資料展示

群馬の近現代小説
期間：平成１６年１月１３日(火)～３月７日(日)

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

県立図書館では、高まる県民の情報ニーズに対応するため、多面的な視点から図書館資料を
掘り起こして紹介し、資料の利用をＰＲしていきたいと考えています。
群馬県庁昭和庁舎特別展示室では、２月２１日（土）～３月２１日（日）に「群馬の文人達Ⅰ」
（土屋文明記念文学館主催）として群馬の小説家を紹介する展示が予定されております。
当図書館の今回の資料展示は、この展示と併せて行うものです。
近現代の本県出身・ゆかりのある小説家の作品を蔵書からご覧いただき、利用についてご案内します。

－ 目録 －
■「群馬文学全集」の２４人
１ 田山花袋 (１８７１～１９３０）
残雪 田山花袋／著 東京 春陽堂 １９１８
田舎教師 田山花袋／著 東京 新潮社 １９５２ （新潮文庫）
生 田山花袋／著 東京 角川書店 １９５６ （角川文庫）
妻 田山花袋／著 東京 角川書店 １９５６ （角川文庫）
＋定本花袋全集 第１、２巻 田山録弥／著 定本花袋全集刊行会／編 京都 臨川書店 １９９３
２ 綿貫六助 （１８８０～１９４６）
戦争 綿貫六助／著 東京 聚芳閣 １９２４
探偵将軍明石元二郎 日露戦争牒報秘史 綿貫六助／著 東京 河出書房 １９３７ 電子複写
創作霊肉を凝視めて 綿貫六助／著 東京 自然社 １９２３ （新人叢書） 電子複写
３ 生方敏郎 （１８８２～１９６９）
＋東京初上り 生方敏郎／著 東京 現代ユウモア全集刊行会 １９２８ （現代ユウモア全集 ５）
明治大正見聞史 生方敏郎／著 東京 春秋社 １９２６
４ 山口寒水 （１８８４～１９０４）
５ 中澤静雄 （１８８５～１９２７）
一日の糧 中沢静雄／著 原本は日本社より１９２２年６月発行 複写製本
６ 佐藤緑葉 （１８８６～１９６０）
人間屠殺所 Ｗ．ラムスウス／著 佐藤緑葉／訳 東京 泰平館書店 １９１４
黎明 佐藤緑葉／著 東京 新潮社 １９２１
若山牧水 佐藤緑葉／著 東京 興風館 １９４７
ジギル博士とハイド氏 スティーブンソン／著 佐藤緑葉／訳 東京 鳳文書林 １９４８
７ 白石実三 （１８８６～１９３７）
源氏と平家 生方敏郎／著 東京 学芸社 １９４０
＋明石将軍 軍事探偵 白石実三／著 東京 春陽堂文庫出版 １９４２ （春陽堂文庫 ２２６）
武蔵野から大東京へ 白石実三／著 東京 中央公論社 １９３３
軍国の大秘密 白石実三／著 東京 忠誠堂 １９１４ （新少年少女物語 第４編）
８ 倉田潮
倉田潮作品 玉村町の小説家 倉田潮／著（「不同調 ７巻２号」ｐ７２～８７，「文芸戦線 ３巻４号」ｐ３６～３８，
「文芸広場 大正１５年１１月」ｐ２８～２９，「新興文学 ２巻５号」ｐ３５～３７を複写）
倉田潮作品 玉村町の小説家 倉田潮／著 １９９６（「解放 昭和３年新年号、昭和２年１０月、１１月号」
を複写）
９ 新井紀一 （１８９０～１９６６）
燃ゆる反抗 創作 新井紀一／著 東京 自然社 １９２２ （新人叢書）
敗走千里 陳登元／著 別院一郎／訳 東京 潮文閣 １９４０
１０大木雄二 （１８９５～１９６３） ＋ 童話を書いて四十年 大木雄二・遺稿 大木雄二／著 東京 大木乃婦 １９６
４
ひらかな二宮金次郎 大木雄二／著 東京 金の星社 １９５５
１１松山達枝 （１９０９～１９８７）
＋赤い襟章 松山逹枝作品集 松山逹枝／著 伊藤信吉／編 東京 青磁社 １９９１
１２森田素夫 （１９１１～１９６１）
温泉夜話 森田素夫／著 東京 飛鳥書店 １９４６
女中部屋 森田素夫／著 東京 小壺天書房 １９５７
１３浅田晃彦 （１９１５～１９９６）
＋マラリア戦記 ある青年軍医の記録 浅田晃彦／著 東京 弘文堂 １９６５
秘録カウラの暴動 浅田晃彦／著 東京 金剛出版 １９６７
＋オレンジの皮 浅田晃彦／著 名古屋 作家社 １９５７

