
                                     

                 

谷川 俊太郎

教科書に載った詩や詩人

にんげんだもの 相田　みつを 文化出版局 728.2

表札など 石垣 りん 童話屋 911.5イシガ

石川啄木大全 石川 啄木 講談社 911.1イシカ

茨木のり子全詩集 茨木 のり子 花神社 911.5イバラ

故郷の水へのメッセージ 大岡 信 花神社 911.5オオオ

最後の詩集 長田 弘 みすず書房 911.5オサダ

金子みすゞ作品鑑賞事典 詩と詩論研究会/編 勉誠出版 911.5カネコ

北川冬彦全詩集 北川 冬彦 沖積舎 911.5キタガ

佐藤春夫詩集 佐藤 春夫 白凰社 911.5サトウ

島崎藤村詩集 島崎 藤村 白凰社 911.5シマザ

詩が生まれるとき 新川 和江 みすず書房 911.5シンカ

その木について 高田 敏子 花神社 911.5タカダ

智恵子抄 高村 光太郎 竜星閣 911.5タカム

道程 高村 光太郎 日本図書センター 911.5タカム

立原道造詩集 立原 道造 白凰社 911.5タチハ

うつむく青年 谷川 俊太郎 サンリオ 911.5タニカ

二十億光年の孤独 谷川 俊太郎 サンリオ ☆ 911.5タニカ

ハミングバード　田村隆一詩集 田村 隆一 青土社 911.5タムラ

寺山修司詩集 寺山 修司 角川書店 911.5テラヤ

中野重治詩集 中野 重治 思潮社 911.5ナカノ

山羊の歌 中原 中也 日本図書センター 911.5ナカハ

汚れっちまった悲しみに… 中原 中也 童話屋 911.5ナカハ

月に吠える 萩原 朔太郎 日本図書センター 911.5ハギワ

丸山薫詩集 丸山 薫 思潮社 911.5マルヤ

宮沢賢治 宮沢 賢治 小学館 911.5ミヤザ

三好達治詩集 三好 達治 小沢書店 911.5ミヨシ

室生犀星詩集 室生 犀星 白凰社 911.5ムロウ

定本八木重吉詩集 八木 重吉 弥生書房 911.5ヤギ

山村暮鳥全集　 山村 暮鳥 筑摩書房 918.6ヤマム

山之口獏詩集 山之口 貘 弥生書房 911.5ヤマノ
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『忘れられた詩人の伝記』

