資料展示

群馬の詩人・歌人
期間：平成１７年６月１日（水）～７月３日（日）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

群馬県立図書館では、群馬県関連の郷土資料を重点的に収集、利用提供、保存に努めており、
これらの中から、特色ある地域資料を幅広く紹介しています。
今回の資料展示では、萩原朔太郎を始めとした、群馬県にゆかりのある詩人・歌人について、
詩集・歌集を中心とした著書、評伝・研究書等の資料をご覧いただきます。
展示資料について
本展示は群馬県にゆかりのある詩人１７人・歌人１６人の方々の一端を紹介するもので、
全ての方々を網羅的に紹介するものではありません。また、ここに展示した１８６点の資料は、
所蔵資料の一部です。
展示資料のうち、「＋」記号の付いたものは郷土資料です。通常は２階調査相談室の郷土資料
コーナーにあり、いつでも閲覧できます。複本がある場合には、展示期間中でも貸出のできる
ものがあります。「＊」記号の付いたものは、通常は貸出可能な一般資料です。
なお、展示されていない所蔵資料のことや展示資料の貸出等のご相談は、２階調査相談室で受
け付けておりますので、お申し付けください。

詩

人

湯浅半月（ゆあさ・はんげつ） 安政５（１８５８）年－昭和１８（１９４３）年 安中市生まれ。
＊ １ 「十二の石塚」（特選名著複刻全集近代文学館 ３－３）湯浅半月／著 日本近代文学館 １９８
２
＋ ２ 「半月集」 湯浅半月／著 金尾文淵堂書店 １９０２
高村光太郎（たかむら・こうたろう） 明治１６（１８８３）年－昭和３１（１９５６）年 東京生まれ。
＋
＊

３
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「高村光太郎研究」 伊藤信吉／著 思潮社 １９６６
「道程」（特選名著複刻全集近代文学館 ２－２６）高村光太郎／著

＊
＊

５
６

「智恵子抄」 高村光太郎／著 竜星閣 １９７８
「高村光太郎」（ミネルヴァ秘本評伝選） 湯原かの子／著

日本近代文学館

ミネルヴァ書房

１９６８

２００３

山村暮鳥（やまむら・ぼちょう） 明治１７（１８８４）年－大正１３（１９２４）年 群馬町生まれ。
＋ ７ 「山村暮鳥詩集」（詩人全集） 山村暮鳥／著 酣燈社 １９５１
＋ ８ 「山村暮鳥研究」 和田義昭／著 豊島書房 １９６８
＋ ９ 「山村暮鳥と萩原朔太郎」（笠間選書５８） 和田義昭／著 笠間書員 １９７６
＋１０ 「山村暮鳥全集 第１巻 詩１・短歌」 山村暮鳥／著 筑摩書房 １９８９
＋１１ 「萬物節」 村暮鳥／著 厚生閣 １９４０
＋１２ 「黒国集」 山村暮鳥／著 昭森社 １９６０
＋１３ 「山村暮鳥の文学」 堀江信男／著 筑波書林 １９９４
＋１４ 「いのちの木かなし」 小坂井澄／著 徳間書店 １９８８
＋１５ 「雲」 山村暮鳥／著 イデア書院 １９２８
＋１６ 「山村暮鳥生誕百年記念写真集 雲と愛の詩人」 群馬町文化協議会 １９８４
＋１７ 「雲」 山村暮鳥／著 日本図書センター ２０００
平井晩村（ひらい・ばんそん） 明治１７（１８８４）年－大正８（１９１９）年 前橋市生まれ。
＋１８ 「麦笛」 平井晩村／著 玄文社 １９１９
＋１９ 「野葡萄」 平井晩村／著 平井芳夫／編 中央文化社 １９４８
＋２０ 「平井晩村の作品と生涯」 平井晩村／著 平井芳夫／編著 煥乎堂 １９７３
＋２１ 「平井晩村の詩謡」 平井芳夫／編著 中央文化社 １９４７
萩原朔太郎（はぎわら・さくたろう） 明治１９（１８８６）年－昭和１７（１９４２）年 前橋市生ま
れ。
＋１５９「生理 全」（近代文芸復刻叢刊） 萩原朔太郎／著 冬至書房新社 １９７９
＋１６０「愛隣詩篇ノオト」（近代文芸資料複刻双書 第３集）
萩原朔太郎／著 世界文庫 １９６２
＋１６１「萩原朔太郎全詩集」

