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No. タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

1

南方熊楠全集 [全12巻]

(1 十二支考/2 南方閑話,南方随筆,続南方随筆/3-

5 雑誌論考/6 新聞随筆,未発表手稿/7-9 書簡/10

初期文集/別巻1 書簡補遺,論考補遺/別巻2 ロン

ドン日記,論考補遺,年譜,総索引,著述目録)

平凡社
1971-

1975
US21-23

2

南方熊楠日記[全4巻]

(1 1885～1896/2 1897～1904/3 1905～1910/4

1911-1913)

長谷川興蔵 校訂 八坂書房
1987.7-

1989.1
GK83-84

3 南方熊楠菌誌 第1巻,  第2巻 小林義雄 [ほか]編 南方文枝
1991.7,

1989.5
RA621-E22

4 熊楠漫筆 : 南方熊楠未刊文集 飯倉照平 [ほか]編 八坂書房 1991.10 GD1-E133

5 南方熊楠、独白 : 熊楠自身の語る年代記 中瀬喜陽 編著 河出書房新社 1992.1 GK83-E60

6 南方熊楠珍事評論
南方熊楠 著 ,

長谷川興蔵, 武内善信校訂
平凡社 1995.5 GK83-E107

7 南方熊楠 : 履歴書ほか（人間の記録 ; 84） 南方熊楠 著
日本図書セン

ター
1999.2 GK83-G30

8 南方熊楠英文論考 : 「ネイチャー」誌篇
南方熊楠 著 , 飯倉照平 監修 , 松

居竜五, 田村義也, 中西須美 訳
集英社 2005.12 GD1-H136

9
南方熊楠英文論考 〈ノーツアンドクエ

リーズ〉誌篇

南方熊楠 著 , 飯倉照平 監修 , 松

居竜五, 田村義也, 志村真幸, 中西

須美, 南條竹則, 前島志保 訳

集英社 2014.12 G121-L47

No. タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

10 南方熊楠書簡抄 : 宮武省三宛 笠井清 編 吉川弘文館 1988.1 GK83-E2

11 南方熊楠書簡 : 盟友毛利清雅へ 中瀬喜陽 編
日本エディター

スクール出版部
1988.7 GK83-E13

12 門弟への手紙 : 上松蓊へ 南方熊楠 著 , 中瀬喜陽 編
日本エディター

スクール出版部
1990.11 GK83-E36

13 南方熊楠土宜法竜往復書簡 飯倉照平, 長谷川興蔵 編 八坂書房 1990.11 GK83-E49

14 南方熊楠男色談義 : 岩田準一往復書簡
南方熊楠, 岩田準一 [著] , 長

谷川興蔵, 月川和雄 編
八坂書房 1991.9 GD73-E33

15
竹馬の友へ : 小笠原誉至夫宛書簡 自由民

権・御進講 孫文関係新資料

南方熊楠 [著] , 長谷川興

蔵, 小笠原謙三 編
八坂書房 1993.11 GK83-E88

 南方熊楠
～ミニ展示資料リスト～

１．熊楠を読む（熊楠の論考・日記など）

２．熊楠からの手紙（書簡集）



16
柳田国男・南方熊楠往復書簡集 [上・下]

