
番号 資料名 著者 年月日 備考 出版社
1 句集 兵隊と櫻 秋山秋紅蓼 1932(昭和15)年1月15日 沙羅書店
2 俳句表現論 秋山秋紅蓼 1958(昭和33)年10月25日 層雲社
3 句集 梅花無限 秋山秋紅蓼 1965(昭和40)年10月25日 早春句会
4 板画・山頭火 秋山巌 1988(昭和63)年3月10日 春陽堂書店
5 酒仙の句　板画・山頭火 秋山巌 1988(昭和63)年4月25日 春陽堂書店
6 一自由律俳句人として 池原魚眠洞 1965(昭和40)年1月15日 執筆日 平野の会
7 平野の会研究シリーズNo.1　自由律俳句の基本問題 池原魚眠洞 1966(昭和41)年4月29日 抜刷 平野の会
8 新訂俳句シリーズ人と作品8　尾崎放哉 伊沢元美 1980(昭和55)年3月20日 桜楓社
9 山頭火の世界 石寒太 1991(平成3)年3月8日 ＰＨＰ研究所
10 野村朱燐洞入門 井出逸郎 1979(昭和54)年11月26日 鶴村松一
11 層雲一人十句集 伊藤雪男 編 1961(昭和36)年8月25日 層雲社
12 層雲自選句集第４ 伊藤完吾 編 1981(昭和56)年11月10日 層雲社
13 どうしようもない私　わが山頭火伝 岩川隆 1989(平成元)年5月30日 講談社
14 人間尾崎放哉 上田都史 1963(昭和38)年3月20日 昭森社
15 自由律俳句文学史 上田都史 1975(昭和50)年7月10日 永田書房
16 自由律俳句作品史　明治･大正･昭和 上田都史 永田龍太郎 編 1979(昭和54)年6月30日 永田書房
17 句集 光芒 内島北朗 1934(昭和17)年4月20日 層雲社
18 随筆 みみずの糞 内島北朗 1963(昭和38)年10月1日 層雲社
19 陶工の楽書 内島北朗 1966(昭和41)年11月30日 春秋社
20 随筆 有るや無しや 内島北朗 1966(昭和41)年11月3日 層雲社
21 北朗作品記念集 内島北朗 1971(昭和46)年2月1日 内島北朗
22 随筆 頭寒足熱 内島北朗 1978(昭和53)年3月20日 層雲社
23 俳句の書き方 普及版 内山雨海 1943(昭和18)年6月30日 大新社
24 妙好俳人 緑平さん 瓜生敏一 1973(昭和48)年9月15日 春陽堂
25 荻原井泉水研究 瓜生敏一 1982(昭和57)年5月15日 オールスタッフ名古屋
26 俳句年鑑 大野林火 他編 1947(昭和22)年8月20日 桃蹊書房
27 山頭火の宿　そして酒と水と 大山澄太 1976(昭和51)年6月25日 彌生書房



28 山頭火の道 大山澄太 1980(昭和55)年7月25日 彌生書房
29 山頭火　研究と資料山頭火の本　別冊１ 大山澄太 高藤武馬 編 1980(昭和55)年7月10日 春陽堂書店
30 層雲第一句集 自然の扉 荻原井泉水 1914(大正3)年9月1日 再版 東雲堂書店
31 俳句提唱 萩原井泉水 1917(大正6)年10月28日 層雲社
32 層雲第二句集 生命の木 荻原井泉水 1918(大正7)年2月5日 2版 層雲社
33 層雲第三句集 光明三昧 荻原井泉水 1920(大正9)年1月25日 層雲社
34 井泉句集 荻原井泉水 1920(大正9)年10月10日 層雲社
35 層雲第四句集 風景心經 荻原井泉水 1922(大正11)年7月10日 層雲社
36 句集凝視 荻原井泉水序 1923(大正12)年か 未詳
37 層雲第五句集 泉を掘る 荻原井泉水 1925(大正14)年2月3日 層雲社
38 層雲第六句集 劫火の後 荻原井泉水 1927(昭和2)年6月20日 層雲社
39 層雲第七句集 短律時代 荻原井泉水 1929(昭和4)年12月25日 層雲社
40 昭和の曲 荻原井泉水 1931(昭和6)年11月13日 層雲社
41 俳人読本 荻原井泉水 1932(昭和7)年6月21日 春秋社
