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伊東静雄全集
桑原武夫・小高根二
郎・富士正晴／編

人文書院 1968 981/2ｲ 増補改訂

伊東静雄詩集　（岩波文庫） 杉本秀太郎／編 岩波書店 1989 981/2ｲ

伊東静雄詩集　（小沢クラシックス<
世界の詩> 日本詩人選）

林富士馬／編 小沢書店 1997 911/2ｲ

日本の詩歌　23　中原中也　伊東静
雄　八木重吉

中央公論社 1974 911.08/ﾆ

美しい日本の詩　近・現代詩篇 大岡 信／編 岩波書店 1990 911/ｳ 96-98ページ「水中花」

教科書でおぼえた名詩 ネスコ／編 ネスコ 1997 908.1/ｷ
50-51ページ「わがひとに与
ふる哀歌」

伊東静雄物語 上村　紀元／監修
エフエム諫
早

2009 911/2ｲ
音響資料. 詩の朗読と解説を
含む. ＣＤ６枚組

世界の詩　7　ジュニア版　日本
さ・え・ら書
房

1980 908
159-166ページ「自然に、充
分自然に」「子どもの絵」ほか

目でみる日本の詩歌　11　ジュニア
版　現代の詩

小川和佑／著
TBSブリタニ
カ

1982 911
84-91ページ「夏の終り」「夜
の停留所で」

伊東静雄　　（近代日本詩人選） 杉本秀太郎／著 筑摩書房 1985 911/2ｽ
『わがひとに与ふる哀歌』を
評釈したもの

詩を読む人のために　（岩波文庫） 三好 達治／著 岩波書店 1991 911.5/ﾐ 233-242ページ「伊東静雄」

近代詩歌のふるさと　西日本編
（国文学解釈と鑑賞　別冊）

長谷川　泉／編 至文堂 1993 911.52/ｷ 95-96ページ「淀の河辺」ほか

作家の本音を読む　（大人の本棚） 坂本 公延／[著] みすず書房 2007 904/ｻ
69-84ページ「嚝野の歌」と
「氷れる谷間」と「私は強ひら
れる―」

詩人、その生涯と運命 小高根 二郎／著 新潮社 1965 911/2ｵﾀｶ
副題「書簡と作品から見た伊
東静雄」

詩人伊東静雄　（新潮選書） 小高根二郎／著 新潮社 1971 911/2ｲ

苛烈な夢　伊東静雄の詩の世界と
生涯

林富士馬・富士正晴
／共著

社会思想社 1972 911/2ｲ

詩人伊東静雄の生涯
諌早市芸術
文化連盟

2010 911/2ｲ

伊東静雄研究 富士 正晴／編 思潮社 1971 911/2ｲ

伊東静雄　孤高の抒情詩人　（講談
社現代新書）

小川和佑／著 講談社 1980 911.52/ｲ

夢想の解読　近代詩人論 饗庭 孝男／著 美術公論社 1983 911.52/ｱ 167-203ページ「伊東静雄」

近代詩人の内景 宮本 一宏／著 桜楓社 1984 911.52/ﾐ
75-86ページ「伊東静雄の幻
影“冬の書簡”」ほか

詩学創造 菅野 昭正／著 集英社 1984 911.52/ｶ
307-351ページ「帰れない帰
郷者-伊東静雄論」
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伊東静雄　憂情の美学 米倉巌／著 審美社 1985 911.52/ｲ

リアリズムの源流 江藤 淳／著
河出書房新
社

1989 910.26/ｴ
168-185ページ「伊東静雄の
詩業について」

物語の女　（中公文庫） 山本 茂／著 中央公論社 1990 910.26/ﾔ
193-221ページ「伊東静雄『わ
がひとに与ふる哀歌』」

青春を読む 高橋 睦郎／著 小沢書店 1992 911.52/ﾀ
253-264ページ「伊東静雄
燕」

歌と詩の系譜　（叢書比較文学比較
文化）

川本 皓嗣／編 中央公論社 1994 911.04/ｳ
349-380ページ「伊東静雄の
自然」（エリス俊子）

堺のうた堺の詩歌俳人　第３冊　詩
人伊東静雄

春木吉彦／ほか編著 春木吉彦 1995 911/2ｻ

野呂邦暢作品集 野呂 邦暢／著 文芸春秋 1995 918.68 469-480ページ「詩人の故郷」

伊東静雄 野村聡／著 審美社 1996 911/2ｲ

詩人の紙碑　（朝日選書） 長田 弘／著 朝日新聞社 1996 911.52/ｵ
76-104ページ「伊東静雄のた
めに」

伊東静雄　詠唱の詩碑　（現代詩人
論叢書）

溝口章／著 土曜美術社 1998 911/2ｲ

絵のまよい道 安野 光雅／著 朝日新聞社 1998 ｱﾝﾉ
231-259ページ「『伊東静雄詩
集』という本がある。・・・」

花筐 久世 光彦／著 都市出版 2001 911.52/ｸ 134-158ページ「伊東静雄」

伊東静雄と大阪／京都 山本皓造／著 竹林館 2002 911/2ｲ

詩歌遍歴　（平凡社新書） 木田 元／著 平凡社 2002 901.1/ｷ
11-15ページ「水無月の歌-芥
川龍之介と伊東静雄」

痛き夢の行方　伊東静雄論 田中俊廣／著
日本図書セ
ンター

2003 911/2ｲ

詩をポケットに　（NHKライブラリー） 吉増 剛造／著
日本放送出
版協会

2003 911.04/ﾖ
206-220ページ「心中ふかい
泥の海の揺れ」ほか

夕暮の緑の光　　（大人の本棚） 野呂 邦暢／[著] みすず書房 2010 914.6/ﾉﾛ
30-55ページ「菜の花忌」「伊
東静雄の諫早」

紙背に微光あり 鶴ケ谷 真一／著 平凡社 2011 019.04/ﾂ
10-14ページ「水中花と聞い
て思い起こすのは、やはり伊
東静雄の・・・」

読む人間　（集英社文庫） 大江 健三郎／著 集英社 2011 019/ｵｵｴ
244-270ページ「読むこと学ぶ
こと、そして経験」

伊東静雄と美原
堺市立美原図書館／
編集

堺市立美原
図書館

2011 911/2ｲﾄｳ

島尾敏雄全集　第14巻 島尾敏雄／著 晶文社 1982 シ
309-319「伊東静雄との通交」
ほか

富士正晴作品集　3 富士 正晴／著 岩波書店 1988 ﾌ
330-363ページ「伊東静雄」
「伊東静雄の思い出」ほか

文学交友録 庄野 潤三／著 新潮社 1995 ｼﾖｳ 51-74ページ「伊東静雄」

井上靖全集　第24巻 井上 靖／著 新潮社 1997 918.68/ｲ
44-48ページ「伊東静雄の詩」
「伊東静雄について」ほか

戦後関西詩壇回想 杉山 平一／著 思潮社 2003 911/1ｽ
「伊東静雄の処世術」「伊東
静雄」
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