
  

「旅、旅、旅、―私を救うものは旅だ、旅の他にはない」（日記 昭和 13 年 3 月 11 日） 

43 歳で出家した山頭火は、翌大正 15 年放浪の旅に出ます。山陽道・山陰道・四国・九州と放

浪し、昭和 15 年松山の一草庵に戻り、10 月 58 歳で他界。本人の望んだ通りの大往生でした。 

 

山頭火の作品 

山頭火著作集 1～４ 種田 山頭火／著 大山 澄太／編 潮文社 1982 911.3/TA/１ 他 1100271277他 

草木塔 種田 山頭火／著 八雲書林 1940 ﾖ/834/511 1103228415 

定本種田山頭火句集 種田 山頭火／著 大山 澄太／編 弥生書房 1971 911.3/Ｔ 1100949666 

あの山越えて 山頭火行迄記 種田 山頭火／著 大山 澄太／編 潮文社 1971 915/ＴＡ 1100684073 

山頭火の手記 種田 山頭火／著 大山 澄太／編 潮文社 1971 Ｆ/911.3/Ｔ 1100431061 

草木塔 山頭火俳句集 種田 山頭火／著 潮文社 1972 Ｆ/911.3/Ｔ 1100431079 

愚を守る 俳人山頭火遺稿 種田 正一／著 大山澄太／編 潮文社 1972 Ｓ/911.36/ＴＡ86 1102664388 

精選山頭火遺墨集 種田 山頭火／著 鴻池 楽斎／編 思文閣出版 1993 Ｅ/728.21/ＴＡ86 1100409489 

山頭火の手紙 村上 護／著 大修館書店 1997 911.362/ＴＡ86 1106138538 

山頭火のぐうたら日記 種田 山頭火／著 村上 護／編 春陽堂書店 2008 911.362/ＴＡ86 1108554385 

山頭火の作品とのコラボレーション 

風に吹かれて山頭火 池田遥邨小画集 池田 遥邨／著 講談社 1996 721/Ｉ 1101959128 

わが山頭火 書と絵と文 鈴木 英二／著 渓声社 1994 911.3/ＳＵ 1100269073 

山頭火さん 佐藤 三千彦／書・画・文 木耳社 2006 911.362/ＴＡ86 1108106392 

絵本山頭火 平井 光典／画 志村 有弘／文 叢文社 1991 911.368/ＴＡ86 1100282159 

山頭火信濃路を行く 種田 山頭火／作 小崎 侃／版画 蒼史社 1995 Ｅ/915.6/ＴＡ35/1 1101940953 

山頭火あの山越ゆ 種田 山頭火／作 小崎 侃／版画 蒼史社 1997 Ｅ/915.6/ＴＡ35/2 1101940946 

山頭火うしろすがたの 種田 山頭火／作 小崎 侃／版画 蒼史社 1997 Ｅ/915.6/ＴＡ35/3 1101940961 

山頭火ふるさとの風 種田 山頭火／作 小崎 侃／版画 蒼史社 1998 Ｅ/915.6/ＴＡ35/4 1101940979 

山頭火雲へ歩む 種田 山頭火／作 小崎 侃／版画 蒼史社 1999 Ｅ/915.6/ＴＡ35/5 1101940987 

けふはここ、あすはどこ、あさつては C.W.ニコル／著 南 健二／著 清水弘文堂書房 2012 930.278/Ｎ71 1110046586 

全国山頭火句碑集 田原 覚／著 新日本教育図書 2007 911.362/ＴＡ86 1110204300 

作品鑑賞 

放浪行乞 山頭火百二十句 金子 兜太／著 集英社 1987 Ｐ1/ﾀ 9/3 1106801515 

山頭火の世界 石 寒太／著 PHP研究所 1991 911.3/Ｉ 1100259124 

山頭火の秀句 果てもない旅から 上田 都史／著 潮文社 1994 911.3/Ｕ 1100384633 

種田山頭火 石 寒太／編著 蝸牛社 1995 911.362/ＴＡ86 1106163510 

山頭火を読む 前山 光則／著 海鳥社 2000 911.362/ＴＡ86 1105930711 

山頭火名句鑑賞 村上 護／著 春陽堂書店 2007 911.362/ＴＡ86 1108521509 

山頭火俳句の真髄 村上 護／著 春陽堂書店 2010 911.362/ＴＡ86 1108660299 

山頭火俳句のこころ書のひびき 山村 嚝／文 永守 蒼穹／書 二玄社 2010 911.362/ＴＡ86 1110132485 

