新社

9 レイテ戦記 3 大岡 昇平∥著 中央公論新社

10 レイテ戦記 4 大岡 昇平∥著 中央公論新社

11 俘虜記 下巻 大岡 昇平∥著 埼玉福祉会

12 俘虜記 上巻 大岡 昇平∥著 埼玉福祉会

13 俘虜記 中巻 大岡 昇平∥著 埼玉福祉会

14 福島県文学全集 澤 正宏／編 郷土出版社

15 一九四六年の大岡昇平 樋口 覚∥著 新潮社

16 小説家夏目漱石 大岡 昇平∥著 筑摩書房

17 水 土地 空間 大岡昇平対談集 大岡 昇平∥著 河出書房新社

18 作家の日記 大岡 昇平∥著 新潮社

20 成城だより 上 講談社

21 成城だより 下 講談社

22 日本の文学 78 俘虜記 野火 市古 貞次∥責任編集 ほるぷ出版

23 日本文学全集 18 大岡昇平「武蔵野夫人」ほか 池澤 夏樹∥個人編集 河出書房新社

No. 書名 巻次 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

25 端正・格調高い文章を味わう中島敦 宝島社

26 中島敦 1909-1942 中島 敦∥著 筑摩書房

27 山月記・李陵 中島 敦∥著 舵社

28 山月記 中島 敦∥作 理論社

29 李陵・山月記 弟子・名人伝 角川書店

30 中島敦 河出書房新社

31 評伝・中島敦 家学からの視点 村山 吉広∥著 中央公論新社

32 中島敦全集 1 「山月記」「斗南先生」ほか 中島 敦∥著 筑摩書房

33 中島敦全集 2 「章魚木の下で」ほか 中島 敦∥著 筑摩書房

34 中島敦全集 3 卒業論文、ノート、日記、書簡等 中島 敦∥著 筑摩書房

35 中島敦全集 別巻 評論、回想、年譜等 筑摩書房

36 日本の文学 70 中島敦 市古 貞次∥責任編集 ほるぷ出版

37 日本文学全集 16 池澤 夏樹∥個人編集 河出書房新社

令和元年5月～6月　一般展示コーナー図書リスト

生誕110周年！　1909年生まれの作家

1909年生まれの作家の中で、ひときわ輝く6名の本を集めました。

●大岡昇平　3月6日生まれ

F/オ

F/オ

F/オ

F/オ

F/オ

F/オ

BF/オ/1

BF/オ/2

BF/オ/3

BF/オ/4

DF/オ/1

DF/オ/1

DF/オ/1

第Ⅱ期／随筆・紀行・詩編
大岡昇平「保成峠」

099.8/フ/2-2

910.2/オ

910.2/ナ

914.6/オ

915.6/オ

大岡 昇平∥[著] B915.6/オ/1

大岡 昇平∥[著] B915.6/オ/2

Y918/ニ/78

Z918/ニ/18

●中島敦　5月5日生まれ

中島 敦∥[著] F/ナ

BF/ナ

DF/ナ

YF/ナ

中島 敦∥[著] YF/ナ

生誕100年、永遠に越境する文学 910.2/ナ

910.2/ナ

918.6/ナ/1

918.6/ナ/2

918.6/ナ/3

中島 敦∥[著] 918.6/ナ/4

Y918/ニ/70

宮沢賢治,中島敦 Z918/ニ/16



No. 書名 巻次 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

38 太宰治の辞書 北村 薫∥著 新潮社

39 太宰治選集 1 「女生徒」「斜陽」 ほか 太宰 治∥著 柏艪舎

40 太宰治選集 2 「魚服記」「ヴィヨンの妻」ほか 太宰 治∥著 柏艪舎

41 太宰治選集 3 「走れメロス」「人間失格」ほか 太宰 治∥著 柏艪舎

42 太宰治 「二十世紀旗手」「ダス・ゲマイネ」ほか 宝島社

43 太宰治滑稽小説集 「おしゃれ童子」ほか みすず書房

44 直筆で読む「人間失格」 太宰 治∥著 集英社

45 生くることにも心せき 小説・太宰治 野原 一夫∥著 新潮社

46 恋の蛍 山崎富栄と太宰治 松本 侑子∥著 光文社 

47 女性作家が選ぶ太宰治 「女生徒」「恥」ほか 講談社

48 男性作家が選ぶ太宰治 「道化の華」「畜犬談」ほか 講談社

49 女生徒 太宰 治∥著 舵社

50 人間失格 太宰 治∥著 舵社

51 走れメロス 太宰 治∥著 舵社

52 斜陽 太宰 治∥著 舵社

53 転生して、すみません 星海社

54 斜陽 太宰 治∥著 新潮社

55 福島県文学全集 澤 正宏／編 郷土出版社

56 太宰治 井伏 鱒二∥著 中央公論新社

57 三つの空白 太宰治の誕生 鵜飼 哲夫∥著 白水社

58 太宰治の年譜 山内 祥史∥著 大修館書店

59 太宰萌え 入門者のための文学ガイドブック 岡崎 武志∥監修 毎日新聞社

60 太宰治と旅する津軽 太宰 治∥著 新潮社

