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展 示 資 料 
 

鷗外の作品 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

雁  改版 ( 岩波文庫 : 緑

(31)-005-5) 

森鴎外作 岩波書店 2002 361172I 080||I95||G-5-5 

阿部一族 : 他二編 改版

(岩波文庫:緑(31)-005-6) 

森鷗外作 岩波書店 2007 430439A 080||I95||G-5-6 

渋江抽斎 改版(岩波文庫:

緑(31)-5-8) 

森鴎外著 岩波書店 1999 269983E 080||I95||G-5-8 

鴎外随筆集(岩波文庫 :緑

(31)-006-8) 

[森鴎外著 ]/千葉俊

二編 

岩波書店 2000 277917A 080||I95||G-6-8 

安寿と厨子王 改訂(京の

絵本) 

堀泰明絵/森忠明文 「京の絵本」刊行

委員会/アートデ

イズ 

1999 437003B 726.6||Ky1||10 

心(百年文庫:6)  ポプラ社 2010 450723B 908||H5||6 

月(百年文庫:33)  ポプラ社 2010 450752F 908||H5||33 

祈(百年文庫:56)  ポプラ社 2010 455256D 908||H5||56 

即興詩人 1(名著複刻全集

近代文学館) 

ハンス・クリスチアン・

アンデルセン著/森林

太郎訳 

日本近代文学館/

図書月販 (発売) 

1968 002707D 910.86||M3||26-1 

即興詩人 2(名著複刻全集

近代文学館) 

ハンス・クリスチアン・

アンデルセン著/森林

太郎訳 

日本近代文学館/

図書月販 (発売) 

1968 002708B 910.86||M3||26-2 

雁(名著複刻全集近代文学

館) 

森鴎外著 日本近代文学館/

図書月販 (発売) 

1968 002739B 910.86||M3||55 

雁 複刻(新選名著複刻全

集近代文学館) 

森鴎外著 日本近代文学館 1970 002816J 910.86||M3||S6 

青年 複刻(精選名著複刻

全集近代文学館) 

森鴎外著 日本近代文学館/

図書月販 (発売) 

1972 002826G 910.86||M3|| 

SeT5 

うた日記 複刻(特選名著複

刻全集近代文学館) 

森鴎外著 日本近代文学館/

図書月販 (発売) 

1971 002848H 910.86||M3||T11 

東京方眼圖 複刻(特選名

著複刻全集近代文学館) 

森林太郎立案 日本近代文学館/

図書月販 (発売) 

1971 002868B 910.86||M3|| 

T 別 1 

舞姫/雁(明治の古典 : カ

ラーグラフィック:8) 

森鷗外 [著 ]/井上靖

訳・編 

学習研究社 1982 154385H 910.86||M4||8 

於母影(名著複刻詩歌文学

館:[第 1 回配本]. 連翹セッ

ト:[25]) 

森鴎外訳 日本近代文学館/

ほるぷ  

1980 003295G 911.1608||S1|| 

1-付 



文づかひ : 森鴎外自筆原

稿 [本編] 

森鴎外[著] 大阪樟蔭女子大

学図書館 

1989 272584D 913.6||M1 

舞姫 : 現代語訳(ちくま文

庫) 

森鴎外著/井上靖訳 筑摩書房 2006 414135B 913.6||M1 

水沫集 縮刷 森林太郎著 春陽堂 1926 041149D 913.6||M1||2 

美奈和集 縮刷 森林太郎編 春陽堂 1916 154065D 913.6||M1||13 

森鴎外集 : 鼠坂(ちくま文

庫:[ふ-36-2]. 文豪怪談傑

作選) 

森鴎外著 筑摩書房 2006 445755C 918.6||H24||2 

舞姫/ヰタ セクスアリス(ち

くま文庫:も 8-3. 森鴎外全

集:1) 

 筑摩書房 1995 416707E B||6854||1 

普請中/青年(ちくま文庫 . 