42 層雲第十句集 第十の牛 荻原井泉水 1935(昭和10)年12月30日 層雲社
43 層雲第十一句集 荻原井泉水 1937(昭和12)年2月25日 層雲社出版部
44 層雲第十二句集 荻原井泉水 1938(昭和13)年3月15日 層雲社出版部
45 層雲第十三句集 荻原井泉水 1939(昭和14)年5月25日 層雲社出版部
46 層雲第十四句集 荻原井泉水 1940(昭和15)年12月25日 層雲社
47 層雲第十五句集 荻原井泉水 1941(昭和16)年11月10日 層雲社
48 層雲第十六句集 荻原井泉水 1942(昭和17)年12月10日 層雲社
49 古人を尋ねて 荻原井泉水 1943(昭和18)年3月30日 偕成社
50 層雲第十九句集 荻原井泉水 1946(昭和21)年6月10日 層雲社
51 層雲第十八句集 荻原井泉水 1946(昭和21)年12月15日 荻原藤吉
52 層雲第二十句集 荻原井泉水 1947(昭和22)年2月25日 層雲社
53 層雲第廿一句集 荻原井泉水 1949(昭和24)年4月10日 層雲社
54 層雲第廿二句集 荻原井泉水 1951(昭和26)年11月1日 層雲社
55 層雲第廿三句集 荻原井泉水 1952(昭和27)年5月5日 層雲社



56 層雲第廿四句集 荻原井泉水 1953(昭和28)年11月1日 層雲社
57 層雲第廿五句集 荻原井泉水 1955(昭和30)年3月15日 層雲社
58 層雲第廿六句集 荻原井泉水 1956(昭和31)年11月1日 層雲社
59 層雲第廿七句集 荻原井泉水 1957(昭和32)年11月1日 層雲社
60 層雲第廿八句集 荻原井泉水 1958(昭和33)年11月1日 層雲社
61 層雲第廿九句集 荻原井泉水 1959(昭和34)年11月1日 大泉園
62 層雲第三十句集 荻原井泉水 1960(昭和35)年11月1日 大泉園
63 層雲第丗一句集 荻原井泉水 1961(昭和36)年12月20日 大泉園
64 層雲第丗二句集 荻原井泉水 1962(昭和37)年11月1日 大泉園
65 層雲第丗三句集 荻原井泉水 1963(昭和38)年4月10日 大泉園
66 層雲作品選第１ 荻原井泉水 1963(昭和38)年11月1日 層雲社
67 層雲第丗四句集 荻原井泉水 1964(昭和39)年4月20日 大泉園
68 層雲第丗五句集 荻原井泉水 1965(昭和40)年11月1日 大泉園
69 層雲作品選第２ 荻原井泉水 1966(昭和41)年11月1日 層雲社
70 層雲第丗六句集 荻原井泉水 1968(昭和43)年2月1日 層雲社
71 層雲第丗七句集 荻原井泉水 1969(昭和44)年5月10日 層雲社
72 層雲第丗八句集 荻原井泉水 1971(昭和46)年6月26日 層雲社
73 大江 荻原井泉水 1971(昭和46)年8月31日 彌生書房
74 層雲の道 荻原井泉水 1973(昭和48)年2月1日 層雲社
75 層雲第丗九句集 荻原井泉水 1973(昭和48)年4月26日 層雲社事務室事業部
76 井泉水草画集 荻原井泉水 1973(昭和48)年8月10日 日貿出版社
77 益軒養生訓新説 荻原井泉水 1975(昭和50)年1月20日 大法輪閣
78 層雲第四十句集 荻原井泉水 1976(昭和51)年3月15日 層雲社事業部
79 層雲第四十句集 荻原井泉水 1976(昭和51)年3月15日 層雲社事業部
80 畸人常人 荻原井泉水 1976(昭和51)年10月30日 大法輪閣
81 四海 荻原井泉水 1976(昭和51)年12月5日 文化評論出版
82 四海 荻原井泉水 1976(昭和51)年12月5日 文化評論出版
83 此の道六十年 荻原井泉水 1978(昭和53)年5月20日 春陽堂書店



84 此の道六十年 荻原井泉水 1978(昭和53)年5月20日 春陽堂書店
