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啄木我を愛する歌
―発想と表現―

YAGI BOOK STORE LTD.

太
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　登
の ぼ る

『一握の砂』の鑑賞・評釈を新たな視座で再検討！
歌集の主題を形成する「我を愛する歌」151 首を評釈し、

1首ごとの発想と表現から、文学テクストとしての構造を解明

（天理大学名誉教授）

　短歌という作品をどのように解釈すべきか、ながくこの課題と向きあってきた結
果が本書となった。こと啄木短歌の注釈や鑑賞に関しては、岩城之徳や今井泰子ら
の先学の恩恵によるところが大きい。とりわけ『一握の砂』は、啄木自身の伝記的
事実を反映させた解釈にかたよりがちであった。そうした『一握の砂』という文学
テクストのなかの「われ」と作者である啄木とを一元化する単一的な視点ではなく、
うたわずにはいられない言葉と心をいかに発想し、いかに表現しえたかという多層
的な視点によって、啄木という抒情主体の表現世界を明らかにすることをめざした。
　本書は、従来からの『一握の砂』の鑑賞や評釈を再検討し、『一握の砂』という歌
集の主題を形成する第１章「我を愛する歌」の １５１ 首を評釈するものである。それ
は漂泊と挫折の人生が主人公である都市生活者の視点から物語化された『一握の砂』
という文学テクストとしての構造を解明するものであり、近代短歌ひいては現代短
歌における発想と表現の意味を再検証することでもある。

啄木という抒情主体の表現世界を明らかに　　太田登

〒 101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-8　Tel:03-3291-2961 ／ Fax:03-3291-6300
pub@books-yagi.co.jp　http://www.books-yagi.co.jp

2022 年 11 月末刊行予定　★予約募集！
予価 4,950 円（本体 4,500 円＋税 10％）
A5 判・上製本・カバー装・約 430 頁

ISBN978-4-8406-9772-9 C1095 ¥4500E
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『一握の砂』の鑑賞・評釈を新たな視座で再検討！
歌集の主題を形成する「我を愛する歌」151 首を評釈し、

1首ごとの発想と表現から、文学テクストとしての構造を解明

（天理大学名誉教授）

　短歌という作品をどのように解釈すべきか、ながくこの課題と向きあってきた結
果が本書となった。こと啄木短歌の注釈や鑑賞に関しては、岩城之徳や今井泰子ら
の先学の恩恵によるところが大きい。とりわけ『一握の砂』は、啄木自身の伝記的
事実を反映させた解釈にかたよりがちであった。そうした『一握の砂』という文学
テクストのなかの「われ」と作者である啄木とを一元化する単一的な視点ではなく、
うたわずにはいられない言葉と心をいかに発想し、いかに表現しえたかという多層
的な視点によって、啄木という抒情主体の表現世界を明らかにすることをめざした。
　本書は、従来からの『一握の砂』の鑑賞や評釈を再検討し、『一握の砂』という歌
集の主題を形成する第１章「我を愛する歌」の １５１ 首を評釈するものである。それ
は漂泊と挫折の人生が主人公である都市生活者の視点から物語化された『一握の砂』
という文学テクストとしての構造を解明するものであり、近代短歌ひいては現代短
歌における発想と表現の意味を再検証することでもある。

啄木という抒情主体の表現世界を明らかに　　太田登
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2022 年 11 月末刊行予定　★予約募集！
予価 4,950 円（本体 4,500 円＋税 10％）
A5 判・上製本・カバー装・約 430 頁

ISBN978-4-8406-9772-9 C1095 ¥4500E



◆従来の晶子研究に見落とされがちであった寛（鉄幹）の具体的な役
割を再検証。「鉄幹が晶子の天才を得たことは美神の恩寵であろう、
そして鉄幹がいなければ晶子も存在しないだろう」（保田与重郎）と
いう言葉に象徴される両者の関係を解き明かす。

◆晶子における平和思想、海外体験に裏付けられた鋭敏な国際性など、
詩歌の天才という見方だけではとらえきれない女性表現者として
の軌跡を丹念に考察。

屹立する近代女性表現者と稀代のプロデューサー、
その知られざる絆の秘奥に迫る！
新たな切り口で臨む与謝野研究の道標！
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―寛の才気・晶子の天分―
2013 年 5 月刊行【好評発売中】　定価 4,180 円（本体 3,800 円＋税 10％）