＋坂口安吾桐生日記 浅田晃彦／著 前橋 上毛新聞社 １９６９
１４小瀧和子 （１９１８～１９８１）
＋上毛女人 小滝和子／〔著〕 前橋 群馬文化協会 １９５０ （上毛偉人叢書 第５集）
＋歴史の旅 小滝和子／著 〔高崎〕 小滝喜代子 １９８４
１５萩原博志 （１９１９～１９８０）
＋白い塔 遺作集 萩原博志／著 高崎 あさを社 １９８０ （上州文学叢書 第１集）
母の歌集 萩原博志，萩原きく／共著 安中 あさを社 １９７４
＋虹と踏切 萩原博志／著 東京 穂高書房 １９５９ （現代新人傑作選集 ４）
１６清水寥人 （１９２０～１９９４）
＋機関士ナポレオンの退職 清水寥人／著 東京 光風出版 １９６４
泰緬鉄道 小説 清水寥人／著 東京 毎日新聞社 １９６８
武田晴信 清水寥人／著 東京 新人物往来社 １９７４
１７澤 隆吉 （１９３５～１９９７）
＋浅い眠り 沢隆吉／著 東京 沖積舎 １９８８ （現代小説の発見 １４）
１８金 鶴泳 （１９３８～１９８５）
＋凍える口 金鶴泳／著 東京 河出書房新社 １９７０
＋あるこーるらんぷ 金鶴泳／〔著〕 東京 河出書房新社 １９７３
＋鑿 金鶴泳／著 東京 文芸春秋 １９７８
１９萩原葉子 （１９２０～ ）
＋蕁麻の家 三部作 萩原葉子／著 東京 新潮社 １９９８
＋閉ざされた庭 萩原葉子／著 東京 新潮社 １９８４
＋輪廻の暦 萩原葉子／著 東京 新潮社 １９９７
２０司 修 （１９３６～ ）
＋セロひきのゴーシュ 宮沢賢治／文 司修／画 東京 富山房 １９８６
＋雪の夜の幻想 いぬいとみこ／作 つかさおさむ／画 東京 童心社 １９８１
＋ぼうさまになったからす 松谷みよ子／文 司修／絵 東京 偕成社 １９８３ （新編・絵本平和のために ２）
＋注文の多い料理店 Ｔｈｅ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ｏｆ ｍａｎｙ ｏｒｄｅｒｓ 宮沢賢治／原作 司 修／絵 東京 ラボ教育センタ
ー １９９８
＋風船乗りの夢 司修／著 東京 小沢書店 １９８０
＋汽車喰われ 司修／著 東京 福武書店 １９８３
赤羽モンマルトル 司修／著 東京 河出書房新社 １９８６
２１豊田有恒 （１９３８～ ）
＋タイムスリップ大戦争 豊田有恒／〔著〕 東京 角川書店 １９７８
＋倭王の末裔 豊田有恒／〔著〕 東京 河出書房新社 １９７４
＋対談謎の上毛野氏 豊田有恒，熊倉浩靖／著 前橋 上毛新聞社 １９８８ （上毛文庫 １２）
２２木内宏 （１９４０～ ）
＋賽の河原紀行 木内宏／著 東京 朝日新聞社 １９８１
＋北の波濤に唄う 江差追分物語 木内宏／著 東京 講談社 １９７９
＋ブダペスト悲歌 木内宏／著 東京 新潮社 １９８９
２３金井美恵子 （１９４７～ ）
＋愛の生活 金井美恵子／〔著〕 東京 筑摩書房 １９７４
＋夢の時間 金井美恵子／著 東京 新潮社 １９７１
＋岸辺のない海 金井美恵子／〔著〕 東京 中央公論社 １９７７
２４南木佳士 （１９５１～ ）
＋ダイヤモンドダスト 南木佳士／著 東京 文芸春秋 １９８９
＋阿弥陀堂だより 南木佳士／著 東京 文芸春秋 １９９５
＋冬の水練 南木佳士／著 東京 岩波書店 ２００２
■「群馬文学全集」、「群馬県人物・人材情報リスト２００２」、「群馬の作家たち」より
２５橘外男 （１８９４～１９５９）
ある小説家の思い出 上下巻 橘外男／著 東京 中央公論社 １９７８（中公文庫）
２６群司次郎正 （１９０５～１９７３）
侍ニッポン幕末ニッポン 群司次郎正／著 東京 中央公論社 １９７３
２７小笠原忠 （１９０５～１９８４）
鳩の橋 教育者会津八一と少年 小笠原忠／著 東京 恒文社 １９９７
２８坂口安吾 （１９０６～１９５５）
街はふるさと 坂口安吾／著 東京 新潮社 １９５０
２９半田義之 （１９１１～１９７０）
綺麗な娘 半田義之／著 東京 東宝書店 １９４２
３０南川潤 （１９１３～１９５５）
情熱の季節 南川潤／著 東京 東方社 １９５４
３１荻原秀夫 （１９１５～ ）
悪の断層 書下し長編スリラー小説 荻原秀夫／著 東京 ゆたか書店 １９５９
３２佐藤風人 （１９１６～ ）
＋源実朝の生涯 箱根路をわれ越えくれば 佐藤風人／著 東京 暁印書館 １９８８

