


資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

★ 000942733 Y  911 /ﾅﾁ   また来ん春… 中原 中也∥詩 2002.2 玲風書房

★ 002843634 Y  911 /ﾆﾎ        日本語を味わう名詩入門 （6） 2011.8 あすなろ書房

★ 001041748 Y  911 /ﾅﾁ     イマジネーション中也 [中原 中也∥著] 2001.11 クレオ

★ 001312083 Y  911 /ﾅﾁ        新潮日本文学アルバム （30） 1985.5 新潮社

★ 000140144 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也詩集 中原 中也∥[著] 1997.2 岩波書店

003117977 Y　911 /ﾅﾁ    中原中也 佐々木 幹郎∥監修 2007.5 平凡社

003039799 Y　911 /ﾅﾁ        中也読本 山口市中学校国語科副読本編集委員会／編集 2015 山口市

001303977 Y　911 /ﾅﾁ     Ｐｏｅｍｓ　ｏｆ　Ｄａｙｓ　Ｐａｓｔ 中原　中也／著 2005 アメリカンブックカンパニー

001379156 Y　911 /ﾅﾁ       「文学界」と中原中也―１９３０年代の文芸復興 中原中也記念館／編集 2013.8 中原中也記念館

003596019 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也詩集 太田 治子∥著 2017.1 NHK出版

003045742 Y　911 /ﾅﾁ       中原中也 青木 健∥編著 1993.1 河出書房新社

002148556 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也を読む 佐藤 泰正∥編 2006.7 笠間書院

002885194 Y　911 /ﾅﾁ        朗読の時間中原中也 中原 中也∥著 2011.8 東京書籍

002946275 Y  910 /ﾋｻ     三人の跫音(あしおと) 樋口 覚∥著 1994.2 五柳書院

002622085 Y　911 /ﾅﾁ        名言中原中也 彩図社文芸部∥編纂 2007.6 彩図社

002048131 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也悲しみからはじまる 佐々木 幹郎∥著 2005.9 みすず書房

002380679 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也さらば東京! 中原 中也∥著 2008.1 清流出版

002159790 Y　911 /ﾅﾁ        かなしみの名前中原中也の言葉 中原 中也∥[著] 2006.7 大和書房

001312145 Y　911 /ﾅﾁ        日本詩人全集 （22） 1964 新潮社

002661221 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也 中原 中也∥著 2010.1 小学館

002311630 Y　911 /ﾅﾁ        シガレットの恋 中原 中也∥[著] 2007.7 飯塚書店

003312349 Y　911 /ﾅﾁ        汚れっちまった悲しみに… 中原 中也∥詩 2014.1 童話屋

003574407 TB　911 /ﾅﾁ       汚れつちまつた悲しみに…… 中原 中也∥[著] 2016.10 KADOKAWA

003068191 Y  911 /ﾅﾁ      私の上に降る雪は 中原  フク／述 1981.2 講談社

003068574 Y  911 /ﾅﾁ 私の上に降る雪は 中原  フク／述 1973 講談社

003068306 Y  911 /ﾅﾁ    中原中也の手紙 安原 喜弘／編著 1979.4 玉川大学出版部

003068217 Y  910 /ﾑﾏ    四谷花園アパート 村上  護／著 1978.9 講談社

003068244 Y  911 /ﾅﾁ      中原中也 野田　真吉／著 1988 泰流社

003068262 Y  911 /ﾅﾁ       中原中也ノート 中原　思郎／著 1978 審美社

003068253 Y  914 /ﾅｺ      海の旅路 中原　呉郎／著 1976 昭和出版

003068271 Y  911 /ﾅﾁ      わが中原中也 河上 徹太郎∥著 1974 昭和出版

003068280 Y  911 /ﾅﾁ       わが中原中也 河上　徹太郎／著 1974 昭和出版

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

★ 003054857 Y　726 /ｿﾌ      含羞(はぢらひ) （1） 曽根 富美子∥著 2015.12 復刊ドットコム

★ 003052248 Y　726 /ﾂｷ       最果てにサーカス （1） 月子／著 2015.11 小学館

★ 001340237 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也詩における小林秀雄像 太田 静一∥著 1986.3 桜楓社

