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No. 種別 著者 書名 出版者 年

1 古書 谷崎潤一郎 刺青　[胡蝶本の復刻版] 日本近代文学館 1980

2 古書 谷崎潤一郎 盲目物語　[1932年中央公論社の復刻 日本近代文学館 1977

3 古書 谷崎潤一郎 谷崎潤一郎家集 湯川書房 1977

4 古書 谷崎潤一郎 少年 中央公論社 1970

5 古書 谷崎潤一郎 春琴抄　　[1933年創元社の復刻版] 日本近代文学館 1969

6 古書 谷崎潤一郎 蓼喰ふ虫　[創元社の復刻版] 日本近代文学館 1969

7 古書 谷崎潤一郎 編 撫山翁しのぶ草 笹沼宗一郎 1963

8 古書 谷崎潤一郎 瘋癲老人日記 中央公論社 1962

9 古書 谷崎潤一郎 当世鹿もどき 中央公論社 1961

10 古書 谷崎潤一郎 幼少時代 中央公論社 1957

11 古書 谷崎潤一郎 鍵 中央公論社 1956

12 古書 谷崎潤一郎 過酸化マンガン水の夢 中央公論社 1956

13 古書 谷崎潤一郎 少将滋幹の母 毎日新聞社 1950

14 古書 谷崎潤一郎 鶯姫 清流社 1948

15 古書 谷崎潤一郎 都わすれの記 創元社 1948

16 古書 谷崎潤一郎 卍 新生社 1947

17 古書 谷崎潤一郎 初昔　きのふけふ 創元社 1942

18 古書 谷崎潤一郎 鶉鷸隴雜纂 日本評論社 1936

19 古書 谷崎潤一郎 武州公秘話 中央公論社 1935

20 古書 谷崎潤一郎 青春物語 中央公論社 1933

21 古書 谷崎潤一郎・丸山順太郎訳註 無明と愛染　仏訳詳註 白水社 1924

22 古書 谷崎潤一郎 潤一郎訳　源氏物語 中央公論社

23 全集 谷崎潤一郎 谷崎潤一郎全集　第25巻(創作ノート 中央公論新社 2016

24 全集 谷崎潤一郎 谷崎潤一郎全集　第26巻(日記他) 中央公論新社 2017

25 全集 谷崎潤一郎 谷崎潤一郎全集　第26-28巻(源氏物語) 中央公論社

26 刊行物 -
新資料から見る谷崎潤一郎 : 創作ノー

ト、日記を中心にして
日本近代文学館 2017

27 刊行物 - 谷崎潤一郎展　絢爛たる物語世界 神奈川近代文学館 2015

28 刊行物 - 谷崎潤一郎展　文豪に出会う 山梨県立文学館 2014

29 刊行物 -
「資料と研究」第二十輯　特集「谷崎

潤一郎展　文豪に出会う」
山梨県立文学館 2014

30 刊行物 - 谷崎潤一郎　人と文学 芦屋市谷崎潤一郎記念館 2013

31 刊行物 - 谷崎潤一郎交友録 芦屋市谷崎潤一郎記念館 2009

32 刊行物 -
谷崎潤一郎と画家たち　作品を彩る挿

絵と装丁
芦屋市谷崎潤一郎記念館 2008

33 刊行物 - 潤一郎訳　源氏物語考 芦屋市谷崎潤一郎記念館 2007

34 刊行物 - 谷崎潤一郎　久保義治・一枝宛書簡 芦屋市谷崎潤一郎記念館 1999

35 刊行物 - 谷崎潤一郎展 神奈川近代文学館 1998

36 刊行物 - 雨宮庸蔵宛　谷崎潤一郎書簡 芦屋市谷崎潤一郎記念館 1996

37 刊行物 - 谷崎潤一郎　映像・音声資料 芦屋市谷崎潤一郎記念館 1995

38 刊行物 - 志賀直哉と谷崎潤一郎 芦屋市谷崎潤一郎記念館 1993

39 刊行物 - 倚松庵よ永遠なれ たつみ都志 1991

40 刊行物 - 生誕百年記念「谷崎潤一郎・人と文 朝日新聞社 1984

41 単行本 桐野夏生 デンジャラス 中央公論新社 2017

42 単行本 大野らふ・中村圭子 谷崎潤一郎文学の着物を見る 河出書房新社 2016

43 単行本 樫原辰郎 『痴人の愛』を歩く 白水社 2016

44 単行本 作家のお菓子 平凡社 2016

45 単行本 千葉俊二編
谷崎潤一郎の恋文 : 松子・重子姉妹との

書簡集
中央公論新社 2015

46 単行本 細江光・小谷野敦編 谷崎潤一郎対談集　文藝編 中央公論新社 2015

47 単行本 細江光・小谷野敦編 谷崎潤一郎対談集　藝能編 中央公論新社 2014

48 単行本 宇能鴻一郎 夢十夜 双面神ヤヌスの谷崎・三島変化 廣済堂出版 2014
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49 単行本
アンドレ・ピエール・ド マ