萩原朔太郎／著 創元社

１９５３

＋１６２「詩人の使命」 萩原朔太郎／著 第一書房 １９３８
＋１６３「詩の原理」 萩原朔太郎／著 小学館 １９４６
＋１６４「萩原朔太郎詩集 １ 月に吠える」 萩原朔太郎／著 小学館 １９４６
＋１６５「卓上噴水 第１集－第２集」（近代文芸復刻叢刊 第５巻） 室生犀星／編 冬至書房 １９５
９
＋１６６「虚妄の正義」 萩原朔太郎／著 角川書店 １９４８
＋１６７「純情小曲集」復刻版 萩原朔太郎／著 冬至書房 １９６８
＋１６８「萩原朔太郎撮影写真集」 萩原朔太郎研究会／編 上毛新聞社 １９８１
＋１６９「恋愛名歌集」 萩原朔太郎／著 小学館 １９４５
＋１７０「新選萩原朔太郎詩集」 萩原朔太郎／著 山雅房 １９４２
＋１７１「猫町」 萩原朔太郎／著 政治公論社 １９６８
＊１７２「青猫」（名著複刻全集近代文学館 ３－２６ 大正期） 萩原朔太郎／著 日本近代文学館 １
９６９
＋１７３「父・萩原朔太郎」 萩原葉子／著 筑摩書房 １９５９
＋１７４「虹を追うひと」限定版 萩原朔太郎／著 青娥書房 １９７０
＋１７５「萩原朔太郎 詩人の思想史」 渡辺和靖／著 ぺりかん社 １９９８
＋１７６「萩原朔太郎詩私解」（小沢コレクション１０） 那珂太郎／著 小沢書店 １９８５
＋１７７「萩原朔太郎 １」 飯島耕一／著 みすず書房 ２００４
＋１７８「郷土望景詩をめぐって」 伊藤信吉／著 煥乎堂 １９８７
＋１７９「若き日の萩原朔太郎」 萩原隆／著 筑摩書房 １９７９
＋１８０「萩原朔太郎」（近代日本詩人選１０） 大岡信／著 筑摩書房 １９８１
＋１８１「ユリイカ 第４巻第５号 総特集萩原朔太郎」 青土社 １９７２
＋１８２「萩原朔太郎・詩の生理」（国文学解釈と教材の研究 第２３巻第１３号） 学燈社 １９７８
＋１８３「文芸読本 萩原朔太郎」新装版 河出書房新社 １９８４
＋１８４「月に吠える」ＣＤ付 萩原朔太郎／著 谷川俊太郎／語り 上毛新聞社 １９９７
＋１８５「萩原朔太郎全集 第１巻 詩集」 萩原朔太郎／著 新潮社 １９５９
＋１８６「萩原朔太郎全集 第１巻 詩集１」 萩原朔太郎／著 筑摩書房 １９７５
大手拓次（おおて・たくじ） 明治２０（１８８７）年－昭和９（１９３４） 安中市生まれ。
＋２２ 「大手拓次詩集」 大手拓次／著 創元社 １９４８
＋２３ 「大手拓次詩集」 大手拓次／著 大手拓次研究会 １９９９
＋２４ 「大手拓次詩集」（角川文庫） 大手拓次／著 角川書店 １９５３
＋２５ 「底本大手拓次研究」 原子朗／著 牧神社 １９７８
＋２６ 「迷乱の果てに」 関口彰／著 同人 １９８５
＋２７ 「大手拓次曼荼羅」 斎田朋雄／著 西毛文学社 １９９６
＋２８ 「大手拓次全集 第１巻 詩１」 大手拓次／著 白凰社 １９７０
根岸正吉（ねぎし・しょうきち） 明治２５（１８９２）年－大正１１（１９２２）年 伊勢崎市生まれ。
＋２９
＋３０

