
「読書会『日記･手紙･自伝の面白さに触れてみよう！』向け展示リスト」 開架･企画展示Ｄ（2階）

№ 資料ＩＤ

1    
小林多喜二の手紙
　荻野富士夫編. -- 岩波書店, 2009. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-088-2)

  G 9.2||04076||318988 0003189880 荻野先生著

2    
芥川竜之介書簡集
　石割透編. -- 岩波書店, 2009. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-070-12)

  GB 12.1||00086||007200 0090072006

3    
樋口一葉日記・書簡集
　樋口一葉著 ; 関礼子編. -- 筑摩書房, 2005. -- (ちくま文庫 ; [ひ-10-3])

G 9.2||04546||326066 0003260666

4    
谷崎潤一郎=渡辺千万子往復書簡
　谷崎潤一郎, 渡辺千万子著. -- 中央公論新社, 2001

G 9.2||03358||264858 000264858X

5    
半自叙伝 ; 無名作家の日記 : 他四篇
　菊池寛著. -- 岩波書店, 2008. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-063-3)

GB 12.1||00086||006685 0090066855

6    
一茶七番日記
　[小林一茶著] ; 丸山一彦校注 ; 上. -- 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫 ; 黄(30)-223-5)

GB 12.1||00086||002499 0090024990

7    
一茶七番日記
　[小林一茶著] ; 丸山一彦校注 ; 下. -- 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫 ; 黄(30)-223-6)

GB 12.1||00086||002782 0090027825

8    
諭吉の流儀 : 『福翁自伝』を読む
　平山洋著. -- PHP研究所, 2009

  S 5.7||01515||320058 0003200582

9    
福翁自伝
　福沢諭吉著 ; 富田正文校訂. -- 新訂. -- 岩波書店, 1978. -- (岩波文庫 ; 青(33)-102-2).

  GB 12.1||00086||110051 0011100516

10   
小松左京自伝 : 実存を求めて
　小松左京著. -- 日本経済新聞出版社, 2008

  G 9.2||04096||314866 0003148661

11   
有島武郎
　有島武郎著 ; 石丸晶子編. -- 日本図書センター, 1998

G 9.2||03650||344673 0003446735

12   
小林多喜二
　小林多喜二著 ; 小笠原克編. -- 日本図書センター, 1997

G 9.2||03650||288079 0002880792

13   
太平洋の架橋者角田柳作 : 「日本学」のSENSEI
　荻野富士夫著. -- 芙蓉書房出版, 2011

GW 5.7||01508||318442 0003184420 荻野先生著

14   
福澤諭吉 : 文明の政治には六つの要訣あり
　平山洋著. -- ミネルヴァ書房, 2008

G 5.7||01512||326971 000326971X

15   
福沢諭吉伝説
　佐高信著. -- 角川学芸出版, 2008.

G 5.7||01465||304931 0003049310

16   
福沢諭吉の手紙
　[福沢諭吉著] ; 慶應義塾編. -- 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫 ; 青(33)-102-6)

GB 12.1||00086||003235 0090032357

17   
立花隆のすべて
　文芸春秋編. -- 文芸春秋, 1998

G 5.7||01242||243077 0002430770
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18   
福沢諭吉のすゝめ
　大嶋仁著. -- 新潮社, 1998

G 5.7||01287||256455 0002564556

19   
自叙伝
　河上肇 [著] ; 杉原四郎, 一海知義編 ; 1. -- 岩波書店, 1996. -- (岩波文庫 ; 青(33)-132-2)

GB 12.1||00086||224805 0002248050

20   
自叙伝
　河上肇 [著] ; 杉原四郎, 一海知義編 ; 2. -- 岩波書店, 1996. -- (岩波文庫 ; 青(33)-132-3)

GB 12.1||00086||233120 0002331209

21   
自叙伝
　河上肇 [著] ; 杉原四郎, 一海知義編 ; 3. -- 岩波書店, 1996. -- (岩波文庫 ; 青(33)-132-4)

GB 12.1||00086||233121 0002331217

22   
自叙伝
　河上肇 [著] ; 杉原四郎, 一海知義編 ; 4. -- 岩波書店, 1996. -- (岩波文庫 ; 青(33)-132-5)

GB 12.1||00086||233122 0002331225

23   
自叙伝
　河上肇 [著] ; 杉原四郎, 一海知義編 ; 5. -- 岩波書店, 1996. -- (岩波文庫 ; 青(33)-132-6)

GB 12.1||00086||233236 0002332361

24   
宮沢賢治 : すべてのさいはひをかけてねがふ
　千葉一幹著. -- ミネルヴァ書房, 2014

  G 5.7||01512||338121 0003381218

25   
有島武郎 : 世間に対して真剣勝負をし続けて
　亀井俊介著. -- ミネルヴァ書房, 2013.

G 5.7||01512||344675 0003446751

26   
三島由紀夫 : 豊饒の海へ注ぐ
　島内景二著. -- ミネルヴァ書房, 2010

G 5.7||01512||326961 0003269612

27   
石川啄木伝
　岩城之徳著. -- 筑摩書房, 1985

  S 9.2||03530||280411 0002804115

28   
父啄木を語る
　石川正雄著. -- 復刻版. -- 日本図書センター, 1987

G 9.2||02360||158120 0011581204

29   
闇があるから光がある : 新時代を拓く小林多喜二
　荻野富士夫編著 ; ノーマ・フィールド [ほか] 執筆. -- 学習の友社, 2014

GW 9.2||04872||336570 0003365700 荻野先生編著

30   
母の語る小林多喜二
　小林セキ述 ; 小林廣編. -- 新日本出版社, 2011

  S 9.2||04208||319237 0003192377

31   
小林多喜二伝
　倉田稔著. -- 論創社, 2003

G 9.2||03534||282651 0002826518

32   
大杉栄評論集
　大杉栄 [著] ; 飛鳥井雅道編. -- 岩波書店, 1996. -- (岩波文庫 ; 青(33)-134-2)

GB 12.1||00086||223268 0002232685

33   
漱石・子規往復書簡集
　和田茂樹編. -- 岩波書店, 2002. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-011-16)

GB 12.1||00086||001945 0090019458

34   
漱石書簡集
　夏目漱石[著] ; 三好行雄編. -- 岩波書店, 1990. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-011-13)

GB 12.1||00086||158002 001158002X
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