
凡例

文学者名 生年月日 没年月日 新宿区在住地 新宿区在住時期

001 あいづ　やいち 明治14年8月1日 昭和31年11月21日 牛込原町3-69【玉川温徳方】 明治35年4月～
會津　八一 牛込下戸塚町13【戸塚館 田中方】 明治35年頃

牛込喜久井町20【山口斧太郎方】 明治39年頃～同年8月
牛込下戸塚町22【松翠館】 明治43年9月～45年9月
下戸塚町11【世良鉦次郎方】 明治45年9月～大正3年3月頃
落合村大字下落合1296【秋艸堂】　※区指定史跡「落合秋艸堂（會津八
一旧居跡）」

大正11年8月～昭和10年7月

下落合3-1321【滋樹園】 昭和10年7月～20年4月

在住時の主な作品

002 あえば　こうそん 安政2年8月15日 大正11年6月20日 赤城下町82 明治44年～大正5年

饗庭　篁村 大久保町大字東大久保406　※同地にて死去 大正6年～11年

003 あおやぎ　ゆうび 明治6年9月27日 昭和20年7月10日 荒木町27-5-3 大正4年～5年
青柳　有美 南伊賀町41 大正6年

大久保町大字東大久保357 大正8年
落合町大字下落合367【林泉園】 大正15年頃～昭和11年頃

在住時の主な作品

004 あおやぎ　ゆたか 明治37年2月1日 昭和19年7月30日 早稲田鶴巻町 大正13年頃
青柳　優 落合町大字上落合689 期間不明

諏訪町18 昭和12年頃～昭和15年頃

在住時の主な作品

005 あきた　うじゃく 明治16年1月30日 昭和37年5月12日 早稲田鶴巻町135【松葉館】 明治37年3月～38年5月頃
秋田　雨雀

在住時の主な作品

006 あくたがわ　りゅうのすけ 明治25年3月1日 昭和2年7月24日 内藤新宿2-71 明治43年秋～大正3年

芥川　龍之介

007 あだち　きんいち 明治26年7月10日 昭和28年12月29日 ※内藤新宿にて出生

足立　欽一 新宿1-51 大正13・14年頃

008 あぶ　てんぷう 明治15年9月 昭和3年6月22日 山吹町79 大正6年～15年頃

６．区指定・登録史跡、出生地、没地については※にて記した。
７．【　】内には該当地の名称や通称などの補足情報を記した。

歌集「南京新唱」、「法隆寺・法起寺・法輪寺建立年仕の研究」、歌集「鹿鳴集」、「渾斎随筆」

「最新結婚学」、「恋愛読本」

「現実批評論」、（「大学の真実」）、（「批評の精神」）

新体詩集「黎明」

区内に在住した文学者たち

１．新宿区内に在住し、江戸時代末から明治時代に出生した２２３名の文学者を五十音順に掲げた（一部大正時代の出生者も含む）。
２．各文学者について、生年月日、没年月日、新宿区在住地、新宿区在住時期、在住時の主な作品を掲げた。
３．各項目は、各文学者の全集・伝記、『文章世界』（博文堂）、『文芸年鑑』（新潮社）、日本近代文学館編『日本近代文学大事典』全６巻（講談社）などを参考にして作成した。
４．参考資料の性格上、各項目の詳細について明確でない部分がある。
５．在住地は、各文学者が居住した当時の住所の地番を記した。また、区・郡名は省略した。
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阿武　天風

009 ありしま　たけお 明治11年3月4日 大正12年6月9日 原町2-72　※区指定史跡「有島武郎旧居跡」 大正11年3月～
有島　武郎 南寺町7 大正12年3月～同年6月

在住時の主な作品

010 あんどう　いちろう 明治40年8月10日 昭和47年11月23日 上落合2-732 昭和10年10月～
安藤　一郎 上落合2-602 昭和11年頃～13年頃

上落合1-479 昭和16年～20年

011 いいづか　ともいちろう 明治27年11月11日 昭和58年4月21日 若松町102 大正11年頃～14年頃

飯塚　友一郎

012 いくた　しゅんげつ 明治25年3月12日 昭和5年5月19日 牛込横寺町 明治44年頃
生田　春月 早稲田鶴巻町 大正3年3月～同年5月

弁天町10 大正3年6月～同年8月
榎町59 大正3年8月～4年9月
天神町53　※区登録史跡「生田春月旧居跡」 大正4年3月～15年10月
弁天町133 大正15年10月～昭和5年2月
弁天町44　※同地にて死去 昭和5年3月～同年5月

在住時の主な作品

013 いけたに　しんざぶろう 明治33年10月15日 昭和8年12月21日 落合町大字下落合1639 昭和2年9月～4年頃
池谷　信三郎 若宮町26 昭和5年頃