「どん底で歌う」 根岸正吉、伊藤公敬／著 根岸元吉 １９９２
「どん底で歌う」解題 根岸元吉、古河三樹松／編 根岸元吉 １９９２

小山茂市（こやま・もいち） 明治２５（１８９２）年－昭和４９（１９７４）年 群馬町生まれ。
＋３１ 「落差」 小山茂市／著 同人 １９６８
＋３２ 「小山茂市遺稿集 遙かな声」 小山茂市／著 小山茂市遺稿集刊行会 １９７７
高橋元吉（たかはし・もときち） 明治２６（１８９３）年－昭和４０（１９６５）年 前橋生まれ。
＋３３ 「黄裳詩鈔」 高橋元吉／著 煥乎堂 １９７０
＋３４ 「空じゅう虹」 高橋元吉／著 煥乎堂 １９９１
＋３５ 「詩集耶律」 高橋元吉／著 やぽんな書房 １９３１
＋３６ 「高橋元吉詩集 １ 遠望」 高橋元吉／著 煥乎堂 １９７６
＋３７ 「高橋元吉の世界－内から見えてくるもの－ 特別企画展」 前橋文学館 ２００４
＋３８ 「高橋元吉記念会誌」 高橋元吉記念会／著 高橋元吉記念会 １９７２
東宮七男（とうみや・かずお） 明治３０（１８９７）年－昭和６３（１９８８）年前橋市苗ケ島町（旧宮
城村）生まれ。
＋３９ 「空の花」 東宮七男／著 煥乎堂 １９８７
＋４０ 「東宮七男詩碑記念誌」 東宮七男詩碑建設委員会／編・刊 １９７８
＋４１ 「遍羅」 東宮七男／著 東宮不二夫／編 煥乎堂 １９７２
萩原恭次郎（はぎわら・きょうじろう） 明治３２（１８９９）年－昭和１３（１９３８）年 前橋市生ま
れ。
＋４２ 「死刑宣告」 萩原恭次郎／著 日本図書センター ２００４
＋４３ 「萩原恭次郎詩集」 萩原恭次郎／著 思潮社 １９６８
＋４４ 「破壊と幻想」 高橋秀一郎／著 笠間書院 １９７８

＋４５
＋４６

「萩原恭次郎の世界」 伊藤信吉、川浦三四郎／編 煥乎堂 １９８７
「萩原恭次郎全集 第１巻 詩篇」 萩原恭次郎／著 静地社 １９８０

岡田刀水士（おかだ・とみし） 明治３５（１９０２）年－昭和４５（１９７０）年 前橋市生まれ。
＋４７ 「桃李の路」 岡田刀水士／著 創元社 １９４７
＋４８ 「谷間」 岡田刀水士／著 思索社 １９５０
＋４９ 「幻影哀歌」 岡田刀水士／著 歴程社 １９６８
＋５０ 「灰白の蛍」 岡田刀水士／著 歴程社 １９７０
＋５１ 「憂愁の蘭」 岡田刀水士／著 あさを社 １９７６
＋５２ 「笛と梅」（上毛文芸 第１巻第１号・第２号所収） 上毛文学会 １９４６
＋５３ 「純情の鏡」 岡田刀水士／著 学芸書院 １９５２
＋５４ 「岡田刀水士研究」 梁瀬和男／著 梁瀬和男 １９９１
＋５５ 「岡田刀水士詩碑記念誌」 岡田刀水士詩碑建設の会／編・刊 １９７６
清水房之丞（しみず・ふさのじょう） 明治３６（１９０３）年－昭和３９（１９６４） 太田市生まれ。
＋５６
＋５７