（平凡社ライブラリー）
飯倉照平 編 平凡社 1994.6 GD1-E225

17
南方熊楠・小畔四郎往復書簡 1 (明治35年-

大正5年)（南方熊楠資料叢書）

南方熊楠, 小畔四郎 [著] ,

南方熊楠顕彰会学術部 編
南方熊楠顕彰館 2008.6 GK83-J5

18
南方熊楠書翰 : 高山寺蔵 : 土宜法龍宛

1893-1922

南方熊楠 著 , 奥山直司, 雲

藤等, 神田英昭 編
藤原書店 2010.3 GK83-J28

19 キノコ四天王樫山嘉一宛南方熊楠書簡 南方熊楠記念館 2011.9 GK83-J60

No. タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

20 南方熊楠人と思想 飯倉照平 編 平凡社 1974 GK83-21

21
南方熊楠 : 地球志向の比較学（講談社学術

文庫）
鶴見和子 [著] 講談社 1981.1 GK83-43

22 父南方熊楠を語る
南方文枝, 南方熊楠 著 , 谷

川健一 [ほか]編

日本エディター

スクール出版部
1981.7 GK83-47

23 南方熊楠 : 親しき人々 笠井清 著 吉川弘文館 1982.1 GK83-50

24 南方熊楠百話 飯倉照平, 長谷川興蔵 編 八坂書房 1991.4 GK83-E50

25 南方熊楠一切智の夢（朝日選書 ; 430） 松居竜五 著 朝日新聞社 1991.7 GK83-E51

26 南方熊楠の図譜 荒俣宏, 環栄賢 編 青弓社 1991.12 GK83-E59

27 南方曼陀羅論 鶴見和子 著 八坂書房 1992.9 GK83-E74

28 森のバロック 中沢新一 著 せりか書房 1992.10 GK83-E70

29 岳父・南方熊楠
岡本清造 著 , 飯倉照平, 原

田健一 編
平凡社 1995.11 GK83-G5

30 クニオとクマグス 米山俊直 著 河出書房新社 1995.12 GD1-G9

31 天才の誕生 : あるいは南方熊楠の人間学 近藤俊文 著 岩波書店 1996.5 GK83-G8

32
コレクション鶴見和子曼荼羅 5(水の巻)

(南方熊楠のコスモロジー)
鶴見和子 著 藤原書店 1998.1 US21-G27

33 南方熊楠の基礎資料の研究
松居竜五, 上山春平, 駿河

台大学, 京都市立芸術大学
1999.2 Y151-H08301003

34
南方熊楠・萃点の思想 : 未来のパラダイム

転換に向けて
鶴見和子 著 藤原書店 2001.5 GK83-G44

35
南方熊楠の思想と運動（Sekaishiso

seminar）
後藤正人 著 世界思想社 2002.6 GK83-H2

36 森と建築の空間史 : 南方熊楠と近代日本 千田智子 著 東信堂 2002.12 AZ-616-H3

37
素甕先生、熊翁を語る : 仮題（雑賀翁遺

稿・素甕文集別稿 ; 1）

雑賀貞次郎 著 , 宮本惠司

編
[宮本惠司] [2003] GK83-H26

38 南方熊楠 : 進化論・政治・性 原田健一 著 平凡社 2003.11 GK83-H18

39 南方熊楠資料の連関的研究 松居竜五, 龍谷大学 [著] [松居竜五] 2004.3 Y151-H12410012

40
「南方熊楠の学際的研究」プロジェクト報

告書

奈良女子大学大学院人間

文化研究科学術研究交流

センター [著]

奈良女子大学人

間文化研究科
2004.3 GK83-H30

41 南方熊楠アルバム 新装版 中瀬喜陽, 長谷川興蔵 編 八坂書房 2004.11 GK83-H62

42 南方熊楠の宇宙 : 末吉安恭との交流 神坂次郎 著 四季社 2005.2 GK83-H60

３．熊楠を探究する（評伝・研究書・雑誌特集号など）



43
南方熊楠関連図譜類のデジタルファイル

化・データベース化とインターネット公開

岩崎仁, 京都工芸繊維大学

[著]
[岩崎仁] 2005.5 Y151-H15500157

44

國文學 : 解釈と教材の研究 50(8) (通号

726)[特集:南方熊楠--ナチュラルヒスト

リーの文体]

學燈社 2005.8 Z13-334

45 南方熊楠と「事の学」 橋爪博幸 著
鳥影社・ロゴス

企画部
2005.11 GK83-H90

46 南方熊楠の森 松居竜五, 岩崎仁 編 方丈堂出版 2005.12 YU7-H3249

47
Front 18(3) (通号 207)

[特集 南方熊楠--孤高のエコロジスト]

リバーフロント

整備センター
2005.12 Z15-604

48
南方熊楠 : 梟のごとく黙坐しおる（ミネル

ヴァ日本評伝選）
飯倉照平 著 ミネルヴァ書房 2006.11 GK83-H98

49

孫文と南方熊楠 : 海外にて知音と逢う : 孫

文生誕140周年記念孫文記念館特別展(復原

開館第三回特別展示会) : 図録

孫中山記念会 編 孫中山記念会 2007.3 GK344-H8

50

孫文と南方熊楠 : 孫文生誕140周年記念国

際学術シンポジウム論文集（孫中山記念会

研究叢書 ; 5）

日本孫文研究会 編 汲古書院 2007.8 HB135-H1

51
ユリイカ 40(1) (通号 546) [特集 南方熊

楠]
青土社 2008.1 Z13-1137

52
南方熊楠の世界 : エコロジーの先駆者 : 特

別展
和歌山市立博物館 編

和歌山市教育委

員会
2009.10 GK83-J22

53 父を語る柳田国男と南方熊楠 谷川健一 編
冨山房インター

ナショナル
2010.5 GK161-J30

54 熊楠と漱石 : 二人を取り巻く人々 岩淵幸喜 著 [岩淵幸喜] 2011.7 GK83-J52

55 アジア遊学 (144) [南方熊楠とアジア] 勉誠出版 2011.8 Z71-D332

56
「中間」と<中間> : 南方熊楠夢の記述に

関する研究 : 「やりあて」と関連させなが
唐澤太輔 [著] [唐澤太輔] [2012] UT51-2013-D357

57 南方熊楠大事典 松居竜五, 田村義也 編 勉誠出版 2012.1 GK83-J65

58
別冊太陽 : 日本のこころ (192)

