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No. ﾂｲｰﾄ日 題名 著者等 図書カードNo. URL 備考

1 皮膚と心 太宰治 267 https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/card267.html

2 まざあ・ぐうす 北原白秋　訳 546 https://www.aozora.gr.jp/cards/001529/card546.html

イギリス伝承童謡であるマザーグースは、現在でも文学作品や新聞の見出し

などに引用され、英語圏の人々の文化的バックボーンとなっている。総数は

８００以上と言われており、ナンセンス、謎かけ、遊戯唄など、作品は多岐

にわたっている。この「まざあ・ぐうす」は、北原白秋が「赤い鳥」などに

発表した翻訳をまとめてアルス社から発行したものを土台にしている。

3 ばけものばなし 岸田　劉生 46521 https://www.aozora.gr.jp/cards/000251/card46521.html

4 恋愛と道徳 ケイ・エレン 46558 https://www.aozora.gr.jp/cards/001250/card46558.html

5 「いき」の構造 九鬼　周造 393 https://www.aozora.gr.jp/cards/000065/card393.html

6 生まれいずる悩み 有島　武郎 1111 https://www.aozora.gr.jp/cards/000025/card1111.html

7 谷より峰へ  峰より谷へ 小島　烏水 2428 https://www.aozora.gr.jp/cards/000027/card2428.html

8 八百屋 三遊亭　円朝 50099 https://www.aozora.gr.jp/cards/000989/card50099.html

9 朝 竹久　夢二 46438 https://www.aozora.gr.jp/cards/000212/card46438.html

10 停車場で感じたこと 和辻　哲郎 49899 https://www.aozora.gr.jp/cards/001395/card49899.html

11 息を止める男 蘭　郁二郎 43427 https://www.aozora.gr.jp/cards/000325/card43427.html

12 早春 萩原　朔太郎 53578 https://www.aozora.gr.jp/cards/000067/card53578.html

13 夢十夜 夏目　漱石 799 https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/card799.html

14
十二支考　11　鼠に関する

民俗と信念
南方　熊楠 4790 https://www.aozora.gr.jp/cards/000093/card4790.html

15 犬の威厳 水野　仙子 4733 https://www.aozora.gr.jp/cards/000112/card4733.html

16 幸福の彼方 林　芙美子 24355 https://www.aozora.gr.jp/cards/000291/card24355.html

17 ごん狐 新美　南吉　 628 https://www.aozora.gr.jp/cards/000121/card628.html

1932（昭和７）年、『赤い鳥』に掲載された著者の初期作品を代表する童

話。貧しい村人といたずら好きの狐とのふれあいといきちがいが、民話風に

描かれる。小学校の国語教科書でも、教材としてよく使われる。

18 故郷 魯迅 　 42939 https://www.aozora.gr.jp/cards/001124/card42939.html

19 トロッコ 芥川 竜之介　 43016 https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/card43016.html

20 山月記 中島 敦　 624 https://www.aozora.gr.jp/cards/000119/card624.html

21 抒情小曲集 室生 犀星　 53241 https://www.aozora.gr.jp/cards/001579/card53241.html
石川県金沢市出身である室生犀星の初期の抒情詩集で、『ふるさとは遠きに

ありて思ふもの』で始まる小景異情その二が有名。

22 舞姫 森 鴎外　 682 https://www.aozora.gr.jp/cards/000129/card682.html

23 走れメロス 太宰 治　 1567 https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/card1567.html

24 やまなし 宮沢 賢治　 472 https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card472.html

25 小さい花 林芙美子 24349 https://www.aozora.gr.jp/cards/000291/card24349.html

26 コレラ 原民喜 48448 https://www.aozora.gr.jp/cards/000293/card48448.html
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27 ダマスカスの賢者 鈴木三重吉 45188 https://www.aozora.gr.jp/cards/000107/card45188.html