A5 判・上製本・カバー装・280 頁　ISBN978-4-8406-9688-3 C1095 ¥3800E
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　与謝野寛（鉄幹）と晶子との末娘である森藤子さんから、ある催しの席
上で直接に「父のこともよろしくお願い致します」、と言われたことがある。
娘としては、母が主であり父は従であるというような世間一般の見方に耐
え難いものがあったに違いない。そうした晶子が主菜で寛は添え物のよう
な扱いは、研究面でも大して変わらないようである。
著者の太田さんとは与謝野晶子倶楽部での親交も深いが、「鉄幹あって
の晶子」「堺の晶子から世界の晶子へ」が持論の研究者である。その太田
さんが藤子さんの思いに応えるように、寛と晶子とが互いに琢磨しながら
日本の近代文学史に輝かしい金字塔を築いた道筋を綿密に解明された。
寛と晶子とを相関的複眼的にとらえるという与謝野研究は、本書によっ
て大きく飛躍することが確信される。文学研究者はもとより思想史や女性
史を学ぶ人びとにも広く推奨したい。

（天理大学名誉教授）
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特集【晶子と啄木】
啄木を分水嶺とする短歌史の創造
連綿と繋がる歌のこころに迫る！

日本近代短歌史の構築
―晶子・啄木・八一・茂吉・佐美雄―
和歌から短歌へ、近代短歌から現代短歌へ、
新たな視点で構築する短歌史

太田登著
定価 8,580 円（税込）・A5 判上製・カバー装・492 頁　ISBN978-4-8406-9034-0
※在庫に美品がございません。ご注文の際はあらかじめご了承ください。

　今まで個別の点として捉えられていた歌人・歌集を線として繋ぎ、三十一音に凝縮され
た豊穣な世界を読みとる！
　明治 30 年代から昭和 20 年代にいたる短歌史を展望するに際して、「和歌から短歌へ」、
そして「近代短歌から現代短歌へ」という大枠でとらえ、その分水嶺として歌人石川啄木
を置いて論述。
　第１章では、明治 26 年の落合直文による浅香社創立を近代短歌の出発、大正 15 年 3 月
の島木赤彦の病没によって近代短歌から現代短歌への移行が確実になったという見方を基
本に据えて論述。特に近代短歌史の源流とも言うべき「明星」「アララギ」の動向や啄木
の短歌観に焦点をあてる。
　第２章では、とくに会津八一と奈良との関係や与謝野晶子をはじめとする女性歌人たち
に焦点をあて、近代短歌の成熟を迎える大正短歌史を考察。
　第３章では、いままで正当に位置づけられることが困難だった前川佐美雄の『植物祭』
の短歌史的意義を明らかにし、さらに斎藤茂吉『暁紅』『寒雲』の作品世界における西欧
体験を、日本の風土、文化にどのように蘇らせたかを論述。
　結章では、先行研究を踏まえた近代短歌史構築のためにその展望と輪郭を明らかにした。
収録論文全 25 編、すべて読みやすさを考えた平明な文体で論述。

「一握の砂」「悲しき玩具」を中心に、
〈うた〉を背負い続けた啄木という抒情主体に迫る

啄木短歌論考抒情の軌跡
太田登著【初版 1991 年】　� 〔オンデマンド版〕
定価 9,900 円（税込）・A5 判並製・カバー装・280 頁　ISBN978-4-8406-3600-1

　啄木短歌の全貌をとらえ、その卓抜した魅力を追究。数々の謎を精緻に論究し、新しい
啄木像を構築する力篇。引用短歌索引付。
【目次】
啄木という存在／野に叫ぶ抒情／メデューサの首／歌へるは誰そ／まなざしの歌集『一握
の砂』／「穏かならぬ目付」の啄木／幻想の森への回帰／末期の眼でうたう啄木／飛翔す
る林中の鳥／死地に挑む抒情　他

【2006 年 4 月刊】

〒 101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-8　Tel:03-3291-2961 ／ Fax:03-3291-6300
pub@books-yagi.co.jp　https://catalogue.books-yagi.co.jp/　　 ＊定価は 10％税込みです。
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特集【晶子と啄木】
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日記のない与謝野夫妻の生涯を、著者自らが全国を博捜し収集した書簡で描く

