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鳥取県立図書館

尾崎放哉著書・作品集

書名 著者 出版者 出版年 請求記号

放哉全集　全三巻 筑摩書房
2001
2002

913/269/郷土

愛蔵版句集シリーズ　放哉－大空 荻原井泉水/編 日本図書センター 2000 911/ｵｻｷ/県人H

尾崎放哉集―大空　増補版 荻原井泉水/編 春秋社 1973 913/272/郷土H

尾崎放哉集―大空　増補版 荻原井泉水/編 春秋社 1972 913/92/郷土

尾崎放哉集　大空 春秋社 1956 913/27/郷土H

大空　俳句集 荻原井泉水/編 春秋社 1933 913/2/郷土

尾崎放哉全句集 村上護/編 筑摩書房 2008 913/287/郷土

尾崎放哉句集 池内紀/編 岩波書店 2007 913/284/郷土

尾崎放哉句集 春陽堂書店 2002 911/ｵｻｷ/県人

尾崎放哉句集 彌生書房 1997 911/ｵｻｷ/県人

尾崎放哉全句集　増補決定版 伊藤完吾・小玉石水/編 春秋社 2007 911.3/ｵｻｷ/一般

尾崎放哉全句集　決定版　新装版 伊藤完吾・小玉石水/編 春秋社 2002 913/185/郷土

尾崎放哉全句集　決定版 伊藤完吾・小玉石水/編 春秋社 1993 913/185/郷土

尾崎放哉全集　増補改訂新装版 井上三喜夫/編 彌生書房 2000 913/273/郷土

尾崎放哉全集　増補改訂版 井上三喜夫/編 彌生書房 1980 913/90/郷土

尾崎放哉全集 井上三喜夫/編 彌生書房 1972 913/90/郷土

尾崎放哉全集 荻原井泉水/編 彌生書房 1986 913/90/郷土

いれものがない両手で受ける 片岡鶴太郎／書画 サンマーク出版 1998 721/ｵｻｷ/県人

尾崎放哉の詩 糸井邦夫木版画集 さんこう社 2008 913/293/郷土

尾崎放哉随筆集 講談社 2004 914/ｵｻｷ/県人

尾崎放哉随筆・書簡 春陽堂書店 2002 914/ｵｻｷ/県人

放哉居士消息 飯尾星城子/編 層雲社 1940 902/16/郷土H

放哉書簡集 荻原井泉水/編 春秋社 1927 950/3/郷土H

Right under the big sky, I don't wear a hat
the haiku and prose of Hosai Ozaki

Stone Bridge Press 1993 911/ｵｻｷ/県人

Ozaki Hosai portrait d'un moineau a une patte 見目誠・Alain Kervern/編 Editions F. Avoine 1991 911/ｵｻｷ/県人

★裏面にも尾崎放哉関係資料を掲載しています。



尾崎放哉について書かれた文献

書名 著者 出版者 出版年 請求記号

人間種田山頭火と尾崎放哉 徳間書店 2013 913/311/郷土

放哉以前の放哉 松岡ひでたか／ほか著 松岡ひでたか 2011 910/77/郷土

出ふるさと記 池内紀／著 新潮社 2008 910.2/ｲｹｳ/一般

鳥取文芸　第30号　尾崎放哉特集 鳥取市社会教育事業団 2008 905/44-30/郷土

底抜けの柄杓　放哉評伝 理崎啓/著 田畑書店 2008 910/71/郷土

こぼれ放哉 古田十駕/著 文藝春秋 2007 930/83/郷土

郷土出身文学者シリーズ１　尾崎放哉 鳥取県立図書館/編 鳥取県立図書館 2005 902/61/郷土

尾崎放哉 石寒太/著 北溟社 2003 913/264/郷土

放哉評伝 村上護/著 春陽堂 2002 913/268/郷土

暮れ果つるまで 小山貴子/著 春秋社 1999 913/240/郷土

尾崎放哉論 岡屋昭雄/著 おうふう 1998 910/40/郷土

尾崎放哉 火村卓造/著 北溟社 1997 910/37/郷土

尾崎放哉を知る事典 藤津滋生/編 藤津滋生 1996 913/191/郷土

呪われた詩人尾崎放哉 見目誠/著 春秋社 1996 902/50/郷土

海を見ていた放哉 吉田美和子/著 桐々社 1995 913/242/郷土H

首人形 早坂暁/著 河出書房新社 1995 920/6/郷土

尾崎放哉論 今村実/著 今村実 1995 913/251/郷土

海へ放つ 尾崎放哉句伝 小玉石水/著 春秋社 1994 913/187/郷土

尾崎放哉　詩と落魄 毎日グラフ 毎日新聞社 1991 913/167/郷土

放哉という男 荻原井泉水/著 大法輪閣 1991 913/169/郷土

放哉漂泊の彼方 上田都史/著 講談社 1990 902/38/郷土

放哉と山頭火 本田烈/著 踏青社 1986 913/155/郷土

流浪の詩人　尾崎放哉 瓜生鐵二/著 新典社 1986 913/151/郷土

生誕百年俳人放哉 富本純一/編 鳥取文芸協会 1985 902/21/郷土

漂泊三人 金子兜太/著 飯塚書店 1983 911.3/ｶﾈｺ/一般H

如愚（一）－山頭火・放哉観照－ 小野沢実/著 古川書房 1981 911.3/ｵﾉｻ-1/一般H

海も暮れきる 吉村昭/著 講談社 1980 913/179/郷土

放哉・轉轉漂泊 上田都史/著 新評社 1980 902/15/郷土

尾崎放哉の詩とその生涯 大瀬東二/著 講談社 1974 913/93/郷土

放哉の秀句 上田都史/著 潮文社 1972 913/158/郷土

放哉 村尾草樹/著 層雲社 1964 913/72/郷土

底の抜けた柄杓 吉屋信子/著 新潮社 1964 911.3/ﾖｼﾔ/一般Ｈ

尾崎放哉 伊澤元美/著 南雲堂桜楓社 1963 913/65/郷土

人間 尾崎放哉 上田都史/著 昭森社 1963 913/64/郷土

俳人放哉 志賀白鷹/著 修文社 1942 913/19/郷土

大空放哉伝 河本緑石/著 香風閣書房 1935 913/15/郷土H

放哉研究　第1号～ 日本放哉学会編集委員会 2001～ 910/47/郷土

★この他にもたくさんの関連資料を所蔵しています。お探しの資料が見つからない場合は、お気軽に職員に
お尋ねください。
★鳥取県郷土人物文献データベース（http://db.pref.tottori.jp/HomePerson.nsf）でも、
尾崎放哉について書かれた文献を多数紹介しています。