002290965 B　121 /ﾓﾉ 公      本居宣長 （上） 小林 秀雄∥著 2007.6 新潮社

002290974 B　121 /ﾓﾉ 公     本居宣長 （下） 小林 秀雄∥著 2007.6 新潮社

002314409 B　910 /ｺﾋ 公      作家の顔 小林 秀雄∥著 2007.8 新潮社

001424665 　 910 /ｻﾂ 公        作家の自伝 （92） 佐伯 彰一∥監修 1999.4 日本図書センター

002622479 　　910  /ｺﾋ       小林秀雄 2009.11 平凡社

001529353 Y　911 /ﾅﾁ        小林秀雄全作品 （10） 小林 秀雄∥著 2003.7 新潮社

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

★ 003035372 Y　911 /ﾅﾁ        富永太郎と中原中也 大岡 昇平∥著 1975 第三文明社

002881259 Y　911 /ﾅﾁ        空の歌 権田 浩美∥著 2011.10 翰林書房

003045789 Y　911 /ﾅﾁ        鳩よ！（第8巻第5号） 1990.5 マガジンハウス

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

001301972 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也との愛 長谷川 泰子∥[述] 2006.3 角川学芸出版

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

★ 000873242 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也の手紙 安原 喜弘∥編著 2000.2 青土社

●長谷川泰子　関連資料

●富永太郎　関連資料

●中原中也　関連資料

●小林秀雄　関連資料

●安原喜弘　関連資料



資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

001514600 T       /ｵｼ        野火 大岡 昇平∥著 1997.4 旺文社

002723319 B       /ｵｼ　公  俘虜記 大岡 昇平∥著 2010.8 新潮社

001424344    910  /ｻﾂ 公        作家の自伝 （59） 佐伯 彰一∥監修 1997.4 日本図書センター

003044193 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也 大岡　昇平／著 1974 角川書店

001312207 Y　911 /ﾅﾁ        在りし日の歌 大岡　昇平／著 1967 角川書店

001335208 Y　911 /ﾅﾁ        朝の歌 大岡　昇平／著 1967 角川書店

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

001357300 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也詩集 中原 中也∥[著] 1989 角川書店