「炎天下」 清水房之丞／著 東宛書房 １９４２
「抒情詩集青い花」 清水房之丞／著 上州詩人社

１９３２

豊田勇（とよた・ゆう） 明治３６（１９０３）年－昭和４５（１９７０）年 倉渕村生まれ。
＋５８ 「遍歴」 豊田勇／著 丸善出版部 １９５５
伊藤信吉（いとう・しんきち） 明治３９（１９０６）年－平成１４（２００２）年 前橋市生まれ。
＋５９「伊藤信吉 その文学的軌跡（第15回企画展）」 群馬県立土屋文明記念文学館 ９９５
＋６０「伊藤信吉」 前橋文学館 １９９５
＋６１「伊藤信吉著作集 第１巻」 伊藤信吉／著 沖積舎 ２００２
＋６２「室生犀星」 伊藤信吉／著 集英社 ２００３
＋６３「近代文学の精神」 伊藤信吉／著 有光社 １９４３
＋６４「近代文学論」 伊藤信吉／著 和田堀書店 １９４８
＋６５「伊藤信吉詩集」（世界の詩 ７５） 伊藤信吉／著 山室静／編 弥生書房 １９８２
＋６６「佐藤緑樹の文学」（塙新書 ７５） 伊藤信吉／著 塙書房 １９９９
＋６７「抒情少曲論」 伊藤信吉／著 青娥書房 １９６９
＋６８「作家論」 伊藤信吉／著 利根書房 １９４２
＋６９「上州おたくら」 伊藤信吉／著 思潮社 １９９２
＋７０「詩の世界」 伊藤信吉／著 社会思想社 １９６７
＋７１「島崎藤村」 伊藤信吉／著 和田堀書店 １９４７
＋７２「島崎藤村の文学」 伊藤信吉／著 第一書房 １９３６
＋７３「風や天」 伊藤信吉／著 集英社 １９７９
おの・ちゅうこう（小野 忠孝） 明治４１（１９０８）年－平成２（１９９０）年 沼田市白沢町生ま
れ。
＋７４「おの・ちゅうこう初期作品集３ 復刻版 若き日」 おのちゅうこう／著 崙書房 １９７５
＋７５「定本おの・ちゅうこう詩集」 おのちゅうこう／著 美術四季社 １９７２
＋７６「おの・ちゅうこう初期作品集５ 復刻版 解題」 のちゅうこう／著 崙書房 １９７５
＋７７「おの・ちゅうこう初期作品集１ 復刻版 歌的風景」 おのちゅうこう／著 崙書房 １９７５
＋７８「子どもぶたい」 小野忠孝／著 興亜文化協会 １９４３
＋７９「おの・ちゅうこう初期作品集２ 復刻版 日本の教室は明るい」 おのちゅうこう／著 崙書房
１９７５
＋８０「おの・ちゅうこう初期作品集４ 復刻版 氏神さま」 おのちゅうこう／著 崙書房 １９７５
＋８１「わが群馬の文学者たち」 おのちゅうこう／著 上毛新聞社 １９７９
崔華國（さい・かこく） 大正４（１９１５）年－平成９（１９９７）年 大韓民国生まれ。
＋８２「驢馬の鼻唄」 崔華国／著 詩学社 １９８１
＋８３「猫談義」 崔華国／著 花神社 １９８４
＋８４「崔華国詩全集」 崔華国／著 土曜美術社 １９９８

歌

人

村上成之（むらかみ・しげゆき） 慶応３（１８６７）年－大正１３（１９２４）年 愛知県生まれ。
＋８５「龍謄」 村上成之／著（「りんだう（竜胆）」大沢雅休／著 野菊社 １９２６所収）
＋８６「翠微」（アララギ叢書 第１９編） 村上成之／著 古今書院 １９２５
＋８７「村上成之『歌集翠微』草稿翻刻」 村上成之／原著 唐沢竜三／著 沢竜三 ２００４
与謝野晶子（よさの・あきこ） 明治１１（１８７８）年－昭和１７（１９４２）年 大阪府生まれ。

