
内海　隆一郎
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

海向こうの故郷 内海 隆一郎∥著 文芸春秋 1992.5 913.6/ｳ36/12 ○

蟹の町 内海 隆一郎∥著 メディアパル 1990.10 913.6/ｳ36/7 ○

北の駅 内海 隆一郎∥著 徳間書店 2000.4 K/913.6/ｳﾂ ○

北の文学　第17号 岩手日報社 1988.11 KS90/ｷ1 ○

国文学 解釈と教材の研究
第52巻 13号

學燈社 2007.10 S907/ｺ1

金色の棺 内海 隆一郎∥著 筑摩書房 1985.6 K993/ｳ2/1 ○

３０％の幸せ 内海 隆一郎∥著 メディアパル 2008.2 K/913.6/ｳﾂ ○

十人の作家ふるさとを語る 文学の蔵∥編 一関 1991.8 K/914/ﾌﾞ1 ○

千二百五十日の逃亡 内海 隆一郎∥著 筑摩書房 1987.3 K/995/ｳ1/1 ○

その夏ぼくらがしたこと 内海 隆一郎∥作 ＰＨＰ研究所 2002.5 K/909.3/ｳﾂ ○

大樹の下に 内海 隆一郎∥著 徳間書店 1998.10 K/913.6/ｳﾂ ○

地の蛍 内海 隆一郎∥著 徳間書店 2007.12 K/913.6/ｳﾂ ○

中尊寺と藤原四代 朝日新聞社∥編 朝日新聞社 1950.8 K/241.31/ｱ1/2

図書　第608号 岩波書店 1999.12 S020/ﾄ4 ○

文学界　第23巻 第6号 文芸春秋 1969.6 S905/ﾌﾞ6

文学界　第23巻 第12号 文芸春秋 1969.12 S905/ﾌﾞ6 

みどりいろの風 内海 隆一郎∥作 ＰＨＰ研究所 2000.12 K/909.3/ｳﾂ ○

みんなの木かげ 内海 隆一郎∥作 ＰＨＰ研究所 1995.9 K/913.6/ｳﾂ ○

山からの手紙 内海 隆一郎∥著 河出書房新社 1997.7 K/909.3/ｳﾂ ○

忘れられた日本人 宮本 常一∥著 未来社 1960 281/ﾐ1/1 ○

1 居酒屋志願 内海 隆一郎∥著 小学館 1996.9 K/913.6/ｳﾂ ○

2 一杯の歌 内海 隆一郎∥著 文芸春秋 1992.8 913.6/ｳ36/5 ○

3 魚の声 内海 隆一郎∥著 集英社 2001.11 K/913.6/ｳﾂ ○

4 遅咲きの梅 内海 隆一郎∥著 筑摩書房 1998.12 K/913.6/ｳﾂ ○

5 風のかたみ 内海 隆一郎∥著 光文社 2000.10 K/913.6/ｳﾂ ○

6 家族の肖像 内海 隆一郎∥著 新潮社 1990.8 K/913.6/ｳﾂ ○

7 北のジム 内海 隆一郎∥著 集英社 1996.3 K/913.6/ｳﾂ ○

8 狐の嫁入り 内海 隆一郎∥著 ＰＨＰ研究所 2002.1 K/913.6/ｳﾂ ○

9 郷愁　サウダーデ 内海 隆一郎∥著 光文社 2007.2 K/913.6/ｳﾂ ○

10 欅通りの人びと 内海 隆一郎∥著 講談社 1991.4 913.6/ｳ36/11 ○

11 湖畔亭 内海 隆一郎∥著 集英社 1993.2 913.6/ｳ36/13 ○

12 早春の故郷を離れて 内海 隆一郎∥著 毎日新聞社 1998.9 K/914.6/ｳﾂ ○

13 だれもが子供だったころ 内海 隆一郎∥著 河出書房新社 1997.10 K/913.6/ｳﾂ ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

14 父から娘に贈る「幸福論」 内海 隆一郎∥著 主婦と生活社 1991.12 914.6/ｳ18/2 ○

15 懐かしい人びと 内海 隆一郎∥著 ＰＨＰ研究所 2003.8 K/913.6/ｳﾂ ○

16 波多町 内海 隆一郎∥著 集英社 1992.4 913.6/ｳ36/9 ○

17 丹塗りのぽっくり 内海 隆一郎∥著 筑摩書房 1997.7 K/913.6/ｳﾂ ○

18 人びとの光景 内海 隆一郎∥著 新潮社 1992.3 913.6/ｳ36/10 ○

19 人びとの情景 内海 隆一郎∥著 ＰＨＰ研究所 1992.3 913.6/ｳ36/4 ○

20 人びとの街角 内海 隆一郎∥著 ＰＨＰ研究所 1993.3 913.6/ｳ36/14 ○

21
人びとの岸辺　上
大活字本シリーズ

内海 隆一郎∥著 埼玉福祉会 1998.4 K/913.6/ｳﾂ ○

22
人びとの岸辺　下
大活字本シリーズ

内海 隆一郎∥著 埼玉福祉会 1998.4 K/913.6/ｳﾂ ○

23 人びとの季節 内海 隆一郎∥著 ＰＨＰ研究所 1990.11 K/913.6/ｳﾂ ○

24 人びとの坂道 内海 隆一郎∥著 弥生書房 1995.11 K/913.6/ｳﾂ ○

25 人びとの旅路 内海 隆一郎∥著 新潮社 1988.7 K/913.6/ｳﾂ ○

26 人びとの忘れもの 内海 隆一郎∥著 筑摩書房 1985.9 K/914.6/ｳﾂ ○

27 窓からの街 内海 隆一郎∥著 蝸牛社 1993.11 913.6/ｳ36/16 ○
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江間　章子
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

