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番号 種類 資　料　情　報 請求記号 資料番号

1 一般○茨
野口雨情　　（日本の作家100人）　金子 未佳(1972ー)／著　勉誠出版
2013.8　20cm　333p

ｲ953.1/65/ 001001584885

2 一般○茨 愛といのちと　犬田 卯(1891ー1957)／〔著〕　理論社　1974　21cm　230p ｲ951.1/16/ 001051114245

3 一般○茨
野口雨情の生涯　長久保 片雲(1931ー)／著　暁印書館　1980.9　22cm
399p 図版16p

ｲ953.1/9/ 001051366381

4 一般○茨 定本野口雨情　第1巻　野口 雨情／著　未来社　1985.11　22cm　360p ｲ953/4/1 001051366399

5 一般○茨
長塚節　　（短歌シリーズ・人と作品 7）　北住 敏夫／著　桜楓社　1981.6
20cm　262p

ｲ952.1/11/+2 001051404687

6 一般○茨 定本野口雨情　第2巻　野口 雨情／著　未来社　1986.1　22cm　335p ｲ953/4/2 001051458162

7 一般○茨 定本野口雨情　第3巻　野口 雨情／著　未来社　1986.3　22cm　252p ｲ953/4/3 001051458170

8 一般○茨 定本野口雨情　第4巻　野口 雨情／著　未来社　1986.5　22cm　333p ｲ953/4/4 001051458188

9 一般○茨 定本野口雨情　第5巻　野口 雨情／著　未来社　1986.7　22cm　554p ｲ953/4/5 001051458196

10 一般○茨 定本野口雨情　第6巻　野口 雨情／著　未来社　1986.9　22cm　469p ｲ953/4/6 001051458204

11 一般○茨 定本野口雨情　第7巻　野口 雨情／著　未来社　1986.11　22cm　488p ｲ953/4/7 001051458212

12 一般○茨 定本野口雨情　第8巻　野口 雨情／著　未来社　1987.1　22cm　444,25p ｲ953/4/8 001051458220

13 一般○茨 定本野口雨情　補巻　野口 雨情／著　未来社　1996.5　22cm　341p ｲ953/4/9 001051458238

14 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　詩歌編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　21cm　176p

ｲ955/11/1-3 001051458287

15 一般○茨 山村暮鳥全集　第1巻　山村 暮鳥／著　筑摩書房　1989.6　22cm　578p ｲ954/2/1 001051458311

16 一般○茨 山村暮鳥全集　第2巻　山村 暮鳥／著　筑摩書房　1989.7　22cm　597p ｲ954/2/2 001051458329

17 一般○茨 山村暮鳥全集　第3巻　山村 暮鳥／著　筑摩書房　1989.9　22cm　605p ｲ954/2/3 001051458337

18 一般○茨 山村暮鳥全集　第4巻　山村 暮鳥／著　筑摩書房　1990.4　22cm　887p ｲ954/2/4 001051458345

19 一般○茨
長塚節・横瀬夜雨　石塚 弥左衛門(1919ー2004)／編著　明治書院
1995.5　27cm　157p

ｲ950.1/2/ 001051804050

20 一般○茨 山村暮鳥の文学　堀江 信男／著　筑波書林　1994.5　20cm　314p ｲ931/1994/1 001051804233
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21 一般○茨 わが生涯　住井 すゑ／著　岩波書店　1995.1　20cm　212p ｲ951.1/1/ 001051804241

22 一般○茨 山村暮鳥　田中 清光(1931ー)／著　筑摩書房　1988.4　20cm　357p ｲ954.1/8/ 001051804647

23 一般○茨
横瀬夜雨の人と文学　横瀬 隆雄(1937ー)／編著　下妻市教育委員会
1982.3　26cm　55p

ｲ955.1/1/+2 001051804662

24 一般○茨 父野口雨情　野口 存彌／著　筑波書房　1980.2　19cm　134p ｲ953.1/32/ 001051804696

25 一般○茨 夜雨と雨情　滝沢 精一郎／著　桜楓社　1993.2　20cm　228p ｲ950.1/4/ 001051804746

26 一般○茨
七つの子　　（大月CDブック）　古茂田 信男(1907ー)／著　大月書店
1992.4　22cm　167p

ｲ953.1/12/ 001051804779

27 一般○茨 山村暮鳥論　中村 不二夫(1950ー)／著　有精堂　1995.9　20cm　389p ｲ954.1/12/ 001051804787

28 一般○茨 野口雨情　野口 存彌／著　未来社　1996.3　20cm　295p ｲ953.1/13/ 001051804795

29 一般○茨
横瀬夜雨童謡集　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　筑波書林　1995.7
19cm　119p

