
№ 書名 著者名 出版者 出版年 備考

1 詩人草野心平の世界 深沢 忠孝 福島中央テレビ 1978

2 草野心平の世界 大滝 清雄 宝文館出版 1985

3 草野心平とかわうち 川内村教育委員会∥編 川内村 1989

4 風来の二詩人 群馬県立土屋文明記念文学館∥編 群馬県立土屋文明記念文学館 1997

5 草野心平 いわき市立草野心平記念文学館∥編 いわき市立草野心平記念文学館 1998

6 日記と手紙にみる草野心平 いわき市立草野心平記念文学館∥編 いわき市立草野心平記念文学館 2007

7 無限　昭和４６年  通巻２８号 無限 1971.8 特集草野心平

8 朝日ジャーナル　昭和５３年６月３０日 朝日新聞社 1978.6 「にんげん訪問・草野心平氏」

9 潮　昭和５３年  通巻２３２号 潮出版社 1978.9 「人と道・草野心平」

10 歴程（第２次）　平成１５年  通巻５０１号 歴程社 2003.7 天の詩人草野心平生誕百年

11 宮沢賢治（アポロンカセットライブラリー） アポロン 草野心平［ほか］∥朗読

12 高村光太郎詩集（アポロンカセットライブラリー） 高村  光太郎 アポロン 草野心平［ほか］∥朗読

№ 書名 著者名 出版者 出版年 備考

13 現代詩集　第１巻 神保 光太郎[ほか] 河出書房 1939

14 近代文学鑑賞講座　第２０巻 角川書店 1959

15 日本詩人全集　２４ 新潮社 1967

16 草野心平詩全景 草野 心平 筑摩書房 1973

17 蛙の全体 草野 心平 落合書店 1974

18 植物も動物 草野 心平 筑摩書房 1976

19 草野心平詩集 草野 心平 旺文社 1978

20 日本の詩歌　２１ 中央公論社 1979

21 学校詩集 伊藤 信吉∥編著者代表 麦書房 1981

22 名著複刻詩歌文学館 紫陽花セット［２３］ 名著複刻全集編集委員会∥編 日本近代文学館 1983 『第百階級』　（草野心平　銅鑼社　1928）

23 糸綢之路 草野 心平 思潮社 1985

24 蛙 草野 心平 日本図書センター 2000

25 日本語を味わう名詩入門　１２ あすなろ書房 2012

26 げんげと蛙 草野 心平 銀の鈴社 2015

№ 書名 著者名 出版者 出版年

27 点・線・天 草野 心平 ダヴィッド社 1957

28 実説・智恵子抄 草野 心平 弥生書房 1975

29 村山槐多 草野 心平 日動出版部 1976

30 草野心平之字 草野 心平 日貿出版社 1977

31 口福無限 草野 心平 講談社 1981

32 近代作家研究叢書　９ 草野 心平 日本図書センター 1983 『宮沢賢治覚書』　（草野心平）

33 わが光太郎 草野 心平 講談社 1990

34 草野心平 草野 心平 日本図書センター 2004

企画展「歿後30年　草野心平展　ケルルン クックの詩人、富士をうたう。」関連

閲覧室資料紹介「草野心平の世界」
期間　平成30年9月21日（金）～11月25日（日）

場所：山梨県立文学館　１階閲覧室

草野心平研究・関連資料

評論・随筆など

詩
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35 兒童文学【復刻】 昭和７年  ２冊 文教書院 1932.3 「風船はありがたくありません」

36 赤とんぼ 昭和２３年  ３巻６号 実業之日本社 1948.6 「さようなら」

37 赤とんぼ 昭和２３年  ３巻８号 実業之日本社 1948.8 「蟻の葬式」

38 赤とんぼ 昭和２３年  ３巻１０号 実業之日本社 1948.10 「山猫ビーブリ」
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39 荒地 菱山 修三 版画荘 1937

40 現代詩人集　１ 山雅房 1940

41 道程 高村 光太郎 山雅房 1943

42 逸見猶吉詩集 逸見 猶吉 十字屋書店 1948

43 現代詩集　歴程篇 歴程同人∥編 角川書店 1952

44 日本詩人全集　９ 伊藤 信吉∥[ほか]編 創元社 1953

45 現代日本詩人全集　第１２巻 創元社 1954

46 歴程詩集　１９６５ 草野 心平∥編 歴程社 1965

47 詩と随想  人生案内 歴程同人∥編 社会思想研究会 1965

48 現代詩鑑賞講座　８ 伊藤 信吉∥[ほか]編 角川書店 1969

49 稀覯詩集複刻叢書　[１] 名著刊行会 1970 『ダダイスト新吉の詩』　（高橋新吉　中央美術社　1923）

50 稀覯詩集複刻叢書　[４] 名著刊行会 1970 『色ガラスの街』　（尾形亀之助　惠風館　1925）

51 歴程大冊 歴程同人∥編 思潮社 1973

52 春鶯囀 岡崎 清一郎 落合書店 1973

53 近代日本文学評論史 土方 定一 法政大学出版局 1973

54 名著複刻詩歌文学館 紫陽花セット［５］ 名著複刻全集編集委員会∥編 日本近代文学館 1983 『在りし日の歌』　(中原中也　創元社 1938年)

55 名著複刻詩歌文学館 紫陽花セット［２６］ 名著複刻全集編集委員会∥編 日本近代文学館 1983 『春と修羅』　(宮沢賢治　関根書店　1924年)

56 日本の詩雑誌 日本現代詩研究者国際ネットワーク∥編 有精堂出版 1995

57 「歴程」創刊同人展 いわき市立草野心平記念文学館∥編 いわき市立草野心平記念文学館 2003

58 歴程の軌跡展 いわき市立草野心平記念文学館∥編 いわき市立草野心平記念文学館 2008

59 歴程（第１次）【復刻】 昭和１１年 ３月創刊号 歴程社 1936.3

60 歴程（第１次）【復刻】 昭和１１年 通巻１号 竜星閣 1936.10

61 歴程（第１次）【復刻】 昭和１４年 ４月号 三ツ村滋恭 1939.4

62 歴程（第１次）【復刻】 昭和１６年 通巻１４号 山雅房 1941.4

63 歴程戦前版複刻版 昭和６０年  別冊解説 日本近代文学館 1985

64 歴程（第２次） 昭和２２年  通巻２号 十字屋書店 1947.9

65 歴程（第２次） 昭和５８年  通巻３００号 歴程社 1983.10

66 歴程（第２次） 昭和６０年  通巻３２４号 歴程社 1985.10 創刊５０周年記念

67 歴程（第２次） 平成１７年  通巻５２６号 歴程社 2005.12 創刊７０周年記念

68 無限 昭和５１年  通巻３８号 無限 1976.2 特集歴程の詩人たち

詩誌「歴程」をめぐる人々

童話

🐸🐸🐸 草野心平 🐸🐸🐸

草野心平（1903-1988・福島県生まれ）は、蛙や富士山などをテーマにした多くの詩を創作した。1950

年には、一連の蛙の詩によって第1回読売文学賞詩歌賞を受けている。著作は、『第百階級』や『定本

蛙』などの数々の詩集ほかにも、随筆、評論、童話、小説など多岐にわたる。1935年から現在まで続く

詩誌「歴程」には、草野心平は創刊から携わった。


