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書籍通販＆本の郵送貸出始めます 

～夏休みに大佛次郎作品をお家で～ 
 

 

大佛次郎記念館は、遠方やコロナ感染が心配でご来館が叶わない方へ「お客様が来られない

ならこちらから本を届けよう」と、8 月 1 日より送料無料の書籍通販と本の貸出を開始します。 

販売書籍は、現在ショップで取り扱っている書籍の中から、84 冊をセレクト。 

大佛次郎の代表作『鞍馬天狗』や『天皇の世紀』（1 巻は現在品切れで再販未定）シリーズの

他、猫愛あふれるエッセイ『猫のいる日々』『旅の誘い』、開化小説『霧笛』『幻燈』、現代小

説『帰郷』などをご用意しています。（通信販売書籍リストは、別添資料のとおりです） 

一方、貸出図書は現在ショップで取り扱いがない本 

から 20 冊を揃えました。（右写真） 

エッセイ集『水に書く』『屋根の花』『今日の雪』『砂

の上に』や、現代小説『風船』『橋』、フランスものの『詩

人・地霊・パナマ事件』『ドレフュス事件』、『鞍馬天狗』

の大活字本などをラインナップしています。 

書籍通販、本の貸出とも、公式ホームページから専用フ

ォームにて簡単にお申込みいただけます。 

 

なお、今回の送料無料サービスは、日本最大の図書館

検索サイト「カーリル」様の図書館に行けない人に本を

とどける「レターパックプロジェクト」の協力を得て実

現しました。貸出本返却時にも、本と同封されて届く返

信用レターパックライトをご利用いただけます。 

（レターパックがなくなり次第、本の貸出と通販送料無

料は終了します。） 

 

夏休みは読書で、じっくりと大佛作品に触れあってみませんか？ 

 

 日本最大の図書館検索サイト「カーリル」 https://calil.jp/ 

 

お問い合わせ先 ＊本日は 18:00まで在席しております。 

大佛次郎記念館 【公益財団法人横浜市芸術文化振興財団】 

館長：原田由布子  企画販売担当：大房奈央子  

TEL：045-622-5002 mail：osaragi@yaf.or.jp 

令 和 ２ 年 ７ 月 2 1 日 

( 公財 ) 横 浜市芸術 文化振 興財団 

大 佛 次 郎 記 念 館 

情報掲載をよろしくお願い申し上げます。広報用画像の提供が可能です。 

 
 
 

https://calil.jp/
mailto:osaragi@yaf.or.jp


番号 商品名
定価
（税込） 出版社

2000001 (文庫）猫のいる日々 748 徳間書店
猫に関する小説、童話、エッセイを集大成した猫好き垂涎のロング
セラー

2020001 (文庫）旅の誘い 1,320 講談社
「旅」のエッセイをはじめ、「回想の人々」、「義経の周囲」を抄
出した随筆集。

2050004 大佛次郎と猫 1,650 小学館
日本一の猫先生の心温まるエピソード満載！（監修:大佛次郎記念
館）

2050005 「サライ」2017年3月号 794 小学館
大特集「猫の国にっぽん」　付録にはサライ特製・大佛次郎記念館
所蔵の「歌川国芳　東海道五十三匹」一筆箋

2050006
(P&D文庫)　鞍馬天狗〈1〉
角兵衛獅子

660 小学館
角兵衛獅子の杉作少年を率い、新選組・近藤勇と渡り合う！
シリーズ一の大ヒット作。

2050007
(P&D文庫)　鞍馬天狗〈2〉
地獄の門　宗十郎頭巾

605 小学館
鞍馬天狗に同志斬りの嫌疑がかかる・・・
裏切者は意外な人物だった「宗十郎頭巾」ほか

2050008
(P&D文庫)　鞍馬天狗〈3〉
新東京絵図

605 小学館 "江戸から東京へ"時代に翻弄される人々を描く幕末維新絵図

2050009
(P&D文庫)　鞍馬天狗〈4〉
雁のたより

660 小学館 鞍馬天狗が"鉄砲鍛冶連続失踪事件"の陰謀を暴く！

2050010
(P&D文庫)　鞍馬天狗〈5〉
地獄太平記

715 小学館 長州戦争を目前に壮大なスケールで展開する鞍馬天狗の最終章

2070018 鞍馬天狗敗れず 2,750 未知谷
生麦事件のさなか、敢えて自ら殺傷当事者を名乗る鞍馬天狗！
天狗物47作中、戦時故か新聞連載に留る垂涎の幻作。

2070006 天狗騒動記 3,300 未知谷
水戸の天狗党の史実のあわいに幾弥、与三八、お登勢など 架空の人
物を織り込み天馬空を駈ける奔放さで義挙の悲劇を描く歴史長篇

