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１．市川時代に書かれた作品（初出リストあり）
作品名

問はずがたり 勲章
来訪者 踊子
浮沈 冬日の窓
真間川の記 ひかげの花
葛飾土産 草紅葉
買出し にぎり飯
畦道 葛飾こよみ など

２．断腸亭日乗に見る市川　　昭和２１年～昭和２２年
書名 出版社 出版年

断腸亭日乗　6 岩波書店 1981
荷風全集　第25巻 岩波書店 1994

３．荷風の人物像と暮らし
書名 著者 出版社 出版年

永井荷風読本 河出書房 1956
浅草の荷風散人 小門勝二 東都書房 1957
銀座の荷風散人 小門勝二 東都書房 1958
散人ー荷風歓楽 小門勝二 河出書房新社 1962
五叟遺文 杵屋五叟 大島成友 1963
永井荷風の生涯 小門勝二 冬樹社 1972
荷風散人伝　東京の郷愁 小門勝二 1972
わが荷風 野口富士夫 集英社 1975
荷風の晩年情景 小門勝二 1976
永井荷風 磯田光一 講談社 1979
葛飾の永井荷風 高橋俊夫 崙書房 1980
考証　永井荷風 秋庭太郎 岩波書店 1983
永井荷風 福田清人 清水書院 1984
評論　永井荷風 中村光夫 筑摩書房 1984 臨時増刊　文藝
永井荷風　新潮日本文学アルバム 新潮社 1985
永井荷風の死 小村定吉 沖積舎 1988
永井荷風の東京空間 松本　哉 河出書房新社 1992
永井荷風ひとり暮し 松本　哉 三省堂 1994
荷風極楽 松本　哉 三省堂 1998
荷風散策ー紅茶のあとさき 江藤淳 新潮文庫 1999
断腸亭の経済学 吉野俊彦 ＮＨＫ出版 1999
荷風語録 川本三郎編 岩波書店 2000
荷風好日 川本三郎 岩波書店 2002
女たちの荷風 松本　哉 白水社 2002
荷風の永代橋 草森紳一 青土社 2004
父　荷風 永井永光 白水社 2005
朝寝の荷風 持田叙子 人文書院 2005
荷風のいた街 橋本敏男 文芸社 2005
永井荷風　ひとり暮らしの贅沢 永井永光 新潮社 2006
永井荷風という生き方 松本　哉 集英社 2006
荷風さんの戦後 半藤一利 筑摩書房 2006
小説永井荷風 小島政二郎 鳥影社 2007
荷風と東京 川本三郎 都市出版 2007
荷風と私と銀座百年 永井永光 白水社 2008
永井荷風のシングル・シンプルライフ 世田谷文学館 2008
荷風流東京ひとり歩き 近藤富枝監修ＪＴＢパブリッシン 2008

特集展示『永井荷風-その人物像と暮し』資料リスト



４．荷風について　全集付録・月報から
タイトル 著者 出版社 出版年 シリーズ名

悲劇的人物荷風 佐藤春夫 新潮社 1961 日本文学全集１４
永井教授の俸給 奥野信太郎 新潮社 1961 日本文学全集１４
金冨町の家 秋庭太郎 岩波書店 1962 荷風全集１巻　 月報８
飾窓の前の老人 安岡章太郎 岩波書店 荷風全集２巻 月報１９
荷風断想 猪野謙二 岩波書店 荷風全集２巻 月報１９
おもいで 籾山泰一 岩波書店 荷風全集4巻 月報２１
荷風のこと 谷崎潤一郎 岩波書店 荷風全集6巻 月報１
ロック座の踊子と荷風 岩波書店 荷風全集8巻 月報１３
荷風先生の片鱗 山内秋生 岩波書店 荷風全集１０巻 月報１７
カフェー・プランタン 松山省三 岩波書店 荷風全集１１巻 月報２４
荷風先生と放送 片桐顕智 岩波書店 荷風全集１６巻 月報１４
荷風回想 鷲津郁太郎 岩波書店 荷風全集１６巻 月報１４
古寺と荷風先生 小堀杏奴 岩波書店 荷風全集１７巻 月報２０
荷風大人と私 嘉治隆一 岩波書店 荷風全集１８巻 月報２３
晩年の日記 河盛好蔵 岩波書店 荷風全集１８巻 月報２３
荷風と金銭 奥野信太郎 岩波書店 荷風全集２０巻 月報１６
永井荷風先生の原稿 松本恵子 岩波書店 荷風全集２０巻 月報１６
荷風追想 沢田卓爾 岩波書店 荷風全集２２巻 月報６
荷風先生とぼくたち 高橋邦太郎 岩波書店 荷風全集２２巻 月報６
荷風の思い出 菅原明朗 岩波書店 荷風全集２３巻 月報４
偏奇館回想 池上浩山人 岩波書店 荷風全集２４巻 月報２２
写真について 安東英男 岩波書店 荷風全集２４巻 月報２２
荷風山人とロック座と 仲沢清太郎 岩波書店 荷風全集２６巻 月報２５
永井さんと私 森銑三 岩波書店 荷風全集２７巻 月報２６
荷風氏のこと 日夏耿之助 岩波書店 荷風全集２８巻 月報２８
荷風翁の書簡の思い出 中島悦次 荷風全集２８巻 月報２８
永井荷風伝 遠藤周作 文芸春秋 1967 現代日本文学館９
考証永井荷風 秋庭太郎 筑摩書房 1969 現代日本文学体系２３

荷風先生からお金を頂戴
した話

巌谷大四 筑摩書房 1969

同居人荷風 小西茂也 筑摩書房 1969 現代日本文学体系２４
永井荷風君 相馬御風 筑摩書房 1969 明治文学全集７３
なりから見た荷風の一生 小島政ニ郎 新潮社 1973 新潮日本文学３ 月報５６

5.荷風について
タイトル 著者 出版社 出版年 シリーズ名 掲載頁

文人としての永井荷風 唐木順三 筑摩書房 1964 無用者の系譜 80ｐ～
荷風一面 阪本越郎 1969 荷風忌や　第1集
荷風雑輪 岡野他家夫 1969 荷風忌や　第1集
物と人間と社会ー荷風という現象加藤周一 平凡社 1978 加藤周一著作集 205ｐ～
永井荷風のこと 頼尊清隆 冬樹社 1981 ある文芸記者の回想 174ｐ～
荷風追憶 正宗白鳥 福武書店 1983 正宗白鳥全集20巻 552ｐ
荷風研究　1号～108号合本 荷風先生を偲ぶ 1989
永井荷風の暮らし　不良の小道具研究 小学館 1990 サライ　9月20日号 21ｐ～
永井荷風「古き良き東京を求めて川本三郎 市川市 1992 Ｃｉｔｙ　Ｖｏｉｃｅ 18ｐ～
昭和の市川に暮した作家 文学プラザ 2007 19ｐ～
市川時代の荷風 川本三郎 潮出版 2008 34ｐ～
荷風人名録ー師・友人・親族・女性など 岩波書店 2009 文学3,4月号 156ｐ～

現代日本文学体系２３
月報２０

永井荷風　生誕130年　没後50年　記念展示
市川時代の作品と市川での暮らし図書館入口ガラスケース内の

展示もご覧ください
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