３３石川はつえ （１９２０～ ）
＋蛇を売る少年 石川はつえ／著 東京 近代文芸社（発売） 日本図書刊行会 １９９４
３４永岡慶之助 （１９２２～ ）
＋上泉伊勢守信綱 永岡慶之助／著 東京 叢文社 １９９７
３５浜野春保 （１９２５～ ）
有刺鉄線 浜野春保／著 東京 菁柿堂 １９９６
３６黒井千次 （１９３２～ ）
＋メカニズムＮｏ．１ 黒井千次／著 東京 三笠書房 １９７１
３７青木隼人 （１９４３～ ）
夜来香（いえ・らい・しゃん） 青木隼人／著 東京 叢文社 ２００１
３８清水昇 （１９４４～ ）
＋大野九郎兵衛 小説 清水昇／著 高崎 あさを社 １９７７
３９関口ふさえ （１９４４～ ）
＋ゴッホ呪われた肖像 関口ふさえ／著 東京 徳間書店 １９９３
４０宮下洋二 （１９４６～ ）
＋カルマ５５ 掌編小説 宮下洋二／著 前橋 上毛新聞社出版局 １９８６
４１小林桃夭 （１９４８～ ）
落紅 小林桃夭／著 東京 審美社 ２０００
４２有為エンジェル （１９４８～ ）
＋踊ろう、マヤ 有為エンジェル／著 東京 講談社 １９９０
４３丹羽郁生 （１９４９～ ）
＋空っ風 丹羽郁生／著 東京 新日本出版社 １９９０
４４樋口有介 （１９５０～ ）
＋林檎の木の道 樋口有介／著 東京 中央公論社 １９９６
４５水沢龍樹 （１９５７～ ）
＋風塵の武士 上州富岡藩財政再建始末記 水沢竜樹／著 東京 双葉社 １９９９
４６横山秀夫 （１９５７～ ）
＋半落ち 横山秀夫／著 東京 講談社 ２００２
４７橋本純 （１９６２～ ）
＋鬼夢幻 河鍋暁斎妖怪日誌 橋本純／著 横浜 光栄 １９９５
４８竹内真 （１９７１～ ）
＋オリオン・ザ・ドッグ 竹内真／作・絵 東京 ＮＴＴメディアスコープ １９９６
（参考資料）
群馬文学全集 伊藤信吉／監修 群馬町（群馬郡） 群馬県立土屋文明記念文学館 全２０巻 ２００３
群馬 福島行一／責任編集 東京 ぎょうせい １９９４ （ふるさと文学館 第１１巻）
群馬の作家たち 土屋文明記念文学館／編 東京 塙書房 １９９８ （塙新書 ７４）
群馬県明治・大正の文学 根岸謙之助／著 前橋 みやま文庫 １９７５ （みやま文庫 ５９）
群馬県・昭和の文学 根岸謙之助／編 前橋 みやま文庫 １９９４ （みやま文庫 １３５）
群馬の現代小説 前橋 みやま文庫 １９７９ （みやま文庫 ７４）
ぐんまの文学ガイド 上毛新聞社／編 群馬町（群馬郡） 群馬県立土屋文明記念文学館 １９９８
群馬県史 通史編 ９ 群馬県史編さん委員会／編 前橋 群馬県 １９９０ 近代現代 ３ 教育・文化2
群馬文学年表 伊藤信吉／監修 林桂／編集主管 群馬町（群馬郡） 群馬県立土屋文明記念文学館 ２００３
群馬県文化年鑑 １９９７ 群馬県教育委員会，群馬県教育文化事業団／編 前橋 群馬県教育委員会業団
○今回ご紹介した資料の大部分は、普段、２階調査相談室で閲覧いただいている資料です。
書名の前に‘＋’印がある図書は、１階・中央読書室で貸出も行っております。
○本展示は、群馬の小説家について網羅的に紹介するものではありません。
ここに掲載外の資料をお探しの場合は、あらためて検索してご確認ください。
詳細な調査、文献検索等のご相談は、２階・調査相談室で受け付けております。