新版 評伝与謝野寛晶子
全３冊：明治篇・大正篇・昭和篇

逸見久美著

明治篇 【2007 年 8 月】

定価 13,200 円（税込）・A5 判上製・カバー装・768 頁　ISBN978-4-8406-9035-5

与謝野研究の第一人者が博捜し収集した新発見書簡と鉄幹・晶子全集
の編集で培った研究成果を取り入れた与謝野研究の決定版！
明治篇には、寛と晶子の生い立ち・出会いから、『明星』の創刊・廃
刊と新詩社の動向、『みだれ髪』刊行や明治 44 年寛の渡欧までを収録。

大正篇 【2009 年 8 月】

定価 13,200 円（税込）・A5 判上製・カバー装・512 頁　ISBN978-4-8406-9036-2

晶子が寛に会いに渡欧するくだりから説きおこす。毎年のように子を
生み続けながら、歌集や評論や古典訳など、幅広いジャンルの作品を
つぎつぎと生み出していった晶子と、それを蔭で支えた寛。与謝野夫
妻が家族と歩んだ激動の大正時代をいきいきと描きだす。

昭和篇 【2012 年 8 月】

定価 13,200 円（税込）・A5 判上製・カバー装・640 頁　ISBN978-4-8406-9037-9

度重なる歌作りの旅、寛との死別を乗り越え、完成させた蜻蛉日記・
源氏物語の現代語訳など晶子没年までを収録。あわせて明治・大正・
昭和の総合索引を付す。

https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1534
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1533
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1532
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1534
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特集【晶子と啄木】
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日記の存在しない与謝野夫妻の日常をつぶさに語る
編者積年の研究の裏打ちとなった書簡の集大成！

明治 25 年河野鉄南宛寛書簡から晶子没年まで、未公開書簡 1,300 通を含む 2,100 余通を収録

与謝野寛晶子書簡集成
全 4 巻　逸見久美編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※残部僅少

【第 1 巻】　明治 25 年～大正 6 年（2002.10）
　308 頁　書簡 416 通収録　定価 10,780 円（税込）

【第 2 巻】　大正 7 年～昭和 5 年（2001.7）
　368 頁　書簡 557 通収録　定価 10,780 円（税込）

【第 3 巻】　昭和 6 年～昭和 10 年（2002.1）
　312 頁　書簡 534 通収録　定価 10,780 円（税込）

【第 4 巻】　昭和 11 年～昭和 17 年・年不明・補遺・索引他
　392 頁・書簡 601 通収録　定価 13,200 円（税込） （2003.7）

A5 判・上製・カバー装・各巻平均 345 頁、総 1,380 頁
セット定価 45,540 円（税込）ISBN 4-8406-9629-2 C0095

編者が長年博捜した書簡総数2,108通を発送年月日順に配列した。
過去に活字化され公開された書簡の内、雑誌などに掲載された書
簡、単行本収録の殆どの書簡（『天眠文庫蔵与謝野寛晶子書簡集』〈八
木書店刊〉収録分は除く）を掲載した。
活字化された書簡も、可能な限り原本に当たって新たに校合した。・
封筒、葉書の別など、書簡の書誌的事項を可能な限り記した。
第４巻には、60 頁に及ぶ全巻の詳細な総合索引（宛名、人名、事項、
短歌）を付した。

https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1106
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1106


2016 年刊行　定価 10,780 円（本体 9,800 円＋税 10％）

2016 年
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2015 年刊行
● A5 判上製・カバー装・460 頁

●定価 9,900 円（本体 9,000 円＋税 10％）

https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1435


※価格は税別です







Maruzen eBook Library

〒 101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-8　【Tel】03-3291-2961　【Fax】03-3291-6300　
【E-mail】pub@books-yagi.co.jp　【Web】https://catalogue.books-yagi.co.jp/　※表示価格は税別

学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 2018年10月

No.2018-459

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。

八木書店 

 石橋忍月全集 （全4巻＋補巻） 
全4巻＋補巻揃価格 同時1アクセス(本体) ¥129,000 
全4巻＋補巻揃価格 同時3アクセス(本体) ¥193,500 

 監修 山本健吉・稲垣達郎・小田切進 編集委員 榎本司・嘉部嘉隆・佐久間保明・千葉眞郎・畑實 
 
日本近代文学の黎明期に立つ文芸批評の先駆者の仕事を初めて集大成。 未公開の石橋家資料（故山本健吉氏所蔵）を始め、丹念な
金沢・長崎・郷里黒木町の調査により新たな忍月像を提示、忍月の生涯を見渡せる全集。 
逍遙・二葉亭・鴎外とともに近代文学の素地を確立。紅葉・露伴の価値を公にする。   