大久保町大字東大久保14 昭和6年頃
津久戸町15　※同地にて死去 昭和8年4月～同年12月

在住時の主な作品

014 いしい　はくてい 明治15年3月28日 昭和33年12月29日 諏訪町180 昭和21年秋～33年12月

石井　柏亭 ※河田町【東京女子医科大学病院】にて死去

015 いずみ　きょうか 明治6年11月4日 昭和14年9月7日 牛込横寺町47【尾崎紅葉方】 明治24年10月～28年
泉　鏡花 牛込南榎町22　※区登録史跡「泉鏡花旧居跡」 明治32年秋～36年2月

牛込神楽町2-22 明治36年3月～38年夏

在住時の主な作品

016 いとう　ぎんげつ 明治4年10月21日 昭和19年1月4日 永住町3 大正6年頃～7年頃

伊藤　銀月

017 いとう　たかまろ 明治26年9月5日 昭和42年10月30日 落合町大字下落合438 昭和2年頃～4年頃

伊藤　貴麿

018 いとう　まつお 明治28年1月13日 昭和22年8月5日 大久保町大字東大久保464 昭和4年頃～5年頃

伊藤　松雄 落合町大字上落合412 昭和5年頃～17年頃

019 いぬかい　たける 明治29年7月28日 昭和36年8月28日 牛込馬場下町35　※同地にて出生 明治29年～大正9年頃

犬養　健 南町88 昭和5年～35年

020 いば　たかし 明治20年12月1日 昭和12年2月25日 大番町30 大正3年頃～4年頃

伊庭　孝

戯曲「ドモ又の死」、戯曲「断橋」、「酒狂」、「或る施療患者」、「骨」、「親子」

（詩集「象徴の烏賊」）、評論「真実に生きる悩み」、評論「虚無思想の研究」

「有閑夫人」、「転る石」、「積木」、「新選 池谷信三郎全集」

「湯島詣」、「高野聖」
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021 いまい　はくよう 明治22年12月3日 大正6年8月2日 牛込通寺町16【青野方】 明治43年2月～同年9月
今井　柏楊 早稲田町41【早稲田館】 明治45年2月～大正2年3月

喜久井町 大正2年

在住時の主な作品

022 いまの　けんぞう 明治26年8月26日 昭和44年10月18日 落合町大字上落合502 昭和6年頃

今野　賢三

023 いわの　ほうめい 明治6年1月20日 大正9年5月9日 大久保村大字西大久保字北裏158 明治42年～44年4月
岩野　泡鳴

在住時の主な作品

024 うえの　たけお 明治38年6月2日 昭和54年6月5日 市谷砂土原町2-7 昭和11年頃

上野　壮夫 上落合2-599 昭和12年頃～17年頃

025 うすだ　ざんうん 明治10年1月27日 昭和31年3月27日 矢来町3【山里】 大正元年頃

薄田　斬雲 払方町4 大正2年頃

026 うちだ　ひゃっけん 明治22年5月29日 昭和46年4月20日 【早稲田ホテル】 大正14年～昭和4年
内田　百閒 市谷仲之町9 昭和4年～12年

在住時の主な作品

027 うちだ　ろあん 慶應4年閏4月5日 昭和4年6月29日 牛込東五軒町54 明治34年
内田　魯庵 市谷砂土原町3-8 明治35年

新小川町3-6 明治36年
市谷砂土原町3-8 明治37年～40年
市谷砂土原町2-6 明治41年～大正2年
淀橋町大字角筈607 大正2年
淀橋町大字柏木371 大正3年～14年
大久保大字百人町384 大正14年～昭和4年

在住時の主な作品

028 うちむら　かんぞう 文久元年2月13日 昭和5年3月28日 淀橋町角筈101 明治32年9月～40年11月

内村　鑑三 淀橋町柏木919 明治40年11月～昭和5年3月

029 うの　こうじ 明治24年7月26日 昭和36年9月21日 牛込喜久井町【三枡館(三州館)･若松館】 明治43年11月～44年3月
宇野　浩二 牛込白銀町【都築方】 明治44年3月～大正2年5月

原町■-71【清月館】（原町には丁目数が入るが不詳） 大正3年3月～4年3月
神楽町【神楽館】 大正8年3月～同年4月
袋町【都館】 大正8年5月～大正9年4月

在住時の主な作品

030 うの　ちよ 明治30年11月28日 平成8年6月10日 大番町104 昭和9年～14年
宇野　千代

在住時の主な作品 「あいびき」、「別れも愉し」、「人形師天狗屋久吉」

「自然と印象」

「放浪」、「断橋」

「百鬼園随筆」

「貴婦人」、「すねもの」、「思いだす人々」

「蔵の中」
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031 えどがわ　らんぽ 明治27年10月21日 昭和40年7月28日 喜久井町 大正2年～6年5月
江戸川　乱歩 牛込筑土八幡町 大正15年1月～昭和2年3月