宮田 毬栄

中央公論新社

どこかで耳にしたワンフレーズが、ずっと心に残っていることがありませんか？

今回は教科書に載った詩や、詩人たちの作品を中心に紹介します。

うれしいとき、悲しい時、そっと心に寄り添ってくれるようなお気に入りの一篇に出会ってください。

北原白秋に認められ、小田原にも住み戦前は日本

を代表する詩人とされながら、戦時詩を作ったこ

とにより戦後は戦争協力者と非難され不遇な晩年

を送る。その生涯を次女である著者が全作品から

詩を引用して書いた評伝。合唱曲「大地讃頌」の

作詞者としても知られています。

詩人、翻訳家、絵本作家、脚本家など幅

広く活躍する著者の21歳のデビュー作。

ひとり宇宙と向き合う少年がみつめた孤独

や未来を書き、三好達治が絶賛して序文を

寄せています。表題作は合唱曲としても

おなじみです。

『二十億光年の孤独』

谷川 俊太郎

サンリオ
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作詞者としても知られています。おなじみです。

春のかぜ我にあつまる　与謝野晶子詩集 与謝野 晶子 啓文社 911.5ヨサノ

ガルシア=ロルカ ガルシア ロルカ 岩崎美術社 723.3

ゲーテ詩集 ゲーテ 小沢書店 941ゲテ

ハイネ詩集 ハイネ 白凰社 941ハイネ

ヴェルレーヌ詩集 ヴェルレーヌ 白凰社 951べルレ

ヘッセ詩集 ヘッセ 白凰社 941ヘッセ

ボードレール詩集 ボードレール 白凰社 951ボドレ

最後だとわかっていたなら ノーマ コーネット マレック サンクチュアリ・パブリッシング 931マレツ

ランボー詩集 ランボー 河出書房新社 951ランボ

訳詩集　日本の詩歌２８ 中央公論社 911ニホン

小田原ゆかりの詩人 　

西さがみの詩びとたち 西さがみの詩びとたち編集委員会/編 西さがみの詩びとたち編集事務局 K910.2ニシサ

忘れられた詩人の伝記　父・大木惇夫の軌跡 宮田 毬栄 中央公論新社 ☆ K911.5オオキ

詩集　晩景 大森　澄 西さがみ文芸愛好会 K911.5オオモ

北原白秋詩集　上・下 北原 白秋 岩波書店 B911.5キタハ

北村透谷詩集 北村　透谷 思潮社 K911.5キタム

父・白秋と私 北原 隆太郎 短歌新聞社 911.5キタハ

北原白秋ノート 飯島 耕一 小沢書店 911.5キタハ

名作童謡北原白秋…100選 北原 白秋 春陽堂書店 911.5キタハ

木村　孝全詩集 木村 孝 花神社 K911.5キムラ

歳月　光山樹太郎詩集 光山 樹太郎 小田原詩人会出版部 K911.5コウヤ

詩集　あしたいいこと 二宮 龍也，壱岐 和美/絵 千秋社 911.5ニノミ

福田正夫・ペンの農夫 詩作品鑑賞を中心に 金子 秀夫 夢工房 K911.5フクダ

山口洋子のサミング・アップ 山口 洋子 ナイスデイ・ブックス 914.6ヤ

詩画やアンソロジーで読んでみよう 　

詩人たちの絵展　ヘルマン・ヘッセから宮沢賢治まで ヘルマン ヘッセ ほか/画 「詩人たちの絵展」実行委員会事務局 720.8

てつがくのライオン 工藤 直子，長 新太/絵 復刊ドットコム YA726.5

おめでとう 小池 昌代/編著 新潮社 908.1オメデ

旅の詩集 寺山 修司/編著 立風書房 908.1タビノ

名詩の絵本 川口 晴美/編 ナツメ社 908.1メイシ

詩のこころを読む 茨木 のり子 岩波書店 S911イバラ

いま、きみにいのちの詩を　詩人52人からのメッセージ 水内 喜久雄/編 著 小学館 911.5イマキ

おぼえておきたい日本の名詩100 水内 喜久雄/編 著 たんぽぽ出版 911.5オボエ

君は反戦詩を知ってるか 井之川 巨 皓星社 911.5キミワ

五人輪舞　現代女流詩人作品集 岩谷 時子　ほか アートダイジェスト 911.5ゴニン

詩のおくりもの　１～7 矢川 澄子/編　ほか 筑摩書房 911.5シノオ

日本の名詩、英語でおどる アーサー ビナード/訳 みすず書房 911.5ニホン

にじ まど みちお，美智子/選 訳 文藝春秋 911.5マド

ステキな詩に会いたくて 水内 喜久雄 小学館 911.5ミズウ

アホラ詩集 やなせ たかし かまくら春秋社 911.5ヤナセ

ろうそくの炎がささやく言葉 管 啓次郎・野崎 歓/編 勁草書房 911.5ロウソ

漢詩の流儀 その真髄を味わう 松原 朗 大修館書店 921マツバ

日本語力がつく漢詩一〇〇篇　李白・杜甫から乃木希典まで 守屋 洋 角川マガジンズ 921モリヤ

評伝、小説で知る詩人 　

石川啄木 ドナルド キーン 新潮社 910.2イシカ

原民喜 岩崎 文人 勉誠出版 910.2ハラ

宮沢賢治キーワード図鑑 平凡社 910.2ミヤザ

清冽　詩人茨木のり子の肖像 後藤 正治 中央公論新社 911.5イバラ

詩人とその妻　小熊秀雄とつね子 小川 恵以子 創樹社 911.5オグマ

金子みすゞ 魂の詩人 河出書房新社 911.5カネコ

金子光晴と森三千代 牧 羊子 マガジンハウス 911.5カネコ

智恵子と生きた　高村光太郎の生涯 茨木 のり子 童話屋 911.5タカム

琴はしずかに 八木重吉の妻として 吉野 登美子 弥生書房 911.5ヤギ

貘さんがゆく 茨木 のり子 童話屋 911.5ヤマノ

詩人の面影　近代日本の抒情詩 由井 龍三 春秋社 911.5ユイ

荒地の恋 ねじめ 正一 文藝春秋 913.6ネジメ
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