＊８８「みだれ髪」（名著複刻全集近代文学館 １－２２ 明治前期）
与謝野晶子／著 日本近代文学
館 １９６８
＊８９「鉄幹晶子全集 １６ 人及び女として」 謝野寛、与謝野晶子／著 勉誠出版 ２００４
＋９０「与謝野晶子展 三国路の晶子」 三国路紀行文学館 １９９２
＊９１「歌の作りやう」 与謝野晶子／著 采花書房 １９４８
＋９２「与謝野晶子の家庭教育論」 持谷靖子／著 日本漢字教育振興会 ２００４
＊９３「名歌即訳与謝野晶子」 大塚寅彦／著 ぴあ ２００４
竹久夢二（たけひさ・ゆめじ） 明治１７（１８８４）年－昭和９（１９３４）年 岡山県生まれ。
＋９４「春」（小学館文庫） 竹久夢二／著 小学館 ２００４
＊９５「勿忘草」（浪漫文庫） 竹久夢二／絵と文 ノーベル書房 １９７４
＊９６「どんたく」（名著複刻全集近代文学館 ３－３ 大正期） 竹久夢二／著 日本近代文学館 １９
６９
若山牧水（わかやま・ぼくすい） 明治１８（１８８５）年－昭和３（１９２８）年 宮崎県生まれ。
＋９７「牧水紀行文集」 若山牧水／著 高田宏／編 弥生書房 １９９６
＋９８「みなかみ紀行」 若山牧水／著 崙書房 １９７１
須藤泰一郎（すとう・たいいちろう） 明治２２（１８８９）年－昭和８（１９３３）年 前橋市粕川町生
まれ。
＋９９「言霊」 須藤泰一郎／著 言霊刊行会 １９３４
大沢雅休（おおさわ・がきゅう） 明治２３（１８９０）年－昭和２８（１９５３）年 高崎市生まれ。
＋１００「しゅんらん（春蘭）」（野菊叢書 第２編） 大沢雅休／著 野菊社 １９２７
＋１０１「平原」 大沢雅休／著 短歌新聞社 １９８０
＋１０２「平原一路」 大沢雅休／著 大沢雅休・竹胎顕彰会 １９８６
土屋文明（つちや・ぶんめい） 明治２３（１８９０）年－平成２（１９９０）年 群馬町生まれ。
＋１０３「土屋文明と齋藤喜博（第８回企画展）」 群馬県立土屋文明記念文学館 １９９６
＋１０４「土屋文明－ひとすじの道－ 常設展図録」 群馬県立土屋文明記念文学館 １９９８
＋１０５「歌人土屋文明－ひとすじの道－」 群馬県立土屋文明記念文学館／編 塙書房 １９９６
＋１０６「土屋文明全歌集 第２版」 土屋文明／著 小市巳世司／編 石川書房 １９９６
＋１０７「土屋文明」（近代短歌・人と作品 １） 近藤芳美／著 桜楓社 １９６１
＋１０８「土屋文明論」 近藤芳美／著 六法出版社 １９９２
＋１０９「土屋文明」 大井恵夫／著 砂子屋書房 １９９０
＋１１０「土屋文明の横顔」 釜井容介／著 短歌新聞社 １９９５
＋１１１「土屋文明短歌の展開」 小谷稔／著 短歌新聞社 １９９１
＋１１２「槐の花」と土屋文明
岸田隆／編 短歌新聞社 １９８７
＋１１３「写真で見る土屋文明草木歌」 猪股静弥／著 大貫茂／写真 短歌新聞社 １９９６
＋１１４「歌集 續靑南集」 土屋文明／著 白玉書房 １９６７
＋１１５「歌集 續々靑南集 」 土屋文明／著 白玉書房 １９７４
＋１１６「歌集 自流泉」 土屋文明／著 筑摩書房 １９５３
＋１１７「かぐのひとつみ－父文明のこと－」 小市草子／著 茎書房 ２００４
＋１１８「かぐのひとつみ－父文明のこと－」 小市草子／著 川書房 １９９９
＋１１９「短歌 第３８巻第３号 緊急追悼特集 土屋文明を悼む」 角川書店 １９９１
＋１２０「万葉名歌」（現代教養文庫 １４１） 土屋文明／著 社会思想社 １９５６
＋１２１「新編短歌入門」（創元文庫 Ａ－８１） 土屋文明／著 創元社 １９５２
＋１２２「歌集 少安集」（アララギ叢書 第百一篇） 土屋文明／著 岩波書店 １９４３
＋１２３「ゆずる葉の下」 土屋文明／著 目黒書店 １９４６
＋１２４「土屋文明秀歌評釈」 鎌田五郎／著 風間書房 １９９９
阿部鳩雨（あべ・きゅうう） 明治２４（１８９１）年－昭和１８（１９４３）年 新治村生まれ。
＋１２５「良夜」（覇王樹叢書 第６編） 阿部鳩雨／著 覇王樹社 １９２８
＋１２６「山清水」（草炎叢書 第１３巻） 阿部鳩雨／著 田村慶一郎／編 草炎社 １９８６
原三郎（はら・さぶろう） 明治３０（１８９７）年－昭和５９（１９８４）年 玉村町生まれ。
＋１２７「原三郎全歌集」（詩歌叢書 第５８篇） 原三郎／著 白日社 １９７１
＋１２８「朝の実験室」（詩歌叢書 第７篇） 原三郎／著 白日社 １９３２
角田蒼穂（つのだ・そうすい） 明治３２（１８９９）年－昭和１３（１９３８）年 前橋市生まれ。
＋１２９「抒情の歌人・角田蒼穂 展示資料目録」 前橋文学館 ２００１
＋１３０「角田蒼穂集」 角田蒼穂／著 現代書房新社 １９８３
吉野秀雄（よしの・ひでお） 明治３５（１９０２）年－昭和４２（１９６７） 高崎市生まれ。
＋１３１「寒蝉集」（短歌新聞社文庫） 吉野秀雄／著 短歌新聞社 １９９３

