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期間：平成２９年３月１８日（土）～４月１６日（日） 
場所：県立久喜図書館 ２階公開図書室 

埼玉県立久喜図書館 芸術・文学資料担当  
久喜市下早見85-5 Tel：0480-21-2659  

 埼玉県立久喜図書館 資料展示リスト 2017/3～4  

 

漱石ってどんな人？ 
～夏目漱石生誕１５０年～ 

 
 

 
携帯用QRコード 

 明治を代表する文豪・夏目漱石。今年は生誕 150年にあたります。『坊っちゃん』、『吾
輩は猫である』、『草枕』、『三四郎』など、多くの作品が今なお読み継がれています。 

 1867 年（慶応 3 年）に生まれた漱石は、大学卒業後、松山中学、第五高等学校
の教師を経て、ロンドンに留学します。帰国後、一高や東京帝国大学の英語講師となり、
1905 年雑誌『ホトトギス』に小説『吾輩は猫である』を発表します。やがて、教職を辞して
東京朝日新聞社に入り、漱石は次々と作品を発表していきます。 

 作家活動はわずか１０年ほどだった漱石は、いったいどのような人生を送ったのでしょう
か？本展示では漱石の人物像に迫る資料をご紹介します。 

 漱石の人となりを知り、改めて漱石の作品に触れてみてはいかがでしょうか。 
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１　漱石の随筆・書跡など

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

思い出す事など　他七篇 夏目漱石／作 岩波書店 1986.2 B914.6/ｵ

人生を考える　漱石のことば 夏目漱石／著 社会思想社 1968 B910.28/ﾅ

漱石全集　第１２巻　小品 夏目漱石／著 岩波書店 1994.12 918.68/ｿ

漱石全集　第１９巻～第２０巻　日記・断
片　上・下 夏目漱石／著 岩波書店 1995～

1996 918.68/ｿ

漱石全集　第２２巻～第２４巻　書簡　上・
中・下 夏目漱石／著 岩波書店 1996～

1997 918.68/ｿ

夏目漱石遺墨集　第１巻～第６巻 夏目漱石／著 求龍堂 1979～
1980

D728.216/ﾅﾂ

夏目漱石　永日小品／私の個人主義 夏目漱石／著
小森陽一／編

日本図書セン
ター 1995.11 910.268/ﾅ

２　周辺のひとからみた漱石

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

ああ漱石山房 松岡譲／著 朝日新聞社 1967 910.26/ﾏ

　■リストは書名順で掲載しています。掲載資料は所蔵資料の一部です。
　■「請求記号」欄の表示は次のとおりです。
　　（ 〔熊〕の表記がない資料はすべて久喜図書館所蔵です）
　　　〔熊〕・・・熊谷図書館所蔵　　「児」・・・児童和書　　「Ｄ」・・・大型図書　　「B」・・・文庫本
　　　「Ｓ」・・・埼玉資料　　「Ｚ」・・・雑誌
　　　※のついているものは館内利用のみ



