
「しまね文学散歩」テキストに使用された作品など
・閲覧希望の際は、島根県立図書館郷土資料室　電話0852-22-5742に、お問い合わせください。 島根県立図書館
・お問い合わせの際に、この一覧表を職員に示していただくとスムーズかと思います。
NO
.

講座
回数

書名　（テキスト） 著者 出版社
島根県立図書館
請求記号

貸出可○
館内△

国会デジタル
ネット○館内△

1 1～3 志賀直哉全集第3巻　　（赤西蠣太） 志賀直哉 岩波書店 918.6/ｼ/3 ○
2 4～6 翡翠記 井川恭／著　寺本喜徳／編 島根国語国文会 郷貸出/E/ｲ92 ○
3 4～6 翡翠記 井川恭／著　宍倉忠臣／編 山陰中央新報社 郷貸出/E/ｲ04 ○
4 7 芥川龍之介全集第23巻　（松江連句） 芥川龍之介、　井川恭 岩波書店 918.6/ｱ/23 ○
5 8～14 自選句集　花影　 原石鼎 改造社 貴099.1/1428 △ △
6 8～14 原石鼎篇　俳句文学全集 原石鼎 第一書房 所蔵なし × △
7 15～24 鷗外全集〈森林太郎著作集〉第2巻　　（萬年艸　「筆」） 森林太郎 鷗外全集刊行会 郷土人/081/ﾓ/2 △ △
8 15～24 うた日記　（扣鈕） 森鷗外 岩波書店 岩波文庫/4/6ｰ5 ○
9 15～24 鷗外全集第5巻　（ヰタ・セクスアリス） 森鷗外 岩波書店 918.6/136/5 ○
10 15～24 鷗外全集第4巻　（半日） 森鷗外 岩波書店 918.6/136/4 ○
11 15～24 明治文学全集82　（波瀾）　　　　　　　　　　 森しげ 筑摩書房 918.6/88/82 ○
12 15～24 雁 森鷗外 岩波書店 岩波文庫/F/ﾓ02 ○
13 15～24 木芙蓉 森於莵 時潮社 所蔵なし × △
14 15～24 新編解剖臺に凭りて 森於莵 森北書店 貴099/81 △ △
15 15～24 父親としての森鷗外　　　　　　　　 森於莵 筑摩書房 910.2/521 ○
16 15～24 父の帽子 森茉莉 筑摩書房 914.6/556 ○
17 15～24 記憶の繪 森茉莉 筑摩書房 914.6/887 ○
18 15～24 靴の音 森茉莉 筑摩書房 914.6/598 ○
19 15～24 回想 小堀杏奴 東峰書店 所蔵なし × △
20 15～24 晩年の父 小堀杏奴 岩波書店 岩波文庫/4/98-1 ○
21 15～24 不遇の人　鷗外 小堀杏奴 求龍堂 099/186 △ ×
22 15～24 橡の蔭 小堀杏奴 那珂書店 所蔵なし × ×
23 15～24 母への手紙 小堀杏奴 養徳社 所蔵なし × ×
24 15～24 鷗外の子供たち 森類 光文社 099/47 △ ×
25 15～24 森家の人びと 森類 三一書房 918.6/ﾓ98 ○
26 25 死の蔭に　（日本海づたひ） 徳富健次郎 大江書房 貴099.5/3 △ ○
27 26～27 紀行文集　檜木笠 久保天随　（得二） 博文館 所蔵なし × ○
28 27～28 明治文学全集41　（美文韻文花紅葉） 塩井雨江 筑摩書房 918.6/88/41 ○
29 28 明治文学全集41　（美文韻文暗香疎影〈抄〉） 塩井雨江 筑摩書房 918.6/88/41 ○
30 27～30 一簑一笠 大町桂月 博文館 貴099.5/4 △ ○
31 31～32 続三千里 河東碧梧桐 金尾文淵堂 貴099.5/9 △ △
32 33～35 文章世界　明治40年1月　 （落日の宍道湖） 田山花袋 博文館 所蔵なし × ×
33 33～35 曉聲 第12号　 （落日の宍道湖） 田山花袋 松江高等女學校学友 貴093.7/390/12 △ ×
34 33～35 底本花袋全集16巻　（山水小記） 田山花袋 臨川書店（復刻） 918.6/ﾀ/16 ○
