
中原中也と

山口ゆかりの文学

企画展示

展示期間
平成２８年４月２９日（金）－平成２８年６月２２日（水）

山口市立中央図書館



■第2１回中原中也賞受賞作品
資料番号 請求記号 著者 出版者 出版年

003053423 Y911.5ｵｹ カニエ・ナハ／著 青土社 2016

■第2１回中原中也賞最終候補作品
資料番号 請求記号 著者 出版者 出版年

003053423 Y911.5ｵｹ カニエ・ナハ／著 青土社 2016

003052782 911.5ｻｿ 佐藤　存／著 思潮社 2015

003052809 911.5ｼﾘ 宿久　理花子／著 青磁社 2015

003052818 911.5ﾋｼ 平田　詩織／著 思潮社 2015

003052765 911.5ﾐｴ 宮岡　絵美／著 思潮社 2015

003052774 911.5ﾓﾕ 望月　遊馬／著 思潮社 2015

003052783 911.5ﾓﾀ 森本　孝徳／著 思潮社 2015

■第1回から第20回までの中原中也賞受賞作品
回数 資料番号 請求記号 書名 著者 出版者 出版年

第1回 001280215 Y911ﾄｷ 夜の人工の木 豊原　清明／著 青土社 1996

第2回 001280190 Y911ﾊﾅ もしくは、リンドバーグの畑 長谷部　奈美江／著 思潮社 1995

第3回 001280153 Y911ｿﾐ ブルックリン 宋　敏鎬／著 青土社 1997

第4回 001280135 Y911ﾜﾘ Ａｆｔｅｒ 和合　亮一／著 思潮社 1998

第5回 000892110 Y911ﾊﾐ いまにもうるおっていく陣地 蜂飼　耳／著 紫陽社 1999

第6回 000887830 Y911ﾋｱ 釣り上げては
アーサー・ビナード／
著 思潮社 2000

第7回 000887840 Y911ﾋｻ びるま 日和　聡子／著 青土社 2002

第8回 001086548 Y911ﾅﾒ 火よ！ 中村　恵美／著 書肆山田 2002

第9回 001280206 Y911ｸｷ 昼も夜も 久谷　雉／著
ミッドナイト
・プレス

2003

第10回 001268282 Y911ﾐﾐ オウバアキル 三角　みづ紀／著 思潮社 2004

第11回 003100492 Y911ﾐｷ 音速平和 水無田　気流／著 思潮社 2005

第12回 003118009 Y911ｽﾖ みちのく鉄砲店 須藤　洋平／著 青土社 2007

第13回 002392134 Y911ｻﾀ グッドモーニング 最果　タヒ／著 思潮社 2007

第14回 002380438 Y911ｶﾐ 先端で、さすわさされるわそらええわ 川上　未映子／著 青土社 2008

第15回 002671317 Y911ﾌﾕ 適切な世界の適切ならざる私 文月　悠光／著 思潮社 2009

第16回 002783525 Y911ﾍﾖ 生首 辺見　庸／著 毎日新聞社 2010

第17回 001364510 Y911ｱﾐ ウイルスちゃん 暁方　ミセイ／著 思潮社 2011

第18回 001374160 Y911ﾎﾃ 谷間の百合 細田　傳造／著 書肆山田 2012

第19回 003025975 Y911ｵｻ 指差すことができない 大崎　清夏／著 アナグマ社 2013

第20回 003039010 911ｵｹ グラフィティ 岡本 啓／著 思潮社 2014

水辺に透きとおっていく

零余子回報

歌う人

境界の向こう

書名

用意された食卓

書名

用意された食卓

対岸へと

からだにやさしい



■中原中也　関連資料
資料番号 請求記号 著者 出版者 出版年

003117977 Y911ﾅﾁ 佐々木 幹郎／監修 平凡社 2007

002591840 Y911ﾅﾁ 長谷川 晃／著 響文社 2009

002148556 Y911ﾅﾁ 佐藤 泰正／編 笠間書院 2006

002311630 Y911ﾅﾁ 中原 中也／[著] 飯塚書店 2007

002835329 Y911ﾅﾁ 中原 中也／[著] NHK出版 2011

