
1ページ 

 

 

 

 

 
 

      
 
期間：平成２９年１１月９日（木）～１２月１0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 2017/11～12   

 

夏目漱石の世界 
～「坊ちゃん」から「明暗まで」～ 
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今年生誕 150年を迎えた明治の文豪、夏目漱石。 
わずか 10 年間。作家としては短い期間に書かれた作品は、いずれも現在まで読み

継がれ、多くの人に影響を与えています。3 月に当館で開催した展示「漱石ってどんな
人？」も大変好評で、漱石への関心の高さを改めて実感しました。 
今回の展示は、文化講座「夏目漱石の生涯と作品」で取り扱う小説を中心に、作

品論や背景が書かれた資料、正岡子規との交流が分かる資料を集めました。 
文学論、作品論は難解な印象もありますが、少し異なる角度から眺めてみると、小

説を読むのとはまた違った発見があるかもしれません。このたびは書庫に入っている「漱石
全集」の旧版から、現在刊行中の「定本」まで全巻を展示しています。あわせてぜひご
覧ください。 
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１夏目漱石全集･著作品

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

漱石全集　第1巻　我輩は猫である 夏目漱石／著 岩波書店 1965 918.6/ｿ

漱石全集　第2巻　短編小説集 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第3巻　虞美人草．坑夫 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第4巻　三四郎．それから．門 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第5巻　彼岸過迄 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第6巻　心 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第7巻　明暗 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第8巻　小品集 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第9巻　文学論 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第10巻　文学評論 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第11巻　評論・雑篇 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第12巻　初期の文章及詩歌俳句 夏目漱石／著 岩波書店 1967 918.6/ｿ

　■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

漱石全集　第13巻　日記及断片 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第14巻　書簡集 夏目漱石／著 岩波書店 1966 918.6/ｿ

漱石全集　第15巻　続書簡集 夏目漱石／著 岩波書店 1967 918.6/ｿ

漱石全集　第16巻　別冊 夏目漱石／著 岩波書店 1967 918.6/ｿ

定本漱石全集　第１巻～第9巻、第11巻 夏目金之助／著 岩波書店 2016 918.68/ﾅﾂ
001

漱石文学全集　1我輩は猫である 夏目漱石／著 集英社 1978 918.6/ｿ

※新選名著複刻全集近代文学館
吾輩ハ猫デアル　上・中・下

新選名著複刻全
集近代文学館編
集委員会／編

日本近代文学館 1970 918.6/ｼ

※それから　名著複刻漱石文学館
新選名著複刻全
集近代文学館編
集委員会／編

日本近代文学館 1982 918.6/ﾒ

※明暗　名著複刻漱石文学館
新選名著複刻全
集近代文学館編
集委員会／編

日本近代文学館 1982 918.6/ﾒ

※英文学形式論　名著複刻漱石文学館
新選名著複刻全
集近代文学館編
集委員会／編

日本近代文学館 1982 918.6/ﾒ

※漱石俳句集　名著複刻漱石文学館
新選名著複刻全
集近代文学館編
集委員会／編

日本近代文学館 1982 918.6/ﾒ

※漱石詩集　名著複刻漱石文学館
新選名著複刻全
集近代文学館編
集委員会／編

日本近代文学館 1982 918.6/ﾒ

※名著複刻漱石文学館解説
新選名著複刻全
集近代文学館編
集委員会／編

日本近代文学館 1975 918.6/ﾒ

明治の古典　カラーグラフィック　９　吾輩は猫
である 学習研究社 1981 D910.26/ﾒ

吾輩は猫である 夏目漱石／著 角川書店 1984 B/ﾅ

倫敦塔・薤露行 夏目漱石／著 講談社 1977 B/ﾅ

坊ちゃん・草枕 夏目漱石／著 旺文社 1968 B/ﾅ
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草枕・二百十日 夏目漱石／著 角川書店 1972 B/ﾅ