アルハンブラ物語
Ｗ アービング∥著
江間 章子∥訳

講談社 1980.10 K090/ｴ1/5

江間章子の詩による歌曲集 江間 章子∥著 音楽之友社 1988.6 K/760/ｴ1/2

乙女のあこがれ 江間 章子∥著 日本学芸社 1949.3 K/913/ｴ1/3

乙女の嘆き 江間 章子∥著 西川書店 1949.3 K/909.3/ｴ1/4

乙女の涙かわかじ 江間 章子∥著 若葉書房 1952.6 K/913/ｴ1/4

乙女の願い 江間 章子∥著 まひる書房 1949.12 K/909.3/ｴ1/3

乙女の湖 江間 章子∥著 まひる書房 1949.11 K/909.3/ｴ1/5

乙女の夢 江間 章子∥著 銀星社 1949.3 K/913/ｴ1/2

暮しの中の手紙
江間 章子∥共著
鷹見 芝香∥共著

文陽社 1961.8 K/090/ｴ1/2

迎春花ひらく頃 江間 章子∥著 妙義出版社 1949.12 K/909.3/ｴ1/1

現代詩手帖　第51巻 第9号 思潮社 2008.9 S911/ｹﾞ3

現代詩のフロンティア
モダニズムの系譜展

日本現代詩歌文学館∥編 日本現代詩歌文学館 1994.7 K/906/ﾆ2/2

ささやきの小径 江間 章子∥著 新浪漫社浅田書店 1949.10 K/909.3/ｴ1/2

詩へのいざない 江間 章子∥著 柴田書店 1957.9 K/090/ｴ1/1 ○

詩学　第48巻 第6号 通巻515号 詩学社 1993.6 S905/ｼ4

詩学　第62巻 第2号 通巻673号 詩学社 2007.3 S905/ｼ4

詩学　第62巻 第5号 通巻676号 詩学社 2007.6 S905/ｼ4

週刊  花の百名山　No.２０ 朝日新聞社 2004.8 K/291.093/ｼｭ/20 ○

人生の詩集 江間 章子∥編著 二見書房 1968.11 K/911.5/ｴ1/1

苑　第１冊 椎の木社 1934.1 910.5/ｿ1/1

苑　第２冊 椎の木社 1934.4 910.5/ｿ1/2

日本現代詩歌研究　第8号 日本現代詩歌文学館 2008.3 KS90/ﾆ2

日本の旅名詩集　1 三笠書房 1967.7 K/911.5/ﾆ1/1

春への招待 江間 章子∥著 東京ＶＯＵクラブ出版 1937.3 K/911.5/ｴ1/4

婦人公論　第84巻 第23号
通巻1048号

中央公論新社 1999.11 S051/ﾌ5

雪の女王
ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ∥〔原作〕
江間 章子∥文

大日本雄弁会講談社 1954.11 K/909.3/ｴ1/7

1 愛のしらべ　シューマン 江間 章子∥文 音楽之友社 1981.6 J/762/ﾁｭｳ1/7 ○

2 アンリ・デュナン 江間 章子∥著 童話屋 2004.11 J/289/ﾃﾞｭ ○

3 イラク紀行 江間 章子∥著 沖積舎 1983.9 K/911.5/ｴ1/5 ○

4 埋もれ詩の焔ら 江間 章子∥著 講談社 1985.10 K/911/ｴ1/1 ○

5 絵のような村で
江間 章子∥著
土橋 佐喜子∥画

大日本図書 1991.3 K/911.5/ｴ1/7 ○

6
現代詩鑑賞講座
モダニズムの旗手たち

角川書店 1969 911.5/ｹﾞ4/9 ○

7 詩の宴わが人生 江間 章子∥著 影書房 1995.4 K/914.6/ｴﾏ ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

8 人生はこんなにたのしいのに 江間 章子∥著 二見書房 1967.10 K/917/ｴ1/1 ○

9 てんぐのたいこ 江間 章子∥著 さ．え．ら書房 1968.12 K/388/ｴ1/1 ○

10 〈夏の思い出〉その想いのゆくえ 江間 章子∥著 宝文館出版 1987.6 K/911.5/ｴ1/6 ○

11 花の四季詩画集
江間 章子∥詩
藤島 淳三∥絵

東京新聞出版局 1979.11 K/911.5/ｴ1/2 ○

12 水と風 江間 章子∥詩 教育出版センター 1980.10 K/911.5/ｴ1/3 ○

13 モダニズム詩集　1 西脇 順三郎∥〔ほか〕著 思潮社 2003.5 911.568/ﾓﾀﾞ/1 ○

14 幼年世界伝記全集　4 講談社 1965.1 J/280/ﾁｭｳ7/4 ○
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三浦　哲郎
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

