
  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 6 月 6 日、小説家 田辺聖子さんが、91 歳で永眠されました。 

 田辺聖子さんは、1928 年 3 月 27 日大阪府大阪市生まれ。高等専門学校を卒業後は、大阪の金物問屋

に就職する傍ら、同人誌「文芸首都」「航路」に参加、1955 年から 2 年間大阪文学学校に通い、1964 年

「感傷旅行(センチメンタルジャーニー)」で第 50 回芥川龍之介賞を授賞しました。 

その後も恋愛小説ラジオドラマ、歴史小説、エツセイと様々な作品を執筆し、様々な文学賞を受賞され

ました。2008 年には文化勲章を受章されています。 

田辺聖子さんの死を悼み、多くの方々に田辺聖子さんの作品を読んでいただきたいという思いから 

展示を企画いたしました。 

是非、手に取ってご覧ください。    

追悼 昭和・平成を生きた人気作家 

田  辺  聖  子   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1928 年  大阪府大阪市に生まれる 

1943 年 「少女の友」の作文欄で川端康成の 

     選ばれた「さら」が最初の活字作品 

1955 年～ 大阪文学学校に２年間通う 

1956 年 「虹」で大阪市民文芸賞 

1964 年  感傷旅行（センチメンタルジャーニー）

田 辺 聖 子 略 歴 



で芥川賞を受賞する。 

1966 年  文学仲間の川野彰子の追悼文を 

寄せた事が縁で川野純夫と結婚 

1976 年  伊丹市に引越す 

1987 年 「花衣ぬぐやまつわる わが愛の杉田 

久女」で女流文学賞 

1993 年 「ひねくれ一茶」で吉川英治文学賞 



1994 年  第 42 回菊池寛賞 

1995 年  阪神・淡路大震災を経験、後に 

「ナンギやけれど…わたしの震災記」

を発表する。紫綬褒章受章 

1998 年 「道頓堀の雨に別れて以来なり 

     ―川柳作家・岸本水府とその時代―」  

     で第 26 回泉鏡花文学賞 



1999 年 上記作品で第 50 回読売文学賞 

2000 年 文化功労者受章 

2003 年 「姥ざかり花の旅傘」で第 8 回蓮如賞 

2007 年 2006 年度朝日賞「田辺聖子全集」 

2008 年 文化勲章受章 

     第 60 回放送文化賞受賞 

2019 年 6 月 6 日総胆管結石による胆管炎で死去 



　

