～ 私の物語 ～
自分史資料展目録
期間：平成１４年５月１日(水)～６月２９日(土)

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

当図書館では県内発行資料を郷土資料として重点的に収集する中で、
時代とともに生きた個人の記録も後世に残すべく収集しております。
今回の展示では、自分史と言われるこれらの資料の中から、近年、
当図書館に寄せられた約１００点をご紹介します。
書名

著者

出版者

出版年 備考

《半生を語ったもの》
1 幸多き我が人生 大美賀勇 1994 ＊
2 四季の糸 三木 良 西毛文学 1999 ＋ ＊
3 過ぎにし日々 はせ ちゅう あさを社 2001 ＋ ＊本名:長谷川 忠
4 遠い記憶 信沢智恵子 2001 ＋ ＊
5 私の人生ノート 松田恵晴 2001 ＋ ＊
6 流れ雲どこへ行く 奥田勇治郎 奥田勇治郎 2000 ＊
7 思い出の花束 田村紘子 生涯学習研究社 1998 ＊
8 けしのつぶやき 整形外科医の回想 関口隆 1993 ＊
9 六十五爺草子(むぞいやそうし) 阿部英康 あかぎ出版 1995 ＊
10 八十路 佐藤好美 1998 ＋ ＊
11 やそじの坂にたどり来し道 新井長十郎 新井長十郎 1998 ＋ ＊
12 昭和を生きて 田村定枝 生涯学習研究社 1999 ＊
13 何でも挑戦 私って何でしょう 大谷林蔵 2001 ＊
14 でこぼこの道 私の七十年史 飯井洸 2001 ＊
15 のれん 尾島高次郎 尾島高次郎 2000 ＋
16 小さな足跡 "豊泉四郎 文子" あさを社 2000
17 さらば興安よそして上野村へ 柴崎芳子 文芸社 2001 ＋
18 曠野の真珠 登丸寿子 登丸寿子 1983 ＋
19 第二の開拓生活に挑んで 続・曠野の真珠 登丸寿子 上毛新聞社出版局(発売制作)
20 私の激動昭和史 命ありてこそ 中島康市郎 煥乎堂 2000
21 笑顔をたやさず一歩前進 浜口千代子 文芸社 2000 ＋
22 生涯青春 本音で語れば 萩原弥惣治 あさを社 2002 ＋
23 山なみ日記 関根啓二郎 2000
24 人生史 山本要作一代記 山本要作 山本要作 2001 ＋
25 行政は創作なり ある非エリート官僚の軌跡と哀歓 江原文夫 堀川良夫 2001
26 航跡 萩原 亮 上毛新聞社 2001 ＋
27 秋桜 私の八十年 倉持もと あさを社 2001
28 松浦源一郎の八十五年 松浦源一郎 松浦源一郎 2001 ＋
29 もちつもたれつ "斎藤松太郎 カツ江" 2000
30 私の歩んできた道 本郷敏夫 1999 ＋
31 終始吾に道あり 議員生活32年の回想 福田作三 あさを社 1999 ＋
32 わたしの生きて来た道 山宮定次郎 1999 ＋
33 米寿の詩 田島教司 MBC２１ 1999 ＋
《エッセイ・体験を語ったもの》
34 揺れる木もれ日 原佑典 上毛新聞社(発売) 1998 ＋ ＊
35 きみ棲む巷(まち) 嶋田正文 沖縄図書センター 1999 ＊
36 1987 白石美千子・恵子 1999 ＋ ＊
37 あヽ我が青春 苦斗六年間の回顧 深沢富四郎 深沢富四郎 1989 ＋ ＊
38 ハルマヘラ島の印象 五十嵐源太郎 ＊
39 自分らしく歩んで女性教師の戦後史ノート 小野関千枝子 Pen-House Kumagaya
40 あんちゃんの思い出つづれ 細谷 実 1992 ＋ ＊
41 21世紀へふるさとの明かりを 佐藤幸雄 上毛新聞社(発売) 1998 ＋ ＊
42 つれづれの記 植木澄江 2001 ＊
43 一片の冰心 新井有治 文芸社 2000 ＋ ＊
44 "南十字星のもとで その足跡" 鴫原道雄 2001 ＊
45 起縁 随縁 結縁 星野精助 上毛新聞社 2000 ＋ ＊
46 忘れな草 小林章三 1993 ＊
47 不甲斐ない軍歴 上原富太郎 ＊