35 36～37 現代日本文学全集　69　（紅玉） 木下利玄 筑摩書房 918.6/ｹﾞ/69 ○
36 36～37 現代日本文学全集　69　（一路） 木下利玄 筑摩書房 918.6/ｹﾞ/69 ○
37 38～39 山陰土産　藤村紀行文集　その他 島崎藤村 改造社 貴099.5/194 △ △
38 38～39 名家の旅　（山陰土産） 横山桐朗ほか　島崎藤村 朝日新聞社 貴099.5/163 △ ○
39 40～41 鉄幹晶子全集26　街頭に送る　（山陰遊記） 与謝野晶子 勉誠出版 911/ﾖ/26 ○
40 42～45 ふるさと文学館38　（手帳の記） 斎藤茂吉 ぎょうせい 郷貸出910.2/ﾌ93 ○
41 42～45 斎藤茂吉全集　第4巻　（歌集白桃） 斎藤茂吉 岩波書店 918.6/41/4 ○
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42 42～45 斎藤茂吉全集　第4巻　（歌集寒雲） 斎藤茂吉 岩波書店 918.6/41/4 ○
43 42～45 斎藤茂吉全集　第26巻　（鴨山考） 斎藤茂吉 岩波書店 918.6/41/26 ○
44 42～45 斎藤茂吉全集　第31巻　（鴨山後考） 斎藤茂吉 岩波書店 918.6/41/31 ○
45 46～47 鳥羽家の子ども 田畑修一郎 砂子屋書房 099.3/402 △ △
46 46～47 出雲・石見 田畑修一郎 小山書店 貴099.5/10 △ △
47 48 郷原宏詩集　（風の距離） 郷原宏 土曜美術社出版販売 911.5/ｺﾞ13 ○
48 49～51 イルティッシュ号の来た日 難波利三 文藝春秋 郷貸出Fﾅ/113 ○
49 49～51 天皇の座布団　車夫一代　　（車夫一代） 難波利三 実業之日本社 099.3/100 △ ×
50 52～53 前へ、進め 佐藤洋二郎 講談社 郷貸出F/ｻ93 ○
51 52～53 神名火 佐藤洋二郎 河出書房新社 郷貸出F/ｻ93 ○
52 54 人形の旅立ち 長谷川摂子 福音館書店 099.3/392 △ ×
53 55 美しい雲の国 松本侑子 小学館 郷貸出F/ﾏ93 ○
54 56 血族団欒 石田登 石田登 郷貸出F/ｲ94 ○
55 57 ふるさと文学館38　（津和野の鷺） 塩見佐恵子 ぎょうせい 郷貸出910.2/ﾌ93 ○
56 58 海賊　（鉛の華） 野津泱 米子今井書店 F/ﾉ01 ○
57 59 わが出雲・わが鎮魂 入沢康夫 思潮社 郷貸出911.5/ｲ04 ○
58 60～61 津和野物語 三浦浩 文藝春秋 郷貸出F/ﾐ87 ○
59 62～63 春の予感 津村節子 文藝春秋 郷貸出F/ﾂ83 ○
60 64～67 秋夜　（桐下駄の話） 水上勉 福武書店 Fﾐ/135 ○
61 64～67 才市 水上勉 講談社 郷貸出F/ﾐ89 ○
62 68 波の暦 水上勉 角川書店 郷貸出F/ﾐ85 ○
63 69～70 誰袖草・置き文　（置き文） 中里恒子 文藝春秋 Fﾅ/48 ○
64 71 隠岐 加藤楸邨 交蘭社 貴099.4/5 △ △
65 71 加藤楸邨前句集　　（句集雪後の天） 加藤楸邨 寒雷俳句会 911.3/ｶ10 ○
66 72～74 時代屋の女房怪談篇 村松友視 角川書店 郷貸出F/ﾑ86 ○
67 75～76 島　（狐の子） 駒田信二 筑摩書房 郷貸出913.6/3127 ○
68 77 開高健全集第6巻　　（新しい天体） 開高健 新潮社 918.6/ｶ/6 ○
69 78～79 京の小袖　（山陰の人） 芝木好子 講談社 郷貸出F/ｼ88 ○
70 80～82 八重山の雪 宇野千代 文藝春秋 Fｳ/3 ○
71 82～83 三十すぎのぼたん雪　（いま何時？） 田辺聖子 実業之日本社 Fﾀ/45 ○
72 84～86 虹の交響 高樹のぶ子 講談社 F/ﾀ88 ○