書       名 著者名 出版社 出版年 請求記号１段目タイトルコード 資料番号

姥ざかり花の旅笠 田辺 聖子／著 集英社 2001.6 291 1000110051523 7280201580

楽天少女通ります 田辺 聖子／著 日本経済新聞社 1998.4 910.2 1000010558513 7200591314

まいにち薔薇いろ田辺聖子A
to Z

田辺 聖子／著 集英社 2006.12 910.2 1000710001474 7200875694

一葉の恋 田辺 聖子／著 世界文化社 2004.6 914.6/ﾀﾅ 1000410052509 7200818366

かるく一杯 田辺 聖子／著 筑摩書房 1995.4 914.6/ﾀﾅ 1000010393780 7200460840

性分でんねん 田辺 聖子／著 筑摩書房 1989.9 914.6/ﾀﾅ 1000010128520 7200078290

ひよこのひとりごと 田辺 聖子／著 中央公論新社 2006.6 914.6/ﾀﾅ 1000610052804 7200774332

ほととぎすを待ちながら 田辺 聖子／著 中央公論社 1992.10 914.6/ﾀﾅ 1000010273856 7200078324

「追悼 昭和平成を生きた人気作家 田辺聖子」資料リスト花見川団地分館 一般企画展示



夢の櫂こぎどんぶらこ 田辺 聖子／著 集英社 2002.2 914.6/ﾀﾅ 1000210010681 7200790149

楽老抄 　ゆめのしずく 田辺 聖子／著 筑摩書房 1989.9 914.6/ﾀﾅ 1000010606627 7200625575

楽老抄 Ⅱ　あめんぼに夕立 田辺 聖子／著 集英社 2007.2 914.6/ﾀﾅ 1000800006233 7200877240

楽老抄 Ⅲ　ふわふわ玉人生 田辺 聖子／著 集英社 2008.12 914.6/ﾀﾅ 1000800321680 7200891698

楽老抄 Ⅳ　そのときはそのと
き

田辺 聖子／著 集英社 2009.6 914.6/ﾀﾅ 1000800382869 7102216472

残花亭日暦 田辺 聖子／著 角川書店 2004.1 915.6 1000410007665 7280065460

田辺聖子全集　1　私の大阪八
景/しんこ細工の猿や雉

田辺 聖子／著 集英社 2004.9 918.6/ﾀﾅ 1000410084766 7200868662

田辺聖子全集　２　猫も杓子も
/窓を開けますか？

田辺 聖子／著 集英社 2004.10 918.6/ﾀﾅ 1000410097403 7200868958

田辺聖子全集　3　すべってこ
ろんで/短編Ⅰ

田辺 聖子／著 集英社 2004.11 918.6/ﾀﾅ 1000410106029 7200868680

田辺聖子全集　４　隼別王子の
反乱/不機嫌

田辺 聖子／著 集英社 2004.5 918.6/ﾀﾅ 1000410046115 7200868232



田辺聖子全集　５　感傷旅行 田辺 聖子／著 集英社 2004.7 918.6/ﾀﾅ 1000410064623 7200868930

田辺聖子全集　６　言い寄る/
私的生活/苺をつぶしながら

田辺 聖子／著 集英社 2005.2 918.6/ﾀﾅ 1000510008978 7200757206

田辺聖子全集  ７　新源氏物語
上

田辺 聖子／著 集英社 2005.1 918.6/ﾀﾅ 1000510001785 7200753904

田辺聖子全集  ８  新源氏物語
下

田辺 聖子／著 集英社 2004.12 918.6/ﾀﾅ 1000410115481 7200868617

田辺聖子全集  ９ カモカ・シ
リーズ

田辺 聖子／著 集英社 2004.5 918.6/ﾀﾅ 1000410046114 7200868626

田辺聖子全集 １０　愛の幻滅
/九時まで待って

田辺 聖子／著 集英社 2004.8 918.6/ﾀﾅ 1000410077322 7200868546

田辺聖子全集 １１ 愛してよろ
しいですか？/夢のように日は過ぎ
て

田辺 聖子／著 集英社 2005.3 913.6/ﾀﾅ 1000510020600 1102965699

田辺聖子全集１２ お目にかかれ
て満足です/恋にあっぷあっぷ

田辺 聖子／著 集英社 2005.1 918.6/ﾀﾅ 1000510001785 7200753904

田辺聖子全集１３ 千すじの黒髪
/花衣ぬぐやまつわる…

田辺 聖子／著 集英社 2005.4 913.6/ﾀﾅ 1000510031421 1102969473

田辺聖子全集１４ 田辺聖子の
小倉百人一首/田辺聖子の古事記

田辺 聖子／著 集英社 2004.12 918.6/ﾀﾅ 1000410115481 7200868617



田辺聖子全集１５源氏紙風船/大
阪弁ちゃらんぽらん　ほか

田辺 聖子／著 集英社 2005.5 913.6/ﾀﾅ 1000510041059 1102974731

田辺聖子全集１６蝶花嬉遊図
/王朝懶夢譚/短編Ⅲ

田辺 聖子／著 集英社 2005.1 913.6/ﾀﾅ 1000510102754 1103170706

田辺聖子全集１７「姥ざかり」
シリーズ/「私本源氏物語」シリー
ズ

田辺 聖子／著 集英社 2005.9 913.6/ﾀﾅ 1000510081681 1103162965

田辺聖子全集1８ ひねくれ一茶/
古川柳おちぼひろい

田辺 聖子／著 集英社 2005.1 913.6/ﾀﾅ 1000510093607 1103167513

田辺聖子全集１９　道頓堀の雨
に別れて以来なり　上

田辺 聖子／著 集英社 2006.3 913.6/ﾀﾅ 1000610021277 1103186260

