伊藤信吉 追悼資料展 目録
～郷土の詩人を偲んで～
期間：平成１４年８月２０日(火)～１０月１３日(日)

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

前橋市出身の詩人で評論家、萩原朔太郎の研究でも全国的に知られる、伊藤信吉氏が、
平成１４年８月３日に逝去されました。同氏の著書を中心に約７０点の関係資料を展示し、
郷土の詩人を偲びます。
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故郷 詩集 東京 中外書房 １９３３．４
上州 伊藤信吉詩集 東京 麦書房 １９７６ ＋
天下末年 伊藤信吉詩集 東京 新日本出版社 １９７７
風や天 望郷蛮歌 東京 集英社 １９７９，５
伊藤信吉詩集 山室静／編（世界の詩７５） 東京 弥生書房 １９８２．５
伊藤信吉詩集（現代詩文庫 １０４０） 東京 思潮社 １９８９．９
上州おたくら 私の方言詩集 東京 思潮社 １９９２．９ ＋
私のイヤリング 詩集 東京 青娥書房 １９９４．１１ ＋
老世紀界隈で 詩集 東京 集英社 ２００１．１１ ＋

＋

【自著】
１０ 島崎藤村の文学 東京 第一書房 １９３６．２ ＋
１１ 土の唄と民話 東京 四元社 １９３９．１０
１２ 現代詩人論 東京 河出書房 １９４０．７
１３ 昔話とわらべうた 東京 四元社 １９４２．４
１４ 作家論 東京 利根書房 １９４２．６
１５ 近代文学の精神 東京 有光社 １９４３ ＋
１６ 伝承の世界 東京 三鳩社 １９４６．６
１７ 島崎藤村 杉並区（東京都） 和田堀書店 １９４７
１８ 近代文学論 藤村その他 東京 和田堀書店 １９４８．１１
１９ 現代詩の鑑賞 上・下巻 東京 新潮社 １９５２．６ ＋
２０ 高村光太郎 その詩と生涯 東京 新潮社 １９５８ ＋
２１ 逆流の中の歌 詩的アナキズムの回想 東京 七曜社 １９６３．１１ ＋
２２ 詩のふるさと 東京 新潮社 １９６６．１２
２３ 高村光太郎研究 東京 思潮社 １９６６．８ ＋
２４ 詩の世界 その享受と鑑賞 東京 社会思想社 １９６７．８ ＋
２５ 抒情小曲論 東京 青娥書房 １９６９．１１
２６ ぎたる弾くひと 萩原朔太郎の音楽生活 特装版 東京 麥書房 １９７１．１１
２７ 詩の旅 伊藤信吉／写真・文 東京 弥生書房 １９７２
２８ ユートピア紀行（文庫） 東京 講談社 １９７３．８ ＋
２９ 私の詩的地帯 東京 弥生書房 １９７３
３０ 萩原朔太郎 １浪漫的に ，２虚無的に 東京 北洋社 １９７６ ＋
３１ 紀行ふるさとの詩 東京 講談社 １９７７
３２ 詩的紀行日本の廃墟 講談社 １９７７．７ ＋
３３ 回想の上州 その詩的風土に沿って 高崎 あさを社 １９７７ ＋
３４ 烈風の中に立ちて 萩原朔太郎と萩原恭次郎 東京 静地社 １９８１．７ ＋
３５ 黒い鐘楼の下で 萩原朔太郎・その文化的自由 主義
東京 麦書房 １９８２．３ ＋
３６ 郷土望景詩をめぐって 前橋 煥乎堂 １９８７．１０ ＋
３７ 風色の望郷歌 東京 朝日新聞社 １９８４．５ ＋
３８ 風色の望郷歌 上・下 郷土版 前橋 煥乎堂 １９９１．４ ＋
３９ 風色の望郷歌 前橋 煥乎堂 １９９５．５
４０ 金沢の詩人たち 東京 白楽 ペップ出版（発売）１９８８ ＋
４１ 詩人たちの年譜 東京 日本古書通信社 １９９３．９
４２ 上州の空の下 前橋 煥乎堂 １９９３．１１ ＋
４３ 監獄裏の詩人たち 東京 新潮社 １９９６．１０ ＋
４４ 佐藤緑葉の文学 上州近代の作家 東京 塙書房 １９９９．３ ＋
４５ マックラサンベ 私の方言村ことば 東京 川島書店 ２０００．１１ ＋
４６ 伊藤信吉著作集 第２巻、第５巻（全７巻刊行中） 東京 沖積舎 ２００１．１１ ＋
【共著、編集、監修など】
４７ ナップ七人詩集 中野重治／編輯 東京
４８ プロレタリア詩の諸問題 中野重治／編

