
思ひ出すままに 「文藝春秋」と菊池と 青空文庫 質屋の主人 青空文庫
質屋の小僧 青空文庫 「鱧の皮　他五篇」解説 青空文庫

勧善懲悪 青空文庫 道 青空文庫

アカデミイの書取 青空文庫 著作権の精神的擁護 青空文庫
アトリエの印象 青空文庫

悪妻論 パンローリング 外套と青空 青空文庫
安吾の新日本地理 09 秋田犬訪問記
――秋田の巻――

青空文庫 外来語是非 青空文庫

安吾の新日本地理 10 高麗神社の祭
の笛――武蔵野の巻――

青空文庫 我鬼 青空文庫

安吾武者修業(馬庭念流訪問記) 青空文庫 咢堂小論 青空文庫
家康 青空文庫 影のない犯人 青空文庫
囲碁修業 青空文庫 かげろふ談義 ――菱山修三へ―― 青空文庫
育児 青空文庫 風と光と二十の私と 青空文庫
遺恨 青空文庫 風博士 青空文庫
居酒屋の聖人 青空文庫 カストリ社事件 青空文庫
意識と時間との関係 青空文庫 “歌笑”文化 青空文庫
いづこへ 青空文庫 悲しい新風 青空文庫
石の思ひ 青空文庫 蟹の泡 青空文庫
一家言を排す 青空文庫 神サマを生んだ人々 青空文庫
イノチガケ ――ヨワン・シローテの殉
教――

青空文庫 「花妖」作者の言葉 青空文庫

生命拾ひをした話 青空文庫 感想家の生れでるために 青空文庫
『異邦人』に就いて 青空文庫 肝臓先生 青空文庫
意慾的創作文章の形式と方法 青空文庫 閑山 青空文庫
淫者山へ乗りこむ 青空文庫 坂口安吾名作集 パンローリング
インテリの感傷 青空文庫 人生案内 パンローリング
牛 青空文庫 推理小説論 パンローリング
海の霧 青空文庫 青春論 パンローリング
裏切り 青空文庫 続堕落論 パンローリング
エゴイズム小論 青空文庫 堕落論 青空文庫
遠大なる心構 青空文庫 堕落論 パンローリング
大井広介といふ男 ――並びに註文ひ
とつの事――

青空文庫 男女の交際について パンローリング

大阪の反逆 青空文庫 白痴 青空文庫
お魚女史 青空文庫 白痴 パンローリング
お喋り競争 青空文庫 予告殺人事件 青空文庫
オモチャ箱 青空文庫 予告殺人事件 パンローリング
お奈良さま 青空文庫 恋愛論 パンローリング
女占師の前にて 青空文庫 私は海を抱きしめていたい パンローリング
温浴 青空文庫

日比谷図書文化館
　　　　　　　「林忠彦写真展―日本の作家109人の顔」　2014.9.26～11.25

千代田Ｗｅｂ図書館コンテンツリスト
●日比谷図書文化館で開催中の「林忠彦写真展」に登場する作家のうち、千代田Web図書館でご覧いただ
ける作家の作品をご紹介します。
●このリストに掲載されているコンテンツは、千代田区に在住・在勤・在学の方のみご利用いただけるも
のです。千代田Web図書館のご利用方法は、別紙の「千代田Web図書館の利用方法」またはWeb図書館内
の「利用案内」をご覧ください。
●パンローリング社のコンテンツは、音声のみです。