＋１３２「早梅集」 吉野秀雄／著 四季書房 １９４７
＋１３３「鹿鳴集歌解」（百花文庫 ２８） 吉野秀雄／著 創元社 １９４７
＋１３４「含紅集」 吉野秀雄／著 弥生書房 １９６７
＋１３５「吉野秀雄全集 第１巻 短歌１」 吉野秀雄／著 筑摩書房 １９７７
＋１３６「吉野秀雄論」 川島泰一／著 現代書房新社 １９７８
生方たつゑ（うぶかた・たつえ） 明治３８（１９０５）年－平成１２（２０００）年 三重県生まれ。
＋１３７「虹ひとたび」 生方たつゑ／著 角川書店 １９６９
＋１３８「浅紅」（女人短歌叢書） 生方たつゑ／著 女人短歌会 １９５０
＋１３９「青粧」 生方たつゑ／著 白玉書房 １９５５
＋１４０「漂泊の海」 生方たつゑ／著 短歌新聞社 １９７９
＋１４１「短歌教室」（読売新書） 生方たつゑ／著 読売新聞社 １９６９
＋１４２「短歌へのいざない」 生方たつゑ／著 新興出版社 １９６２
＋１４３「火の系譜」 生方たつゑ／著 五月書房 １９７７
＋１４４「生方たつゑ個展」 生方たつゑ／作 春風洞画廊 １９７２
外所芳得（とどころ・よしえ） 明治４３（１９１０）年－昭和４０（１９６５）年 榛名町生まれ。
＋１４５「母」（山と川叢書 ５） 外所芳得／著 煥乎堂 １９４３
齋藤喜博（さいとう・きはく） 明治４４（１９１１）年－昭和５６（１９８１） 玉村町生まれ。
＋１４６「證」 齋藤喜博／著 草木社 １９５３
＋１４７「職場」 齋藤喜博／著 白玉書房 １９６１
＋１４８「歌人齋藤喜博考」（ケノクニ短歌おぼえ書 Ⅱ） 監物昌美／著 一茎書房 ２００３
江口きち（えぐち・きち） 大正２（１９１３）年－昭和１３（１９３８）年 川場村生まれ。
＋１４９「江口きち歌集 肉筆版」 江口きち／著 書物展望社 １９３９
＋１５０「武尊の麓」 江口きち／著 清水弘文堂 １９７６
＋１５１「江口きち資料集成」 江口きち／著 島本融／編 不二出版 ２００２
＋１５２「武尊嶺に漂う青春」 草原三郎／著 草原会 １９７９
＋１５３「武尊嶺に漂う青春 増補」 草原三郎／著 草原会 １９８２
＋１５４「江口きちの生涯」（図書新聞双書） 島本久恵／著 図書新聞社 １９６７
＋１５５「歌人 江口きちを偲ぶ」 田村晴子／編 江口きちを偲ぶ会 １９６８
＋１５６「武尊の青春 江口きちの世界（第１８回特別展）」 群馬県立土屋文明記念文学館 １９９８
石田マツ（いしだ・まつ） 昭和９（１９３４）年－昭和３２（１９５７）年 月夜野町生まれ。
＋１５７「路なくて」 石田マツ／著 信夫澄子／編 文理書院 １９６１
＋１５８「薄倖の歌人 石田マツ」 有坂淳／著 同人 １９９６