それから 夏目漱石／著 岩波書店 1989 B/ﾅ

明暗（上） 夏目漱石／著 岩波書店 1978 B/ﾅ

明暗（下） 夏目漱石／著 岩波書店 1978 B/ﾅ

２　漱石文学の作品論/文学論/派生作品

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

「夏目漱石」入門 荒正人／著 講談社 1967 910.28/ﾅﾂ

漱石から漱石へ 玉井敬之／著 翰林書房 2000 910.268/ﾅﾂ
001

漱石作品論集成　第１巻      吾輩は猫であ
る 桜楓社 1991 910.28/ﾅ

漱石作品論集成　第２巻      坊ちゃん 桜楓社 1990 910.28/ﾅ

漱石作品論集成　  第６巻    それから 桜楓社 1991 910.28/ﾅ

漱石作品論集成　第１２巻      明暗 桜楓社 1991 910.28/ﾅ

新聞集成夏目漱石像 １
明治２９年～明治４３年 平野清介／編著 明治大正昭和新

聞研究会 1979 910.28/ﾅ

漱石文学論究 秋山公男／著 おうふう 1997 910.268/ﾅﾂ
001

人類史から読む夏目漱石 展開１
　『吾輩は猫である』を読む 岡三郎／著 国文社 2015 910.268/ﾅﾂ

001

男漱石を女が読む 渡邊澄子／著 世界思想社 2013 910.268/ﾅﾂ
001

漱石文学が物語るもの 高橋正雄／著 みすず書房 2009 910.268/ﾅﾂ
001
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漱石世界と草枕絵 川口久雄／著 岩波書店 1987 721.9/ｶ

「吾輩は猫である」の謎 長山靖生／著 文藝春秋 1998 913.6/ﾅｶ133

『吾輩は猫である』論 吉田六郎／著 勁草書房 1968 913.6/Y86

漱石文学のモデルたち 秦郁彦／著 講談社 2004 910.268/ﾅﾂ
001

漱石のたくらみ 熊倉千之／著 筑摩書房 2006 913.6/ｸﾏ017

『坊っちやん』と『明暗』 川野純江／著 鶴書院 2005 913.6/ｶﾜ107

「草枕」変奏曲 横田庄一郎／著 朔北社 1998 762.51/ｸｻ

漱石の東京 武田勝彦／著 早稲田大学出版部 1997 910.268/ﾅﾂ
001

漱石の東京2 武田勝彦／著 早稲田大学出版部 2000 910.268/ﾅﾂ
001

グレン・グールドを聴く夏目漱石 樋口覚／著 五柳書院 2001 910.268/ﾅﾂ
001

『明暗』論集清子のいる風景 近代部会／編 和泉書院 2007 913.6/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 910.268/ﾅﾂ
001

漱石先生と歩く 喜多迅鷹／著 日貿出版社 2000 910.268/ﾅﾂ001

夏目漱石博物館 石崎等／著 彰国社 1985 D910.28/ﾅ

漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山慶太／著 岩波書店 2017 　〔熊〕K/ｿｳ

漱石まちをゆく 若山滋／著 彰国社 2002 910.268/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 910.28/ﾅ
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漱石の精神界 松本健次郎／著 金剛出版 1981 910.2/ﾅ