放浪の人 種田山頭火 



山頭火の人物像 

俳人山頭火の生涯 大山 澄太／著 弥生書房 1971 911.3/Ｏ 1100948486 

俳人山頭火 その泥酔と流転の生涯 上田 都史／著 潮文社 1972 911.36/ＴＡ86 1102767843 

俳人山頭火の生涯 大山 澄太／著 弥生書房 1983 911.362/ＴＡ86 1106702481 

山頭火 境涯と俳句 村上 護／著 昭和出版 1982 91 1106349432 

種田山頭火 漂泊の俳人 金子 兜太／著 講談社 1985 Ｓ/911.362/ＴＡ86 1106682287 

山頭火虚像伝 木下 信三／著 三省堂 1990 911.3/ＫＩ 1100259306 

山頭火を語る 荻原 井泉水／編 伊藤 完吾／編 潮文社 1997 911.362/ＴＡ86 1106131558 

種田山頭火の死生 渡辺 利夫／著 文芸春秋 1998 911.3/Ｗ 1101842076 

山頭火 濁れる水の流れつつ澄む 朝枝 善照／著 春秋社 1999 911.362/ＴＡ86 1106050261 

新潮日本文学アルバム 40 種田山頭火 新潮社 2001 910.26/Ｓｈ61/40 1108159961 

うしろ姿のしぐれてゆくか 山頭火と近木圭之介 桟 比呂子／著 海鳥社 2003 911.362/ＴＡ86 1108031244 

山頭火の放浪 

山頭火の道 大山 澄太／著 弥生書房 1983 91 1106349507 

放浪の俳人山頭火 村上 護／著 講談社 1988 911.3/ＭＵ 1100268513 

山頭火の風土 村上 護／著 本阿弥書店 1989 91 1106349416 

山頭火と歩く 村上 護／著 吉岡 功治／著 新潮社 1994 911.3/ＭＵ 1100384591 

山頭火と四国遍路 横山 良一／文・写真 平凡社 2003 911.362/ＴＡ86 1108147107 

酔いどれ山頭火 何を求める風の中ゆく 植田 草介／著 河出書房新社 2008 911.362/ＴＡ86 1108575919 

山頭火、放浪の旅 仲江 健治／著 ジャパンインターナショナル総合研究所 2009 911.362/ＴＡ86 1108828896 

山頭火漂泊の生涯 村上 護／著 春陽堂書店 2007 911.362/ＴＡ86 1110132493 

山頭火の作家研究 

楽書山頭火帖 高藤 武馬／著 筑摩書房 1977 911.3/ＴＡ 1100949377 

種田山頭火 松井 利彦／著 桜楓社 1980 911.3/Ｈ/7 1100258894 

山頭火を語る 荻原 井泉水／編 伊藤 完吾／編 潮文社 1980 Ｐ1/ﾀ 9/4 1106801523 

山頭火研究 植山 正胤／著 渓水社 1993 911.3/Ｕ 1100271400 

山頭火 種田 山頭火／著 井上 博道／写真 ピエ・ブックス 2006 911.368/ＴＡ86 1108368901 

一茶・山頭火-定住と漂泊 対談 金子 兜太／著 村上 護／著 本阿弥書店 2013 911.35/Ｋｏ12 1110107594 

山頭火関連の作品 

山頭火の妻 山田 啓代／著 読売新聞社 1994 911.362/ＴＡ86 1106188772 

うしろ姿のしぐれてゆくか 宮本 研／著 晩成書房 1986 91 1106372756 

横しぐれ 丸谷 才一／著 講談社 1975 Ｆ１/ＭＡ59 1100651361 

山頭火 上田 都史／著 永田書房 1977 Ｆ１/Ｕ 1106895210 

自由律俳句とは 

自由律俳句評釈 荻原 井泉水／著 非凡閣 1935 ヨ/834/395 1103227177 

自由律俳句入門 荻原 井泉水／著 大東出版社 1937 ヨ/834/443 1103227607 

自由律俳句作品史 上田 都史／編 永田 竜太郎／編 永田書房 1979 911.3/Ｊ 1100885159 

自由律俳句の草創期 松山市立子規記念博物館／編 松山市立子規記念博物館 1987 911.36/ＭＡ91 1102767066 

 

 