岩手のいで湯ガイド 佐藤 彰∥著
河北印刷（株）出
版プロジェクト

1984.3 K/453.9/ｻ1/1 ○

いわての温泉パーフェクトガイド 岩手日報社 2006.11 K/291.22/ｲﾜ ○

奥州のザシキワラシの話 佐々木 喜善∥著 玄文社 1920 388/ﾉﾑ3/3

国文学 解釈と鑑賞　第27巻 第14号
（三浦哲郎「私と私小説」収録）

至文堂 1962.12 S910/ｺ4

ザシキワラシ
遠野市立博物館第５５回特別展

遠野市立博物館 2007.8 K/388.122/ｻﾞｼ ○

自作への旅 三浦 哲郎∥著 デーリー東北新聞社 1991 910.28/ﾐ11/2 ○

忍ぶ川 三浦 哲郎∥著 新潮社 1970 K/913.6/ﾐｳ ○

忍ぶ川 三浦 哲郎∥著 新潮社 1961 K/913.6/ﾐｳ

「忍ぶ川」文学碑除幕
「忍ぶ川」文学碑
建設委員会∥編

「忍ぶ川」文学碑
建設委員会

1978.11 K/900/ｼ2/1

ちくま　通巻308号
（「対談　全貌を現す井伏文学」収録）

筑摩書房 1996.11 S020/ﾁ1

遠野のザシキワラシとオシラサマ 佐々木 喜善∥著 中央公論新社 2007.7 K/388.122/ｻｻ ○

二戸の地学 二戸科学教育研究会∥編 二戸科学教育研究会 1978.6 K/455/ﾆ1/1

富士大学紀要　第24巻第2号
（豊嶋昌志「三浦哲郎文学の特徴」収録）

富士大学学術研究会 1992.3 K/377.05/ｵ1/1-41

文学界　第47巻第9号
（対談「先生の遺訓」収録）

文芸春秋 1993.9 S905/ﾌﾞ6

文集母 三浦 哲郎∥著 世界文化社 1994.6 914.6/ﾐ19/7 ○

三浦哲郎芥川賞受賞40年記念展 青森県近代文学館∥編集 青森県近代文学館 2000.9 910.268/ﾐｳ ○

ユタとふしぎな仲間たち 三浦 哲郎∥著 毎日新聞社 1981.8 K/913.6/ﾐｳ ○

ユタとふしぎな仲間たち 三浦 哲郎∥〔著〕 新潮社 1971 JK/913/1ﾐｳ ○

旅雁の道草 三浦 哲郎∥著 講談社 1984.4 914.6/ﾐ19/4 ○

座敷わらしを見た人びと 高橋 貞子∥著 岩田書院 2003.6 K/388.122/ﾀｶ ○

1 一尾の鮎 三浦 哲郎∥著 講談社 1990.11 914.6/ﾐ19/6 ○

2 いとしきものたち 三浦 哲郎∥著 世界文化社 2002.10 914.6/ﾐｳ ○

3 宇曾利湖心中 三浦 哲郎∥〔著〕 文化出版局 1974 913.6/ﾐ15/13 ○

4 海の道 三浦 哲郎∥著 文芸春秋 1970 913.6/ﾐ15/5 ○

5 踊子ノラ 三浦 哲郎∥〔著〕 講談社 1974 913.6/ﾐ15/15 ○

6 おふくろの妙薬 三浦 哲郎∥著 三月書房 1980 914.6/ﾐ19/3 ○

7 おらんだ帽子 三浦 哲郎∥著 新潮社 1977 913.6/ﾐ15/19 ○

8 おろおろ草紙 三浦 哲郎∥著 講談社 1982.6 K/993/ﾐ1/1 ○

9 回想のある風景 三浦 哲郎∥著 鎌倉書房 1980.12 914.6/ﾐｳ ○

10 蟹屋の土産 三浦 哲郎∥著 福武書店 1983.8 913.6/ﾐ15/29 ○

11 狐のあしあと 三浦 哲郎∥著 講談社 1999.1 914.6/ﾐｳ ○

12 下駄の音 三浦 哲郎∥著 講談社 1987.5 914.6/ﾐ19/5 ○

13 結婚 三浦 哲郎∥著 文芸春秋 1969 913.6/ﾐ15/4 ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

