
☆小田原出身の作家

透谷ノート　（小沢コレクション　１９） 吉増　剛造／著 小沢書店 1987 Ｋ 910.2 キタム

小田原と北村透谷　（小田原ライブラリー） 小沢　勝美／著 夢工房 2003 Ｋ 910.2 キタム

北村透谷と小田原事情　一点の花なかれよ 北村透谷没後百年祭実行委員会 夢工房 1995 Ｋ 910.2 キタム

北村透谷詩集（現代詩文庫） 北村　透谷／著　 思潮社 1975 Ｋ 911.2 キタム

句集　冬木立 福田　正夫／著 福田正夫詩の会 1993 Ｋ 911.3

福田正夫詩集　農民の言葉 福田　正夫／著 教育出版センタ 1984 Ｋ 911.5 フクダ

福田正夫・ペンの農夫　詩作品鑑賞を中心に　（小田原ライブラリー） 金子　秀夫／著 夢工房 2007 Ｋ 911.5 フクダ

牧野信一と小田原　（小田原ライブラリー） 金子　昌夫／著 夢工房 2002 Ｋ 910.2 マキノ

牧野信一と四人の作家　北村透谷・谷崎潤一郎　宮沢賢治・太宰治 近田　茂芳／著 夢工房 2005 Ｋ 910.2 マキノ

牧野信一作品集 牧野　信一／著 沖積舎 1993 Ｋ 913.6 マキノ

新潮日本文学　19　尾崎一雄集　 尾崎　一雄／著 新潮社 1972 Ｋ 913.6 オ

閑な老人 尾崎　一雄／著 中央公論社 1972 Ｋ 913.6 オザキ

まぼろしの記　虫も樹も　（講談社文芸文庫） 尾崎　一雄／著 講談社 1992 B K 913.6 オザキ

暢気眼鏡・虫のいろいろ　他十三篇　（岩波文庫） 尾崎　一雄／著 岩波書店 1998 B K 913.6 オザキ

美しい墓地からの眺め　（講談社文芸文庫） 尾崎　一雄／著 講談社 1998 B K 913.6 オザキ

私小説家　川崎長太郎 川崎長太郎碑を建てる会事務局 1991 Ｋ 910.2 カワサ

抹香町；路傍 川崎　長太郎／著 講談社 1997 B K 913.6 カ

鳳仙花　（講談社文芸文庫） 川崎　長太郎／著 講談社 1998 B K913.6 カワサ

北原白秋と私　（小田原文庫　８） 藪田　義雄／著 名著出版 1978 Ｋ 911.5 キタハ

随筆　北原白秋　（小田原市立図書館叢書　４） 藪田　義雄／著 小田原市立図書 1992 Ｋ 914.6 ヤ

情人　（講談社文芸文庫） 北原　武夫／著 講談社 1999 Ｋ 913.6 キタハ

百年文庫　５５　空（『聖家族』収録） ポプラ社 2010 YA 908.3 ヒャク

俳句好日 藤田　湘子／著 角川書店 1997 Ｋ 911.3

神楽　藤田湘子句集 藤田　湘子／著 朝日新聞社 1999 Ｋ 911.3

てんてん　句集 藤田　湘子／著 角川書店 2006 Ｋ 911.3

江戸の家計簿　家庭人・二宮尊徳 新井　恵美子／著 かなしん出版 2001 Ｋ 289.1 ニノミ

マガジンハウスを創った男岩堀喜之助 新井　恵美子／著 出版ニュース社 2008 289.1 イワホ

少年たちの満州　満蒙開拓青少年義勇軍の軌跡 新井　恵美子／著 論創社 2007 913.6 アライ

乱世を駆けぬけた姫お江　（こはるブックス） 新井　恵美子／著 北辰堂出版 2010 913.6 アライ

帰れなかったドイツ兵　太平洋戦争を箱根で過ごした誇り高きドイツ海軍将兵　 新井　恵美子／著 光人社 2010 B 916 アライ

わたしの小田原 新井　恵美子／著 丸井図書出版 2001 Ｋ 914.6 アライ

Ｋ …郷土資料

B …文庫本

ＹＡ …ヤングアダルト

小田原市立かもめ図書館　　平成２３年7月号
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書名 著者名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出版社 請求記号出版年

北原　武夫（きたはら　たけお）１９０７～１９７３
作家。足柄下郡小田原町生まれ。宇野千代と共にスタイル社を創業。１９３８年発表の『妻』が芥川賞候補となる。

藤田　湘子（ふじた　しょうし）１９２６～２００５
俳人。足柄下郡小田原町生まれ。２０００年、『神楽』で詩歌文化館賞受賞。

新井　恵美子（あらい　えみこ）１９３９年、東京生まれ。
ノンフィクション作家。６歳の時、足柄下郡前羽村に疎開。小田原で育つ。『モンテンルパの夜明け』で潮賞ノンフィクション部門優秀賞受賞。