2050011 (P&D文庫)　帰郷 715 小学館
戦前と戦後の日本人は何が変わったのか？
大佛次郎が当時の日本人へ自戒のメッセージを込めた記念碑的名作

2070001 白い夜 2,750 未知谷
混血青年が猥雑な横浜の裏街生活の中にも清浄無垢な心に憧れを抱
く中篇。他に短篇「レスナー館」「愛情」「離合」を併載

2070002 姉 2,750 未知谷
戦争による人心の荒廃を描き、一つの出逢いから人間性を恢復する
青年の物語。短篇「新樹」「熱風」「女人高野」も収録

2070003 白い姉 3,080 未知谷
東京と横浜、ダンスホールや酒場日陰に生きる女性たちと所謂ブル
ジョア階級の若い男女が織りなす長篇

2070013 霧笛 2,420 未知谷
外国人居留地の英国人に仕える千代吉賭場で出逢った女と懇ろにな
るも主人の女だった―横浜新開地ものの傑作！

2070014 花火の街 2,750 未知谷
零落した元旗本、自暴自棄の金四郎と洋行に出る男に捨てられたお
節を巡る御一新後の混乱の中の切ないロマンス

2070015 幻燈 3,080 未知谷
横浜外国人居留地の英語学校に通う助太郎東京の新聞社頭取ブラッ
クに出逢い、元幕臣という行先の不安の中にも自らの道を見出す

2070016 激流 3,300 未知谷
激動の幕末―妄信的に攘夷運動に奔走するも幕府側につき徳川慶喜
に仕える　挫折と苦悩、希望！　邂逅！　天才渋沢栄一の原点

2090001 敗戦日記 2,349 草思社
1944年9月大佛次郎は日本の敗戦を自らのてで記録しようとするか
のように突如日記をつけはじめた。翌10月10日までの身辺日記

2110001 大佛次郎（作家の自伝） 2,860日本図書センター私の履歴書/作品回顧/或る日或る時

2060001 新潮アルバム 1,320 新潮社 写真と解説で分かりやすく大佛次郎の生涯と業績を読み解く

2180001 猫の文学館Ⅰ 924 ちくま書房
大佛次郎、寺田寅彦、太宰治、鴨居羊子、向田邦子、村上春樹
…いつの時代も日本の作家たちはみんな猫が大好き。

2180002 猫の文学館Ⅱ 924 ちくま書房
大佛次郎、佐藤春夫、内田百閒、夏目漱石、吉行淳之介、星新一
…思わずぞくっとして、ひっそり涙したくなる35編。



番号 商品名
定価
（税込） 出版社

(文庫）天皇の世紀　1
黒船渡来

売切（再販未定）

2030002
(文庫）天皇の世紀　2
地熱/大獄

900 文藝春秋 水戸の老公と、井伊掃部頭。力と熱、権力を巡る白熱の攻防。

2030003
(文庫）天皇の世紀　3
反動/異国/黒い風/有志者

869 文藝春秋 幕末を吹き荒れたテロルの嵐。

2030004
(文庫）天皇の世紀　4
急流/攘夷

942 文藝春秋 ようやく芽生えた日本人の立国意識。

2030005
(文庫）天皇の世紀　5
義兵/京都

869 文藝春秋 天誅党、天狗党、長州藩、尊攘派それぞれの義。

2030006
(文庫）天皇の世紀　6
長州/本舞台/奇兵隊

869 文藝春秋 志士たちが手にした"大割譲"の思想。

2030007
(文庫）天皇の世紀　7
客の座/逆潮/瓦解一路

900 文藝春秋 坂本竜馬の見た日本大改革の夢。

2030008
(文庫）天皇の世紀　8
新しい門/諸家往来/大政奉還

900 文藝春秋 後藤象二郎・坂本竜馬×岩倉具視・大久保一蔵

2030009
(文庫）天皇の世紀　9
波濤/内乱

827 文藝春秋 鳥羽伏見の戦いと、徳川慶喜の敵前逃亡。

2030010
(文庫）天皇の世紀　10
江戸攻め/新政の府

838 文藝春秋 勝海舟×西郷隆盛　江戸城総攻撃前夜の談判。

2030011
(文庫）天皇の世紀　11
旅/武士の城

869 文藝春秋
新政府の切支丹弾圧と、日本人の人権意識。
全巻中、異色の一篇を収録。

2030012
(文庫）天皇の世紀　12
金城自壊/総索引

880 文藝春秋 明治維新のすべてがここにある。　総索引を収めた必携の最終巻！

2030013 鞍馬天狗「山嶽党奇談」2 1,885 文藝春秋
危うし、鞍馬天狗！恐るべし、山嶽党！
「こんどというこんどは油断は禁物だ」

2030014 鞍馬天狗「鬼面の老女」3 1,885 文藝春秋
記念すべき鞍馬天狗第一作「鬼面の老女」をはじめとする初期短編
と円熟の筆による雪の雲母坂」を収録。

