
阿知須図書館　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 A918 ｳ1 ○
2 上野英信集　２ 奈落の星雲 上野　英信 径書房 1985年 A918 ｳ2 ○
3 上野英信集　３ 燃やしつくす日日 上野　英信 径書房 1985年 A918 ｳ3 ○
4 上野英信集　４ 闇を砦として 上野　英信 径書房 1985年 A918 ｳ4 ○
5 上野英信集　５ 長恨の賦 上野　英信 径書房 1986年 A918 ｳ5 ○
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 A567 ｳ ○
7 天皇陛下万歳 爆弾三勇士序説 上野　英信 筑摩書房 1989年 A916 ｳ ○
8 上野英信集 戦後文学エッセイ選 上野　英信 影書房 2006年 A914 ｳ ○
9 追われゆく坑夫たち 上野　英信 岩波書店 1960年 A567 ｳ ○
10 地の底の笑い話 上野　英信 岩波書店 1967年 Ａ567 ｳ ○
11 親と子の夜 上野　英信 未来社 1982年 AF ｳ ○
12 ふるさと文学館　第47巻 福岡　２ 上野　英信 ぎょうせい 1995年 A918 ﾌ47 ○
13 廃鉱譜 上野　英信 筑摩書房 1978年 A567 ｳ ○
14 骨を噛む 上野　英信 大和書房 1973年 A304 ｳ ○
15 火を掘る日日 上野　英信 大和書房 1980年 A567 ｳ ○
16 出ニッポン記 上野　英信 潮出版社 1978年 A334 ｳ ○
17 写真万葉録・筑豊　１ 監修：上野　英信 葦書房 1984年 閉A567 ｼ1 ○
18 写真万葉録・筑豊　２ 監修：上野　英信 葦書房 1984年 閉A567 ｼ2 ○
19 写真万葉録・筑豊　３ 監修：上野　英信 葦書房 1985年 閉A567 ｼ3 ○
20 写真万葉録・筑豊　４ 監修：上野　英信 葦書房 1985年 閉A567 ｼ4 ○
21 写真万葉録・筑豊　５ 監修：上野　英信 葦書房 1984年 閉A567 ｼ5 ○
22 写真万葉録・筑豊　６ 監修：上野　英信 葦書房 1984年 閉A567 ｼ6 ○
23 写真万葉録・筑豊　７ 監修：上野　英信 葦書房 1985年 閉A567 ｼ7 ○
24 写真万葉録・筑豊　８ 監修：上野　英信 葦書房 1986年 閉A567 ｼ8 ○
25 写真万葉録・筑豊　９ 監修：上野　英信 葦書房 1986年 閉A567 ｼ9 ○
26 写真万葉録・筑豊　１０ 監修：上野　英信 葦書房 1986年 閉A567 ｼ10 ○

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

27 上野英信と沖縄 上野英信追悼文集刊行会 ニライ社 1988年 A910 ｳ ○
28 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 A911 ｳ ○
29 『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 A910 ﾅ ○
30 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 ○
31 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 A217 ﾎ ○
32 蕨の家 上野英信と晴子 上野　朱 海鳥社 2000年 A910 ｳ ○
33 キジバトの記 上野　晴子 裏山書房 1998年 A914 ｳ ○
34 やまぐちの文学を辿る道 文学回廊地図 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 1998年 閉Y910 ﾔ ○
35 ちくま文学の森　９ 安野　光雅 筑摩書房 1989年 A908 ﾁ ○

32、33＝上野晴子は上野英信の妻
32＝上野朱（あかし）は、上野英信・晴子夫妻の長男。

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

36 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 ○
37 苦海浄土 石牟礼　道子 河出書房新社 2011年 908 ｾ3-04 ○

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。
37＝石牟礼道子はサークル村の仲間
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