73 87～90 雲の国 阿部知二 （小説新潮） 099.3/130 △ ×
74 91～93 編年体大正文学全集第6巻　（或る年の初夏に） 里見弴 ゆまに書房 918.6/ﾍ/6 ○
75 94～95 今年竹　前編　後編 里見弴 岩波書店 岩波文庫XF/ｻ/　1、2 ○
76 96～97 俗つれづれ　　（雲石を語る） 釋瓢齋　（永井瓢齋） 人文書院 郷土人049/492 △ △
77 98 それからそれへ　（冬の山陰旅行） 釋瓢齋 人文書院 貴099.4/28 △ ○
78 99～100 自伝夢声漫筆明治篇 徳川夢聲 早川書房 郷土人914.6/1072 △ △
79 99～100 吾家の過去帖 徳川夢聲 万里閣 所蔵なし × △
80 101～102 水の聲　　（蛙石） 安部宙之介 木犀書房 郷土人/911.5/299/ △ ×
81 101～102 「文学無限」49.50号　（或る自伝） 安部宙之介 文学無限社 099/308/ △ ×
82 103～104 火の誓い　（町の景物） 河井寛次郎 講談社 郷貸出/704/ｶ96 ○
83 103～104 六十年前の今 　（町の皿山）他 河井寛次郎 日本民芸館 郷貸出/E/ｶ68/ ○
84 105 ほろにがき日々　（望郷の年） 芦田伸介 勁文社 914.6/1201/ ○
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85 105 あるいて走ってとまるとき 　（松江） 芦田伸介 勁文社 郷貸出/772.1/ｱ96/ ○
86 106～107 興味津々　（湖岸の残照）（灯を掬う） 高橋玄洋 創樹社 郷土人/E/ﾀ85/ △ ×
87 106～107 私の昭和出会った人々　（理想のひと） 高橋玄洋 ユー企画印刷 099.4/171/ △ ×
88 108～110 日本再発見-芸術風土記　（出雲） 岡本太郎 新潮社 704/52/ ○
89 108～110 岡本かの子全集第12巻　（思ひ出の町） 岡本かの子 ぎょうせい 郷貸出/ﾌ93 ○
90 111～112 ふるさと文学館第38巻　（出雲の漁村にて） 古谷綱武 ぎょうせい 郷貸出/ﾌ93 ○
91 113～114 内田百閒全集第7巻　（「第三阿房列車」　菅田庵の狐） 内田百閒 講談社 918.6/137/7 ○
92 115～116 五木寛之作品集22（「ゴキブリの歌」　津和野の町のミニ） 五木寛之 文芸春秋 918.6/143/22 ○
93 115～116 五木寛之作品集23（「地図のない旅」　松江の女） 五木寛之 文芸春秋 918.6/143/23 ○
94 117～118 迷惑旅行　（隠岐の島、西郷町中村湾） 山口瞳 新潮社 所蔵なし × ×
95 119～120 詩人の旅　（隠岐） 田村隆一 ＰＨＰ研究所 所蔵なし × ×
96 121～122 塚本邦雄全集第13巻　（八雲半島） 塚本邦雄 ゆまに書房 918.6/ﾂ13 ○
97 123～124 石川淳全集第13巻　（「諸国畸人伝」　小林如泥） 石川淳 筑摩書房 918.6/ｲ/13 ○
98 125～127 出雲の阿国 伊原青々園 同文館 099.2/9 △ ○
99 128～132 出雲の阿国　上中下巻 有吉佐和子 中央公論社 913.6/2782 ○
100 133～136 愛染灯籠 安西篤子 講談社 郷貸出/Ｆｱ/44 ○
101 137～138 最後の殉教者 遠藤周作 講談社 Ｆｴ/2 ○
102 139～142 女優X 夏樹静子 文芸春秋 郷貸出/Ｆﾅ93 ○
103 143 石鼎窟夜話　上下巻　（母のふところ）（寝ざめごと） 原石鼎 明治書院 郷貸出/E/ﾊ ○
104 144～145 鷗外近代小説集第１巻　（半日） 森鷗外 岩波書店 F/ﾓ/1 ○
105 146 森鷗外　（鷗外の母） 森於菟 養徳社 099/1 △ ×