ンディアルグ
薔薇の回廊 エディションイレーヌ 2012

50 単行本 千葉俊二 物語の法則　岡本綺堂と谷崎潤一郎 青蛙房 2012

51 単行本
千葉俊二、アンヌバヤール・

坂井
谷崎潤一郎　境界を超えて 笠間書院 2009

52 単行本 水上勉・千葉俊二編
谷崎先生の書簡 : ある出版社社長への手

紙を読む
中央公論新社 2008

53 単行本 渡辺千萬子 落花流水：谷崎潤一郎と祖父関雪の思 岩波書店 2007

54 単行本 小谷野敦 谷崎潤一郎伝 中央公論新社 2006

55 単行本
小出龍太郎編著 ; 明里千章,

荒川朋子著

小出楢重と谷崎潤一郎 : 小説「蓼食ふ

虫」の真相
春風社 2006

56 単行本 細江光 谷崎潤一郎　深層のレトリック 和泉書院 2004

57 単行本 末永泉 谷崎潤一郎先生覚え書き 中央公論新社 2004

58 単行本 千葉俊二編 谷崎潤一郎必携 學燈社 2002

59 単行本 明里千章 谷崎潤一郎　自己劇化の文学 和泉書院 2001

60 単行本
小野高裕・西村美香・明尾圭

造

モダニズム出版社の光芒 : プラトン社の

一九二〇年代
淡交社 2000

61 単行本 宮本徳蔵 潤一郎ごのみ 文藝春秋 1999

62 単行本 谷崎松子 蘆辺の夢 中央公論社 1998

63 単行本 伊吹和子 われよりほかに　谷崎潤一郎最後の十 講談社 1994

64 単行本 千葉俊二 谷崎潤一郎　狐とマゾヒズム 小沢書店 1994

65 単行本 たつみ都志 谷崎潤一郎・「関西」の衝撃 和泉書院 1992

66 単行本 谷崎終平 懐かしき人々　兄潤一郎とその周辺 文芸春秋 1989

67 単行本 - 新潮日本文学アルバム　谷崎潤一郎 新潮社 1985

68 単行本 - 新装版　文芸読本　谷崎潤一郎 河出書房新社 1984

69 単行本 大谷晃一 仮面の谷崎潤一郎 創元社 1984

70 単行本 市居義彬 谷崎潤一郎の阪神時代 曙文庫 1983

71 単行本 品川清臣 編 鼎談餐 柏書房 1983

72 単行本 千葉俊二編 鑑賞日本現代文学　谷崎潤一郎 角川書店 1982

73 単行本 紅野敏郎・千葉俊二編 資料　谷崎潤一郎 桜楓社 1980

74 単行本 鷲尾洋三 東京の人 鷲尾千代 1978

75 単行本 林伊勢 兄潤一郎と谷崎家の人々 九藝出版 1978

76 単行本 高木治江 谷崎家の思い出 構想社 1977

77 単行本 NHK [編]
「文学の心：文豪は語る」2　谷崎潤一

郎・永井荷風　他
NHKサービスセンター 1975

78 単行本 - 現代日本文学アルバム　谷崎潤一郎 学習研究社 1973

79 単行本 野村尚吾 谷崎潤一郎　風土と文学 中央公論社 1973

80 単行本 野村尚吾 伝記谷崎潤一郎 六興出版 1972

81 単行本 長尾伴七 京の谷崎　潺湲亭訪問記 駸々堂 1971

82 単行本 小島政二郎 聖体拝受 新潮社 1969

83 単行本 君島一郎 朶寮一番室 : 谷崎潤一郎と一高寮友たち 時事通信社 1967

84 単行本 谷崎精二 明治の日本橋　潤一郎の手紙 新樹社 1967

85 単行本 - 谷崎潤一郎集 河出書房新社 1962

86 単行本 津島壽一 谷崎潤一郎君のこと 芳塘刊行会 1960

87 単行本 中河与一 探美の夜・完 講談社 1959

88 単行本 中河与一 続・探美の夜 講談社 1958

89 単行本 中河与一 探美の夜 講談社 1957

90 単行本 市田ヤヱ 京をんな 六月社 1957

91 単行本 津島壽一 谷崎と私 中央公論社 1953