戸塚町大字下戸塚62 昭和2年3月～3年3月
戸塚町大字諏訪115 昭和3年3月

戸塚町大字源兵衛179【緑館】 昭和3年4月～8年4月

在住時の主な作品

032 えま　みちすけ 明治27年8月9日 昭和26年3月30日 ※大久保村にて出生

江間　道助 大久保町大字西大久保字北裏61 大正12年頃～昭和17年頃

033 えみ　すいいん 明治2年8月12日 昭和9年11月3日 牛込北町2 明治23年5月～24年3月

江見　水蔭 牛込北町41【太田南畝旧居】 明治24年3月～29年

034 おおうち　ひょうえ 明治21年8月29日 昭和55年5月1日 百人町3-385 昭和24年頃～35年頃

大内　兵衛

035 おおた　ようこ 明治36年11月20日 昭和38年12月10日 落合町大字上落合545【梅田方】 昭和6年～8年頃
大田　洋子 喜久井町21【稲井方】 昭和8年

諏訪町250【昭栄館】 昭和10年頃～11年頃

諏訪町120【西北荘】 昭和11年9月～12年7月

036 おおて　たくじ 明治20年11月3日 昭和9年4月18日 牛込区下戸塚48【清致館】 明治39年10月～40年2月
大手　拓次 牛込区馬場下町31【千代田館】 明治40年2月～大正3年3月

牛込区早稲田南町30【吉村方】 大正3年3月～5年4月
牛込区若松町142【松山二郎方】 大正5年4月～6月

牛込区袋町3【清栄館（後都館と改名）】 大正5年6月～昭和8年3月

037 おおば　かこう 明治5年7月27日 大正13年春 鮫ヶ橋 明治13年～18年
大庭　柯公 大久保余丁町 明治18年～23年

四谷 明治43年

038 おおまち　けいげつ 明治2年1月24日 大正14年6月10日 大久保村大字西大久保447 明治36年～42年
大町　桂月

在住時の主な作品

039 おおわだ　たけき 安政4年4月29日 明治43年10月1日 市谷仲之町41 明治20年6月～22年10月
大和田　建樹 牛込東榎町20 期間不明

牛込早稲田南町13 明治36年8月～41年5月
牛込原町3-25 明治41年5月
牛込原町3-82【法身寺】　※区指定史跡「大和田建樹終焉の地」 明治43年9月～同年10月

在住時の主な作品

040 おかもと　きどう 明治5年10月15日 昭和14年3月1日 大久保町大字百人町 大正12年頃～

岡本　綺堂

041 おかもと　れいか 明治16年12月24日 昭和3年11月11日 東榎町20 明治45年頃

岡本　霊華

042 おがわ　みめい 明治15年4月7日 昭和36年5月11日 牛込原町 明治34年4月～39年
小川　未明 牛込若松町 明治39年5月～40年

「陰獣」

「処生訓」、「社会訓」、「日本文明史」、「日本文章史」

｢大和田建樹歌集｣､｢蘆船日記｣､｢繭ごもり｣､｢鉄道唱歌｣､｢世界唱歌｣､｢謡曲通解｣､｢赤城小学校校歌｣､｢愛日小学校校歌｣
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牛込早稲田南町51 明治41年～大正2年
矢来町38 大正4年～大正7年
天神町23 大正7年～11年6月

在住時の主な作品 「霰に霙」、「魯鈍な猫」、「白痴」、「小作人の死」、「赤い蝋燭と人魚」
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043 おきの　いわざぶろう 明治9年1月5日 昭和31年1月31日 落合村大字下落合1510【府営住宅1-8】 大正11年頃～昭和6年頃

沖野　岩三郎 下落合3-1507 昭和7年頃～15年頃

044 おくの　しんたろう 明治32年11月11日 昭和43年1月15日 四谷仲町 幼年の頃

奥野　信太郎 百人町 仮寓期

045 おぐり　ふうよう 明治8年2月3日 大正15年1月15日 牛込横寺町47【尾崎紅葉方】 明治28年
小栗　風葉 牛込箪笥町【十千万堂塾】 明治29年

牛込袋町 明治32年春～33年10月
牛込納戸町32 明治33年11月～35年9月
牛込納戸町40 明治35年10月～37年
牛込矢来町3 明治39年5月～40年7月
戸塚村大字戸塚字清水川5 明治40年7月～42年5月

在住時の主な作品

046 おざき　かずお 明治32年12月25日 昭和58年3月31日 高田町八幡坂【時習館】 大正9年～13年末
尾崎　一雄 高田町八幡坂　 昭和2年～4年

馬場下町【東光館(春光館)】 昭和6年8月～7年10月
諏訪町90 昭和7年10月～8年10月
上落合2-829 昭和8年10月～9年9月
下落合4-2069 昭和9年9月～10年10月
馬場下町41 昭和10年10月～12年9月