森鴎外全集:2) 

森鴎外著 筑摩書房 1995 416708C B||6854||2 

灰燼/かのように(ちくま文

庫. 森鴎外全集:3) 

森鴎外著 筑摩書房 1995 416709B B||6854||3 

雁/阿部一族(ちくま文庫 . 

森鴎外全集:4) 

森鴎外著 筑摩書房 1995 416710E B||6854||4 

山椒太夫 高瀬舟(ちくま文

庫. 森鴎外全集:5) 

 筑摩書房 1995 416711C B||6854||5 

栗山大膳/渋江抽斎(ちくま

文庫. 森鴎外全集:6) 

 筑摩書房 1996 416712B B||6854||6 

伊沢蘭軒 上(ちくま文庫 . 

森鴎外全集:7, 8) 

 筑摩書房 1996 416713J B||6854||7 

伊沢蘭軒 下(ちくま文庫 . 

森鴎外全集:7, 8) 

 筑摩書房 1996 416714H B||6854||8 

北条霞亭(ちくま文庫. 森鴎

外全集:9) 

森鴎外著 筑摩書房 1996 416715F B||6854||9 

即興詩人(ちくま文庫. 森鴎

外全集:10) 

アンデルセン [著]/

森鴎外 [訳] 

筑摩書房 1995 416716D B||6854||10 

ファウスト(ちくま文庫. 森鴎

外全集:11) 

 筑摩書房 1996 416717B B||6854||11 

於母影/冬の王(ちくま文庫. 

森鴎外全集:12) 

 筑摩書房 1996 416718A B||6854||12 

独逸日記/小倉日記(ちくま

文庫. 森鴎外全集:13) 

森鴎外著 筑摩書房 1996 416719I B||6854||13 

歴史其儘と歴史離れ(ちくま

文庫. 森鴎外全集:14) 

森鴎外著 筑摩書房 1996 416720B B||6854||14 

森 鷗 外 ( ち く ま 日 本 文

学:017) 

森鷗外著 筑摩書房 2008 434133D B||7286||17 

絵で読むあらすじ日本の名

著 : 1 話 5分で名作が読め

藤井組著/舌霧スズ

メ絵 

中経出版 2007 441293B B||7831 



る! 

雑誌 

國民之友 複製版 / [明治

文献資料刊行会編] 第 6

巻(69-86 号) 

 明治文献 1966 154499D 051.3||K4 

映像資料 ビデオ 

舞姫 篠田正浩監督/田村

孟 , 篠田正浩 , Hans 

Borgelt 脚本/森鴎外

原作 

Pony Canyon [c1989

] 

224372F V778||Ma31 

駆けぬける 19世紀(紀伊國

屋書店ビデオ評伝シリー

ズ. 文学と時代:1/記録・森

鴎外:1) 

 紀伊國屋書店 1998 367573E V910||Ki45||1-1 

思想としての記録の方法

(紀伊國屋書店ビデオ評伝

シリーズ. 文学と時代:1/記

録・森鴎外:2) 

 紀伊國屋書店 1998 367574C V910||Ki45||1-2 

森鴎外(光村・アポロンビデ

オライブラリー) 

 光村教育図書/ア

ポロン音楽工業 

[19--] 337815C V910||Mi65||3 

★阿部一族 : ディレクター

ズ・カット 

深作欣二監督  ; 古

田求脚本 

松竹ビデオ事業

部(発売) 

[199-] 337843I V913||A12 

電子資料 CD-ROM 

青空文庫全 : もう一つの

読む自由 

青空文庫編著 青空文庫 2007 455703E W908||A58 

新潮文庫大正の文豪  : 

CD-ROM 版  : 新潮社版

(日本語版 Expanded book) 

新潮社製作 新潮社 1997 273516E W910.86||Sh61 

新潮文庫明治の文豪 : 新

潮社版(日本語版Expanded 

book) 

新潮社企画・製作 新潮社 1997 273515G W910.86||Sh61 

 

鷗外の時代 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

食べ物・飲み物(まるごとわ

かる「モノ」のはじまり百

科:1) 

 日本図書センタ

ー 

2004 391606F 031.4||Ma54||1 

交通・メディア(まるごとわか

る「モノ」のはじまり百科:4) 