3 ページ

回想子規・漱石 高浜虚子／著 岩波書店 2002.8 B910.268/ｶｲ

漱石山房回顧・その他 林原耕三／著 桜楓社 1974 910.2/ﾅ

漱石山房の記 内田百間／著 秩父書房 1941 914.6/U14

漱石山房の人々 林原耕三／著 講談社 1971 910.28/H48

漱石氏と私 高浜虚子／著 日本図書セン
ター 1983.11 910.28/ﾅ

漱石先生 松岡譲／著 岩波書店 1934.11 910.28/ﾅ

漱石追想 十川信介／編 岩波書店 2016.3 B910.268/ﾅﾂ
001

漱石と十弟子 津田青楓／著 芸艸堂 1974 910.2/ﾅ

漱石の思い出 夏目鏡子／述
松岡譲／筆録 岩波書店 1929 910.28/ﾅ

漱石の孫 夏目房之介／
著 実業之日本社 2003.4 910.268/ﾅﾂ

001

父・夏目漱石 夏目伸六／著 文芸春秋新社 1956 910.28/N58

夏目漱石　上・中 小宮豊隆／著 岩波書店 1986～
1987 B910.2/ﾅ

夏目漱石 夏目伸六／著 保育社 1986.5 B910.28/ﾅ

夏目漱石 森田草平／著 筑摩書房 1985.5 910.28/ﾅ

孫が読む漱石 夏目房之介／
著 実業之日本社 2006.2 910.268/ﾅﾂ

001

孫娘から見た漱石 松岡陽子マックレ
イン／著 新潮社 1995.2 910.268/ﾅ



4 ページ

3　漱石の素顔

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

英語教師夏目漱石 川島幸希／著 新潮社 2000.4 910.268/ﾅﾂ
001

岡山の夏目金之助（漱石） 横山俊之／著 日本文教出版 2012.10 B910.268/ﾅﾂ
001

姜尚中と読む夏目漱石 姜尚中／著 岩波書店 2016.1 児910/ﾅﾂ001

講座＊夏目漱石　第１巻　漱石の人と周辺 三好行雄／〔ほか〕
編 有斐閣 1981.7 910.28/ﾅ

心を癒す漱石からの手紙 矢島裕紀彦／
著 青春出版社 1999.12 910.268/ﾅﾂ

001

心が強くなる漱石の助言 長尾剛／著 朝日ソノラマ 1999.1 910.268/ﾅﾂ
001

作家以前の漱石 吉田六郎／著 勁草書房 1966 910.28/Y86

私伝夏目漱石 島為男／著 いずみ出版 1972 910.28/ﾅ

新聞記者夏目漱石 牧村健一郎／
著 平凡社 2005.6 910.268/ﾅﾂ

001

図説漱石大観 吉田精一／〔ほか〕
監修 角川書店 1981.5 D910.28/Z8

漱石　母に愛されなかった子 三浦雅士／著 岩波書店 2008.4 910.268/ﾅﾂ
001

漱石、ジャムを舐める 河内一郎／著 創元社 2006.7 910.268/ﾅﾂ
001

漱石先生お久しぶりです 半藤一利／著 平凡社 2003.2 910.268/ﾅﾂ
001

漱石先生ぞな、もし 半藤一利／著 文藝春秋 1992.9 910.268/ﾅ
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書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

漱石先生ぞな、もし 続 半藤一利／著 文藝春秋 1993.6 910.28/ﾅ

漱石先生の手紙 出久根達郎／
著

日本放送出版協
会 2001.4 910.268/ﾅﾂ

001

漱石と子規、漱石と修 中村文雄／著 和泉書院 2002.12 910.268/ﾅｶ
266

漱石とその時代　第１部～第５部 江藤淳／著 新潮社 1982～
1999

910.268/ﾅﾂ
001

漱石と多佳女 小林孚俊 小林孚俊 1986.4 910.28/Ko12

漱石と松山 中村英利子／編
著 アトラス出版 2001.7 910.268/ﾅﾂ

001

漱石の初恋 荻原雄一／著 未知谷 2014.12 910.268/ﾅﾂ
001

漱石の四年三ケ月
’９６くまもと漱石
博推進１００人
委員会／編集

’９６くまもと漱石
博推進１００人
委員会

1997.11 910.268/ﾅﾂ
001

漱石のレシピ 藤森清／編著 講談社 2003.2 910.268/ﾅﾂ
001

漱石俳句探偵帖 半藤一利／著 角川書店 1999.11 911.362/ﾅﾂ
001

伝記・人間にまなぼう　１０　『坊っちゃん』をか
いた人 岩崎書店 1992.4 児28/ﾅ

夏目漱石 三田村信行／
著 偕成社 1994.3 児28/ﾅ

夏目漱石　新潮日本文学アルバム ２ 新潮社 1983.11 910.26/ｼ

夏目漱石　漱石山房の日々
群馬県立土屋文
明記念文学館／
編

群馬県立土屋文
明記念文学館 2005.10 D910.268/ﾅﾂ

001

夏目漱石　人間は電車ぢやありませんから 佐々木英昭／
著 ミネルヴァ書房 2016.12 910.268/ﾅﾂ

001

夏目漱石と芥川龍之介　特別企画展 北海道立文学
館 1999.8 910.26/ﾅﾂ
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夏目漱石の手紙 中島国彦、長島
裕子／著 大修館書店 1994.4 910.268/ﾅ