92 単行本 谷崎精二 青春の日

93 新書 たつみ都志 谷崎潤一郎　その棲み家と女 幻冬舎 2016

94 新書 坂本葵 食魔　谷崎潤一郎 新潮新書 2016

95 新書 勝部真長 青春の和辻哲郎 中公新書 1987



谷崎潤一郎びより2017　図書リスト

No. 種別 著者 書名 出版者 年

96 雑誌 -
芸術新潮「失われし着物を求めて：谷

崎文学のもう一つの愉しみ方」
新潮社 2016

97 雑誌 - 芸術新潮「谷崎潤一郎の女・食・住」 新潮社 2015

98 雑誌 - 文學界「谷崎潤一郎の愉楽」 文藝春秋 2015

99 雑誌 -
文藝別冊「谷崎潤一郎　没後五十年、

文学の奇蹟」
河出書房新社 2015

100 雑誌 - ユリイカ「特集　谷崎潤一郎」 青土社 2003

101 雑誌 - 中央公論「京洛の谷崎潤一郎」 中央公論新社 2000

102 雑誌 多田道太郎, 安田武編
エナジー対話「関西 : 谷崎潤一郎にそっ

て」

エッソ・スタンダード石

油株式会社広報部
1981

103 文庫 谷崎潤一郎 刺青・秘密 新潮文庫

104 文庫 谷崎潤一郎 鍵・瘋癲老人日記 新潮文庫

105 文庫 谷崎潤一郎 細雪 新潮文庫

106 文庫 谷崎潤一郎 春琴抄 新潮文庫

107 文庫 谷崎潤一郎 少将滋幹の母 新潮文庫

108 文庫 谷崎潤一郎 蓼喰う虫 新潮文庫

109 文庫 谷崎潤一郎 痴人の愛 新潮文庫

110 文庫 谷崎潤一郎 猫と庄造と二人のをんな 新潮文庫

111 文庫 谷崎潤一郎 吉野葛・盲目物語 新潮文庫

112 文庫 谷崎潤一郎 卍 中公文庫

113 文庫 谷崎潤一郎 蘆刈・卍 中公文庫

114 文庫 谷崎潤一郎 陰翳礼讃 中公文庫

115 文庫 谷崎潤一郎 お艶殺し 中公文庫

116 文庫 谷崎潤一郎 潤一郎訳　源氏物語 中公文庫

117 文庫 谷崎松子 湘竹居追想 中公文庫

118 文庫 谷崎潤一郎 青春物語 中公文庫

119 文庫 谷崎潤一郎 台所太平記 中公文庫

120 文庫 谷崎潤一郎 人魚の嘆き・魔術師 中公文庫

121 文庫 谷崎潤一郎 猫と庄造と二人のをんな 中公文庫

122 文庫 谷崎潤一郎 武州公秘話・聞書抄 中公文庫

123 文庫 谷崎潤一郎 文章読本 中公文庫

124 文庫 谷崎潤一郎 夢の浮橋 中公文庫

125 文庫 谷崎潤一郎歌, 棟方志功板 歌々板画巻 中公文庫

126 文庫 谷崎潤一郎・渡辺千萬子 谷崎潤一郎・渡辺千萬子往復書簡 中公文庫

127 文庫 - 谷崎潤一郎文学案内 中公文庫

128 文庫 瀬戸内寂聴 つれなかりせば 中公文庫

129 文庫 渡辺たをり 花は桜、魚は鯛 中公文庫

130 文庫 谷崎松子 倚松庵の夢 中公文庫

131 文庫 谷崎潤一郎 蓼喰う虫 岩波文庫

132 文庫 千葉俊二 編
文芸的な、余りに文芸的な/饒舌録 ほか

芥川vs.谷崎論争
講談社文芸文庫 2017

133 文庫 佐藤春夫 この三つのもの 講談社文芸文庫 2007

134 漫画 久世番子　他 谷崎万華鏡 中央公論新社 2016

135 漫画 千船翔子 文豪失格 文豪の恥ずかしい手紙編 実業之日本社 2016

136 漫画 千船翔子 文豪失格 実業之日本社 2015

137 洋書 Junichiro Tanizaki Some Prefer Nettles (蓼喰う虫) Vintage

138 洋書 Anthony Hood Chambers
The Secret Window : Ideal Worlds in

Tanizaki's Fiction