14 拳銃と十五の短篇 三浦 哲郎∥〔著〕 講談社 1976 913.6/ﾐ15/17 ○

15 曠野の妻 三浦 哲郎∥著 講談社 1992.11 913.6/ﾐ15/35 ○

16 笹舟日記 三浦 哲郎∥〔著〕 毎日新聞社 1973 914.6/ﾐ19/1 ○

17 愁月記 三浦 哲郎∥著 新潮社 1989.12 913.6/ﾐ15/33 ○

18 少年讃歌 三浦 哲郎∥著 文芸春秋 1982.11 913.6/ﾐ15/27 ○

19 青春相談室 三浦 哲郎∥著 秋元書房 1971 159/ﾐ7/1 ○

20 せんべの耳 三浦 哲郎∥〔著〕 講談社 1975 914.6/ﾐ19/2 ○

21 ちぎれ雲 三浦 哲郎∥〔著〕 文芸春秋 1976 913.6/ﾐｳ ○

22 妻の橋 三浦 哲郎∥著 新潮社 1972 913.6/ﾐ15/11 ○

23 野 三浦 哲郎∥著 文芸春秋 1974 913.6/ﾐ15/16 ○

24 野の祭 三浦 哲郎∥著 毎日新聞社 1979.10 913.6/ﾐ15/25 ○

25 剥製 三浦 哲郎∥著 河出書房新社 1970 913.6/ﾐ15/6 ○

26 母の肖像 三浦 哲郎∥著 構想社 1983.9 918.6/ﾐ8/1 ○

27 白夜を旅する人々 三浦 哲郎∥著 新潮社 1984.10 913.6/ﾐ15/30 ○

28
ふなうた
短篇集モザイク　2

三浦 哲郎∥著 新潮社 1994.12 913.6/ﾐ15/36 ○

29 冬の雁 三浦 哲郎∥著 文芸春秋 1980.11 913.6/ﾐ15/26 ○

30 ふるさと紀行 三浦 哲郎∥〔著〕 毎日新聞社 1976 915.6/ﾐ3/1 ○

31 繭子ひとり　上 三浦 哲郎∥〔著〕 新潮社 1972 913.6/ﾐ15/9-1 ○

32 繭子ひとり　下 三浦 哲郎∥〔著〕 新潮社 1972 913.6/ﾐ15/9-2 ○

33 真夜中のサーカス 三浦 哲郎∥〔著〕 新潮社 1978 913.6/ﾐｳ ○

34 三浦哲郎自選短編集 三浦 哲郎∥著 読売新聞社 1980 913.6/ﾐｳ ○

35 三浦哲郎短篇小説全集　第1巻 三浦 哲郎∥〔著〕 講談社 1977 913.6/ﾐ15/18-1 ○

36 三浦哲郎短篇小説全集　第2巻 三浦 哲郎∥〔著〕 講談社 1977 913.6/ﾐ15/18-2 ○

37 三浦哲郎短篇小説全集　第3巻 三浦 哲郎∥〔著〕 講談社 1977 913.6/ﾐ15/18-3 ○

38
みちづれ
短篇集モザイク　1

三浦 哲郎∥著 新潮社 1991.2 913.6/ﾐ15/32 ○

39 モーツァルト荘 三浦 哲郎∥著 新潮社 1987.7 913.6/ﾐ15/31 ○

40 木馬の騎手 三浦 哲郎∥著 新潮社 1979.10 913.6/ﾐ15/24 ○

41 揺籃 三浦 哲郎∥著 東方社 1963 913.6/ﾐ15/3 ○

42 夜の絵 三浦 哲郎∥著 三笠書房 1972 913.6/ﾐ15/7 ○

43 夜の哀しみ　上 三浦 哲郎∥著 新潮社 1993.2 913.6/ﾐｳ/1 ○

44 夜の哀しみ　下 三浦 哲郎∥著 新潮社 1993.2 913.6/ﾐｳ/2 ○

45 駱駝の夢　上 三浦 哲郎∥〔著〕 新潮社 1974 913.6/ﾐ15/14-1 ○

46 駱駝の夢　下 三浦 哲郎∥〔著〕 新潮社 1974 913.6/ﾐ15/14-2 ○

47 林檎とパイプ
三浦 哲郎∥著
三浦 晶子∥著

文芸春秋 1980.2 915.6/ﾐ3/2 ○

48 驢馬の鈴 三浦 哲郎∥著 文芸春秋 1979.8 913.6/ﾐ15/23 ○
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吉村　昭
No 資　料　名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