61 明るい方へ 父・太宰治と母・太田静子 太田 治子∥著 朝日新聞出版

62 太宰と井伏 ふたつの戦後 加藤 典洋∥著 講談社

63 回想の太宰治 津島 美知子∥著 人文書院

64 太宰治 主治医の記録 中野 嘉一∥著 宝文館出版

65 太宰治 生誕一〇〇年記念 平凡社

66 さよならの言葉にかえて 河出書房新社編集部∥編 河出書房新社

67 夜を乗り越える 又吉 直樹∥著 小学館

68 心の王者 太宰治随想集 太宰 治∥著 柏艪舎

69 太宰治の正直ノオト 太宰 治∥著 青竜社

70 太宰治の手紙 返事は必ず必ず要りません 太宰 治∥著 河出書房新社

No. 書名 巻次 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

71 絵をかいていちんち まど みちお∥著 新潮社

72 まど みちお∥詩 理論社

73 ぞうさん まど みちお∥著 フレーベル館

74 せんねんまんねん まど・みちお詩集 まど みちお∥著 童話屋

75 ふしぎなポケット まど みちお∥詩 文藝春秋

76 にじ まど みちお∥詩 文藝春秋

77 けしゴム まど みちお∥詩 文藝春秋

78 どうぶつたち まど みちお∥詩 文藝春秋

79 まど・みちお人生処方詩集 まど みちお∥詩と絵 平凡社

80 うちゅうの目 まど・みちお詩集 まど みちお∥詩 フォイル

81 逃げの一手 まど みちお∥著　挿画 小学館

82 ぞうのミミカキ まど みちお∥詩 理論社

●太宰治　6月19日生まれ

F/キ

F/ダ

F/ダ

F/ダ

太宰 治∥[著] F/ダ

太宰 治∥[著] 木田 元∥編 F/ダ

F/ダ

F/ノ

F/マ

太宰 治∥[著] BF/ダ

太宰 治∥[著] BF/ダ

DF/ダ

DF/ダ

DF/ダ

DF/ダ

転生!太宰治 佐藤 友哉∥著 篠月 しのぶ∥[画] YF/サ

YF/ダ

第Ⅰ期／小説編
太宰治「佳日」

099.8/フ/1-3

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

910.2/ダ

太宰よ!45人の追悼文集 B910.2/ダ

910.2/マ

914.6/ダ

914.6/ダ

B915.6/ダ

●まどみちお　11月16日生まれ

まど・みちお100歳の画集 723.1/マ

1ねんせいになったら 767.7/マ

まど・みちお子どもの歌102曲集 767.7/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

100歳詩集 911.5/マ

911.5/マ



No. 書名 巻次 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

83 鳥いっぱい まど みちお∥著 理論社

84 花いっぱい まど みちお∥著 理論社

85 家族と友だち まど みちお∥著 理論社

86 かんがえる まど みちお∥著 理論社

87 ものいろいろ まど みちお∥著 理論社

88 むしいっぱい まど みちお∥著 理論社

89 にほんごにこにこ まど みちお∥著 理論社

90 それから… まど みちお∥詩 童話屋

91 あのうたこのうた まど みちお∥著 理論社

92 百歳日記 まど みちお∥著

No. 書名 巻次 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

93 影の地帯 松本 清張∥著 光文社

94 点と線 松本 清張∥著 光文社

95 黒革の手帖 上 松本 清張∥著 新潮社

96 黒革の手帖 下 松本 清張∥著 新潮社

97 松本清張小説セレクション 3 ゼロの焦点 松本 清張∥著 中央公論社

98 松本清張小説セレクション 7 球形の荒野 松本 清張∥著 中央公論社

99 松本清張小説セレクション 12 松本 清張∥著 中央公論社

100 松本清張小説セレクション 33 松本 清張∥著 中央公論社

101 松本清張小説セレクション 34 松本 清張∥著 中央公論社

102 松本清張小説セレクション 35 松本 清張∥著 中央公論社

103 松本清張傑作選 1 松本 清張∥著 新潮社

104 松本清張傑作選 2 松本 清張∥著 新潮社

105 松本清張傑作選 3 松本 清張∥著 新潮社

106 松本清張傑作選 4 松本 清張∥著 新潮社

107 松本清張傑作選 5 松本 清張∥著 新潮社

108 松本清張傑作選 6 松本 清張∥著 新潮社

109 顔・白い闇 松本 清張∥著 新潮社