ｲ955/18/ 001051804829

30 一般○茨 住井すゑ初期短編集　1　住井 すゑ／著　冬樹社　1989.8　21cm　221p ｲ951/5/1 001051805412

31 一般○茨
住井すゑ初期短編集　2　住井 すゑ／著　冬樹社　1989.10　21cm
233p

ｲ951/5/2 001051805420

32 一般○茨 住井すゑ初期短編集　3　住井 すゑ／著　冬樹社　1990.6　21cm　294p ｲ951/5/3 001051805438

33 一般○茨 住井すゑ対話集　2　住井 すゑ／編　労働旬報社　1997.1　20cm　208p ｲ951.1/7/2 001052028188

34 一般○茨 住井すゑ対話集　3　住井 すゑ／編　労働旬報社　1997.5　20cm　235p ｲ951.1/7/3 001052701446

35 一般○茨 住井すゑ対話集　1　住井 すゑ／編　労働旬報社　1997.3　20cm　225p ｲ951.1/7/1 001052701479

36 一般○茨
住井すゑ作品集　第1巻　住井 すゑ／著　新潮社　1998.11　22cm
382p

ｲ951/6/1 001052725288

37 一般○茨 住井すゑ作品集　第2巻　住井 すゑ／著　新潮社　1999.1　22cm　506p ｲ951/6/2 001052725312

38 一般○茨 住井すゑ作品集　第3巻　住井 すゑ／著　新潮社　1999.2　22cm　557p ｲ951/6/3 001052727458

39 一般○茨 住井すゑ作品集　第4巻　住井 すゑ／著　新潮社　1999.3　22cm　613p ｲ951/6/4 001052727482

40 一般○茨 母住井すゑ　増田 れい子／著　海竜社　1998.1　20cm　238p ｲ951.1/11/ 001052728209

41 一般○茨 長塚節の文学　長塚節研究会／編　筑波書林　1995.9　19cm　170p ｲ952.1/10/ 001052731252
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42 一般○茨 住井すゑ作品集　第5巻　住井 すゑ／著　新潮社　1999.4　22cm　546p ｲ951/6/5 001052739271