海の壁 吉村 昭∥著 中央公論社 1970.7 K/453/ﾖ1/1 ○

回天艦長甲賀源吾伝 石橋 絢彦∥著 甲賀源吾伝刊行会 1933.1 K/206/ｲ4/1

北の文学　第21号
（吉村昭「小説の舞台としての岩手
県」収録）

岩手日報社 1990.11 KS90/ｷ1 ○

三陸海岸大津波 吉村 昭∥著 中央公論社 1984.8 K/452.512/ﾖｼ ○

杉浦愛蔵と甲賀源吾 幸田 成友∥著 軍事史学会 1936.11 289.1/ｺ41/1

長英逃亡　上 吉村 昭∥著 毎日新聞社 1984.9 K/913.6/ﾖｼ/1

長英逃亡　下 吉村 昭∥著 毎日新聞社 1984.10 K/913.6/ﾖｼ/2

幕府軍鑑「回天」始末 吉村 昭∥著 文芸春秋 1990.12 K/993/ﾖ2/2 ○

風土の記憶　'99
田野畑村村勢要覧

田野畑村企画調整課∥編 田野畑村 〔1999〕 K/351.22/ﾌｳ

文学界　第60巻 第10号
（「追悼 吉村昭」収録）

文芸春秋 2006.10 S905/ﾌﾞ6

星への旅 吉村 昭∥著 筑摩書房 1966 913.6/ﾖ13/37 ○

宮古海戦を追え！
土方 愛∥著
横田 淳∥著

土方愛 2007.5 K/265.1/ﾋｼﾞ ○

宮古海戦秘聞 小島 俊一∥著 小島俊一 1987.7 K/265.1/ｺ1/4 ○

宮古海戦ものがたり 小島 俊一∥著 小島俊一 2000.10 K/265.1/ｺｼﾞ ○

無医村に花は微笑む 将基面 誠∥著 ごま書房 2006.1 K/914.6/ｼﾖ ○

吉村昭 河出書房新社 2008.2 910.268/ﾖｼ ○

1 海の祭礼 吉村 昭∥著 文芸春秋 1986.10 913.6/ﾖ13/42 ○

2 蟹の縦ばい 吉村 昭∥著 毎日新聞社 1979.9 914.6/ﾖ13/3 ○

3
神々の沈黙
心臓移植を追って

吉村 昭∥著 朝日新聞社 1969 913.6/ﾖ13/2 ○

4 仮釈放 吉村 昭∥著 新潮社 1988.4 913.6/ﾖ13/44 ○

5
消えた鼓動
心臓移植を追って

吉村 昭∥著 筑摩書房 1971 916/ﾖ4/1 ○

6 黒船 吉村 昭∥著 中央公論社 1991.9 913.6/ﾖ34/4 ○

7 月下美人 吉村 昭∥著 講談社 1983.8 913.6/ﾖ13/38 ○

8 高熱隧道 吉村 昭∥著 新潮社 1977 913.6/ﾖ13/35 ○

9 細菌 吉村 昭∥著 講談社 1970 913.6/ﾖ13/3 ○

10 桜田門外ノ変 吉村 昭∥著 新潮社 1990.8 913.6/ﾖ34/2 ○

11 史実を歩く 吉村 昭∥著 文芸春秋 1998.10 B/910.268/ﾖｼ ○

12 死のある風景 吉村 昭∥著 文芸春秋 1989.11 913.6/ﾖ34/1 ○

13 事物はじまりの物語 吉村 昭∥著 筑摩書房 2005.1 Y/031.4/ﾖｼ ○

14 白い遠景 吉村 昭∥著 講談社 1979.2 914.6/ﾖ13/2 ○

15 背中の勲章 吉村 昭∥〔著〕 新潮社 1978 913.6/ﾖ13/6 ○

16 総員起シ 吉村 昭∥〔著〕 文芸春秋 1975 913.6/ﾖ13/24 ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

17 大黒屋光太夫　上 吉村 昭∥著 毎日新聞社 2003.2 913.6/ﾖｼ/1 ○

18 大黒屋光太夫　下 吉村 昭∥著 毎日新聞社 2003.2 913.6/ﾖｼ/2 ○

19 大本営が震えた日 吉村 昭∥〔著〕 新潮社 1981 916/ﾖ4/2 ○

20 脱出 吉村 昭∥著 新潮社 1982.7 913.6/ﾖ13/33 ○

21 長英逃亡 吉村 昭∥著 毎日新聞社 1997.7 K/913.6/ﾖｼ ○

22 月夜の魚 吉村 昭∥著 角川書店 1979.8 913.6/ﾖｼ ○

23 冷い夏、熱い夏 吉村 昭∥著 新潮社 1984.7 913.6/ﾖ13/40 ○

24 天狗争乱 吉村 昭∥著 朝日新聞社 1994.5 913.6/ﾖ13/47 ○

25 遠い幻影 吉村 昭∥著 文芸春秋 1998.1 913.6/ﾖｼ ○

26 海馬（トド） 吉村 昭∥著 新潮社 1989.1 913.6/ﾖ13/45 ○

27 生麦事件 吉村 昭∥著 新潮社 1998.9 913.6/ﾖｼ ○

28 虹の翼 吉村 昭∥著 文芸春秋 1980.9 913.6/ﾖ13/28 ○

29 破獄 吉村 昭∥著 岩波書店 1983.11 913.6/ﾖ13/39 ○

30 花渡る海 吉村 昭∥著 中央公論社 1985.11 913.6/ﾖ13/41 ○

31 羆（ひぐま） 吉村 昭∥〔著〕 新潮社 1980 913.6/ﾖ13/4 ○

32 ふぉん・しいほるとの娘　上 吉村 昭∥著 毎日新聞社 1978 913.6/ﾖ13/19-1 ○

33 ふぉん・しいほるとの娘　下 吉村 昭∥著 毎日新聞社 1978 913.6/ﾖ13/19-2 ○

34 ポーツマスの旗 吉村 昭∥著 新潮社 1979.12 913.6/ﾖ13/26 ○

35 間宮林蔵 吉村 昭∥著 講談社 1982.10 913.6/ﾖ13/34 ○

36 めっちゃ医者伝 吉村 昭∥〔著〕 新潮社 1971 J/913/ｺｳ120 ○

37 闇を裂く道　上 吉村 昭∥著 文芸春秋 1987.6 913.6/ﾖ13/43-1 ○

38 闇を裂く道　下 吉村 昭∥著 文芸春秋 1987.6 913.6/ﾖ13/43-2 ○

39 歴史を記録する 吉村 昭∥著 河出書房新社 2007.12 913.6/ﾖｼ ○

40 歴史の影絵 吉村 昭∥著 中央公論社 1981.2 915.6/ﾖ7/1 ○

41 わが心の小説家たち 吉村 昭∥著 平凡社 1999.5 910.26/ﾖｼ ○

42 私の引出し 吉村 昭∥著 文芸春秋 1993.3 914.6/ﾖ13/4 ○
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渡辺　喜恵子
No 資　料　名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

北の文学　第12号
(渡辺喜恵子「三分の一に削る」収録)