2001

1999

＊

＋

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

あひる 鉾田一子 1988 ＋ ＊
榛東村有林物語 鎌田忠治 2001 ＊
たのしい子育て 千明政夫 教育報道社 1992 ＋ ＊
ふたりで歩いた百名山 "出雲清己 優子" 1999 ＊
2001年 いろいろ青春60 自分史 鈴木隆行 2001 ＊
さらば、ナース人生四十年 小谷ハルエ 1995 ＋ ＊
兄弟三人を国に捧げたあの戦争 新井長十郎 新井長十郎 2000 ＋ ＊
「自分史」我が父恭平からのおくりもの 江口文陽 江口文陽 2001 ＊
鐘の鳴る丘 品川 博 わらの会 1989 ＊
My life story with rock 小林英仁 オフィス・ダイナマイツ 2001 ＊
遠近の山もよう 平成7～12年の山歩き 須田満男 須田満男 2001 ＊計6冊
旅 梅山太平 梅山太平 2001 ＋
南溟の孤島に生きる 太平洋戦争体験記 松本芳雄 文芸社 2001 ＋
私文集 あゆみ わたしの足あと 塩田栄 2000
風花の舞う街で 森戸晃子 翔雲社 2001 ＋
ねじ花 箕輪喜八郎 明真一 煥乎堂 2000
ざんげもどき 関口八郎 2000 ＋
思い出の記 卒寿記念 築比地正司 2000 ＋
台湾島よ永遠なれ 雨宮清 文芸社 2001 ＋
波のりこえて 本多慶子ほか 2000 ＋
ラビリンス76の詩 三好研一 あさを社 2001 ＋
我が人生の裏街道 挑戦の日々 森芳一 森 芳一 2001 ＋
人生八十年時代 柳沢 繁 1999 ＋
人生いろいろ種々雑多 林喜三郎 林 喜三郎 1999 ＋
戦死か餓死か、死線を越えて 卒寿を迎えたある医学者の回想 柴田勝博 1999 ＋
米寿のしおり 原田幹市 1999
あしあと 細井千代吉 児島明 1999
人生八十年 成長の家と共に 土岐文英 土岐文英 1999
国破れて山河あり ああ、前橋は劫火の中に 竹渕和道 上毛新聞社 1999 ＋

《文集》
77 冬ざくら 高山ハツセ ほか 2001 ＊
78 私のたからもの 自分史講座受講生作品集 石田光(編) 赤堀町公民館 2001 ＊
79 赤い屋根 伊女・戦争体験記録文集 玉耀会伊女・戦争体験記録文集作成委員会
2000 ＋ ＊
80 心に残る教職時代 ４，５ 甘楽・富岡退職教職員 自分史の会（編・発行） " 2001 2002" ＋
計2冊
81 悠悠
(総集号) 高崎市中央公民館自分史の会 高崎市中央公民館 1996 ＋
《日記》
82 一期一会日記で綴ったアサヒ商会半世紀 広瀬太郎

あさを社

2000

＋

《写真集》
83 花紀行 詩と写真で綴る山の花 武藤紀美子 武藤紀美子 1999 ＊
84 茅葺き屋根を葺き替える 佐藤正子 上毛新聞社出版局(制作発売) 2000 ＋ ＊
85 清睦二人旅 "阿久沢清五郎 睦" 2001 ＋
86 絆 金婚記念 写真・短歌集 "飯野一 ヨネ子" 金婚記念集『絆』刊行会 2001 ＋
《収集物》
87 穴 スクラップ集
88 穴 スクラップ集
89 穴 スクラップ集
90 私の足跡 富樫 裕

福島宏和 〔2001〕 ＊
23ごう 〃〔2001〕 ＊
24ごう 〃〔2001〕 ＊
1999

《手紙文》
91 コスモスの咲くみち 田村紘子 生涯学習研究社
《年譜・家系》
92 我が家の歴史・諸事録 藤生康雄 2001

2001

＋

＊

＊

《詩歌集》
93 句集 貝割菜 一ノ瀬博 一ノ瀬 博 2001 ＊
94 花明り (歌集) 鉾田一子 1993 ＊
95 詩集 淡い夢 鉾田一子 1999 ＋ ＊
96 音匣(オルゴール)のふたをあけた時… (詩集) 新井たまよ
97 歌集 夏椿 大塚正巳 石川書房 1997 ＋ ＊

