
野口冨士男　著作一覧

書　　　名 出　版　年 出　版　社
『風の系譜』 昭和 15年 (1940） 7月20日 青木書店
『女性翩飜』　青年藝術派叢書１ 昭和 16年 （1941） 5月15日 通文閣
『眷属』 昭和 17年 （1942） 4月25日 大観堂
『黄昏運河』　新鋭文学選集５ 昭和 18年 （1943） 3月5日 今日の問題社
『決定版　風の系譜』 昭和 22年 （1947） 7月10日 東西文庫（金沢）
『白鷺』 昭和 24年 （1949） 5月15日 大日本雄辯会講談社
『いのちある日に』 昭和 31年 （1956） 12月10日 河出書房
『ただよい』 昭和 33年 （1958） 6月30日 小壷天書房
『海軍日記　最下級兵の記録』 昭和 33年 （1958） 11月5日 現代社
『二つの虹』 昭和 33年 （1958） 12月20日 現代社
『德田秋聲傳』 昭和 40年 （1965） 1月20日 筑摩書房
『日本ペンクラブ三十年史』 昭和 42年 （1967） 3月31日 日本ペンクラブ
『暗い夜の私』 昭和 44年 （1969） 12月12日 講談社
『德田秋聲ノートー現実密着の深度』 昭和 47年 （1972） 6月24日 中央大学出版部
『わが荷風』 昭和 50年 （1975） 5月30日 集英社
『座談会　昭和文壇史』 昭和 51年 （1976） 3月24日 講談社
『かくてありけり』 昭和 53年 （1978） 2月20日 講談社
『私のなかの東京』 昭和 53年 （1978） 6月25日 文藝春秋
『德田秋聲の文學』 昭和 54年 （1979） 8月20日 筑摩書房
『流星抄』 昭和 54年 （1979） 10月30日 作品社
『散るを別れと』 昭和 55年 （1980） 4月30日 河出書房新社
『なぎの葉考』 昭和 55年 （1980） 9月20日 文藝春秋
『風のない日々』 昭和 56年 （1981） 4月10日 文藝春秋
『作家の椅子』 昭和 56年 （1981） 6月15日 作品社
『いま道のべに』 昭和 56年 （1981） 11月20日 講談社
『断崖のはての空』 昭和 57年 （1982） 2月25日 河出書房新社
『相生橋煙雨』 昭和 57年 （1982） 6月5日 文藝春秋
『文学とその周辺』 昭和 57年 （1982） 8月5日 筑摩書房
『海軍日記　最下級兵の記録』　新版 昭和 57年 （1982） 8月15日 文藝春秋
『誄歌』 昭和 58年 （1983） 3月31日 河出書房新社
『わが荷風』　中公文庫 昭和 59年 （1984） 11月10日 中央公論社
『虚空に舞う花びら』 昭和 60年 （1985） 11月5日 花曜社
『感触的昭和文壇史』 昭和 61年 （1986） 7月15日 文藝春秋
『なぎの葉考』　続田奈部豆本５ 昭和 63年 （1988） 2月11日 吉田弥左衛門
『昭和文学全集』 14巻 昭和 63年 （1988） 11月1日 小学館
『少女』 平成  1年 （1989） 5月20日 文藝春秋
『私のなかの東京　わが文学散策』　中公文庫 平成  1年 （1989） 11月10日 中央公論社
『しあわせ』 平成  2年 （1990） 11月22日 講談社
『野口冨士男自選小説全集』　上・下 平成  3年 （1991） 7月31日 河出書房新社
『時のきれはし』 平成  3年 （1991） 11月22日 講談社
『しあわせ・かくてありけり』　講談社文芸文庫 平成  4年 （1992） 7月10日 講談社
『私のなかの東京　わが文学散策』　大活字本 平成  8年 （1996） 12月20日 埼玉福祉会
『わが荷風』　講談社文芸文庫 平成 14年 （2002） 12月10日 講談社
『わが荷風』　上・下　大活字本 平成 16年 （2004） 11月20日 埼玉福祉会
『私のなかの東京　わが文学散策』　岩波現代文庫 平成 19年 （2007） 6月15日 岩波書店
『なぎの葉考・少女』　講談社文芸文庫 平成 21年 （2009） 5月10日 講談社
『作家の手　野口冨士男随筆集』　ウェッジ文庫 平成 21年 （2009） 12月24日 ウェッジ
『しあわせ・かくてありけり』　ワイド大活字版 平成 22年 （2010） 4月23日 講談社
『越ヶ谷日記』 平成 23年 （2011） 11月22日 越谷市教育委員会
『わが荷風』　岩波現代文庫 平成 24年 （2012） 3月16日 岩波書店
『越谷小説集』 平成 26年 （2014） 11月22日 越谷市教育委員会
『風の系譜』　講談社文芸文庫 平成 28年 （2016） 3月10日 講談社
『感触的昭和文壇史』　講談社文芸文庫 平成 29年 (2017) 7月10日 講談社
『なぎの葉考・しあわせ』　小学館P+D BOOKS 令和 3年 (2021) 3月11日 小学館
『八木義德 野口冨士男往復書簡集』 令和 3年 (2021) 5月31日 田畑書店

　『海軍日記　最下級兵の記録』　中公文庫 令和 3年 （2021） 6月25日 中央公論新社
　『巷の空』 令和 3年 （2021） 7月4日 田畑書店
　『風のない日々／少女 野口冨士男犯罪小説集』　中公文庫 令和 ３年 （2021） 10月25日 中央公論新社
　『暗い夜の私』　小学館P＋D BOOKS 令和 4年 （2022） 4月14日 小学館
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