岩手日報社 1986.5 KS90/ｷ1 ○

北の文学　第51号
（国香よう子「渡辺喜恵子「馬淵川」
の畔に生きて」収録）

岩手日報社 2005.11 KS90/ｷ1 ○

九戸軍記 松尾 源次郎∥著 松尾源次郎 1933.8 K/204/ﾏ1/1

九戸城 黒沢 恒夫∥編 二戸タイムス社 1966.6 K/275.1/ｸ1/1-1 ○

九戸乃乱 永井 正義∥著 二戸信用金庫 2001.6 K/275.1/ﾅｶﾞ ○

九戸政実 黒沢 恒夫∥編 二戸タイムス社 1970.9 K/275.1/ｸ1/1-2 ○

九戸政実の攻防戦記 簗部 善次郎∥著 石切所民俗研究会 1955.3 K/204/ﾔ1/1 ○

剣吉城主北信愛 金沢 啓三郎∥著 金沢啓三郎 1995.11 K/289.1/ｷﾀ

啄木の妻　上巻 渡辺 喜恵子∥著 毎日新聞社 1980.8 ﾀｸ/ﾜ5/1-1 ○

啄木の妻　中巻 渡辺 喜恵子∥著 毎日新聞社 1980.9 ﾀｸ/ﾜ5/1-2 ○

啄木の妻　下巻 渡辺 喜恵子∥著 毎日新聞社 1980.9 ﾀｸ/ﾜ5/1-3 ○

津軽南部の抗争 森 嘉兵衛∥著 人物往来社 1967 K/205/ﾓ1/2 ○

南部九戸落城 渡辺 喜恵子∥著 毎日新聞社 1989.8 K/913/ﾘ2/1 ○

南部女人抄 渡辺 喜恵子∥著 光風社 1975.8 K/993/ﾜ1/3 ○

文芸春秋　第37巻 第9号
（※第41回直木賞の発表）

文芸春秋新社 1959.9 S051/ﾌﾞ6

馬淵川 渡辺 喜恵子∥著 光風社 1959 K/993/ﾜ1/1

馬淵川のたび
川嶋 亮太∥絵
国香 よう子∥文

熊谷印刷出版部 1984.12 K/452/ｸ2/1 ○

未来へ伝える遺産
二戸市制30周年記念誌2001

二戸市 二戸市 2001.11 K/318.11/ﾆﾉ ○

陸奥南部一族 七宮 涬三∥著 新人物往来社 1987.12 K/201/ｼ3/1 ○

もう一人のるん
南部利謹公行状記

渡辺 喜恵子∥著 ３０日会 1964.10 K/992/ﾜ1/1

渡辺喜恵子「馬淵川」について
（「明治大学人文科学研究所年報 24
号」収録）

河村 清一郎∥著
明治大学人文科学
研究所

1983.12 K/993/ｶ6/1

1 海の幸 渡辺 喜恵子∥著 新潮社 1974 913.6/ﾜ6/5 ○

2 風に咲くプァマレ 渡辺 喜恵子∥著 新潮社 1976 913.6/ﾜ6/9 ○

3 京おとこ 渡辺 喜恵子∥著 アルプス 1963 913.6/ﾜ6/3 ○

4 暮らしのつくろい　手ばたらき 渡辺 喜恵子∥著 文化出版局 1983.4 914.6/ﾜ10/1 ○

5 黝い血 渡辺 喜恵子∥著 あすなろ社 1967.6 K/993/ﾜ1/2 ○

6 地蔵流し 渡辺 喜恵子∥著 光風社 1960 913.6/ﾜ6/1 ○

7
集成日本の釣り文学　５
（渡辺喜恵子「形見の竿」収録）

伊藤 桂一∥〔ほか〕編 作品社 1996.2 918.6/ｼﾕ/5 ○

8 タンタラスの虹 渡辺 喜恵子∥著 新潮社 1975 913.6/ﾜ6/7 ○

9 プルメリアの木陰に 渡辺 喜恵子∥〔著〕 新潮社 1976 913.6/ﾜ6/6 ○

10 万灯火 渡辺 喜恵子∥著 毎日新聞社 1986.3 K/993/ﾜ1/B ○

11 夜明けの河 渡辺 喜恵子∥著 新潮社 1979.4 913.6/ﾜ6/10 ○
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岩手と文学（全般）
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1
生きて、耀いて
変動期を生きぬいた女たちの記録