43 一般○茨 住井すゑ作品集　第6巻　住井 すゑ／著　新潮社　1999.5　22cm　700p ｲ951/6/6 001052739305

44 一般○茨 住井すゑ作品集　第7巻　住井 すゑ／著　新潮社　1999.7　22cm　581p ｲ951/6/7 001052746268

45 一般○茨 住井すゑ作品集　第8巻　住井 すゑ／著　新潮社　1999.8　22cm　586p ｲ951/6/8 001052751326

46 一般○茨
「橋のない川」を読む　住井 すゑ／著　解放出版社　1999.3　20cm
314p

ｲ951.1/3/ 001052755814

47 一般○茨 母・住井すゑの横顔　犬田 章／著　大和書房　1999.5　20cm　190p ｲ951.1/2/ 001052768502

48 一般○茨
長塚節『土』作品論集成　1　　（近代文学作品論叢書 8）　梶木 剛／編
大空社　1998.7　27cm　547p

ｲ952.1/21/1 001052771498

49 一般○茨
長塚節『土』作品論集成　2　　（近代文学作品論叢書 8）　梶木 剛／編
大空社　1998.7　27cm　503p

ｲ952.1/21/2 001052771506

50 一般○茨
長塚節『土』作品論集成　3　　（近代文学作品論叢書 8）　梶木 剛／編
大空社　1998.7　27cm　475p

ｲ952.1/21/3 001052771514

51 一般○茨
長塚節『土』作品論集成　4　　（近代文学作品論叢書 8）　梶木 剛／編
大空社　1998.7　27cm　497p

ｲ952.1/21/4 001052771522

52 一般○茨
おうい雲よ　　（美しい日本の詩歌 4）　山村 暮鳥／著　岩崎書店
1995.9　20cm　102p

ｲ954/4/ 001052837240

53 一般○茨 雲　山村 暮鳥／著　日本図書センター　2000.1　20cm　193p ｲ954/6/ 001052837273

54 一般○茨
歌人長塚節の研究　　（笠間叢書 121）　大戸 三千枝(1922ー)／著　笠
間書院　1979.5　22cm　536p

ｲ952.1/8/ 001052837364

55 一般○茨
長塚節の研究　大戸 三千枝(1922ー)／著　桜楓社　1990.12　22cm
717p

ｲ952.1/17/ 001052837422

56 一般○茨
長塚節　　（日本の作家 46）　大戸 三千枝(1922ー)／著　新典社
1983.9　19cm　278p

ｲ952.1/14/ 001052983101

57 一般○茨
山村暮鳥　　（近代文学資料 2）　和田 義昭(1934ー)／著　桜楓社
1969.10　22cm　167p

ｲ954.1/14/ 001052983184

58 一般○茨
野口雨情物語　長久保 片雲(1931ー)／編著　暁印書館　1994.12
27cm　112p

ｲ953.1/25/ 001052999867

59 一般○茨
新資料野口雨情《詩と民謡》　野口 雨情／著　踏青社　2002.5　22cm
280p

ｲ953/9/ 001053011688

60 一般○茨
橋のない川　1　　（新潮文庫）　住井 すゑ／著　新潮社　2002.6　16cm
672p

ｲ951/10/(2)-1 001053018949

61 一般○茨 新資料野口雨情《童謡》　野口 雨情／著　踏青社　2000.9　22cm　374p ｲ953/10/ 001053035182

62 一般○茨
横瀬夜雨物語　木村 信吉(1907ー1995)／著　野生芸術社　2002.2
22cm　274p

ｲ955.1/3/ 001053053029
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63 一般○茨
童謡と私　茨城県・野口雨情生誕120周年記念事業実行委員会／編著
中央文化出版　2002.12　20cm　262p

ｲ953.1/46/ 001053059331

64 一般○茨
橋のない川　3　　（新潮文庫）　住井 すゑ／著　新潮社　2003.2　16cm
516p

ｲ951/10/(2)-3 001053080568

65 一般○茨
橋のない川　4　　（新潮文庫）　住井 すゑ／著　新潮社　2002.12　16cm
562p

ｲ951/10/(2)-4 001053080584

66 一般○茨
橋のない川　2　　（新潮文庫）　住井 すゑ／著　新潮社　2003.3　16cm
541p

ｲ951/10/(2)-2 001053096549

67 一般○茨
橋のない川住井すゑの生涯　北条 常久(1939ー)／著　風涛社　2003.5
20cm　221p

ｲ951.1/4/ 001053099931

68 一般○茨
橋のない川　5　　（新潮文庫）　住井 すゑ／著　新潮社　2003.5　16cm
480p

ｲ951/10/(2)-5 001053100937

69 一般○茨
橋のない川　6　　（新潮文庫）　住井 すゑ／著　新潮社　2003.5　16cm
515p

ｲ951/10/(2)-6 001053100952

70 一般○茨
住井すゑの世界　前川 む一(1937ー)／編　解放出版社　2001.6　19cm
165p

ｲ951.1/5/ 001053105878

71 一般○茨 長塚節と友人たち　石下町地域交流センター　1994.10　30cm　68p ｲ952.1/42/ 001053109227

72 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　歴史編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　20cm　666p 図版10枚

ｲ955/11/3-3 001053174981

73 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　歴史編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　19cm　793p

ｲ955/11/3-2 001053174999

74 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　歴史編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／編　崙書房
1974.12　20cm　512p

ｲ955/11/3-1 001053175004

75 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　随筆編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　19cm　309p

ｲ955/11/2-4 001053175012

76 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　随筆編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　20cm　508p

ｲ955/11/2-3 001053175020

77 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　随筆編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　20cm　314p

ｲ955/11/2-2 001053175038

78 一般○茨 長塚節複刻集　別巻　長塚 節／〔著〕　崙書房　1975.7　22cm　352,2p ｲ952/3/B 001053249858

79 一般○茨
横瀬夜雨の人と文学　横瀬 隆雄(1937ー)／編著　横瀬夜雨記念会
1995.9　26cm　64p

ｲ955.1/1/(2) 001053265953

80 一般○茨
橋のない川　7　　（新潮文庫）　住井 すゑ／著　新潮社　2004.12　16cm
409p

ｲ951/10/(2)-7 001053278170

81 一般○茨 野口雨情童謡絵本　渡辺 イソ／絵・書　渡辺イソ　2004.11　21cm　27p ｲ953.1/48/ 001053287536

82 一般○茨 山村暮鳥の世界　暮鳥会／編著　筑波書林　2004.12　19cm　184p ｲ954.1/25/ 001053313076

83 一般○茨
横瀬夜雨と長塚節　横瀬 隆雄(1937ー)／著　筑波書林　2006.5　22cm
320p

ｲ950.1/8/ 001053435093
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84 一般○茨 山村暮鳥　中村 不二夫(1950ー)／著　沖積舎　2006.7　20cm　387p ｲ954.1/27/ 001053460133