 日本図書センタ

ー 

2004 391463B 031.4||Ma54||4 

★カレーライスの誕生(講

談社選書メチエ:243) 

小菅桂子著 講談社 2002 375094J 080||Ko19|| 

B-243 



★西国立志編(講談社学術

文庫:[527]) 

サミュエル・スマイル

ズ著/中村正直訳 

講談社 1981 356008C 080||Ko19|| 

C-527 

★明治洋食事始め : とん

かつの誕生(講談社学術文

庫:[2123]) 

岡田哲[著] 講談社 2012 461755A 080||Ko19|| 

C-2123 

流行歌の誕生 : 「カチュー

シャの唄」とその時代(歴史

文化ライブラリー:304) 

永嶺重敏著 吉川弘文館 2010 449610I 080||R25||304 

物価の文化史事典 : 明治

/大正/昭和/平成 

甲賀忠一, 制作部委

員会編 

展望社 2008 436109B 337.821||Ko24 

むかしのおしゃれ事典  : 

名作でひもとく古きよき日

本のよそおい 

文学ファッション研究

会著 

青春出版社 2005 403451B 383.1||B89 

図説日本洋装百年史 遠藤武 , 石山彰著/

被服文化協会編 

文化服装学院出

版局 

1962 073394G 383.1||E59 

元禄小袖からミニ・スカート

まで : 日本のファッション・

300 年絵巻 

戸板康二著 サンケイ新聞社

出版局 

1972 136024I 383.1||To26 

おかげさまで創業百二十

年 : 木村屋総本店百二十

年史 

木村屋総本店社史編

纂室[編] 

木村屋総本店 1989 078601C 588.32||Ki39 

チョコレート百科(ミニ博物

館) 

森永製菓編 東洋経済新報社 1985 198256H 588.34||Mo57 

パンと日本人 : 主食革命

のあゆみ(日経新書:20) 

安達巌著 日本経済新聞社 1965 195241C 596.6||A16 

アイスクリーム図鑑 2 刷 日本アイスクリーム

協会[編] 

日本アイスクリー

ム協会 

2002 343230B 596.65||A25 

森鷗外展 : 近代の扉をひ

らく 

神奈川文学振興会編

集 

神奈川近代文学

館 : 神奈川文学

振興会 

2009 441146D 910.28||M2||Ka 

晩年の父 小堀杏奴著 岩波書店 1936 053273I 910.28||M2||Ko 

鴎外宛の年賀状 : 平成 9

年度特別展 

森鴎外記念館企画構

成 

森鴎外記念館 1997 260301C 910.28||M2||Mo 

父親としての森鴎外(筑摩

叢書:159) 

森於菟著 筑摩書房 1969 053263B 910.28||M2 ||Mo 

鷗外のマカロン : 近代文

学喫茶洋菓子御馳走帖 

奥野響子著 丸善プラネット/

丸善株式会社出

版事業部  

2006 414638H 910.28||M2||Ok 

学問のす丶め(名著複刻全

集近代文学館) 

福沢諭吉著 日本近代文学館/

図書月販 

1968 002806B 910.86||M3||別 1 

父の帽子 森茉莉著 筑摩書房 1957 042263B 914.6||M14 

學問のすゝめ 福澤諭吉著 岩波書店 1942 171978F B||327 



明治・大正詩集の装幀  : 

井田架蔵書(京都書院アー

ツコレクション :18. デザイ

ン:2) 

工藤早弓著 京都書院 1997 255618J B||2022||18 

旅 : 鴎外東西紀行津和野

発ベルリン経由千駄木行き

(京都書院アーツコレクショ

ン:61. 旅行:7) 

寺岡襄文, 小松健一

写真 

京都書院 1997 255982A B||2022||61 

明治大正日本のマッチラベ

ル(京都書院アーツコレクシ

ョン:82. デザイン:8) 

三好一著 京都書院 1998 267166C B||2022||82 

★印は関屋図書館所蔵資料     

 

 
展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


