
「読んでみよう、明治の文学」 ♦Young Generationコーナーミニ展示リスト♦
 2018.10.30-11.25

書　名 著　者 出版者 請求記号

教科書に出てくる歴史人物物語 近現代編 河合敦／監修 ＰＨＰ研究所 2810/K91/2-6

文豪の凄い語彙力  山口 謠司／著 さくら舎 8140/Y6/3

文豪聖地さんぽ  一迅社 9102/B16/

「文豪」がよくわかる本  福田 和也／監修 宝島社 9102/F37/7

文豪ナンバーワン決定戦  福田 和也／監修 宝島社 9102/F37/9

乙女の日本史 文学編 堀江宏樹／著 実業之日本社 9102/H104/

石川啄木光を追う旅 碓田のぼる／文 ルック 9102/I1/38

リメイクの日本文学史  今野 真二／著 平凡社 9102/K262/3

文豪と暮らし  開発社／編 創藝社 9102/K287/

13歳からの夏目漱石  小森 陽一／著 かもがわ出版 9102/N4/255

夏目漱石解体全書  香日 ゆら／著 河出書房新社 9102/N4/263

漱石の地図帳  中島 国彦／著 大修館書店 9102/N4/273

となりの漱石  山口謠司／〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

9102/N4/275

文豪の古典力  島内景二／著 文藝春秋 9102/S113/3

泉鏡花 新潮社 9102/S74/1-22

与謝野晶子 新潮社 9102/S74/1-24

樋口一葉 新潮社 9102/S74/1-3

漱石が聴いたベートーヴェン  瀧井敬子／著 中央公論新社 9102/T143/

こころをゆさぶる言葉たちよ。  島崎藤村／作 くもん出版 9115/D5/

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 夢 
夏目 漱石／ほか
[著]

汐文社 9136/B24/1-1

鷗外・ドイツみやげ三部作  森 鷗外／著 未知谷 9136/M10/15

坊っちゃん  夏目漱石／著 ぶんか社 9136/N7/25

草枕  夏目漱石／著 新潮社 9136/N7/31

夢十夜・文鳥ほか  夏目 漱石／著 筑摩書房 9136/N7/32

ちくま＊日本文学 11 泉鏡花 筑摩書房 9186/C7/1-11

ちくま＊日本文学 13 樋口一葉 筑摩書房 9186/C7/1-13

ちくま＊日本文学 17 森鴎外 筑摩書房 9186/C7/1-17

ちくま＊日本文学 33 石川啄木 筑摩書房 9186/C7/1-33

ちくま＊日本文学 40 正岡子規 筑摩書房 9186/C7/1-40

明治の文学 第１２巻 幸田露伴 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-12

明治の文学 第１４巻 森鴎外 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-14

明治の文学 第１６巻 島崎藤村 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-16

1 ウラも見てね。
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明治の文学 第１７巻 樋口一葉 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-17

明治の文学 第１９巻 石川啄木 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-19

明治の文学 第２０巻 正岡子規 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-20

明治の文学 第２１巻 夏目漱石 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-21

明治の文学 第２２巻 国木田独歩 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-22

明治の文学 第２３巻 田山花袋 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-23

明治の文学 第２５巻 永井荷風 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-25

明治の文学 第４巻 坪内逍遙 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-4

明治の文学 第５巻 二葉亭四迷 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-5

明治の文学 第６巻 尾崎紅葉 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-6

明治の文学 第８巻 泉鏡花 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-8

明治の文学 第９巻 徳田秋声 坪内祐三／編 筑摩書房 9186/M41/1-9

文人御馳走帖  嵐山光三郎／編 新潮社 B1/A18/51

野菊の墓  伊藤 左千夫／著 新潮社 B1/I5/1-2

夏目漱石  新潮文庫／編 新潮社 B1/S495/2

日本の詩歌 1 島崎藤村
伊藤信吉／〔ほ
か〕編集

中央公論社 B3/N500/1-1

日本の詩歌 3 正岡子規
伊藤信吉／〔ほ
か〕編集

中央公論社 B3/N500/1-3

日本の詩歌 5 石川啄木
伊藤信吉／〔ほ
か〕編集

中央公論社 B3/N500/1-5

日本の童話名作選 明治・大正篇 
講談社文芸文庫／
編

講談社 B8/K500/3-1

与謝野晶子歌集 与謝野晶子／自選 岩波書店 I91116/Y1/1-2

子規句集 正岡子規／著 岩波書店 I9113/M1/1-2

にごりえ 樋口一葉／作 岩波書店 I9136/H1/4

高野聖 泉鏡花／作 岩波書店 I9136/I1/2-1

山椒大夫 森鴎外／作 岩波書店 I9136/M4/3-2

金色夜叉 上 尾崎紅葉／作 岩波書店 I9136/O1/6-1

金色夜叉 下 尾崎紅葉／作 岩波書店 I9136/O1/6-2

破戒 島崎藤村／作 岩波書店 I9136/S3/8-2

蒲団 田山花袋／作 岩波書店 I9136/T3/1-3

2 ウラも見てね。