川崎　長太郎（かわさき　ちょうたろう）１９０１～１９８５
作家。足柄下郡小田原町生まれ。代表作『抹香町』など。およそ２７０編の私小説を書いた。
１９７７年に菊池寛賞、１９７８年に、神奈川文化賞、１９８０年に芸術選奨文部大臣賞を受賞。

藪田　義雄（やぶた　よしお）１９０２～１９８４
詩人。足柄下郡小田原町生まれ。中学在学中に、国語教師の小林好日に連れられて、北原白秋を訪ね、門人となる。

北村　透谷（きたむら　とうこく）　１８６８～１８９４
詩人・評論家。小田原唐人町に生まれ。１２歳で上京するまで小田原で過ごした。代表作に『蓬莱曲』などがある。

福田　正夫（ふくだ　まさお）１８９３～１９５２
詩人。足柄下郡小田原町に生まれ。神奈川師範学校卒業後、根府川小学校で教師を務める。代表作に『農民の言葉』などがある。

牧野　信一（まきの　しんいち）１８９６～１９３６
作家。足柄下郡小田原町に生まれ。県立小田原中学校を経て、早稲田大学卒業。時事新報社に入社。代表作に『ゼーロン』などがある。

尾崎　一雄（おざき　かずお）１８９９～１９８３
作家。三重県宇治山田町生まれ。９歳の時に足柄下郡下曽我村に移住。小田原に在住し、作家活動を続けた。
１９３７年『暢気眼鏡』で芥川賞を受賞。１９７８年に、文化勲章を授章した。

小田原にゆかりのある作家を何人知っていますか？小田原は、自然に囲まれ、温暖な気候
ということで多くの作家が移り住みました。小田原出身の作家も数多くいます。                                          

地元、小田原の文学に目を向けてみませんか？ 
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書名 著者名 出版社 請求記号出版年