106 146 森鷗外・母の日記 山崎國紀 三一書房 099/228 △ ×
107 147 森茉莉全集1（「靴の音」　凱旋-靴の音、半日、幼い日々） 森茉莉 筑摩書房 918.6/ﾓ/1 ○
108 148 父　　（鷗外の妻）（晩年の父） 森杏奴　　　　（小堀杏奴） 宝文館 910.2/134 ○
109 149 森家の人びと　（不肖の子）（父の笑顔）（父）（森家の兄弟） 森類 三一書房 郷貸出/918.6/ﾓ98 ○
110 150～154 雁 森鷗外 岩波書店 岩波文庫F/ﾓ02 ○
111 155 父親としての森鷗外　（鷗外の隠し妻） 森於菟 筑摩書房 910.2/521 ○
112 156 明治女流文學集　二　（波瀾） 森しげ 筑摩書房 918.6/88/82 ○
113 157～159 阿部一族　他二篇　　　　　　　　　　　 森鷗外 岩波書店 岩波文庫F/ﾓ07 ○
114 160～161 山椒大夫・高瀬舟他四篇　（最後の一句） 森鷗外 岩波書店 岩波文庫F/ﾓ02 ○
115 162 森鷗外【別冊太陽】　（遺言をめぐって）　　　　　　 山崎一穎 平凡社 郷貸出/910.2/ﾓ12 ○
116 162 森鷗外 高橋義孝 新潮社 099/267 △ ×
117 162 鷗外　戦う家長　　（石見人） 山崎正和 河出書房新社 郷貸出/910.2/ﾓ72 ○
118 162 両像・森鷗外　　　　　　　　　　　　　　　　 松本清張 文芸春秋 郷貸出/910.2/ﾓ94 ○
119 162 鷗外　森林太郎　（一匹の獅子） 山崎國紀 人文書院 郷貸出/910.2/ﾓ92 ○
120 163～164 異形の地図　（分水嶺） 阿刀田高 角川書店 Fｱ/55 ○
121 165 人びとの光景　（夜行列車） 内海隆一郎 新潮社 F/ｳ92 ○
122 166～167 鰻のたたき 内海隆一郎 光文社 郷貸出/F/ｳ93 ○
123 168～170 紫の山　（変身） 芝木好子 講談社 F/ｼ88 ○
124 171～173 少年の火 木辺弘児 編集工房ノア 郷貸出/F/ｷ91 ○
125 174～176 井上靖全集　１　　（通夜の客） 井上靖 新潮社 918.6/ｲ/1 ○
126 177～180 松本清張全集35　　（父系の指） 松本清張 文芸春秋 F/ﾏ/35 ○
127 181～183 ふるさと文学館第37巻　（一式飾り） 塩見佐恵子 ぎょうせい 918.6/ﾌ/37 ○
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128 184～189 絶唱 大江賢次 講談社 913.6/2531 ○
129 190～192 眼の気流　（暗線） 松本清張 新潮社 F/ﾏ63 ○
130 193～194 街道を行く　 （「長州路」　津和野から益田へ） 司馬遼太郎 朝日新聞社 郷貸出/915.6/177 ○
131 193～194 街道を行く　７　　（「砂鉄のみち」　森を慕う韓鍛冶） 司馬遼太郎 朝日新聞社 郷貸出/ｼ/7 ○
132 195～196 姫百合　　（親三瓶） 田宮虎彦 講談社 913.6/2090 ○
133 197～198 坊主雨　　（力婦伝） 池波正太郎 立風書房 F/ｲ92 ○
134 199～20１ 石見小説集　　（夏の谺） 難波利三 山陰中央新報社 郷貸出F/ﾅ10 ○
135 202 朽葉色のシュール　（父のふるさと） 小堀杏奴 春秋社 所蔵なし × ×
136 203 萩へ津和野へ　立原正秋随筆集　（津和野） 立原正秋 メディア総合研究所 郷貸出E/ﾀ98 ○
137 204～205 中野重治全集第3巻　（角力取ろうの国） 中野重治 筑摩書房 918.6/ﾅ/3 ○
138 206～208 浜田騒動 村上元三 光文社 099.3/157 △ ×