熊谷 佳枝∥著
杜陵高速印刷株式
会社出版部

1998.10 K/281.22/ｸﾏ ○

2 岩手の文学・芸能 盛岡大学日本文学会∥編 盛岡大学日本文学会 1992.3 K/902/ﾓ1/1 ○

3 岩手の文学碑 六岡 康光∥著 岩手日報社 1981.8 K/900/ﾛ1/1 ○

4 岩手の民話・紀行と人物 金野 静一∥編著 金野静一 1981.11 K/388/ｷ2/3 ○

5 奥の細道とみちのく文学の旅
金沢 規雄∥編
横井 博∥編
浅野 晃∥編

里文出版 1989.8 K/900/ｶ3/1 ○

6 きたかみ文学散歩 日本現代詩歌文学館∥監修 北上市教育委員会 2004.1 K/910.2/ｷﾀ ○

7 九戸文学碑巡り 酒井 久男∥編集 執筆 種市町立図書館 1995.3 K/910.2/ｻｶ ○

8
不来方の泉
ばん茶せん茶選集ばん茶せん茶選集

岩手日報社∥編 岩手日報社 1972.12 K/914/ｲ3/1 ○

9
詩情ゆたかなる岩手路
岩手を舞台にした名作61編

福来 保夫∥著 熊谷印刷 1986.3 K/914/ﾌ6/2 ○

10 資料・岩手の近代文学 浦田 敬三∥著 杜陵高速印刷 1981.12 K/902/ｳ1/6 ○

11
啄木その周辺
岩手ゆかりの文人

浦田 敬三∥著 熊谷印刷出版部 1977 K/902/ｳ1/4 ○

12
啄木・美妙そのほか
岩手の近代文学

浦田 敬三∥著 岩手近代文学懇談会 1968 K/902/ｳ1/2 ○

13
地域と文学
気仙沼、気仙、東山紀行記考　１

西田 耕三∥著 耕風社 1989.9 K/915.6/ﾆ1/1 ○

14
東北庭と花と文学の旅　下
岩手・秋田・青森

青木 登∥著 のんぶる舎 1998.9 K/291.2/ｱｵ/2 ○

15
北天の詩想
啄木・賢治、それ以前・それ以後

遊座 昭吾∥著 桜出版 2008.9 K/910.26/ﾕｳ ○

16 本の旅風にのって

菅原 伊保子∥著
中野 トオル∥著
小池 聡∥写真
佐々木 浩∥写真

川嶋印刷 1998.3 K/915.6/ｽｶﾞ ○

17 みちのく文学散歩
日本放送協会みちのく
文学プロジェクト∥編

日本放送出版協会 1995.5 K/900/ﾆ2/1 ○

18 みちのく文学の旅 新月 通正∥著 朝日ソノラマ 1978.4 K/900/ｼ1/1 ○

岩手と文学（作品および関連資料）
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

19 阿佐田哲也 色川武大 人生修羅場ノオト 春日原 浩∥文 ベストセラーズ 1999.3 910.268/ｱｻ ○

20
有島武郎全集　10
（「観想録」収録）

有島 武郎∥著 筑摩書房 1982.11 918.6/ｱ2/3-10 ○

21
有島武郎全集　11
（「観想録」収録）

有島 武郎∥著 筑摩書房 1982.7 918.6/ｱ2/3-11 ○

22
有島武郎全集　12
（「観想録」収録）

有島 武郎∥著 筑摩書房 1982.11 918.6/ｱ2/3-12 ○

23 伊藤初代の生涯 菊池 一夫∥著 江刺文化懇話会 1991.2 K/090/ｷ35/1 ○

24 エランの窓 菊池 一夫∥著 江刺文化懇話会 1993.11 K/090/ｷ35/1-2 ○

25
鴎外選集　第5巻
（「栗山大膳」収録）

森 林太郎∥著 岩波書店 1979.3 918.6/ﾓ1/6-5 ○

26
篝火 非常 南方の火
岐阜から繋がる川端文学

川端康成短編集出版
編集委員会∥編集

川端康成短編集出版
実行委員会

2007.8 913.6/ｶﾜ ○

27 川端康成全集　第2巻 川端 康成∥著 新潮社 1980.10 918.6/ｶﾜ/3-2 ○

28 郷土の先人小笠原善平 伊藤 善吉∥著 伊藤善吉 2002.2 K/289.1/ｵｶﾞ ○

29 吉里吉里人 井上 ひさし∥著 新潮社 1981.8 K/993/ｲ2/6 ○

30 佐藤輔子 及川 和男∥著 本の森 1999.11 K/289.1/ｻﾄ ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

