
太宰治を知る
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

太宰治辞典 実方清 編著 清水弘文堂 1972 KG518-14

太宰治の「カルテ」 浅田高明 著 文理閣 1981.11 KG518-63

太宰治 : 主治医の記録 中野嘉一 著 宝文館出版 1988.5 KG518-E11

太宰治事典 東郷克美 編 学灯社 1995.5 KG518-G2

太宰治・坂口安吾の世界 : 反逆のエチカ 齋藤愼爾 責任編集 柏書房 1998.5 KG518-G23

太宰治語録 小野才八郎 著 津軽書房 1998.6 KG518-G26

太宰治大事典 志村有弘, 渡部芳紀 編 勉誠出版 2005.1 KG518-H12

太宰治と美術 : 故郷と自画像 : 生誕一〇〇年記念 青森県立美術館 編 青森県立美術館 2009.7 KG518-J34

太宰治の年譜 山内祥史 著 大修館書店 2012.12 KG647-L2

太宰治100の言葉 : 人生を見つめ直すためのヒント 安藤宏 監修 宝島社 2016.3 KG647-L24

太宰治の肖像 : 三鷹市市制施行60周年プレイベント生誕100年記念写真展 三鷹市芸術文化振興財団 編 三鷹市芸術文化振興財団 2009.11 Y93-J2622

太宰治 : 100年目の「グッド・バイ」 : 総特集 河出書房新社 2009.5 Y94-J11856

週刊日本の100人 : 歴史をつくった先人たち 番外編 12号(太宰治) デアゴスティーニ・ジャパン 2008.4 Y94-J1338

別冊太陽 : 日本のこころ (通号 159) 2009.7 平凡社 2009.7 Z23-238

新宿・時代の貌 : カストリ時代・文士の時代 : 林忠彦写真展 : 平成21年度新
宿歴史博物館特別展

林忠彦 [写真] , 新宿区生涯学習財
団新宿歴史博物館 編

新宿区生涯学習財団新宿歴史博
物館

2009.10 KC726-J752

映画に魅せられた文豪・文士たち : 知られざる珠玉のシネマガイド : 練馬区
立石神井公園ふるさと文化館特別展

根本隆一郎 監修・装幀デザイン・
編集ディレクション

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館

2017.4 KD651-L120

太宰治が書いたもの
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

資料集 第11輯 青森県近代文学館 編 青森県近代文学館 2018.11 KG311-M2

太宰治のお伽草紙 木村綾子 著 源 2013.3 KG647-L4

太宰治小説選 岩波書店 1988.6 KH84-E3

直筆で読む「人間失格」 太宰治 著 集英社 2008.11 KH84-J5

読んでおきたいベスト集!太宰治 太宰治 [著] , 別冊宝島編集部 編 宝島社 2011.7 KH84-J54

太宰治作品をどう読むか
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

林修の「今読みたい」日本文学講座 林修 著 宝島社 2015.7 KG311-L97

太宰治をどう読むか : その文学と人間と風土 新版 小野正文 著 サイマル出版会 1990.5 KG518-E23

太宰治全作品研究事典 神谷忠孝, 安藤宏 編 勉誠社 1995.11 KG518-G1

太宰治著述総覧 山内祥史 編 東京堂出版 1997.9 KG518-G10

太宰治をおもしろく読む方法 山口俊雄 編 風媒社 2006.9 KG518-H22

太宰治ブームの系譜 = A Look at Osamu Dazai's Posthumous Popularity 滝口明祥 著 ひつじ書房 2016.6 KG647-L28

太宰治と周りの人々
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

太宰治との七年間 堤重久 著 筑摩書房 1969 KG518-2

回想の太宰治 津島美知子 著 人文書院 1978.5 KG518-38

太宰治 井伏鱒二 著 筑摩書房 1989.11 KG518-E19

わが友太宰治 今官一 著 津軽書房 1992.6 KG518-E33

師太宰治 田中英光 著 津軽書房 1994.7 KG518-E42

太宰治と檀一雄 山梨県立文学館 編 山梨県立文学館 2000.9 KG518-G36

太宰治の手紙 東郷克美 著 大修館書店 2009.7 KG518-J18

恋の蛍 : 山崎富栄と太宰治 松本侑子 著 光文社 2009.1 KH341-J181

小説太宰治 檀一雄 著 審美社 1988.8 KH83-E2

＊その他、文豪や近代日本文学に関連する資料は、総合閲覧室内「棚28a」にもあります。
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太宰治を訪ねる
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

