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（常設展）本郷界隈に住んだ文化人  

             －東京大学ゆかりの人々－ １  

 

         開催期間： 平成 22 年 7 月 23 日（金）～10 月 27 日（水） 

        開催場所： 総合図書館３階ロビー 

 

東京大学の所在地である文京区では、明治 11 年(1878)の郡区町村編成法によって、

前身の小石川・本郷両区が誕生して以来、著名な学者や文化人、数多くの小説家や詩人

が住んだ地として、区内のいたる所にその足跡をみることができます。 

昭和 22 年(1947)、戦後の市街地再編成で両区が合併して文京区となってからも、東

大を中心にその名のとおり文京の府として発展してきました。 

 今回の展示では、本郷界隈に住んだ数多くの文人たちの中から東京大学にゆかりの

人々、小泉八雲、正岡子規、寺田寅彦、川端康成の４人を選んで、その著作や業績など

を紹介します。 

 

＜展示資料リスト＞ 

ケース① 正岡子規（まさおか しき）[1867―1902] 

１．「獺祭書屋俳話」［新聞『日本』明治 25 年 6～10 月連載記事 第 1回の電子複製］ 

「歌よみに与ふる書」［新聞『日本』明治 31 年 2 月 12 日 記事の電子複製］ 

［新聞『日本』（復刻版）東京 ゆまに書房 1988-1991］ 【明治新聞雑誌文庫 N36:N77:F】 

２．獺祭書屋俳話 / 正岡子規著 再版 

東京 日本新聞社 1895.8 (日本叢書) 【書庫 鴎 E32:205】（森鴎外旧蔵） 

３．ほとゝきす 1 號 (明冶 30 年 1 月)-20 號 (明治 31 年 8 月) 

   東京 ほとゝきす發行所 1907 

原本の 1号から 20 号を 1巻として合冊再版 【書庫 ZE:16】 

４．子規隨筆 / 正岡子規著 ; 小谷保太郎編 [正], 續 

東京 弘文館 1902.10-12 (日本叢書) 【書庫 E32:668】 

５．俳諧大要 / 正岡子規著. 東京 籾山書店 1913.7 【書庫 E32:767】 

６．病牀六尺 / 正岡子規著． 

 東京 岩波書店 1927.7  (岩波文庫） 【書庫 E26:2053S】 

７．墨汁一滴 / 正岡子規著. 大阪 滴清文堂文化教材社 1947.5 【書庫 E26:1279】 

８．子規全集 / 正岡子規著. 東京 講談社 1975.4-1978.10 【書庫 E22:526】 

 

ケース② 小泉八雲（こいずみ やくも）[1850―1904] 

１．Glimpses of unfamiliar Japan / by Lafcadio Hearn 

   Boston ; New York : Houghton, Mifflin, c1894. 2 v. 【書庫 J210:39】 

２．Out of the East : reveries and studies in new Japan / by Lafcadio Hearn 

   Boston : Houghton Mifflin Co., c1895 【書庫 E200:6776】 

３．Kokoro : hints and echoes of Japanese inner life / Lafcadio Hearn 

   London : Osgood, Mcilvaine & Co., 1896 【書庫 E200:5068】（南葵文庫旧蔵） 

４．Gleanings in Buddha-fields : studies of hand and soul in the Far East / by 

Lafcadio Hearn 



2 
 

Boston ; New York : Houghton Mifflin, c1897 【書庫 J210:38】 

５．In ghostly Japan / by Lafcadio Hearn   

Boston : Little, Brown, c1899 【書庫 C800:325】 

６．ラフカディオ・ハーン著作集 

東京 恒文社 1980-1988 【開架 938.6:H51:1～17】 

 

ケース② 川端康成（かわばた やすなり）[1899―1972] 

 １．「日本小説史小論」［東京帝国大学文学部国文学科の卒業論文(大正 13 年)の表紙 

（電子複製）］【文図 3号館 一般:30.1:4】 

 ２．文藝時代 1 卷 1 號 (1924.10) -4 卷 5 號 (1927.5) 複刻版 

 東京 日本近代文学館 1967.5 【書庫 ZE:213】 

３．淺草紅團 / 川端康成著. 東京 : 日本近代文学館 1971.5 (特選名著複刻全集近 

  代文学館 / 日本近代文学館編) 

先進社 昭和 5年刊の複製 【書庫 E22:614:25】 

東京朝日新聞昭和 4年 12 月～5年 2月連載記事 第 1回、最終回の電子複製 

【柏図書館書庫】 

 ４．伊豆の踊子 / 川端康成著. 東京 日本近代文学館 1969.9 (新選名著複刻全集近 

   代文学館 / 日本近代文学館編) 

金星堂 昭和 2年刊の複製 【書庫 E22:702S:35】 

 ５．雪国 / 川端康成著. 東京 日本近代文学館 1969.9 (名著複刻全集近代文学館 / 

日本近代文学館編) 

創元社 昭和 12 年刊の複製 【書庫 E22:456】 

 ６．感情裝飾 / 川端康成著. 東京 日本近代文学館 1972.6 (精選名著複刻全集近代 

   文学館 / 日本近代文学館編) 

金星堂 大正 15 年刊の複製 【書庫 E22:701S:35】 

 ７．美しい日本の私 / 川端康成著 ; エドワード・G・サイデンステッカー英訳   

東京 講談社 1969.3 (講談社現代新書 180) 【書庫 A90:2581S】 

 ８．川端康成全集. 東京 新潮社 1980.2-1984.5 【書庫 E22:685S:1-37】 

 

ケース③ 寺田寅彦（てらだ とらひこ） [1878―1935] 

１．“X-Rays and Crystals”［Nature. v. 91 (1913) p.135-136 掲載論文複製］ 

  【柏図書館書庫】 

２．「天災は忘れた頃来る」 

［中谷宇吉郎随筆集 / 樋口敬二編. 東京 岩波書店 1988.9 （岩波文庫） 

p270-272 抜粋複製 【開架 IWA:G124】］ 

 ３．吉村冬彦「天災と國防」 

 ［『経済往来』9巻 11 号（1934） p231-238 【書庫 ZN:228】］ 

４．物理學序説 / 寺田寅彦著. 東京 岩波書店 1947.4 【書庫 T40:156】 

５．Scientific papers 6 v. / Torahiko Terada. 

Tokyo : Iwanami Syoten, 1936 【書庫 A30:470】 

６．冬彦集 / 吉村冬彦著 

 東京 日本近代文学館 1969.4 (名著複刻全集近代文学館 / 日本近代文学館編)

岩波書店 大正 12 年刊の複製 【書庫 E22:456】 

７．寺田寅彦全集. 東京 岩波書店 1936.9-1938.1 【書庫 A30:470:1-16】 

 

東京大学附属図書館所蔵資料展示委員