夏目漱石の房総旅行 斎藤均／著 崙書房出版 1992.3 919.6/ｻ

夏目漱石博物館　その生涯と作品の舞台 石崎等／著 彰国社 1985.11 D910.28/ﾅ

人間夏目漱石 真下五一／著 日刊工業新聞社 1977.11 ﾏ

喪章を着けた千円札の漱石 原武哲／著 笠間書院 2003.10 910.268/ﾅﾂ
001

【雑誌】

宝島　別冊　2424（2016年2月16日）
「夏目漱石という生き方」 宝島社 2016.2 〔熊〕Ｚ

4　漱石と英国留学

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

自転車に乗る漱石 清水一嘉／著 朝日新聞社 2001.12 910.268/ﾅﾂ
001

漱石イギリスの恋人 佐藤高明／著 勉誠出版 1999.9 910.268/ﾅﾂ
001

漱石と異文化体験 藤田榮一／著 和泉書院 1999.3 910.268/ﾅﾂ
001

漱石と英国 塚本利明／著 彩流社 1999.3 910.268/ﾅﾂ
001

漱石と不愉快なロンドン 出口保夫／著 柏書房 2006.4 910.268/ﾅﾂ
001

漱石の巨きな旅 吉本隆明／著 日本放送出版
協会 2004.7 910.268/ﾅﾂ

001

漱石のロンドン風景 出口保夫、アンド
リュー・ワット／編著 中央公論社 1995.5 B910.28/ﾅ
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夏目金之助ロンドンに狂せり 末延芳晴／著 青土社 2004.4 910.268/ﾅﾂ
001

夏目漱石ロンドン紀行 稲垣瑞穂／著 清文堂出版 2004.10 910.268/ﾅﾂ
001

５　漱石の世界観

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

内と外からの夏目漱石 平川祐弘／著 河出書房新社 2012.7 910.268/ﾅﾂ
001

漱石先生と歩く 喜多迅鷹／著 日貿出版社 2000.2 910.268/ﾅﾂ
001

漱石という生き方 秋山豊／著 トランスビュー 2006.5 910.268/ﾅﾂ
001

漱石と寅彦 沢英彦／著 沖積舎 2005.10 910.268/ｿｳ

漱石と仏教 水川隆夫／著 平凡社 2002.9 910.268/ﾅﾂ
001

漱石と落語 水川隆夫／著 平凡社 2000.5 B910.268/ﾅﾂ
001

漱石の京都 水川隆夫／著 平凡社 2001.5 910.268/ﾅﾂ
001

漱石のデザイン論 川床優／著 六耀社 2012.12 910.268/ﾅﾂ
001

漱石の「不愉快」 小林章夫／著 ＰＨＰ研究所 1998.7 910.268/ﾅﾂ
001

漱石のユーモア 張建明／著 講談社 2001.2 910.268/ﾅﾂ
001

ソローと漱石の森 稲本正／著 日本放送出版協
会 1999.6 930.268/ｿﾛ

特講漱石の美術世界 古田亮／著 岩波書店 2014.6 910.268/ﾅﾂ
001
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【雑誌】

太陽　別冊　66201（09）（2015年8月
21日）　「夏目漱石の世界」 平凡社 2015.8 〔熊〕Ｚ

６　その他

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

漱石の夏やすみ　房総紀行「木屑録」 高島俊男／著 朔北社 2000.2 919.6/ﾀｶ034

夏目漱石と経済 鈴木英雄／著 近代文芸社 1996.6 910.268/ﾅﾂ
001

弘中又一　漱石「坊ちゃん」先生 松原伸夫／著 教育出版セン
ター 1996.3 ※〔熊〕S289/

ﾋ

■『坊っちゃん』の主人公のモデルといわれる弘中又一は熊谷中学校（現在の埼玉県立熊谷高等学校）に勤
務していました

埼玉県のマスコット さいたまっち
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