白揚社 １９３１
東京 叢文閣 １９３２．６
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学校詩集 １９２９年版
（復刻） 東京 学校詩集発行所 １９２９ ＋
萩原朔太郎全集 （全１０巻，別冊２） 東京 小学館 １９４３ ＋
萩原朔太郎全詩集 東京 創元社 １９５３．２
近代文学鑑賞講座 第１６巻高村光太郎・宮沢 賢治 東京 角川書店 １９６７ ＋（展示中）
近代文学鑑賞講座 第２３巻近代詩 ＋（展示中） 東京 角川書店 １９６６
萩原朔太郎全集（全５巻） 東京 新潮社 １９５９ ＋
光太郎のうた 〔高村光太郎／著〕（現代教養 文庫３９３） 東京 社会思想社 １９７７
朔太郎のうた 萩原朔太郎／著 （現代教養文 庫４８４） 東京 社会思想社 １９６４
藤村のうた 島崎藤村／〔著〕（現代教養文庫 ５０５） 東京 社会思想社 １９７５
高橋元吉詩集 高橋元吉／著 東京 河出書新社 １９６２ ＋
現代詩鑑賞講座 １（全１２巻） 東京 角川書店 １９６９ ＋
詩とは何か （角川選書８５） 東京 角川書店 １９７８
虹を追ふひと 萩原朔太郎／著 限定版 東京 青娥書房 １９７０ ＋
萩原朔太郎研究増補新版 東京 思潮社 １９７２．９ ＋
萩原朔太郎全書簡集 京都 人文書院 １９７４．１ ＋
萩原朔太郎 （日本文学アルバム １７） 東京 筑摩書房 １９５６ ＋
萩原朔太郎と詩的風土 前橋 上毛新聞社 １９８１．８ ＋
萩原朔太郎全集 第１巻 （全１５巻） 東京 筑摩書房 １９８６．１０ ＋
萩原恭次郎の世界 前橋 煥乎堂 １９８７．６ ＋
赤い襟章 松山逹枝作品集 東京 青磁社 １９９１．５ ＋
利根の砂山 上州詩集 室生犀星／〔著〕 前橋 煥乎堂 １９９４．６ ＋
明日は天気だ 上州詩集 草野心平／著 伊藤 信吉／編 前橋 煥乎堂 １９９７．１０ ＋
群馬文学全集（全２０巻）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 １９
＋

【関係資料】
７２ 伊藤信吉 近代詩・現代詩そして郷土詩の途萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち 前橋文学館／編、発
行 １９９５ ＋
７３ 伊藤信吉 書誌／１９９５ 竜沢友子／編 前橋 煥乎堂 １９９５．５ ＋
………………… 展示資料について

………………

＊展示資料は、普段、２階・調査相談室の郷土資料コーナーに配架しているものです。
（一部、古い資料 は書庫に保管してます。）閲覧を希望される場合は、２階カウンター
にご相談ください。
＊「＋」印の資料は、中央読書室（１階）の郷土資料
カウンターにお尋ねください。

コーナー、または書庫に貸出用があります。

