
【代表著作】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

子規全集 第1巻～第3巻

[稿本] 寒山落木
正岡 子規／著 講談社 1975

8121072822
8121072831
8121072840

918.6 マ ※

子規全集 第3巻

[稿本] 俳句稿
正岡 子規／著 講談社 1975 8121072840 918.6 マ ※

子規全集 第4巻

[俳論] 俳諧大要
[俳論] 俳人蕪村

正岡 子規／著 講談社 1975 8121072850 918.6 マ ※

子規全集 第6巻

[短歌] 竹乃里歌
正岡 子規／著 講談社 1975 8121072878 918.6 マ ※

子規全集 第7巻

[歌論] 歌よみに与ふる書
正岡 子規／著 講談社 1975 8121072887 918.6 マ ※

子規全集 第11巻

[随筆] 墨汁一滴
[随筆] 病牀六尺
[日記] 仰臥漫録

正岡 子規／著 講談社 1975 8121072920 918.6 マ ※

子規全集 第13巻

[小説] 月の都
正岡 子規／著 講談社 1975 8121072949 918.6 マ ※

【評伝・評論】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

歌よみ人正岡子規 病ひに死なじ歌に
死ぬとも

復本 一郎／著 岩波書店 2014 8134440621 911.36 マ

正岡子規
ドナルド・キーン／
著

新潮社 2013 8134297409 911.36 マ

正岡子規、従軍す 末延 芳晴／著 平凡社 2011 8134160815 911.36 マ

正岡子規の世界 『俳句』編集部／編 角川学芸出版 2010 8134213089 911.36 マ

子規 活動する精神 玉城 徹／著 北溟社 2002 8132346291 911.36 マ

俳句からみた俳諧　子規にとって芭蕉
とは何か

復本 一郎／著 御茶の水書房 1999 8131485380 911.362 マ

正岡子規入門 和田 克司／編集 思文閣出版 1993 8120547395 910.2 マ ※

評伝正岡子規 柴田 宵曲／著 岩波書店 1987 8110068966 910.2 マ ※

正岡子規 粟津 則雄／著 朝日新聞社 1982 8110189756 910.2 マ ※

裏面にもリストがあります
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子規全集は１巻～２２巻、別巻１～３巻まで所蔵。また「改造社」「アルス」から出版されたものも所蔵しています。

※は書庫にある資料です。第１カウンター４番窓口でお尋ねください。
この他にも関連書籍があります。くわしくは第２カウンターでお尋ねください。
貸出は第１カウンターまたは貸出機で手続きしてください。



【生涯】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

子規の宇宙 長谷川 櫂／著 角川学芸出版 2010 8134483870 911.36 マ

子規の書画 山上 次郎／著 二玄社 2010 8133950504 911.36 マ

余は、交際を好む者なり　正岡子規と
十人の俳士

復本 一郎／著 岩波書店 2009 8133822569 911.36 マ

表現に生きる 正岡子規 長谷川 孝士／著 新樹社 2007 8133455746 911.36 ハ

漱石・子規の病を読む 後藤 文夫／著
上毛新聞社出
版局

2007 8133410584 910.2 マ ※

子規の生涯 土井中 照／著 アトラス出版 2006 8133300546 911.36 マ

【交友】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

俳句の発見　正岡子規とその時代 復本 一郎／著
日本放送出版
協会

2007 8133503137 911.36 マ

子規もうひとつの顔 日下 徳一／著 朝日新聞社 2007 8133413263 911.36 マ

子規のココア・漱石のカステラ 坪内 稔典／著
日本放送出版
協会

2006 8133311933 911.32 ツ ※

新編子規門下の人々 阿部 里雪／著 愛媛新聞社 2004 8132628487 911.36 ア ※

子規と漱石 松井 利彦／著 花神社 1986 8110189934 910.2 マ ※

【解説】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

正岡子規の脊椎動物句 長尾 壮七／著 東京四季出版 2006 8133162717 911.36 マ ※

柿喰ふ子規の俳句作法 坪内 稔典／著 岩波書店 2005 8132976140 911.36 マ

かくれみの街道をゆく　正岡子規の房
総旅行

関 宏夫／著 崙書房出版 2002 8132155511 911.36 マ ※

【時事】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

写説『坂の上の雲』
谷沢 永一／著，太
平洋戦争研究会／
著

ビジネス社 2004 8132638367 210.6 タ ※

世紀末の一年　一九〇〇年ジャパン 松山 巌／著 朝日新聞社 1999 8131485067 210.6 マ ※

【小説】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

ノボさん　小説正岡子規と夏目漱石 伊集院 静／著 講談社 2013 8134522880 913.6 ｲｼﾞ

兄いもうと 鳥越 碧／著 講談社 2007 8133432410 913.6 ﾄﾘ

※は書庫にある資料です。第１カウンター４番窓口でお尋ねください。
この他にも関連書籍があります。くわしくは第２カウンターでお尋ねください。
貸出は第１カウンターまたは貸出機で手続きしてください。
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