　宇野 浩二の作品

　織田 作之助の作品

　坂口 安吾の作品

　岸田 国士の作品
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「晩年」に就いて 青空文庫 川端康成へ 青空文庫
『井伏鱒二選集』後記 青空文庫 玩具 青空文庫
I can speak 青空文庫 帰去来 青空文庫
太宰治「I can speak」 パンローリング 逆行 青空文庫
愛と美について 青空文庫 虚構の春 青空文庫
青森 青空文庫 狂言の神 青空文庫
太宰治「青森」 パンローリング 饗応夫人 青空文庫
ア、秋 青空文庫 きりぎりす 青空文庫
太宰治「ア、秋」 パンローリング グッド・バイ 青空文庫
朝 青空文庫 太宰治「心の王者」 パンローリング
あさましきもの 青空文庫 太宰治「五所川原」 パンローリング
新しい形の個人主義 青空文庫 猿ヶ島 青空文庫
太宰治「新しい形の個人主義」 パンローリング 猿面冠者 青空文庫
兄たち 青空文庫 太宰治「三月三十日」 パンローリング
或る忠告 青空文庫 太宰治「散華」 パンローリング
太宰治「或る忠告」 パンローリング 太宰治「私信」 パンローリング
一日の労苦 青空文庫 太宰治「自信の無さ」 パンローリング
一灯 青空文庫 斜陽 青空文庫
一歩前進二歩退却 青空文庫 太宰治「純真」 パンローリング
太宰治「一歩前進二歩退却」 パンローリング 太宰治「春昼」 パンローリング
一問一答 青空文庫 太宰治「小志」 パンローリング
太宰治「一問一答」 パンローリング 太宰治「小説の面白さ」 パンローリング
太宰治「田舎者」 パンローリング 太宰治「正直ノオト」 パンローリング
陰火 青空文庫 太宰治「食通」 パンローリング
右大臣実朝 青空文庫 女生徒 青空文庫
嘘 青空文庫 太宰治「女人訓戒」 パンローリング
鬱屈禍 青空文庫 新ハムレット 青空文庫
姥捨 青空文庫 太宰治「砂子屋」 パンローリング
海 青空文庫 太宰治「政治家と家庭」 パンローリング
太宰治「海」 パンローリング 太宰治「世界的」 パンローリング
太宰治「炎天汗談」 パンローリング たずねびと パンローリング
黄金風景 青空文庫 チャンス パンローリング
太宰治「黄金風景」 パンローリング 千代女 青空文庫
黄村先生言行録 青空文庫 津軽 青空文庫
桜桃 青空文庫 津軽地方とチエホフ 青空文庫
音に就いて 青空文庫 トカトントン 青空文庫
太宰治「音に就いて」 パンローリング トカトントン パンローリング
おさん 青空文庫 二十世紀旗手 青空文庫
おしゃれ童子 青空文庫 人間失格 青空文庫
織田君の死 青空文庫 人間失格 パンローリング
太宰治「織田君の死」 パンローリング 太宰治「走ラヌ名馬」 パンローリング
緒方氏を殺した者 青空文庫 走れメロス 青空文庫
太宰治「緒方氏を殺した者」 パンローリング 走れメロス パンローリング
お伽草紙 青空文庫 太宰治「春」 パンローリング
思ひ出 青空文庫 パンドラの匣 青空文庫
親という二字 青空文庫 眉山 青空文庫
女の決闘 青空文庫 美少女 青空文庫
太宰治「かくめい」 パンローリング 美少女 パンローリング
駈込み訴え 青空文庫 火の鳥 青空文庫
佳日 青空文庫 ヴィヨンの妻 青空文庫
花燭 青空文庫 ヴィヨンの妻 パンローリング
かすかな声 青空文庫 富嶽百景 青空文庫

太宰治「かすかな声」 パンローリング
碧眼托鉢 ―馬をさへ眺むる雪の朝か
な―

青空文庫

風の便り 青空文庫 老ハイデルベルヒ 青空文庫
喝采 青空文庫 ロマネスク 青空文庫

家庭の幸福 青空文庫 ロマネスク パンローリング

貨幣 青空文庫 ろまん燈籠 青空文庫
鴎 青空文庫 わが半生を語る パンローリング
彼は昔の彼ならず 青空文庫

　太宰 治の作品
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明日 青空文庫 天狗笑い　豊島与志雄童話集 1/3 晶文社
異邦人の意欲 青空文庫 舞踏病 青空文庫
逢魔の刻 青空文庫 父母に対する私情 青空文庫
書かれざる作品 青空文庫

朝御飯 青空文庫 貸家探し 青空文庫
落合町山川記 青空文庫 清貧の書 青空文庫

日比谷図書文化館アクセス

・東京メトロ 丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」　B2・C3出口より徒歩約5分
・都営地下鉄　三田線「内幸町駅」　A7出口より徒歩約3分
・東京メトロ 千代田線・日比谷線「日比谷駅」　A14出口より徒歩約5分
・JR 新橋駅 日比谷口より 徒歩約10分

2014年10月　千代田図書館作成

豊島 与志雄の作品

林 芙美子の作品
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