＊

98 ともしび (歌集) 田尻深雪 トータルワード社 1952 ＊
99 紅椿 (歌集) 田尻深雪 2001 ＊
100 句集 ゐろり端 佐藤正子 あさを社 2001 ＋ ＊
101 ジェリービーンズ・キッス 佐藤佳子 広報社 2001 ＋ ＊
102 新・木念の川柳自分史 原田木念 2001 ＋ ＊ 本名:原田稔
展示資料について
展示資料は、第16回国民文化祭群馬県大会「わくわく自分史フォーラム全国自分史作品展」
の出品作品(備考 ＊印)と、当図書館に平成11年以降に寄せられたものの中から、自伝的内容の
資料を並べました。
県内で発行された自分史資料は、郷土資料として２階・調査相談室で閲覧できます
（展示中の資料は除く)。
また、備考＋印の資料は、１階・中央読書室の郷土資料コーナーに同じ資料の貸出用がございます。
カウンターにお尋ねください。
なお、当図書館では自分史を含め、群馬県関係資料を重点的に収集しております。関係資料を
発行される際はご協力いただけると幸いです。
群馬県立図書館所蔵 自分史参考資料（展示外）平成１４年４月２５日現在
1 伝記と自伝の方法 矢作勝美／著 出版ニュース社 １９７１
２８０．７ Ｙ１９ ◎
2 自分史 それぞれの書き方とまとめ方 鈴木政子／著 日本エディタースクール１９８６ ２８０．７
ト６７ ◎
3 自分史を書くときの本 何のために、いつ、なにをどう書くか 武石幸雄／著 中央文化出版 １９８
６．１２２８０．７ ト６Ｚ ◎
4 自伝の書き方 （新潮選書） 保阪正康／著 新潮社 １９８８．６ ２８０．７ ト８６ ◎
5 自分史の作成と鑑賞 樋口茂子／著 春秋社 １９８９．４ ２８０．７ ト９４ ◎
6 自分史を書こう （自分史講座 １） 書く人の会／編 桐書房 １９８９．７２８０．７ ト９７ ◎
7 自分史のつくり方 だれでも楽しみながらできる 主婦と生活社／編 主婦と生活社 １９８９．１１
２８０．７ ト９Ｙ ◎
8 誰でも作れる自分史 自費出版マニュアル 清水英雄／著 揺籃社 １９８９．１０２８０．７ ト９
Ｘ ◎
9 自分史入門 （東書選書 １２０） 中里富美雄／著 東京書籍 １９９１．９ ２８０．７ ナ１９
◎
10 自分史 その理念と試み（講談社学術文庫 １０４７） 色川大吉／〔著〕 講談社 １９９２．１０
２８０．７ ナ２Ｘ ◎
11 本のすすめ 書き方から出版まで 自分史 吉田裕／著 沖積舎 １９９５．６ ２８０．７ ナ５６
◎
12 藤本義一の「自分史」教室 自分の知らない「自分」がわかる 藤本義一／著 ＰＨＰ研究所 １９９
６．６ ２８０．７ ナ６６ ◎
13 自分史入門 第２版 中里富美雄／著 青柿堂 ２０００．６２８０．７ ニ０６
14 〈実習〉自分史の書き方 内海靖彦／著 柏書房 ２０００．１０２８０．７ ニ０Ｘ
15 ５５歳から楽しむパソコンで自分史作り （日経ＢＰパソコンベスト） 日経ＰＣ２１／編 日経ＢＰ
社 ２００１．２２８０．７ ニ１２
16 気楽に作ろう自分の本 牧野武文／著 情報センター出版局 ２００２．２ ２８０．７ ニ２２
17 自分史のつくり方 ふるかえるとき すすむとき （Ｃｅｎｔｕｒｙ ｐｒｅｓ 猪狩章／著 情報セ
ンター出版局 １９８２．１２ ２８９ ト２Ｚ ◎
18 自分史の書き方 人は誰でも一冊の本が書ける 鈴木均／著 中経出版 １９８２．１２８１６ ト２
Ｚ ◎
19 物語られる「人生」 自分史を書くということ （陽ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ） 小林多寿子／著 学陽書
房 １９９７．８ ３６１．１６ ナ７８
20 自伝の時間 ひとはなぜ自伝を書くのか 石川美子／著 中央公論社 １９９７．９ ９５０．２ ナ
７９
21 人生を物語る 生成のライフストーリー やまだようこ／編著 ミネルヴァ書房 ２０００ １４０
ニ０７
請求記号に ◎印のある資料は書庫の資料です。１階中央カウンターにお尋ねください