★ 001336535 Y　289 /ﾖｼ        吉田松陰 河上 徹太郎∥著 1969 文芸春秋

000966045     760 /ｶﾃ 公       クラシック随想 河上 徹太郎∥著 2002.6 河出書房新社

000983966     210.5 /ｶﾃ       幕末維新随想 河上 徹太郎∥著 2002.6 河出書房新社

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

001553125 　　910  /ｺﾋ       死の骨董 永原 孝道∥著 2003.4 以文社

002213999 　　289.1 /ｱｼ        青山二郎の素顔 森 孝一∥編 2006.11 里文出版

002172279   　756  /ﾃﾝ      天才青山二郎の眼力 白洲 信哉∥編 2006.8 新潮社

●宮沢賢治、高橋新吉、アルチュール ランボー　関連資料

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

003312866     911.5  /ﾐｹ       春と修羅 宮沢 賢治∥著 1999.9 日本図書センター

003025082     911.5  /ﾀｼ        ダダイスト新吉の詩 高橋 新吉∥著 2003.1 日本図書センター

★ 003259324 Y　951 /ﾗｼ       ランボオ詩集 ランボオ∥[著] 2013.8 岩波書店

000063533     951 /ﾗｼ        ランボー詩集 ランボー∥[著] 1998.12 思潮社

000564775     951 /ﾗｼ        アルチュール・ランボー伝 ジャン=リュック　ステンメッツ∥著 1999.11 水声社

002850020     951 /ﾗｼ        ランボー全集 アルチュール　ランボー∥[著] 2011.9 みすず書房

002861917 Y　911 /ﾅﾁ        中原中也とランボー 宇佐美 斉∥著 2011.9 筑摩書房

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

003068119     911.5  /ﾉｱ     長崎まで 野崎 有以∥著 2016.5 思潮社

★ 003613632 Y  911 /ﾉｱ      長崎まで 野崎 有以∥著 2016.5 思潮社

資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

003066633 　　911.5 /ｵｶ        国境とJK 尾久 守侑∥著 2016.11 思潮社

003066615 　　911.5 /ｱｼ わたしの日付変更線 ジェフリー・アングルス 2016.11 思潮社

003066606     911.5 /ﾄｴ        ベルリン詩篇 冨岡 悦子∥著 2016.6 思潮社

003068119     911.5  /ﾉｱ     長崎まで 野崎 有以∥著 2016.5 思潮社

003613632 Y  911 /ﾉｱ      長崎まで 野崎 有以∥著 2016.5 思潮社

003066651 　　911.5 /ｵﾅ        遠葬 萩野 なつみ∥著 2016.9 思潮社

003066624     911.5 /ﾔｼ       ロックンロールは死んだらしいよ 山崎 修平∥著 2016.10 思潮社

003066660 　　911.5 /ﾔﾊ       今はもう誰も杉村春子など思い出さない 山下  晴代／著 2016.11 山下  晴代

003066642 　　911.5 /ﾔﾘ      オバマ・グーグル 山田 亮太∥著 2016.6 思潮社

●第２２回中原中也賞受賞作品

●第２２回中原中也賞最終選考作品

★・・・館内閲覧資料です。貸出は出来ません。

●河上徹太郎　関連資料

●青山二郎　関連資料

●大岡昇平　関連資料



資料コード 請求記号 書名 著者名 出版年 出版者

001280215 Y  911 /ﾄｷ       夜の人工の木 豊原 清明∥著 1996.5 青土社

001280190 Y  911 /ﾊﾅ      もしくは、リンドバーグの畑 長谷部 奈美江∥著 1995.12 思潮社

001280153 Y  911 /ｿﾐ        ブルックリン 宋 敏鎬∥著 1997.11 青土社

003018139 Y  911 /ﾜﾘ ＡＦＴＥＲ 和合　亮一／著 2000 山口市

000892110 Y  911 /ﾊﾐ        いまにもうるおっていく陣地 蜂飼 耳∥著 1999.10 紫陽社

000887830 Y  911 /ﾋｱ       釣り上げては アーサー　ビナード∥著 2000.7 思潮社

000887840 Y  911 /ﾋｻ       びるま 日和 聡子∥著 2002.5 青土社

001086548 Y  911 /ﾅﾒ       火よ! 中村 恵美∥著 2002.3 書肆山田

001280206 Y  911 /ｸｷ       昼も夜も 久谷 雉∥著 2003.11 ミッドナイト・プレス

001268282 Y  911 /ﾐﾐ        オウバアキル 三角 みづ紀∥著 2004.10 思潮社

003100492 Y  911 /ﾐｷ     音速平和 水無田 気流∥著 2005.10 思潮社

003118009 Y  911 /ｽﾖ     みちのく鉄砲店 須藤 洋平∥著 2007.4 青土社

002392134 Y  911 /ｻﾀ     グッドモーニング 最果 タヒ∥著 2007.10 思潮社

002380438 Y  911 /ｶﾐ 先端で、さすわさされるわそらええわ 川上 未映子∥著 2008.1 青土社

002671317 Y  911 /ﾌﾕ 適切な世界の適切ならざる私 文月 悠光∥著 2009.10 思潮社

002783525 Y  911 /ﾍﾖ 生首 辺見 庸∥著 2010.3 毎日新聞社

001364510 Y  911 /ｱﾐ    ウイルスちゃん 暁方 ミセイ∥著 2011.10 思潮社

001374160 Y  911 /ﾎﾃ     谷間の百合 細田 傳造∥著 2012.6 書肆山田

003027192 Y  911 /ｵｻ   指差すことができない 大崎 清夏∥著 2014.4 青土社

003039010 Y  911 /ｵｹ     グラフィティ 岡本 啓∥著 2014.11 思潮社

003053423 Y  911 /ｶﾅ      用意された食卓 カニエ　ナハ∥著 2016.4 青土社

★・・・館内閲覧資料です。貸出は出来ません。

●第１回から第２１回までの中原中也賞受賞作品