 [南方熊楠 : 森羅万象に挑んだ巨人]
平凡社 2012.2 Z23-238

59
南方熊楠シンポジウム : 南方熊楠のエコロ

ジー思想とは何か? : 記録集

和歌山県環境生活部環境政策局環

境生活総務課自然環境室 編

和歌山県環境生活部

環境政策局環境生活

総務課自然環境室

2012.3 EG281-J740

60
季刊民族学 36(1)=139

[特集 南方熊楠と民俗学]
千里文化財団 2012.3 Z8-1726

61 闘う南方熊楠 : 「エコロジー」の先駆者 武内善信 著 勉誠出版 2012.11 GK184-L3

62 南方熊楠記憶の世界 : 記憶天才の素顔 雲藤等 著 慧文社 2013.8 GK184-L174

63
科学 83(8)=972 [特集 南方熊楠 : 森の巨人

がまいた胞子(タネ)]
岩波書店 2013.8 Z14-72

64 南方熊楠の説話学 飯倉照平 著 勉誠出版 2013.10 KK392-L4

65

南方熊楠と近代日本（早稲田大学モノグラ

フ = Waseda University monograph ;

95）

雲藤等 著
早稲田大学出版

部
2013.11 GK184-L99

66 南方熊楠の見た夢 : パサージュに立つ者 唐澤太輔 著 勉誠出版 2014.4 GK184-L130

67
生命倫理再考 : 南方熊楠と共に（ヌース学

術ブックス）
唐澤太輔 著 ヌース出版 2015.2 RA125-L20



68
南方熊楠 : 日本人の可能性の極限（中公新

書 ; 2315）
唐澤太輔 著 中央公論新社 2015.4 GK184-L230

69 南方熊楠の謎 : 鶴見和子との対話

松居竜五 編 , 鶴見和子, 雲

藤等, 千田智子, 田村義也

[著]

藤原書店 2015.6 GK184-L249

70
熊楠の星の時間（講談社選書メチエ ;

630）
中沢新一 著 講談社 2016.5 GK184-L343

71 南方熊楠 : 複眼の学問構想 松居竜五 著
慶應義塾大学出

版会
2016.12 GK184-L413

72
書物学 = Bibliology (10)

[特集 南方熊楠生誕一五〇年]
勉誠出版 2017.3 Z72-H33

73
歴史街道 (351) [特集 和歌山が生んだ、世

界レベルの「知の巨人」 南方熊楠]
PHP研究所 2017.7 Z8-2884

74
南方熊楠と説話学（ブックレット〈書物を

ひらく〉 ; 9）
杉山和也 著 平凡社 2017.11 KG745-L112

75
熊楠異聞 : 南方熊楠の真実 : 虚実を知って

熊楠を楽しもう
吉田芳輝 著 和泉出版 2018.9 GK199-M148

76 漱石と熊楠 : 同時代を生きた二人の巨人 三田村信行 著 鳥影社 2019.4 KG693-M108

77 怪人熊楠、妖怪を語る
伊藤慎吾, 飯倉義之, 広川

英一郎 著
三弥井書店 2019.8 GD38-M19

78
南方熊楠のロンドン : 国際学術雑誌と近代

科学の進歩
志村真幸 著

慶應義塾大学出

版会
2020.2 M45-M8

79 熊楠 : 生命と霊性 安藤礼二 著 河出書房新社 2020.12 GK199-M1573

80
熊楠と幽霊（インターナショナル新書 ;

065）
志村真幸 著

集英社インター

ナショナル
2021.2 GD1-M48

◆ こちらもどうぞ

国立国会図書館がシステムを運用する、様々なデジタルアーカイブのコン

テンツをまとめて検索・閲覧できるプラットフォームです。南方熊楠顕彰

館（和歌山県田辺市）等、類縁機関が所蔵する熊楠の肖像写真や関連資料

なども検索・閲覧可能です（https://jpsearch.go.jp/）。

熊楠の生前に刊行された『南方随筆』（岡書院, 1926）や、没後に渋沢敬

三らにより刊行された『南方熊楠全集』（乾元社, 1951-1952）など、国立

国会図書館がデジタル化した熊楠に関する資料の検索ができます。一部は

インターネット上からでも閲覧可能です（https://dl.ndl.go.jp/）。


