
「絶対文感」・付録 

 日本文学全集        陽羅 義光 

 

 文春文庫で『文学全集を立ちあげる』を読んだ。丸谷才一、鹿島茂、三浦雅士の三人の鼎談で、彼ら

なりの文学全集構想をぶちあげるという内容である。画期的な企画だとわたくしには思われた。 

 さすがに読み手の三人だから、出るわ出るわ。しかも曲者の三人だから、新しい切り口もあるし、面

白いという意味での偏見もある。 

 世界文学全集に関しては、あまり文句はない。わたくしも及ばずながら世界の名作の大半は読んでい

るが、原書で読んだのは、ポオ、ヘミングウェイ、サリンジャー等、数えるほどだから。それに、彼ら

のリストには、いままでの世界文学全集には収録されない、ディドロ、ロルカ、アナイス・ニン、チャ

ンドラー、マンディアルグ、バタイユ等があって嬉しくもあった。ただ、トルストイの過小評価と魯迅

が収録されていない件に関しては、彼らの欧米中心为義が感じられて、良い気持ちはしなかった。さら

にずいぶんと奇を衒った選択もあり、こういうことはせっかくの企画にとっても逆効果と思われた。 

 日本文学に関しては、彼らもあまり得意とは思われない。ずいぶんと読解不足ではないかと、鼎談を

読んで感じられた。泉鏡花や岡本綺堂や宇野千代の評価が高いのに比較して、島崎藤村や小林秀雄や野

間宏の評価が低いのは、どうかと思われたし、葛西善蔵や上林暁や椎名麟三が全集から外されたのには

唖然とした。稲垣足穂、永井龍男、渋澤龍彦、深沢七郎にいたっては話題にもなっていない。他にもい

ろいろ問題があると思われたので、ここはひとつ、わたくしなりの日本文学全集を立ちあげ、日本文学

ファンに正当な情報を伝えることとする。なお、明治以降の日本文学に絞り、文春企画と同様に小説の

みならず評論、詩等も含める。生存する文学者は（その成果に関して未定の部分もあるので）含めない。

また、収録代表作品一編を『』内に明記する。残念ながら全編を収録できない大河小説に関しては、「一

部」と明記するが、この場合ほとんどの作品は第一部と考えて貰って差し支えない。当然一巻毎の厚さ

は随分と異なる。 

 

【日本文学全集】 

  