田辺聖子全集２０　道頓堀の雨
に別れて以来なり　下

田辺 聖子／著 集英社 2006.4 913.6/ﾀﾅ 1000610032660 1103189682

田辺聖子全集２１ おかあさん疲
れたよ

田辺 聖子／著 集英社 2005.8 913.6/ﾀﾅ 1000510072025 1103159048

田辺聖子全集２２ 姥ざかり花の
旅笠 /文庫日記

田辺 聖子／著 集英社 2005.12 913.6/ﾀﾅ 1000510112881 1103176076

田辺聖子全集２３ 随筆 田辺 聖子／著 集英社 2006.1 913.6/ﾀﾅ 1000610003052 1103179354

田辺聖子全集２４ 対談/随筆 田辺 聖子／著 集英社 2006.5 913.6/ﾀﾅ 1000610042571 1103195723



田辺聖子全集　別巻１年譜/作
品解説

田辺 聖子／著 集英社 2006.8 913.6/ﾀﾅ 1000610071064 1103209023

男の背中、女のお尻 田辺 聖子／著 中央公論新社 2018.4 B914.6/ﾀﾅ 1000801669568 9105420526

老いてこそ上機嫌 田辺 聖子／著 文藝春秋 2017.5 B917 1000801569112 7102329369

朝ごはんぬき? 田辺 聖子／著 新潮社 1979.12 Bﾀﾅ 1000010153100 7200188676

姥うかれ 田辺 聖子／著 新潮社 1990.11 Bﾀﾅ 1000010022299 7200656105

孤独な夜のココア 田辺 聖子／著 新潮社 2010.3 Bﾀﾅ 1000800478592 7280215128

新源氏物語　上 田辺 聖子／著 新潮社 1984.5 Bﾀﾅ 1000010010538 7200485840

新源氏物語　中 田辺 聖子／著 新潮社 1984.5 Bﾀﾅ 1000010010539 7200657265

新源氏物語 　下 田辺 聖子／著 新潮社 1984.5 Bﾀﾅ 1000010010540 7200657256

薔薇の雨 田辺 聖子／著 新潮社 2010.12 Bﾀﾅ 1000800580648 7280166453



夕ごはんたべた? 田辺 聖子／著 新潮社 1979.3 Bﾀﾅ 1000010156631 7200188783

夜あけのさよなら 田辺 聖子／著 新潮社 1979 Bﾀﾅ 1000010154279 7200188774

苺をつぶしながら 田辺 聖子／著 講談社 1982.4 ﾀﾅ 1000010073990 7200149622

姥勝手 田辺 聖子／著 新潮社 1993.9 ﾀﾅ 1000010315673 7200264160

姥ざかり 田辺 聖子／著 新潮社 1981.8 ﾀﾅ 1000010070154 7200149462

姥ときめき 田辺 聖子／著 新潮社 1984.5 ﾀﾅ 1000010087153 7200149453

王朝懶夢譚
お う ち ょ う ら ん む た ん

田辺 聖子／著 文芸春秋 1995.1 ﾀﾅ 1000010378664 7200442753

おかあさん疲れたよ 上 田辺 聖子／著 講談社 1992.12 ﾀﾅ 1000010282734 7200149687

おかあさん疲れたよ下 田辺 聖子／著 講談社 1992.12 ﾀﾅ 1000010282735 7200149696

お気に入りの孤独 田辺 聖子／著 集英社 1991.1 ﾀﾅ 1000010192160 7200149524



女の日時計 田辺 聖子／著 読売新聞社 1980 ﾀﾅ 1000010092044 3800442627

霧ふかき宇治の恋　上 田辺 聖子／著 新潮社 1990.5 ﾀﾅ 1000010131301 7200149480

霧ふかき宇治の恋　下 田辺 聖子／著 新潮社 1990.5 ﾀﾅ 1000010131302 7200149490

金魚のうろこ 田辺 聖子／著 集英社 1992.6 ﾀﾅ 1000010259605 7200149560

週末の鬱金香(チューリップ) 田辺 聖子／著 中央公論社 1994.10 ﾀﾅ 1000010366729 7200426722

新潮現代文学６８　田辺聖子 田辺 聖子／著 新潮社 1979.3 ﾀﾅ 1000010057535 7200553019

ずぼら 田辺 聖子／著 光文社 1995.3 ﾀﾅ 1000010389761 7200462943

田辺聖子長篇全集    千すじの
黒髪

田辺 聖子／著 文芸春秋 1982.7 ﾀﾅ 1000010074998 7101110058

ダンスと空想 田辺 聖子／著 文芸春秋 1983.12 ﾀﾅ 1000010083389 7200256847

花衣ぬぐやまつわる…… 田辺 聖子／著 集英社 1987.2 ﾀﾅ 1000010108335 7101110254



隼別王子の叛乱
は や ぶ さ わ れ お う じ の は ん ら ん

田辺 聖子／著 中央公論社 1977 ﾀﾅ 1000010051747 1300034690

ひねくれ一茶 田辺 聖子／著 講談社 1992.9 ﾀﾅ 1000010268523 7200149631

ブス愚痴録 田辺 聖子／著 文芸春秋 1989.4 ﾀﾅ 1000010126125 7200149604

薄荷草の恋(ペパーミント・ラ
ヴ)

田辺 聖子／著 講談社 1995.3 ﾀﾅ 1000010388275 7200449530

夢渦巻 田辺 聖子／著 集英社 1994.11 ﾀﾅ 1000010373847 7200434072
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