漱石の精神界　続 松本健次郎／著 近代出版社 1991 910.２/ﾅ

夏目漱石から読み解く「家族心理学」読論 亀口憲治／著 福村出版 2011 〔熊〕367.3/ﾅﾂ

夏目漱石を読む 吉本隆明／著 筑摩書房 2002 910.268/ﾅﾂ
001

もう一度読む夏目漱石 長尾剛／著 双葉社 1997 910.268/ﾅﾂ
001

日本文学の歴史　11巻　人間賛歌 ドナルド・キーン／著 中央公論社 1996 910.2/ﾆ

漱石のレシピ 藤森清／編著 講談社 2003 910.268/ﾅﾂ
001

「漱石山房」の復元に関する基礎調査報告書
新宿区地域文化
部文化観光国際
課／調査・編集

新宿区 2012 D910.268/ﾅﾂ
001

漱石山房回顧・その他 林原耕三／著 桜楓社 1974 910.2/ﾅ/

図説漱石大観 吉田精一／監修 角川書店 1981 D910.28/Z8

夏目漱石読本 内田百間／編著 三笠書房 1936 910.268/ﾅﾂ
001

漱石と倫敦ミイラ殺人事件 島田荘司／著 集英社 1987 B913.6/ｼﾏ

贋作『坊っちゃん』殺人事件 柳広司／著 朝日新聞社 2001 913.6/ﾔﾅ018

我輩は猫である殺人事件 奥泉　光／著 新潮社 1996 〔熊〕BM913/ｵ
ｸ

坊ちゃん忍者幕末見聞録 奥泉　光／著 中央公論新社 2001 〔熊〕BM913/ｵ

3　漱石の人物象

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

新聞記者夏目漱石 牧村健一郎／著 平凡社 2005 910.268/ﾅ
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夏目漱石　『明暗』まで 内田道雄／著 おうふう 1998 910.268/ﾅﾂ
001

拝啓漱石先生 大岡信／著 世界文化社 1999 910.268/ﾅﾂ
001

漱石先生 松岡譲／著 岩波書店 1934 910.28/ﾅ

心が強くなる漱石の助言 長尾剛／著 朝日ソノラマ 1999 910.268/ﾅﾂ
001

「漱石」がわかる。 朝日新聞社 1998 910.268/ﾅﾂ001

漱石　生誕百五十年を記念して 天理大学附属
天理図書館／編 天理ギャラリー 2017 910.268/ﾅﾂ001

漱石先生と歩く 喜多迅鷹／著 日貿出版社 2000 910.268/ﾅﾂ001

夏目漱石
群馬県立
土屋文明記念文学
館／編

群馬県立土屋文明記2005 D910.268/ﾅﾂ001

漱石とその時代の作家 天理大学附属
天理図書館／編 天理ギャラリー 1998 910.268/ﾅﾂ001

※猫の墓 夏目伸六／著 文藝春秋 1960 〔熊〕BM914/ﾅ

4　漱石とイギリス

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

スコットランドの漱石 多胡吉郎／著 文藝春秋 2004 910.268/ﾅﾂ
001

夏目漱石と倫敦留学 稲垣瑞穂／著 吾妻書房 1990 910.28/ﾅ

漱石とイギリスの旅 稲垣瑞穂／著 吾妻書房 1987 910.28/ﾅ

漱石と英語 大村喜吉／著 本の友社 2000 910.268/ﾅﾂ
001

ジョン・レノンが愛した森夏目漱石が癒された森 上原巌／著 全国林業改良普
及協会 2010 492.5/ｼﾖ

漱石のシェイクスピア 野谷士／著 朝日新聞社 1974 910.28/ﾅ
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5　漱石と正岡子規/俳句/詩

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

漱石・子規往復書簡集 夏目漱石／著 岩波書店 2002 B915.6/ｿｳ

正岡子規 坪内稔典／著 岩波書店 2010 910.28/ﾏ

子規と近代の俳人たち 稲垣麦男／著 角川書店 1996 911.36/ｲﾅ

漱石俳句評釈 小室善弘／著 明治書院 1983 911.36/ｿ

回想子規・漱石 高浜虚子／著 岩波書店 2002 B910.268/ｶｲ

漱石と松山 中村英利子／編著 アトラス出版 2001 910.268/ﾅﾂ
001

漱石と子規
新宿未来創造財団
新宿区立新宿歴史
博物館／編

新宿未来創造財団
新宿区立新宿歴史
博物館

2017 910.268/ﾅﾂ
001

正岡子規、従軍す 末延芳晴／著 平凡社 2011 910.268/ﾏｻ
001

漱石と十弟子 津田青楓／著 芸艸堂 1974 910.2/ﾅ

漱石の詩と俳句 和田利男／著 めるくまーる 1974 910.2/ﾅ

子規・漱石・虚子 柴田奈美／著 本阿弥書店 1995 911.36/ｼ
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