 第一卷  森  鴎外・『雁』 

 第二巻  森  鴎外・『渋江抽齋』 

 第三卷  二葉亭四迷 『浮雲』 

      北村 透谷 『内部生命論』 

 第四卷  尾崎 紅葉 『金色夜叉』 

      徳富 蘆花 『不如帰』 

 第五卷  樋口 一葉 『たけくらべ』 

      与謝野晶子 『みだれ髪』 

 第六卷  幸田 露伴 『五重塔』 

      斉藤 緑雨 『雲中語』 

 第七卷  正岡 子規 『病床六尺』 

      高浜 虚子 『虚子句集』 



      斉藤 茂吉 『赤光』 

 第八卷  石川 啄木 『一握の砂』 

      北原 白秋 『邪宗門』 

 第九卷  夏目 漱石・『文学論』 

 第十卷  夏目 漱石・『夢十夜』 

 第十一卷 夏目 漱石・『明暗』 

 第十二卷 岩野 泡鳴 『耽溺』 

      田山 花袋 『東京の三十年』 

      徳田 秋声 『縮図』 

 第十三卷 柳田 国夫 『遠野物語』 

      折口 信夫 『かぶき讃』 

      會津 八一 『自注鹿鳴集』 

 第十四卷 島崎 藤村・『破戒』 

 第十五卷 島崎 藤村・『春』 

 第十六卷 長塚  節 『土』 

      伊藤左千夫 『野菊の墓』 

      山本 有三 『路傍の石』 

 第十七卷 正宗 白鳥 『自然为義文学盛衰史』 

 第十八卷 国木田独歩 『忘れ得ぬ人々』 

      芥川龍之介 『鼻』 

 第十九卷 泉  鏡花 『高野聖』 

      佐藤 春夫 『田園の憂鬱』 

 第二十卷 永井 荷風 『断腸亭日乗』（一部） 

 第二十一巻 谷崎潤一郎・『春琴抄』 

 第二十二巻 谷崎潤一郎・『細雪』 

 第二十三卷 志賀 直哉・『剃刀』 

 第二十四卷 志賀 直哉・『暗夜行路』 

 第二十五卷 武者小路実篤『友情』 

       有島 武郎 『或る女』 

 第二十六巻 近松 秋江 『黒髪』 

       葛西 善蔵 『湖畔手記』 

       嘉村 礒多 『業苦』 

 第二十七卷 小林 秀雄・『ランボオ』 

 第二十八卷 小林 秀雄・『本居宣長』 

 第二十九卷 菊地  寛 『忠直卿行状記』 

       中山 義秀 『厚物咲』 

 第三十卷  横光 利一・『春は馬車に乗って』 

 第三十一卷 横光 利一・『旅愁』 



 第三十二卷 川端 康成・『雪国』 

 第三十三卷 川端 康成・『眠れる美女』 

 第三十四卷 萩原朔太郎 『月に吠える』 

 第三十五卷 室生 犀星 『われはうたえどもやぶれかぶれ』 

 第三十六巻 野上弥生子 『海神丸』 

       宮本百合子 『伸子』（一部） 

       円地 文子 『女坂』 

 第三十七卷 岡本かの子 『老妓抄』 

       宇野 千代 『おはん』 

       吉屋 信子 『女人平家』 

 第三十八卷 平林たい子 『かういふ女』 

       佐多 稲子 『キャラメル工場から』 

       壺井  栄 『二十四の瞳』 

 第三十九卷 小林多喜二 『蟹工船』 

       中野 重治 『中野重治詩集』 

       島木 健作 『黒猫』 

 第四十卷  小泉 八雲 『怪談』 

       中島  敦 『山月記』 

       森   敦 『月山』 

 第四十一卷 内田 百閒 『冥途』 

       井伏 鱒二 『山椒魚』 

 第四十二卷 宇野 浩二 『枯木のある風景』 

       瀧井 孝作 『夢幻抱擁』（一部） 

       上林  暁 『野』 

 第四十三卷 三好 達治 『測量船』 

       高村光太郎 『智恵子抄』 

       伊東 静雄 『わがひとに与ふる哀歌』 

 第四十四卷 宮澤 賢治・『春と修羅』 

 第四十五卷 宮澤 賢治・『銀河鉄道の夜』 

 第四十六巻 梶井基次郎 『冬の日』 

       北条 民雄 『いのちの初夜』 

       堀  辰雄 『風立ちぬ』 

 第四十七巻 稲垣 足穂 『一千一秒物語』 

       牧野 信一 『ゼーロン』 

       江戸川乱歩 『屋根裏の散歩者』 

 第四十八卷 中里 介山 『大菩薩峠』（一部） 

       吉川 英治 『宮本武蔵』（一部） 

       尾崎 士郎 『人生劇場』（一部） 



 第四十九卷 尾崎 一雄 『虫のいろいろ』 

       永井 龍男 『一個』 

       八木 義徳 『私のソーニャ』 

 第五十卷  坂口 安吾 『堕落論』 

 第五十一卷 太宰  治・『お伽草紙』 

 第五十二卷 太宰  治・『人間失格』 

 第五十三卷 織田作之助 『夫婦善哉』 

       武田麟太郎 『銀座八丁』 

       田中 英光 『野狐』 

 第五十四卷 保田与重郎 『日本の橋』 

       亀井勝一郎 『転形期の文学』 

 第五十五卷 中原 中也 『山羊の歌』 

       金子 光晴 『鮫』 

       山之口 獏 『思弁の苑』 

 第五十六卷 舟橋 聖一 『悉皆屋康吉』  

       丹羽 文雄 『厭がらせの年齢』 

       石坂洋次郎 『若い人』       

 第五十七卷 石川 達三 『蒼氓』 

       石川  淳 『荒魂』      

       高見  順 『故旧忘れ得べき』 

 第五十八卷 大佛 次郎 『赤穂浪士』 

       海音寺潮五郎『赤穂義士』  

 第五十九卷 山本周五郎 『青べか物語』 

 第六十巻  林 芙美子 『放浪記』 

 第六十一巻 伊藤  整 『鳴海仙吉』 

       安部 公房 『砂の女』 

       花田 清輝 『小説平家』 

 第六十二卷 梅崎 春生 『桜島』 

       原  民喜 『夏の花』 

       峠  三吉 『原爆詩集』 

 第六十三卷 埴谷 雄高 『死霊』（一部） 

       椎名 麟三 『深夜の酒宴』 

       永山 一郎 『ぶんまわし』 

 第六十四卷 野間  宏 『暗い絵』 

       大岡 昇平 『野火』 

 第六十五卷 武田 泰淳 『司馬遷』 

       竹内  好 『魯迅』 

 第六十六卷 三島由紀夫 『仮面の告白』 



 第六十七卷 福永 武彦 『廃市』 

       吉行淳之介 『夕暮れまで』 

       和田 芳恵 『接木の台』 

 第六十八卷 島尾 敏雄 『死の棘』（一部） 

       小島 信夫 『抱擁家族』 

       阿部  昭 『司令の休暇』 

 第六十九卷 遠藤 周作 『沈黙』     

       小川 国夫 『枯木』 

       藤枝 静男 『悲しいだけ』 

 第七十卷  平野  謙 『島崎藤村』 

       中村 光夫 『風俗小説論』 

       福田 恒存 『否定の精神』 

 第七十一巻 山本 健吉 『いのちとかたち』 

       吉田 健一 『ヨーロッパの世紀末』 

       渋澤 龍彦 『偏愛的作家論』 

 第七十二巻 五味 康祐 『喪神』 

       柴田錬三郎 『眠狂四郎』（一部） 

       池波正太郎 『剣客商売』（一部） 

 第七十三卷 松本 清張・『或る小倉日記伝』 

 第七十四卷 松本 清張・『点と線』  

 第七十五卷 井上  靖 『氷壁』 

       水上  勉 『雁の寺』    

 第七十六卷 深沢 七郎 『楢山節考』 

 第七十七卷 奥野 健男 『文学における原風景』 

       磯田 光一 『殉教の美学』 

       日沼倫太郎 『文学の転換』 

 第七十八卷 江藤  淳 『漱石とその時代』（一部） 

 第七十九卷 倉橋由美子 『スミヤキストＱの冒険』 

       有吉佐和子 『恍惚の人』 

       大庭みな子 『啼く鳥の』 

 第八十卷  開高  健 『夏の闇』 

       中上 健次 『枯木灘』 

 第八十一巻 司馬遼太郎・『峠』 

 第八十二卷 司馬遼太郎・『この国のかたち』（一部） 

 第八十三卷 藤沢 周平 『蝉しぐれ』 

  