やいトカゲ　（あかね創作えほん　１８） 舟崎　靖子／作 あかね書房 1984 児 Ｅ ヤ

おーいぼく風になったよ　（ベネッセのえほん） 舟崎　靖子／作 ベネッセコーポレーション 1997 児 Ｅ オ

もりのゆうびんきょく　（もりはおもしろランド　１）１５までシリーズ有 舟崎　靖子／作 偕成社 1977 児 913 フナザ アカ 

１ねんサルぐみへようこそ！　（ポプラ社の新しい幼年童話　６） 舟崎　靖子／作 ポプラ社 1997 児 913 フナザ アカ 

野ウサギのラララ　（理論社ライブラリー） 舟崎　克彦、舟崎　靖子／作 理論社 1997 児 913 フナザ ミドリ 

まいごになったプレゼント　野うさぎのラララ 舟崎　靖子／作 理論社 2001 児 913 フナザ アオ 

明るい方へ　父・太宰治と母・太田静子 太田　治子／著 朝日新聞出版 2009 910.2

青い絵葉書 太田　治子／著 新潮社 2001 913.6

星空のおくりもの 太田　治子／著 新潮社 2003 913.6

恋する手 太田　治子／著 講談社 2005 913.6

小さな神さま 太田　治子／著 朝日新聞社 2007 913.6

時こそ今は 太田　治子／著 筑摩書房 2011 913.6

気ままなお弁当箱 太田　治子／著 中央公論社 1989 914.6

陰陽師（おんみょうじ） 夢枕　獏／著 文芸春秋 1988 913.6 ユ 

神々の山嶺（いただき）　上・下 夢枕　獏／著 集英社 1997 913.6 ユメマ

キマイラ　1～9、キマイラ　青龍変 夢枕　獏／著 朝日新聞社 913.6 ユメマ

毎日釣り日和 夢枕　獏／著 毎日新聞社 2008 787.1

愚か者の杖　五大陸釣魚紀行 夢枕　獏／著 徳間書店 2008 787.1

未来の息子 椰月　美智子／著 双葉社 2005 913.6 ヤヅキ

しずかな日々 椰月　美智子／著 講談社 2006 913.6 ヤヅキ

体育座りで、空を見上げて 椰月　美智子／著 幻冬舎 2008 913.6 ヤヅキ

るり姉 椰月　美智子／著 双葉社 2009 913.6 ヤヅキ

坂道の向こうにある海 椰月　美智子／著 講談社 2009 913.6 ヤヅキ

フリン 椰月　美智子／著 角川書店 2010 913.6 ヤヅキ

ダリアの笑顔 椰月　美智子／著 光文社 2010 913.6 ヤヅキ

市立第二中学校２年Ｃ組　１０月１９日月曜日 椰月　美智子／著 講談社 2010 913.6 ヤヅキ

恋愛小説 椰月　美智子／著 講談社 2010 913.6 ヤヅキ

純愛モラトリアム 椰月　美智子／著 祥伝社 2011 913.6 ヤヅキ

ガミガミ女とスーダラ男 椰月　美智子／著 筑摩書房 2009 914.6 ヤヅキ

☆小田原ゆかりの作家

日本の詩歌　９　北原白秋 中央公論社 1988 911.5 キタハ

北原白秋童謡集 藤田　圭雄／編 彌生書房 1993 911.5 キタハ

名作童謡北原白秋…１００選 北原　白秋／著 春陽堂書店 2005 911.5 キタハ

北原白秋詩集　上・下（岩波文庫） 北原　白秋／著 岩波書店 2007 Ｂ 911.5 キタハ

この道はいつか来た道 北原　白秋／詩 童話屋 2009 911.5 キタハ

細雪 谷崎　潤一郎／著 中央公論社 1988 913.6 タ

陰翁礼賛　（中公文庫） 谷崎　潤一郎／著 中央公論社 1994 B 914.6 タ

小田原事件　谷崎潤一郎と佐藤春夫　（小田原ライブラリー） ゆり　はじめ／著 夢工房 2006 Ｋ 910.2 タニザ

詩を読む人のために　（岩波文庫　３１‐０８２‐３） 三好　達治／著 岩波書店 1991 B 911.5 ミヨシ

三好達治詩集　改版（新潮文庫） 三好　達治／著 新潮社 2000 B 911.5 ミヨシ

白痴・二流の人　（角川文庫） 坂口　安吾／著 角川書店 1970 B 913.6 サカグ

桜の森の満開の下　（講談社文芸文庫　さ－Ｂ２） 坂口　安吾／著 講談社 1989 B 913.6 サカグ

坂口安吾と三好達治　小田原時代　（小田原ライブラリー） 金原　左門／著 夢工房 2001 Ｋ 910.2 サカグ

食道楽の献立（レシピ）　（ランティエ叢書　１２） 村井　弦斎／著 角川春樹事務所 1997 596

台所重宝記　（平凡社ライブラリー） 村井　弦斎／著 平凡社 2001 596

食道楽　上・下　（岩波文庫） 村井　弦斎／著 岩波書店 2005 B 913.6 ムライ

緑雨警語　（富山房百科文庫　４１） 斎藤　緑雨／著 富山房 1991 917 サイト

初すがた　（岩波文庫　３１－１１４－４） 小杉　天外／著 岩波書店 1955 B 913.6 コスギ

北条秀司をめぐる人びと　書画集 東海大学学園史資料センター 東海大学付属図書館 2007 Ｋ 912.6

長谷川如是閑評論集　（岩波文庫　３３‐１７６‐１） 長谷川　如是閑／著 岩波書店 1989 B K 304

かながわの作家　文化部記者２０年の記録　（かもめ文庫） 青木　茂／著 神奈川合同出版 1984 Ｋ 910.2 カナガ

小田原　箱根・真鶴・湯河原　文学散歩 後藤　隆介／等　編 小田原文芸愛好会 1994 Ｋ 910.2 オダワ

小田原文学散歩　郷土で見つけた文学の香り－明治から平成まで－ 田中　美代子／著 小田原の文学に光と風を送る会 2001 Ｋ 910.2 オダワ

Ｋ …郷土資料

B …文庫本

児 …児童書

太田　治子（おおた　はるこ）１９４７年、小田原市生まれ。
作家。父は太宰治。母は『斜陽』の主人公「かず子」のモデル太田静子。『心映えの記』で坪田譲治文学賞を受賞。

北原　白秋（きたはら　はくしゅう）１８８５～１９４２　詩人。大正７年～15年まで小田原に住む。伝肇寺境内に「木菟の家」建て、著作活動を行う。

三好　達治（みよし　たつじ）１９００～１９６４　詩人。昭和14年～19年まで小田原に住む。『春の岬』などを小田原在住時代に発表。

坂口　安吾（さかぐち　あんご）１９０６～１９５５　作家。三好達治に誘われて、昭和１５年から一年ほど小田原に住む。

その他のゆかりの作家

谷崎　潤一郎（たにざき　じゅんいちろう）１８８６～１９６５　作家。大正８年～10年まで小田原に住む。千代子夫人、佐藤春夫との「小田原事件」が起こった。

椰月　美智子（やづき　みちこ）１９７０年、小田原市生まれ。小田原市在住。
作家。『十二歳』で講談社児童文学新人賞、『しずかな日々』で野間児童文芸賞、坪田譲治文学賞を受賞。

舟崎　靖子（ふなざき　やすこ）１９４４年、小田原市生まれ。
児童文学作家。『ひろしのしょうばい』でサンケイ児童出版文化賞、『やいトカゲ』で絵本にっぽん賞を受賞。

夢枕　獏（ゆめまくら　ばく）１９５１年、小田原市生まれ。
作家。『上弦の月を喰べる獅子』で日本ＳＦ大賞、『神々の山嶺』で柴田錬三郎賞を受賞。