冨嶽人物百景 : 富士山にゆかりある人々 富士吉田市歴史民俗博物館 編 富士吉田市教育委員会 2013.6 GC115-L5

文豪の家 高橋敏夫, 田村景子 監修 エクスナレッジ 2013.4 KG311-L24

探訪太宰治の世界
渡部芳紀 文 , 渡部芳紀, 斎藤郁男,
勝俣正希 写真

ゼスト出版事業部 1998.12 KG518-G28

太宰治と旅する津軽 太宰治, 小松健一 著 , 新潮社 編 新潮社 2009.9 KG518-J25

太宰治と歩く文学散歩 木村綾子 著 角川書店 2010.2 KG518-J37

太宰治三鷹からのメッセージ : 没後60年記念展 : 図録 三鷹市芸術文化振興財団 編 三鷹市芸術文化振興財団 2008.11 KG518-J5

山梨太宰治の記憶 : おはなし歴史風土記 相原千里 編 山梨ふるさと文庫 2011.3 KG518-J51

太宰治三鷹とともに : 太宰治没後70年 : 平成30年度特別展
三鷹市スポーツと文化財団芸術文化
課文芸担当 編

三鷹市スポーツと文化財団芸術
文化課文芸担当

2018.6 KG647-L36

房総文学散歩 : 描かれた作品と風土 毎日新聞社千葉支局 編著 崙書房出版 2011.12 KG751-J51

津軽 : 青森 太宰治 [著] JTBパブリッシング 2010.1 KH84-J42

るるぶ青森 : 弘前 八戸 奥入瀬 '19 JTBパブリッシング 2018.12 Y77-L9751

Ahaus : architecture, design, life / Ahaus編集部 編 (9) 2010.7 Ahaus編集部 編 Ahaus編集部 2010.7 Z71-M965

東京人 23(14) (通号 262) (増刊) 2008.12 都市出版 2008.12 Z8-2560

東京人 33(8)=398:2018.7 都市出版 2018.7 Z8-2560

太宰治を語る
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

太宰治に聞く 井上ひさし, こまつ座 編・著 ネスコ 1998.7 KG518-G32

私の太宰その魅力 東奥日報社 2009.12 KG518-J30

新潮 106(7) 2009.7 新潮社 2009.7 Z13-583

太宰治を研究する
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

太宰治作品の<笑い> 斎藤理生 [著] [斎藤理生] [2004] UT51-2004-D31

太宰治における<倫理>の問題 永吉寿子 [著] [永吉寿子] [2009] UT51-2009-B792

太宰治研究 : その方法意識と同時代言説との関連を中心に 何資宜 [著] [何資宜] [2009] UT51-2010-G518

太宰治文学研究 : 母性の普遍への祈願 顧紅英 [著] [顧紅英] [2013] UT51-2014-C135

国文学 : 解釈と鑑賞 / 至文堂 編 72(11) 2007.11 至文堂 編 ぎょうせい 2007.11 Z13-333

國文學 : 解釈と教材の研究 / 學燈社 [編] 53(4) (通号 764) 2008.3 學燈社 [編] 學燈社 2008.3 Z13-334

郷土作家研究 (通号 34) 2009.8 青森県郷土作家研究会 2009.8 Z13-390

文学・語学 / 全国大学国語国文学会 編 (211):2014.12 全国大学国語国文学会 編 全国大学国語国文学会 2014.12 Z13-99

太宰治研究 (25):2017.6 和泉書院 [編] 和泉書院 2017.6 Z13-B282

iichiko : quarterly intercultural : a journal for transdisciplinary studies
of pratiques (107) 2010.Sum

日本ベリエールアートセンター 2010 Z23-561

iichiko : quarterly intercultural : a journal for transdisciplinary studies
of pratiques (108) 2010.Aut

日本ベリエールアートセンター 2010 Z23-561

月刊れぢおん青森 / 青森地域社会研究所 編 31(369) 2009.8 青森地域社会研究所 編 青森地域社会研究所 2009.8 Z8-1731

2 / 2