85 鑑賞現代俳句全集第三巻　自由律俳句の世界 萩原井泉水 他 1980(昭和55)年10月20日 立風書房
86 好日集 尾崎放哉書簡･俳句 尾崎放哉著 小澤武二編 1928(昭和3)年3月25日 大象社
87 尾崎放哉全集 尾崎放哉 1972(昭和47)年6月10日 彌生書房
88 草風帖 小澤武二 1921(大正10)年7月28日 光の会
89 層雲二百五十号記念句集　春菜 小澤武二 1932(昭和7)年5月15日 層雲社
90 象画帖 小澤武二 1934(昭和9)年7月5日 層雲社
91 樂樂帖 小澤武二 1936(昭和11)年6月5日 層雲社
92 句集 水の声 笠間文子 1984(昭和59)年2月1日 牧羊社
93 図説俳句大歳時記　春 角川書店 編 1964(昭和39)年4月20日 角川書店
94 自由律俳句史ところどころ 唐沢隆三 1965(昭和40)年5月4日 ソオル社
95 詩集 夢の破片 河本綠石 1925(大正14)年4月15日 層雲社
96 句集 月の偶然 管崎道雄 1988(昭和63)年11月 管崎晴雄
97 流離の俳人種田山頭火展 鴻池楽斎編 1990(平成2)年4月28日 思文閣美術館
98 新修俳諧歳時記 小島伊豆海 1943(昭和18)年3月1日 12版 洛東書院
99 山頭火句碑集 山頭火研究会 1985(昭和60)年6月2日 山頭火研究会
100 山頭火句碑集 山頭火研究会 1985(昭和60)年7月6日 2版 山頭火研究会
101 山頭火記念句会特集　山頭火没後50年記念 山頭火研究会 1989(平成元)年10月8日 山頭火研究会
102 山頭火句碑集　第二集 山頭火研究会 1989(平成元)年12月3日 山頭火研究会
103 層雲一人十句集　第二 巣山鳴雨編 1968(昭和43)年7月7日 層雲社
104 層雲一人十句集　第三 巣山鳴雨編 1970(昭和45)年9月28日 層雲社
105 句集 雲の音 芹田鳳車 1916(大正5)年9月1日 現代通報社
106 新歳時記 虚子編 増訂版 高浜虚子 1967(昭和42)年4月1日 19版 三省堂
107 草木塔 種田山頭火 1956(昭和31)年10月11日 山頭火顕彰会
108 山頭火遺稿　其中日記　巻二 種田山頭火 1959(昭和34)年7月1日 アポロン社
109 山頭火遺稿　其中日記　巻三 種田山頭火 1960(昭和35)年7月1日 アポロン社
110 山頭火遺稿　其中日記　巻四 種田山頭火 1962(昭和37)年10月11日 大耕舎
111 山頭火遺稿　其中日記　巻五 種田山頭火 1964(昭和39)年12月1日 大耕舎



112 自画像 種田山頭火 1966(昭和41)年7月7日 大耕舎
113 定本山頭火全集　第一巻 種田山頭火 1972(昭和47)年11月25日 春陽堂書店
114 定本山頭火全集　第二巻 種田山頭火 1972(昭和47)年4月25日 春陽堂書店
115 定本山頭火全集　第三巻 種田山頭火 1972(昭和47)年6月26日 春陽堂書店
116 定本山頭火全集　第四巻 種田山頭火 1972(昭和47)年8月25日 春陽堂書店
117 定本山頭火全集　第五巻 種田山頭火 1973(昭和48)年1月27日 春陽堂書店
118 定本山頭火全集　第六巻 種田山頭火 1973(昭和48)年3月26日 春陽堂書店
119 定本山頭火全集　第七巻 種田山頭火 1973(昭和48)年6月25日 春陽堂書店
120 山頭火遺稿　三八九集 種田山頭火　大山澄太編 1977(昭和52)年5月15日 古川書房
121 伊予路の種田山頭火 鶴村松一 1976(昭和51)年11月25日 にぎたつ文庫
122 野村朱燐洞 鶴村松一編著 1978(昭和53)年7月1日 青葉図書
123 野村朱燐洞拾遺 鶴村松一編著 1979(昭和54)年2月21日 青葉図書