139 209～213 終焉 杉本苑子 毎日新聞社 郷貸出Fｽ/7 ○
140 214～217 出雲・石見 田畑修一郎 ハーベスト出版 郷貸出915.6/ﾀ04 ○
141 218 同人誌「街」創刊号　（林檎樹と猫）「鳥羽家の子供」第一稿 田畑修一郎 所蔵なし × ×
142 219～220 田畑修一郎全集第1巻　（続狐の子） 田畑修一郎 冬夏書房 郷貸出918.6/ﾀ/1 ○
143 221～222 一簑一笠　（断魚渓） 大町桂月 博文館 貴099.5/4 △ ○
144 223～224 明治文学全集41　美文韻文暗香疎影抄　（帰京の記） 塩井雨江 筑摩書房 918.6/88/41 ○
145 225 ふるさと文学館第38巻　（河井寛次郎のこと） 井上靖 ぎょうせい 郷貸出910.2/ﾌ93 ○
146 226 火の誓い　　自解　（この世このまま大調和） 河井寛次郎 講談社 郷貸出704/ｶ96 ○
147 226 不忘の記 河井須也子 青幻舎 郷貸出751.1/ｶ09 ○
148 226 火の誓い　（河井寛次郎素描） 寿岳文章 講談社 郷貸出704/ｶ96 ○
149 227 自選句集　花影　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原石鼎 改造社 貴099.1/1428 △ △
150 228～231 サイタサイタサクラガサイタ　　【井上赳】　　 藤富康子 朝文社 郷貸出375/ﾌ90 ○
151 232～235 我が愛する詩人の伝記　　【千家元麿】 室生犀星 中央公論社 911.5/ﾑ58 ○
152 232～235 千家元麿全集下巻　（長編叙事詩昔の家） 千家元麿 弥生書房 郷土人911.5/144/2 △ △
153 232～235 千家元麿全集下巻　（晩年） 千家潔 弥生書房 郷土人911.5/144/2 △ △
154 236～240 小島政二郎全集第3巻　（森鴎外） 小島政二郎 鶴書房 所蔵なし × ×
155 236～240 鴎外闘う家長 山崎正和 河出書房新社 郷貸出910.2/ﾓ72 ○
156 236～240 両像・森鴎外 松本清張 文藝春秋 郷貸出910.2/ﾓ94 ○
157 241～250 芥川龍之介　 関口安義 岩波書店 910.2/ｱ95 ○
158 241～250 恒藤恭とその時代 関口安義 日本エディタースクール 郷貸出289.1/ﾂ02 ○
159 241～250 芥川龍之介とその時代 関口安義 筑摩書房 所蔵なし × ×
160 241～250 芥川龍之介全集　第17巻　書簡Ⅰ 芥川龍之介 岩波書店 918.6/ｱ/17 ○
161 241～250 翡翠記 井川恭／著　寺本喜徳／編 島根国語国文会 郷貸出/E/ｲ92 ○
162 241～250 芥川龍之介全集　第1巻　（松江印象記） 芥川龍之介 岩波書店 918.6/ｱ/1 ○
163 241～250 芥川龍之介全集第23巻　（松江連句） 芥川龍之介、　井川恭 岩波書店 918.6/ｱ/23 ○
164 241～250 翡翠記　（松江美論） 井川恭／著、宍倉忠臣／編 山陰中央新報社 郷貸出/E/ｲ04 ○
165 251～254 底本石橋秀野句文集 石橋秀野 富士見書房 所蔵なし × ×
166 251～254 石橋秀野の世界 西田もとつぐ 和泉書院 911.3/ﾆ02 ○
167 251～254 石橋秀野の一〇〇句を読む 山本安見子 飯塚書店 911.3/ﾔ10 ○
168 251～254 雑誌太陽1969年11月号　（旅情出雲） 山本健吉 平凡社 雑誌 ○
169 251～254 純文藝雑誌「雲」　創刊号　第1巻２号 松陽書房（2号） 099/490　（2号） △ ×
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