天皇の世紀 1　黒船 売切（再販未定）

2040002 天皇の世紀 2　大獄 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040003 天皇の世紀 3　有志者 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040004 天皇の世紀 4　攘夷 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040005 天皇の世紀 5　長州 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040006 天皇の世紀 6　奇兵隊 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040007 天皇の世紀 7　大政奉還 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040008 天皇の世紀 8　江戸攻め 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040009 天皇の世紀 9　武士の城 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作

2040010 天皇の世紀 10　金城自壊 1,980 朝日新聞社
史伝文学の傑作。明治天皇の誕生から維新まで、激動の時代を描い
た畢生の大作



番号 商品名
定価
（税込） 出版社

1010001 漫画に見る普仏戦争ﾊﾟﾘ･ｺﾐｭｰﾝ 500 大佛次郎記念館

1010002 ドレフュス事件関連資料目録 400 大佛次郎記念館

1010003 ﾊﾟﾘ･ｺﾐｭｰﾝ蔵書（洋書）目録 250 大佛次郎記念館

1010004 政治風刺画コレクション 1,100 大佛次郎記念館

1010005 フランス第三共和政成立史資料 1,500 大佛次郎記念館

1010006 パリ史資料 500 大佛次郎記念館

1020001 おさらぎ選書1 2,000 大佛次郎記念館 増補改訂版 　時代小説作品目録

1020002 おさらぎ選書2 1,800 大佛次郎記念館 蔵書目録（歴史）

1020003 おさらぎ選書3 1,000 大佛次郎記念館 現代小説、ノンフィクション、童話、戯曲作品目録

1020004 おさらぎ選書4 2,000 大佛次郎記念館 蔵書目録（社会工学・自然科学・工学・産業・芸術・語学）

1020005 おさらぎ選書5 1,500 大佛次郎記念館 大佛次郎書記作品集

1020006 おさらぎ選書6 2,000 大佛次郎記念館 作品目録（エッセイ）

1020007 おさらぎ選書7 1,800 大佛次郎記念館
作品目録（翻訳・翻案・抄訳・対談・鼎談・座談・講演・講話・俳句・
詩）

1020008 おさらぎ選書8 1,500 大佛次郎記念館 作品掲載紙誌目録

1020009 おさらぎ選書9 2,000 大佛次郎記念館 蔵書目録（文学総記・日本文学）

1020010 おさらぎ選書10 2,000 大佛次郎記念館 蔵書目録（外国文学）

1020011 おさらぎ選書11 2,000 大佛次郎記念館 蔵書目録（総記・哲学 補遺）

1020012 おさらぎ選書12 500 大佛次郎記念館 大佛次郎研究会論文集

1020014 おさらぎ選書14 600 大佛次郎記念館 論文集

1020015 おさらぎ選書15 600 大佛次郎記念館 大佛次郎研究会論文集

1020016 おさらぎ選書16 500 大佛次郎記念館 論文集

1020017 おさらぎ選書17 800 大佛次郎記念館 30周年記念号

1020018 おさらぎ選書18 500 大佛次郎記念館 大佛次郎研究会論文集

1020019 おさらぎ選書19 700 大佛次郎記念館 野尻正英（抱影）あて書簡集

おさらぎ選書20 大佛次郎記念館 売切

1020021 おさらぎ選書21 700 大佛次郎記念館 鞍馬天狗誕生90年

おさらぎ選書22 大佛次郎記念館 売切

1020023 おさらぎ選書23 700 大佛次郎記念館 野尻抱影 生誕130年

1020024 おさらぎ選書24 700 大佛次郎記念館 大佛次郎とフランス

1020025 おさらぎ選書25 700 大佛次郎記念館 大佛次郎生誕120年

1020026 おさらぎ選書26 700 大佛次郎記念館 大佛次郎「天皇の世紀」再考

1020027 おさらぎ選書27 700 大佛次郎記念館 大佛次郎帰郷出版70年

1030001
大佛次郎記念館ブックレット1
鎌倉通信

350 大佛次郎記念館
戦後まもなく、主筆をつとめた月刊誌「学生」のコラム「鎌倉通
信」の中から４編を収録。

1030002
大佛次郎記念館ブックレット2
スポーツエッセイ集

400 大佛次郎記念館
文壇きってのスポーツマン大佛次郎。大佛次郎のスポーツに対する
思いを４編のエセッイで紹介。

1030003
大佛次郎記念館ブックレット3
講演録「生地のままに」

350 大佛次郎記念館
大佛次郎が亡くなる一年前に行った「天皇の世紀」についての講演
録。

1030004
大佛次郎記念館ブックレット4
花と語らう

400 大佛次郎記念館
もの言わぬ草花をいつくしむ大佛次郎の思いを、６編のエッセイで
美しい情景描写と共に味わう。