85 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　詩歌編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　20cm　212p

ｲ955/11/1-2 001053528228

86 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　詩歌編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　16cm　203p

ｲ955/11/1-5 001053528236

87 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　詩歌編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　16cm　170p

ｲ955/11/1-4 001053528244

88 一般○茨
長塚節の秀歌　　（現代短歌鑑賞シリーズ）　清水 房雄／著　短歌新聞
社　1984.9　19cm　316p

ｲ952.1/15/ 001053629430

89 一般○茨
校本横瀬夜雨詩集　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　小野孝尚　1978.6
22cm　16,712p

ｲ955/10/ 001053629489

90 一般○茨
暮鳥伝　　（近代作家研究叢書 88）　小山 茂市／著　日本図書センター
1990.1　22cm　188,8p

ｲ954.1/11/(2) 001053629869

91 一般○茨
横瀬夜雨複刻全集　歴史編　横瀬 夜雨(1878ー1934)／著　崙書房
1974.12　24cm　104p

ｲ955/11/3-4 001053629950

92 一般○茨 土　　（新潮文庫）　長塚 節／著　新潮社　1967.12　16cm　361p ｲ952/7/(2) 001053781348

93 一般○茨
野口雨情　　（人間の記録 172）　野口 雨情／著　日本図書センター
2010.1　20cm　288p

ｲ953/19/ 001053829279

94 一般○茨
郷愁と童心の詩人野口雨情伝　野口 不二子／著　講談社　2012.11
20cm　223p

ｲ953.1/63/ 001054123334

95 一般○茨 土　　（新潮文庫 な-2-1）　長塚 節／著　新潮社　2013.9　16cm　447p ｲ952/7/(3) 001054180706

96 一般○茨
山村暮鳥　群馬県立土屋文明記念文学館／編集　群馬県立土屋文明
記念文学館　2014.10　30cm　48p

ｲ954.1/34/ 001054246721

97 一般○茨 評釈横瀬夜雨　横瀬 隆雄(1937ー)／著　文芸社　2014.9　19cm　186p ｲ955.1/12/ 001054255565

98 一般○茨 野口雨情回想　泉 漾太郎／著　筑波書林　1990.11　19cm　181p ｲ953.1/3/(2) 001054325590

99 一般○茨 長塚節全集　第3巻　長塚 節／著　春陽堂書店　1978.1　19cm　515p ｲ952/5/3 001054341449

100 一般○茨 長塚節全集　第4巻　長塚 節／著　春陽堂書店　1977.3　19cm　432p ｲ952/5/4 001054341456

101 郷土ＣＤ
雨情の世界:野口雨情:作詞　柳生博(歌)ほか　キングレコード　1991
12cm

50/1/ 001600043465

102 郷土ビデオ
空と雲と海と詩人・山村暮鳥　常陽藝文センター／企画・製作　常陽藝
文センター　1991.6　ビデオカセット1巻 19cm

09.9/3/ 001700033986

103 郷土ビデオ
詩人 野口雨情　常陽藝文センター／企画・製作　常陽藝文センター
1997.6

09.9/4/ 001700033994

104 郷土ビデオ
白埴の瓶の如し 長塚 節　常陽藝文センター／製作　常陽藝文センター
1998年

09.9/5/+1 001700058157



番号 種類 資　料　情　報 請求記号 資料番号

105 郷土ビデオ
筑波嶺詩人 横瀬 夜雨　常陽芸文センター／企画・制作　常陽芸文セン
ター　2002　ビデオカセット1巻 19cm

09.9/6/ 001700102567

106 ＤＶＤ
橋のない川　第1部　　（独立プロ名画特選）　今井 正／監督　新日本映
画社　2004　12cm　01枚

77.8/5035/1 001740010770

107 ＤＶＤ
橋のない川　第2部　　（独立プロ名画特選）　今井 正／監督　新日本映
画社　2004　12cm　01枚

77.8/5035/2 001740010788

108 郷土ＤＶＤ
住井すゑ・百歳の人間宣言／『橋のない川』をなぜ書いたか　橘 祐典／
監督　文エンタープライズ　2005　12cm　1枚

09.9/1/ 001740024276