002785252 Y911ﾅﾁ 長沼 光彦／著 笠間書院 2011

002380679 Y911ﾅﾁ 中原 中也／著 清流出版 2008

002622085 Y911ﾅﾁ 彩図社文芸部／編纂 彩図社 2007

002159790 Y911ﾅﾁ 中原 中也／[著] 大和書房 2006

001917798 Y911ﾅﾁ 山折 哲雄／[ほか]著 佼成出版社 2004

■山頭火　関連資料
資料番号 請求記号 著者 出版者 出版年

001300000 Y911ﾀｻ
佐藤 三千彦／書 画
文 木耳社 2006

002408896 Y911ﾀｻ 片岡 鶴太郎／著 主婦と生活社 2008

002678074 Y911ﾀｻ 山村 嚝／文 二玄社 2010

001327126 Y911ﾀｻ 和田　健／著 和田健 2001

003287675 Y911ﾀｻ 種田 山頭火／著 春陽堂書店 2013

001322043 Y910ｶｲ 堂迫　充／著 東洋図書出版 2007

■嘉村礒多　関連資料
資料番号 請求記号 著者 出版者 出版年

001369454 Y910ｶｲ 多田　みちよ／著 多田みちよ 2012

001362660 Y910ｶｲ 多田　美千代／著 嘉村礒多顕彰会 2011

001355370 Yｶｲ 嘉村 礒多／著 新潮社 1950

002912635 Yｶｲ 嘉村 礒多／[著] 講談社 1998業苦・崖の下

続　嘉村礒多ノート

嘉村礒多のふるさと

嘉村礒多集

しみ入る心の山頭火

山頭火俳句のこころ書のひびき

山頭火よもやま話

グッとくる山頭火

書名

山頭火さん

中原中也を読む

中原中也さらば東京!

シガレットの恋

書名

遥かなる雲

中原中也

中原中也-キリスト教とダダイズム

書名

名言中原中也

かなしみの名前中原中也の言葉

中原中也のこころ

残響

中原中也の時代



■山口ゆかりの文学　関連資料
資料番号 請求記号 著者 出版者 出版年

003109877 Y910ﾔﾏ
やまぐち文学回廊構想推
進協議会／監修 トリニティ 2006

002516322 Y910ｸﾄ 芦谷 信和／著 双文社出版 2008

003021815 Y911ｲｱ 市原　あつし／著 牧羊社 1985

003024174 Y911ｲｱ 市原　あつし／著 牧羊社 1993

003013715 Y918ｳﾀ 氏原 大作／[著] 条例出版 1977

003013760 Y918ｳﾀ 氏原 大作／[著] 条例出版 2013

003013733 Y918ｳﾀ 氏原 大作／[著] 条例出版 1976

003013789 Y918ｳﾀ 氏原 大作／[著] 条例出版 1977

001312379 Y914ﾅﾏ 中野　真琴／著 1986

001337078 Y914ﾐｻ 三坂　幸子／著 三坂　幸子 1995

001367583 Yｶｼ 河谷 史郎／著
文藝春秋企画
出版部

2012

002483353 Yﾋｱ 久木 綾子／著 新宿書房 2008

001361173 Yﾌﾕ 福田 百合子／著 毎日新聞社 1987

001333615 Yﾌﾕ 福田 百合子／著 毎日新聞社 1989

003037785 Y918ﾌﾝ 山口県文芸懇話会／編
山口県文芸懇話
会 2015

003038666 Y918ﾌﾝ 山口県文芸懇話会／編
山口県文芸懇話
会 2015

003036020 Y918ﾌﾝ 山口県文芸懇話会／編
山口県文芸懇話
会 2016

003037785 Y918ﾌﾝ 山口県文芸懇話会／編
山口県文芸懇話
会 2016

文芸山口　第３２５号

冬田

氏原大作全集　第１巻

やまぐちの文学を辿る道

国木田独歩の文学圏

稲の花

書名

文芸山口　第３２０号

氏原大作全集　第２巻

父と山口と丙ノ午の娘

秋穂の子

文芸山口　第３２６号

見残しの塔

椹野川

鵜を抱く女

文芸山口　第３１９号

氏原大作全集　第３巻

氏原大作全集　第４巻

あじす夜ばなし


