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展示資料一覧

分類 作者/著者 資料名 出版社 年代 レプリカ

 展示１　中也が愛読した詩人たち

原稿 中原中也 「詩的履歴書」（「我が詩観」より） 昭和11（1936）年8月制作 ■

図書 高橋新吉／辻潤編 『ダダイスト新吉の詩』 中央美術社 大正12（1923）年2月15日 ■

原稿 高橋新吉 「茶色い戦争」 ■

原稿 中原中也 「春の夕暮」（「ノート１９２４」） 大正13（1924）年制作［推定］ ■

雑誌 「赤門文学」第3巻第4・5号 赤門書房 昭和18（1943）年4月1日

図書 宮沢賢治 『春と修羅』　 関根書店 大正13（1924）年4月20日 ■

図書 宮沢賢治 『宮沢賢治全集』全3巻 文圃堂書店
昭和9（1934）年10月29日
-同10（1935）年9月20日

雑誌 「作品」第6巻第1号 作品社 昭和10（1935）年1月1日 ■

雑誌 「宮沢賢治研究」第1号 宮沢賢治友の会 昭和10（1935）年4月20日 ■

雑誌 「レツェンゾ」第5年第6号 紀伊国屋書店レツェンゾ編輯部 昭和10（1935）年6月1日

原稿 中原中也 「星とピエロ」 昭和9（1934）年12月16日制作 ■

原稿 中原中也 「夜汽車の食堂」
昭和9（1934）年10月
-同10（1935）年1月制作［推定］

■

日記 中原中也 「新文芸日記（精神哲学の巻）」
昭和2（1927）年1月12日
-同年12月使用［推定］

■

図書 佐藤春夫 『退屈読本』 新潮社 大正15（1926）年11月5日

図書 佐藤春夫編 『支那短篇集　玉簪花』 新潮社 大正12（1923）年8月5日

図書 佐藤春夫 『窓展く』 改造社 大正15（1926）年4月13日

書簡 中原中也 正岡忠三郎宛封書 昭和3（1928）年1月[推定]7日付 ■

図書 岩野泡鳴 『闇の盃盤』 日高有倫堂 明治41（1908）年4月8日
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分類 作者/著者 資料名 出版社 年代 レプリカ

 展示２　中也の書評

図書 萩原朔太郎 『無からの抗争』 白水社 昭和12（1937）年9月5日

図書 草野心平 『母岩』 西東書林 昭和11（1936）年9月10日

図書 島崎藤村 『巴里だより』 春陽堂 大正9（1920）年10月15日（第6版）

図書 野口米次郎 『第二表象抒情詩』 第一書房 大正15（1926）年9月15日

雑誌 「中央公論」第47年第2号 中央公論社 昭和7（1932）年2月1日

書簡 中原中也 安原喜弘宛葉書 　［安原喜弘文庫］ 昭和7（1932）年2月29日 ■

図書 若山牧水 『牧水歌集　海の声・独り歌へる・別離』 改造社 昭和8（1933）年6月2日

図書 若山牧水 『牧水紀行文集』 改造社 昭和8（1933）年6月29日

雑誌 「文芸」第4巻第8号 改造社 昭和11（1936）年8月1日

書簡 中原中也 竹下彦一宛葉書 昭和12（1937）年9月23日付 ■

図書 竹下彦一 『あかるい洋燈』 日本書房 昭和8（1933）年9月25日

図書 竹下彦一 『鵲』 光雲社 昭和10（1935）年10月25日

書簡 中原中也 阿部六郎宛封書 昭和12（1937）年7月7日付 ■

雑誌 「羅針」第10号 海港詩人倶楽部 昭和10（1935）年12月10日

 展示３　中也詩集を愛蔵した人々

図書 『鈴木信太郎全集』第5巻 大修館書店 昭和48（1973）年1月20日

図書 中原中也 『山羊の歌』 文圃堂書店 昭和9（1934）年12月10日 ■

図書 中原中也 『在りし日の歌』 創元社 昭和13（1938）年4月15日 ■

図書
アルチュール・ランボー／
中原中也訳

『ランボオ詩集《学校時代の詩》』特製本
［安原喜弘文庫］

三笠書房 昭和8（1933）年12月10日 ■

 固定ケース　中也の本棚

遺品 中也が鎌倉の家で使用した本棚

図書 百田宗治 『詩の本』 金星堂 昭和2（1927）年1月15日

図書 武者小路実篤 『文学に志す人に』 改造社 大正15（1926）年5月18日

図書 正宗白鳥 『文芸評論』 改造社 昭和2（1927）年1月10日

図書 正宗白鳥 『文壇観測』 人文会出版部 昭和2（1927）年6月8日

図書 西条八十 『西条八十童謡全集』全1巻 新潮社 大正13（1924）年5月25日

図書 三木羅風 『詩歌の道』 アルス 大正14（1925）年7月15日

図書 北原白秋 『洗心雑話』 アルス 大正10（1921）年7月18日

図書 千家元麿 『夏草』 平凡社 大正15（1926）年7月20日

図書 芥川龍之介 『点心』 金星堂 大正11（1922）年5月20日

図書 伊藤白蓮 『白蓮自選歌集』 大鐙閣 大正10（1921）年8月20日

図書 野口雨情 『雨情民謡百篇』 新潮社 大正13（1924）年7月14日

図書 佐藤春夫 『花と実と棘』 金星堂 大正11（1922）年4月20日

図書 百田宗治 『風車』 新潮社 大正11（1922）年10月20日

図書 堀口大学／石上好古編 『遠き薔薇』 新潮社 大正12（1923）年5月17日

図書 葛西善蔵 『葛西善蔵小説集』第1巻 改造社 昭和9（1934）年9月19日

図書 葛西善蔵 『葛西善蔵感想集』 改造社 昭和9（1934）年9月19日

図書 高橋新吉 『ダダ』 内外書房 大正13（1924）年7月20日

図書 辻潤 『ですぺら』 新作社 大正13（1924）年7月10日

図書 梶井基次郎 『檸檬』 武蔵野書院 昭和6（1931）年5月15日 ■

図書 萩原朔太郎 『絶望の逃走』 第一書房 昭和10（1935）年10月10日

図書 塚本哲三編 『古代歌謡集』 有朋堂書店 大正15（1926）年10月15日

図書 伊東静雄 『わがひとに与ふる哀歌』 コギト発行所 昭和10（1935）年10月5日 ■

図書 津村信夫 『愛する神の歌』 四季社 昭和10（1935）年11月30日 ■

図書
『芭蕉全集』
（日本名著全集第一期出版江戸文芸之部 第3巻）

日本名著全集刊行会 昭和4（1929）年5月1日

図書 三富朽葉／増田篤夫編 『三富朽葉詩集』 第一書房 大正15（1926）年10月15日

図書 佐藤春夫 『佐藤春夫詩集』 第一書房 大正15（1926）年3月18日

原稿 中原中也 「（無題）（自体、一と息の歌）」 昭和9（1934）年9月19日制作 ■