124 愛媛の自由律俳句史 鶴村松一 1980(昭和55)年5月5日 青葉図書
125 伊予路の種田山頭火 鶴村松一 1981(昭和56)年7月19日 増補版 にぎたつ文庫
126 松山文学案内 鶴村松一 1982(昭和57)年4月19日 青葉図書
127 歌集 花杏 豊口冨美子 1970(昭和45)年7月12日 豊口冨美子
128 俳句年鑑 日本文学報国会編 1944(昭和19)年2月10日 桃蹊書房
129 橋本夢道全句集 橋本夢道 1977(昭和52)年10月31日 未来社
130 防府の生んだ俳人山頭火 防府の文化を高める会 1973(昭和48)年10月11日 防府の文化を高める会
131 生誕100年　漂泊の俳人種田山頭火展 毎日新聞社編 1981(昭和56)年 毎日新聞社
132 二行詩 霧 前田若水 1965(昭和40)年2月28日 上段山房
133 原爆句抄 松尾あつゆき 1975(昭和50)年6月1日 文化評論出版
134 河東碧梧桐50周忌記念「自由律俳句の草創期」 松山市子規記念博物館 1987(昭和62)年4月28日 松山市立子規記念博物館
135 詩集 太陽の散歩 三上緑 1983(昭和58)年7月30日 樹海社
136 放哉 村尾草樹 1964(昭和39)年2月10日 層雲社
137 遊学 村上潮水 1971(昭和46)年8月22日 白雲山房
138 山頭火の俳句 村上護 1988(昭和63)年12月30日 本阿弥書店
139 山頭火の風土 村上護 1989(平成元)年6月20日 本阿弥書店



140 山頭火の世界 村上護 監修 1990(平成2)年 読売新聞社
141 新潮日本文学アルバム40　種田山頭火 村上護 1993(平成5)年6月10日 新潮社
142 郷土俳人シリーズ⑥ 種田山頭火 人と作品 村上護 監修 1998(平成10)年6月24日 愛媛新聞社
143 吉井勇集 吉井勇 1921(大正10)年9月20日 12版 新潮社
144 年輪（上巻）　長押の槍 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年11月3日 渡辺了
145 年輪（上巻）　長押の槍 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年11月3日 渡辺了
146 年輪（上巻）　長押の槍 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年11月3日 渡辺了
147 年輪（上巻）　長押の槍 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年11月3日 渡辺了
148 年輪（上巻）　長押の槍 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年11月3日 渡辺了
149 年輪（下巻）　埴輪の目 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年12月25日 渡辺了
150 年輪（下巻）　埴輪の目 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年12月25日 渡辺了
151 年輪（下巻）　埴輪の目 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年12月25日 渡辺了
152 年輪（下巻）　埴輪の目 渡邊砂吐流 1975(昭和50)年12月25日 渡辺了
153 残照 渡邊砂吐流 1980(昭和55)年11月10日 渡辺了
154 残照 渡邊砂吐流 1980(昭和55)年11月10日 渡辺了
155 残照 渡邊砂吐流 1980(昭和55)年11月10日 渡辺了
156 層雲自選句集第５ 渡野辺朴愁 編 1991(平成3)年5月10日 層雲社