 近松秋江全集 （全13巻） 

全13巻揃価格 同時1アクセス(本体)  ¥209,287  
全13巻揃価格 同時3アクセス(本体) ¥313,950 
各巻価格 同時1アクセス(本体)   ¥16,099 
各巻価格 同時3アクセス(本体) ¥24,150 

 編集委員 紅野敏郎・中尾務・遠藤英雄・田沢基久・笹瀬王子 
 
未練・執着…、その果てにある作家の生き方！大正文士の粋を集大成。 
体験を芸術化した希有の物語作者。「無駄話」を「批評」に結実させた文学者.。その全貌、いまここに甦える！  
 
未練・執着、その果てにある作家の生き方。大正文士の粋を集大成。近松秋江初の画期的全集。初出テキスト、編年体で編み、新
たな視点を提示。名作「黒髪」を中心とした全小説と膨大な量に及ぶ評論を収録。近代文学史を再検討するにたる貴重な全集。   

 徳田秋聲全集（全42巻＋別巻） 
全42巻＋別巻揃価格 同時1アクセス(本体)  ¥695,457 
全42巻＋別巻揃価格 同時3アクセス(本体) ¥1,043,249 

 編集委員 紅野敏郎・松本徹・宗像和重・田澤基久・紅野謙介・十文字隆行・小林修 
 
第54回菊池寛賞・第22回出版梓会新聞社学芸文化賞受賞！ 
 
硯友社時代から戦中まで常に日本近代文学の第一線でその根幹に位置した大文豪の全貌を初めて示す。 
毎日新聞（2006年7月20日・9月15日）、読売新聞（2006年8月5日）、朝日新聞（2006年8月14日）等各紙絶賛紹介。 
  
収録作品数416点。 

No. 書名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

1 第1巻 小説1 1995 9784840693950 ¥25,800 ¥38,700 1018940569 

2 第2巻 小説2・訳詩俳句他 1996 9784840693967 ¥25,800 ¥38,700 1018940570 

3 第3巻 評論 1995 9784840693974 ¥25,800 ¥38,700 1018940571 

4 第4巻 雑纂 1996 9784840693981 ¥25,800 ¥38,700 1018940572 

5 補巻 1996 9784840693998 ¥25,800 ¥38,700 1018940573 

各巻詳細はお問い合わせください。 

学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
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  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。

八木書店 

 石橋忍月全集 （全4巻＋補巻） 
全4巻＋補巻揃価格 同時1アクセス(本体) ¥129,000 
全4巻＋補巻揃価格 同時3アクセス(本体) ¥193,500 

 監修 山本健吉・稲垣達郎・小田切進 編集委員 榎本司・嘉部嘉隆・佐久間保明・千葉眞郎・畑實 
 
日本近代文学の黎明期に立つ文芸批評の先駆者の仕事を初めて集大成。 未公開の石橋家資料（故山本健吉氏所蔵）を始め、丹念な
金沢・長崎・郷里黒木町の調査により新たな忍月像を提示、忍月の生涯を見渡せる全集。 
逍遙・二葉亭・鴎外とともに近代文学の素地を確立。紅葉・露伴の価値を公にする。   

 近松秋江全集 （全13巻） 

全13巻揃価格 同時1アクセス(本体)  ¥209,287  
全13巻揃価格 同時3アクセス(本体) ¥313,950 
各巻価格 同時1アクセス(本体)   ¥16,099 
各巻価格 同時3アクセス(本体) ¥24,150 

 編集委員 紅野敏郎・中尾務・遠藤英雄・田沢基久・笹瀬王子 
 
未練・執着…、その果てにある作家の生き方！大正文士の粋を集大成。 
体験を芸術化した希有の物語作者。「無駄話」を「批評」に結実させた文学者.。その全貌、いまここに甦える！  
 
未練・執着、その果てにある作家の生き方。大正文士の粋を集大成。近松秋江初の画期的全集。初出テキスト、編年体で編み、新
たな視点を提示。名作「黒髪」を中心とした全小説と膨大な量に及ぶ評論を収録。近代文学史を再検討するにたる貴重な全集。   