110 水の肌 松本 清張∥著 新潮社

111 砂の器 上巻 松本 清張∥著 新潮社

112 砂の器 下巻 松本 清張∥著 新潮社

113 松本清張ジャンル別作品集 1 武将列伝 松本 清張∥著 双葉社

114 松本清張ジャンル別作品集 2 捕物帖 松本 清張∥著 双葉社

115 松本清張ジャンル別作品集 3 美術ミステリ 松本 清張∥著 双葉社

116 松本清張ジャンル別作品集 4 法廷ミステリ 松本 清張∥著 双葉社

117 松本清張ジャンル別作品集 5 犯罪小説 松本 清張∥著 双葉社

118 松本清張ジャンル別作品集 6 社会派ミステリ 松本 清張∥著 双葉社

119 私の松本清張論 タブーに挑んだ国民作家 辻井 喬∥著 新日本出版社

120 松本清張◎黒の地図帖 昭和ミステリーの舞台を旅する 平凡社

121 松本清張事典 志村 有弘∥共編 勉誠出版

122 松本清張地図帖 地図にみる懐かしの昭和三十年代 帝国書院編集部∥著 帝国書院

123 清張とその時代 郷原 宏∥著 双葉社

124 赤塚 隆二∥著 文藝春秋

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ

911.5/マ
日本放送出版協
会 914.6/マ

●松本清張　12月21日生まれ

F/マ

F/マ

F/マ/1

F/マ/2

F/マ/3

F/マ/7

Dの複合 F/マ/12

短編集Ⅱ(或る「小倉日記」伝) F/マ/33

短編集Ⅲ(天城越え) F/マ/34

短編集Ⅳ(西郷札) F/マ/35

悪党たちの懺悔録
浅田次郎オリジナルセレクション F/マ/1

暗闇に嗤うドクター
海堂尊オリジナルセレクション F/マ/2

時刻表を殺意が走る
原武史オリジナルセレクション F/マ/3

黒い手帖からのサイン
佐藤優オリジナルセレクション F/マ/4

戦い続けた男の素顔
宮部みゆきオリジナルセレクション F/マ/5

憑かれし者ども
桐野夏生オリジナルセレクション F/マ/6

BF/マ

BF/マ

BF/マ/1

BF/マ/2

BF/マ/1

BF/マ/2

BF/マ/3

BF/マ/4

BF/マ/5

BF/マ/6

910.2/マ

910.2/マ

910.2/マ

910.2/マ

910.2/マ

清張鉄道1万3500キロ 910.2/マ



No. 書名 巻次 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

125 乱歩と清張 郷原 宏∥著 双葉社

126 清張闘う作家 「文学」を超えて 藤井 淑禎∥著 ミネルヴァ書房

127 松本清張 昭和と生きた、最後の文豪 平凡社

128 松本清張の残像 藤井 康栄∥著 文芸春秋

129 松本清張全集 30 日本の黒い霧 松本 清張∥著 文芸春秋

130 松本清張全集 34 半生の記 松本 清張∥著 文芸春秋

No. 書名 巻次 副書名・収録作品名 著者名 出版者 分類

131 ふるさとの花こよみ 鎌倉 中里 恒子∥著 芸艸堂

132 芥川賞全集 二 中里 恒子「乗合馬車」「日光室」 文藝春秋

133 時雨の記 中里 恒子∥著 文芸春秋

134 鱗綿の局、捨文 中里 恒子∥著 中央公論社

135 松風はかへらず 中里 恒子∥著 文芸春秋

136 忘我の記 山びこよ伝へてようすゆき草よこま草よ 中里 恒子∥著 文芸春秋

137 回転椅子 中里 恒子∥著 文芸春秋

138 綾の鼓 いすぱにやの土 中里 恒子∥著 文芸春秋

139 うつつ川 中里 恒子∥著 文芸春秋

140 関の戸 中里 恒子∥著 文芸春秋

141 家の中 中里 恒子∥著 講談社

142 歌枕 中里 恒子∥著 中央公論社

143 南への道 中里 恒子∥著 文芸春秋

144 誰袖草 中里 恒子∥著 文芸春秋

145 わが庵 中里 恒子∥著 文芸春秋

146 日常茶飯 中里 恒子∥著 日本経済新聞社

147 鶏の声 中里 恒子∥著 北洋社

148 不意のこと 中里 恒子∥著 中央公論社

910.2/マ

911.2/マ

912.2/マ

913.2/マ

Z918.6/マ/30

Z918.6/マ/34

●中里恒子　12月23日生まれ

472/ナ

F/ア/2

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

F/ナ

914.6/ナ

914.6/ナ

914.6/ナ
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