31 佐藤輔子の日記 及川 和男∥翻刻･編著 藤村記念館 2003.12 K/289.1/ｻﾄ ○

32 里見弴伝 小谷野 敦∥著 中央公論新社 2008.12 910.268/ｻﾄ ○

33
司馬遼太郎全集　12
（「北斗の人」収録）

司馬 遼太郎∥〔著〕 文芸春秋 1977 918.6/ｼ12/1-12 ○

34 島崎藤村展 仙台文学館∥編集 仙台文学館 2002.3 910.268/ｼﾏ ○

35 島崎藤村と一関 文学の蔵設立委員会∥編 文学の蔵設立委員会 1993.12 K/902/ﾌﾞ1/1 ○

36 ジャズ喫茶「ベイシー」の選択 菅原 昭二∥著 講談社 1993.4 K/914/ｽ5/1 ○

37
漱石全集　第８巻
（「思い出すことなど」「硝子戸の
中」収録）

夏目 漱石∥著 岩波書店 1966 918.6/ﾅ5/4-8 ○

38 蒼茫の大地，滅ぶ　上 西村 寿行∥著 講談社 1978 913.6/ﾆ19/3-1 ○

39 蒼茫の大地，滅ぶ　下 西村 寿行∥著 講談社 1978 913.6/ﾆ19/3-2 ○

40 相馬大作と津軽頼毋 長谷川 伸∥著 時事通信社 1970.7 K/289/ｿ1/16 ○

41
田宮虎彦作品集　第4巻
（「銀心中」収録）

田宮 虎彦∥著 光文社 1956.12 913.6/ﾀﾐ/4 ○

42 父吉川英治 吉川 英明∥著 学研 2003.6 910.268/ﾖｼ ○

43 千葉周作 西田 耕三∥編 ＮＳＫ地方出版 1983.11 K/289/ﾁ2/2 ○

44 千葉周作遺稿
千葉 周作∥〔著〕
千葉 栄一郎∥編

慧文社 2007.4 K/789.3/ﾁﾊﾞ ○

45 千葉周作不敗の剣 津本 陽∥著 光文社 1988.2 913.6/ﾂﾓ ○

46
藤村全集　第3巻
（「春」収録）

島崎 藤村∥著 筑摩書房 1973 918.6/ｼ1/4-3 ○

47
藤村全集　第5巻
（「桜の実の熟する時」収録）

島崎 藤村∥著 筑摩書房 1973 918.6/ｼ1/4-5 ○

48
直木三十五全集　12
（「三人の相馬大作」収録）

直木 三十五∥〔著〕 示人社 1991.7 918.6/ﾅ20/2-20 ○

49
直木三十五全集　20
（「相馬大作事件」収録）

直木 三十五∥〔著〕 示人社 1991.7 918.6/ﾅ20/2-20 ○

50
日本の文学　26
（柳田国男「浜の月夜」「 清光館哀
史」収録）

柳田 国男∥〔ほか著〕 中央公論社 1969 918.6/ﾆ4/26 ○

51
葱の花と馬
伊東祐治その人と作品

伊東 祐治∥著 朝日新聞宮古専売所 1955 K/913/ｲ2/2 ○

52
花巻史談　第20号
（佐藤昭孝「文人、八重樫祈美子（東
香）」収録）

花巻史談会 1995.3 KS20/ﾊ1 ○

53 宮本武蔵　1 吉川 英治∥著 講談社 1983.12 913.6/ﾖｼ1/27-1 ○

54 宮本武蔵　2 吉川 英治∥著 講談社 1983.12 913.6/ﾖｼ1/27-2 ○

55 宮本武蔵　3 吉川 英治∥著 講談社 1983.12 913.6/ﾖｼ1/27-3 ○

56 宮本武蔵　4 吉川 英治∥著 講談社 1984.1 913.6/ﾖｼ1/27-4 ○

57 宮本武蔵　5 吉川 英治∥著 講談社 1984.1 913.6/ﾖｼ1/27-5 ○

58 宮本武蔵　6 吉川 英治∥著 講談社 1984.1 913.6/ﾖｼ1/27-6 ○

59 宮本武蔵　7 吉川 英治∥著 講談社 1984.1 913.6/ﾖｼ1/27-7 ○

60 宮本武蔵　8 吉川 英治∥著 講談社 1984.1 913.6/ﾖｼ1/27-8 ○

61 〈武蔵〉と吉川英治 斎藤 慎爾∥責任編集 東京四季出版 2003.5 913.6/ﾖｼ ○

62 寄生木　1 徳富 健次郎∥著 岩波書店 1956.10 K/913/ｵ1/2-1 ○

63 寄生木　2 徳富 健次郎∥著 岩波書店 1956.11 K/913/ｵ1/2-2 ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

64 寄生木　3 徳富 健次郎∥著 岩波書店 1957.2 K/913/ｵ1/2-3 ○

65 柳田国男と小子内浜 中村 英二∥著 淵沢秀岳 1987.11 K/382/ﾅ1/1 ○

66
吉川英治
人と作品

松本 昭∥著 講談社 1984.9 910.28/ﾖ3/5 ○

67
露伴全集 第14巻
（「突貫紀行」「易心後語」収録）

幸田 露伴∥著 岩波書店 1978 918.6/ｺ6/1-14 ○

戦後文学・その他関連資料
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1 芥川賞を取らなかった名作たち 佐伯 一麦∥著 朝日新聞出版 2009.1 910.263/ｻｴ ○

2 作家の肖像
東販「新刊ニュー
ス」∥編

影書房 1987.6 910.26/ﾄ4/1 ○

3 作家の風景　1 小松 健一∥著 白石書店 2001.2 910.6/ｺﾏ/1 ○

4 作家の風景　2 小松 健一∥著 白石書店 2001.2 910.6/ｺﾏ/2 ○

5
知っ得明治・大正・昭和風俗文化
誌

国文学編集部∥編 学灯社 2007.8 910.26/ｼﾂ ○

6 昭和の心ひかれる作家たち 庄司 肇∥著 沖積舎 1998.8 910.263/ｼﾖ ○

7 全国文学館ガイド 全国文学館協議会∥編 小学館 2005.8 910.6/ｾﾞﾝ ○

8
戦後日本文学史・年表
増補改訂

松原 新一∥〔ほか〕著 講談社 1979.8 910.26/ﾏ5/2 ○

9 戦後文学を問う 川村 湊∥著 岩波書店 1995.1 B/910.26/ｶ22/3 ○

10 戦後文学を読む 小畑 勝行∥著 熊谷印刷 2006.11 K/910.264/ｵﾊﾞ ○

11 日本の文学館百五十選 淡交社編集局∥編 淡交社 1999.10 910.6/ﾆﾎ ○

12
日本文学史
近代から現代へ

奥野 健男∥著 中央公論社 1977 B/081.6/ﾁ1/212 ○

13 文壇栄華物語 大村 彦次郎∥著 筑摩書房 1998.12 910.264/ｵｵ ○
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