
中央図書館　上野英信没後30年記念企画展示　　　　－展示資料リスト－
H.29.11.15～11.30

作品
書名 副書名 著者（編者） 出版社（者） 出版年 貸出

1 上野英信集　１ 話の坑口 上野　英信 径書房 1985年 Y918 ｳﾋ 館内
2 上野英信集　２ 奈落の星雲 上野　英信 径書房 1985年 Y918 ｳﾋ 館内
3 上野英信集　３ 燃やしつくす日日 上野　英信 径書房 1985年 Y918 ｳﾋ 館内
4 上野英信集　４ 闇を砦として 上野　英信 径書房 1985年 Y918 ｳﾋ 館内
5 上野英信集　５ 長恨の賦 上野　英信 径書房 1986年 Y918 ｳﾋ 館内
6 日本陥没期 地底に奪われた死者たち 上野　英信 未来社 1973年 Y567 ｳﾋ 館内
7 天皇陛下万歳 爆弾三勇士序説 上野　英信 筑摩書房 1989年 Y210 ｳｴ 館内
8 上野英信集 戦後文学エッセイ選 上野　英信 影書房 2006年 Y914 ｳﾋ ○
9 眉屋私記 上野　英信 海鳥社 2014年 Y289 ﾔﾏ ○

10 追われゆく坑夫たち 上野　英信 岩波書店 1960年 Y567 ｳﾋ ○
11 地の底の笑い話 上野　英信 岩波書店 1967年 Y567 ｳﾋ ○
12 親と子の夜 上野　英信 未来社 2014年 Y ｳﾋ ○
13 ふるさと文学館　第47巻 福岡　２ ぎょうせい 1995年 918 ﾌﾙ ○

伝記、人物論、作品論等
書名 副書名 著者（編者） 出版社（者） 出版年 貸出

14 上野英信と沖縄 上野英信追悼文集刊行会 ニライ社 1988年 910 ｳﾋ 館内
15 追悼上野英信 上野英信追悼録刊行会 上野英信追悼録刊行会 1989年 910 ｳﾋ 館内
16 『上野英信の生誕地にて』その他 山口という地方での文学雑記 中野　真琴 中野　真琴 1992年 910 ﾅﾏ 館内
17 西日本文芸風土記 読売新聞西武本社 1986年 Y918 ﾆｼ 館内
18 やまぐちの文学者たち やまぐち文学回廊構想推進協議会 やまぐち文学回廊構想推進協議会 2013年 Y910 ﾔﾏ ○
19 講演録阿知須の歴史と文化 古川薫・上野英信の背景 堀　雅昭 山口あじすかたばみ会 2016年 217.1 ﾎﾏ ○
20 闇こそ砦 上野英信の軌跡 川原　一之 大月書店 2008年 910 ｳﾋ ○
21 上野英信の肖像 岡　友幸　編 海鳥社 1989年 910 ｳﾋ ○
22 上野英信・萬人一人坑 筑豊のかたほとりから 河内　美穂 現代書館 2014年 910 ｳﾋ ○
23 蕨の家 上野英信と晴子 上野　朱 海鳥社 2000年 910 ｳﾋ ○
24 キジバトの記 上野　晴子 裏山書房 1998年 914 ｳﾊ ○
25 父を焼く 上野英信と筑豊 上野　朱 岩波書店 2010年 914 ｳｱ ○
26 ひとり起つ 私の会った反骨の人 鎌田　慧 岩波書店 2014年 B281 ｶｻ ○

17＝福岡県の「筑豊文芸」の項（P.205～ ）に上野英信についての記載あり。

伝記、人物論、作品論等　（続き）
書名 副書名 著者（編者） 出版社（者） 出版年 貸出

27 ひと日記 このひとに会いたい 中西　和久 海鳥社 2016年 281 ﾅｶ ○
28 不良老人伝 月刊『展望』編集部 東海教育研究所 2008年 281 ﾌﾘ ○
29 清新な光景の軌跡 西日本戦後文学史 花田　俊典 西日本新聞社 2002年 910 ﾊﾄ ○
30 物語の中のふるさと 読売新聞西武本社 海鳥社 2005年 Y910 ﾓﾉ ○
31 新研究資料現代日本文学　第４巻 評論･論説･随想Ⅱ 浅井　清（ほか）・編集 明治書院 2000年 910 ｼﾝ ○
32 戦後思想の名著５０ 岩崎　稔　編 平凡社 2006年 309 ｾﾝ ○

ゆかりの人々、ゆかりの事柄
書名 副書名 著者（編者） 出版社（者） 出版年 貸出

33 筑豊炭鉱絵巻 山本　作兵衛 海鳥社 2011年 567 ﾔｻ ○
34 山本作兵衛と炭鉱（ヤマ）の記録 コロナブックス編集部 平凡社 2014年 567 ﾔﾏ ○
35 炭鉱（ヤマ）に生きる 地の底の人生記録 山本　作兵衛 講談社 2011年 567 ﾔｻ ○
36 炭坑筑豊絵物語 山本　作兵衛 岩波書店 2013年 B567 ﾔｻ ○
37 炭鉱（ヤマ） 本橋　成一　〔写真〕 海鳥社 2015年 748 ﾓｾ ○
38 谷川雁 永久工作者の言霊 松本　輝夫 平凡社 2014年 910 ﾀｶ ○

39 評伝石牟礼道子 渚に立つひと 米本　浩二 新潮社 2017年 910 ｲﾐ ○
40 苦海浄土 わが水俣病 石牟礼　道子 講談社 2004年 B916 ｲﾐ ○
41 サークル村の磁場 上野英信・谷川雁・森崎和江 新木　安利 海鳥社 2011年 910 ｱﾔ ○
42 「サークル村の時代」を読む 戦後文化運動研究への招待 宇野田　尚哉　編 影書房 2016年 379 ｻｸ ○
43 『サークル村』と森崎和江 交流と連帯のヴィジョン 水溜　真由美 ナカニシヤ出版 2013年 379 ﾐﾏ ○
44 文学史を読みかえる　６ 大転換期 池田　浩士　ほか　編集 インパクト出版会 2003年 910 ﾌﾝ ○
45 満州建国大学物語 時代を引き受けようとした若者たち 河田　宏 原書房 2002年 ○

33～36＝山本作兵衛は、炭鉱の記録画を描いた元・坑夫。上野英信の知人。
33＝添付の付属資料に上野英信が寄稿
34＝上野朱（あかし、英信の長男）が寄稿
35=「序にかえて」を上野英信が寄稿
37＝上野朱、上野英信がそれぞれ寄稿
38～44＝「サークル村」関連
38=谷川雁は「サークル村」の仲間
39、40=石牟礼道子は「サークル村」の仲間
43＝森崎和江は「サークル村」の仲間
44=「サークル村」についての記述あり
45＝「あとがき」で上野英信について言及
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