28 梨の実 小山内薫 3031 https://www.aozora.gr.jp/cards/000479/card3031.html

29 原爆詩集 峠三吉 4963 https://www.aozora.gr.jp/cards/001053/card4963.html

この「原爆詩集」が刊行された1950年代は、朝鮮戦争で原爆使用も考慮（ト

ルーマン声明　1950年11月30日）といった世界史的な緊迫した状況、またそ

の危険を予知した世界擁護世界大会委員会によるストックホルムアピールの

署名運動を背景とし、「広島市民からも意思表示がなされるべきだ」（日

記）との思いで刊行を決意した。

この詩集の多くの作品は、肺葉摘出手術（手術は中止）を受けるために入所

した国立広島療養所内の一室で書きあげられた。当時、アメリカ軍はプレス

コード（日本に与うる新聞遵則）を指令し、進駐軍への批判、原爆の惨状を

訴えることを禁止しており、「有形無形の圧迫を絶えず加えられており、そ

れはますます増大しつつある状態である」（原爆詩集「あとがき」）と記し

ているような状態の中で書きつがれた。

「原爆詩集」は、当初東京の大手出版社から出される予定で、詩人・壷井繁

治が奔走するが、結局「編集会議でもいろいろ議論されたのですが、います

ぐはだめだということになりました………そちらで大至急ガリ版ででも出し

てください」（壷井からの書簡）ということで急遽1951年8月6日に間に合わ

せるために、孔版（ガリ版）印刷されわずか500部発行された。

その後、青木書店からの依頼を受け、新しく5篇の作品を書き加え青木文庫版

「原爆詩集」が1952年6月に発行された。それは、孔版版「原爆詩集」では不

十分と感じ、原爆投下の歴史的性格を捉えるための、いわば象徴性・叙情性

から脱却しリアリズムの手法をめざす格闘の痕跡のひとつでもあり、原爆の

惨禍を再び繰り返してはならないとする怒り、その意味について追求した歴

史的詩集となった。

この詩集は今日まで版を重ね、現在も多くの人に愛読されている。一冊の詩

集がこんなに長く多くの読者を獲得したということは、日本の詩集出版事情

からすれば例をみない稀有なことである。（広島に文学館を！　市民の会・

池田正彦）

30 広島という名の由来 薄田太郎 58957 https://www.aozora.gr.jp/cards/001985/card58957.html

31 三次の鵜飼 中村憲吉 57235 https://www.aozora.gr.jp/cards/000702/card57235.html

32 俊寛 倉田百三 43686 https://www.aozora.gr.jp/cards/000256/card43686.html

33 影を踏まれた女 岡本綺堂 1308 https://www.aozora.gr.jp/cards/000082/card1308.html

34 海異記 泉鏡花 1178 https://www.aozora.gr.jp/cards/000050/card1178.html

35 妙な話 芥川龍之介 103 https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/card103.html

36 悪魔の舌 村山槐多 12 https://www.aozora.gr.jp/cards/000014/card12.html

37 後の日の童子 室生犀星 53178 https://www.aozora.gr.jp/cards/001579/card53178.html
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38 幻談 幸田露伴 361 https://www.aozora.gr.jp/cards/000051/card361.html

39 茶碗の中 小泉八雲 59429 https://www.aozora.gr.jp/cards/000258/card59429.html

40 あじさい 佐藤春夫 58459 https://www.aozora.gr.jp/cards/001763/card58459.html

41
あなうさピーターのおはな

し

ビアトリクス・ポ

ター
51344 https://www.aozora.gr.jp/cards/001505/card51344.html

42 猫の事務所 宮沢賢治 464 https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card464.html

43 大きなかしの木 小川未明 53456 https://www.aozora.gr.jp/cards/001475/card53456.html

44 燕と王子 有島武郎 4994 https://www.aozora.gr.jp/cards/000025/card4994.html

明治41、2年頃、有島武郎が、妹・愛の長男の病気見舞いとして書き

送ったもの。オスカー・ワイルドの「幸福な王子」（The Happy

Prince）の翻案。武郎の死後、「婦人の国」に掲載された。

45 クリスマス・カロル
チャールズ・ディ

ケンズ
4328 https://www.aozora.gr.jp/cards/000914/card4328.html

46 ひこうかばん

ハンス・クリス

チャン・アンデル

セン

42385 https://www.aozora.gr.jp/cards/000019/card42385.html

47 オシャベリ姫 夢野久作 932 https://www.aozora.gr.jp/cards/000096/card932.html

48 ホレおばあさん

	グリム ヤーコプ・

ルートヴィッヒ・カー

ル　グリム ヴィルヘ

ルム・カール

59848 https://www.aozora.gr.jp/cards/001091/card59848.html
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