 徳田秋聲全集（全42巻＋別巻） 
全42巻＋別巻揃価格 同時1アクセス(本体)  ¥695,457 
全42巻＋別巻揃価格 同時3アクセス(本体) ¥1,043,249 

 編集委員 紅野敏郎・松本徹・宗像和重・田澤基久・紅野謙介・十文字隆行・小林修 
 
第54回菊池寛賞・第22回出版梓会新聞社学芸文化賞受賞！ 
 
硯友社時代から戦中まで常に日本近代文学の第一線でその根幹に位置した大文豪の全貌を初めて示す。 
毎日新聞（2006年7月20日・9月15日）、読売新聞（2006年8月5日）、朝日新聞（2006年8月14日）等各紙絶賛紹介。 
  
収録作品数416点。 

No. 書名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

1 第1巻 小説1 1995 9784840693950 ¥25,800 ¥38,700 1018940569 

2 第2巻 小説2・訳詩俳句他 1996 9784840693967 ¥25,800 ¥38,700 1018940570 

3 第3巻 評論 1995 9784840693974 ¥25,800 ¥38,700 1018940571 

4 第4巻 雑纂 1996 9784840693981 ¥25,800 ¥38,700 1018940572 

5 補巻 1996 9784840693998 ¥25,800 ¥38,700 1018940573 

各巻詳細はお問い合わせください。 

【八木書店】近代作家全集3タイトル好評発売中！
2022年は、徳田秋聲生誕150周年！























FAX　03-3291-6300
①メールでも承ります！ → pub@books-yagi.co.jp 送信日 年 月 日

②以下の 「稼働在庫全点リスト」 もご覧ください！カタログ掲載品同様、学会割引（1割引）にてお届けいたします！

https://catalogue.books-yagi.co.jp/files/pub/pdf/202208zentenlist.xlsx

〒 -

通 通 通

※消費税の表記は税込みです　※領収書はご入金確認後の発行です　※所定書式ありの方は小社総合営業部宛にご郵送ください

¥9,900 ¥8,910

与謝野寛晶子論考　【2013年5月刊】

【OD版】啄木短歌論考―抒情の軌跡―　【初版1991年刊】

啄木 我を愛する歌―発想と表現― 【2022年11月末予定】 ¥4,950 ¥4,455

日本近代短歌史の構築　【2006年4月刊】 ¥8,580 ¥7,722
¥4,180 ¥3,762

与謝野寛晶子書簡集成　全4巻　【2003年7月刊】 ¥45,540 ¥40,986

新版 評伝与謝野寛晶子　明治篇　【2007年8月刊】 ¥13,200 ¥11,880
新版 評伝与謝野寛晶子　大正篇　【2009年8月刊】 ¥13,200 ¥11,880

¥9,702
¥9,702

倉敷市蔵 薄田泣菫宛書簡集　作家篇　【2014年3月刊】
倉敷市蔵 薄田泣菫宛書簡集　詩歌人篇　【2015年3月刊】
倉敷市蔵 薄田泣菫宛書簡集　文化人篇　【2016年3月刊】

逸見久美 著・編

新版 評伝与謝野寛晶子　明治篇　【2012年8月刊】 ¥13,200 ¥11,880

書名

荒地　全６冊　復刻版

近代文学雑誌 複刻版

ほか販売中タイトルは「稼働在庫全点リスト」をご参照ください

近代文学草稿・原稿研究事典　【2015年2月刊】 ¥13,200 ¥11,880
作家の原稿料　【2015年2月刊】 ¥9,900 ¥8,910

¥10,780

白痴群１　５冊組　復刻版

¥198,000
¥55,000 ¥49,500

¥37,620

¥1,683¥1,870白痴群２（6号）　復刻版

四季　全８３冊　復刻版
歴程　全２６冊　復刻版
地上巡礼　全６冊　復刻版

¥14,850

学会特別価格（税込）定価（本体＋税10％） 冊数

¥41,800

¥178,200

¥6,930 ¥6,237
¥16,500

¥10,780
¥10,780

¥9,702

日本近代文学会ご注文書（簡易版）

太田登 著

住所

ＦＡＸ

メールアドレス私費 　/　 公費

ご
注
文
者
様
情
報

氏名

電話番号

費用

はい　/　いいえ

必要書類

機関指定書式あり送料を商品代に含める

公
費
購
入
の
方

の
み

通信欄

書類宛名

はい　/　いいえ

いれる　/　いれない日付見積書 納品書 請求書
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