在住時の主な作品

047 おざき　こうよう 慶応3年12月16日 明治36年10月30日 牛込北町41 明治22年12月～24年3月
尾崎　紅葉 （明治元年1月10日） 牛込横寺町47　※同地にて死去　※区指定史跡「尾崎紅葉旧居跡」 明治24年3月～明治36年10月

在住時の主な作品

048 おざき　みどり 明治29年12月20日 昭和46年7月8日 落合町大字上落合 昭和2年～7年
尾崎　翠

在住時の主な作品

049 おさらぎ　じろう 明治30年10月9日 昭和48年4月30日 牛込東五軒町10 明治37年～42年

大佛　次郎

050 おしかわ　しゅんろう 明治9年3月21日 大正3年11月16日 牛込納戸町22 明治40年4月
押川　春浪 牛込横寺町50 明治41年2月～42年2月

牛込矢来町3 明治43年2月～同年9月
横寺町50 明治45年2月～大正2年3月

在住時の主な作品

「亀甲鶴」

「暢気眼鏡」

「伽羅枕」、「三人妻」、「心の闇」、「不言不語」、「多情多恨」、「金色夜叉」

「歩行」

「武俠世界」

6 / 22 ページ



051 かさい　ぜんぞう 明治20年1月16日 昭和3年7月23日 戸塚村大字下戸塚526【富士屋】 明治41年5月
葛西　善蔵 戸塚村大字下戸塚510【後楽館】 明治41年9月

牛込津久戸前町24【石本館】 明治42年11月
牛込津久戸前町24【石本館】 明治43年9月
大久保村大字東大久保306 明治43年11月
大久保村大字東大久保275 明治44年5月
荒木町27ﾄ4号【高野方】 明治44年8月
弁天町102【稲葉館】 明治45年3月
弁天町1【常盤館】 明治45年4月
天神町79 大正5年9月
早稲田南町45 大正6年8月
喜久井町39【信濃館】 大正7年3月
納戸町42 大正10年11月

在住時の主な作品
052 かじ　わたる 明治36年5月1日 昭和57年7月26日 淀橋町大字角筈86【全日本無産者芸術連盟本部】 昭和3年頃

鹿地　亘 新宿1-8【坂井ビル内戦旗社】 昭和5年頃
下落合4-2135 昭和22年頃～25年頃
上落合1-36 昭和28年頃～31年頃

053 かたおか　てっぺい 明治27年2月2日 昭和19年12月25日 神楽町【神楽館】 大正15年頃
片岡　鐵兵 落合町大字葛谷15 昭和2年頃～5年頃

下落合4-1712 昭和9年7月頃
西落合1-115 昭和10年頃

在住時の主な作品
054 かたがみ　のぶる 明治17年2月20日 昭和3年3月5日 牛込喜久井町【小川未明と同居】 明治35年～

片上　伸 大久保村大字西大久保340 明治40年4月～
大久保村大字東大久保156 期間不明
牛込赤城元町16【赤城神社境内】 期間不明
大久保町大字西大久保315 大正2年～10年

在住時の主な作品
055 かただえ　まさお 明治24年1月7日 昭和15年8月14日 弁天町110 大正14年頃～15年頃

片田江　全雄
在住時の主な作品

056 かつみね　しんぷう 明治20年12月11日 昭和29年1月31日 ※牛込矢来町にて出生
勝峰　晋風 中里町15 ～大正13年頃

057 かとう　かずお 明治20年2月28日 昭和26年1月25日 矢来町3 ～大正5年
加藤　一夫 戸塚町大字戸塚768 大正11年頃

058 かとう　たけお 明治21年5月3日 昭和31年9月1日 牛込喜久井町【真山青果方】 明治43年10月
加藤　武雄 牛込弁天町 明治43年

牛込白銀町【勝海館三階】 明治44年～大正2年11月
矢来町1 大正2年11月
矢来町3【旧殿17】 大正7年1月～12年頃
矢来町1-48 大正12年頃～14年10月

在住時の主な作品

訳詩｢ﾃﾆｿﾝの話｣､｢無限の道｣､｢生と要求の文学｣､訳書｢死人の家｣､訳書｢自然論｣､｢思想の勝利｣､｢文芸教育論｣

「板の前の二人」、「農民文芸の考察」

「郷愁」、「悩ましき春」

「哀しき父」、「子をつれて」

「綾里村快挙録」、「花嫁学校」
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059 かねこ　くんえん 明治9年11月30日 昭和26年3月30日 大久保村大字大久保百人町316 明治40年9月～明治43年5月
金子　薫園 市谷甲良町20 明治43年5月～大正2年12月

矢来町3【旧殿55号】 大正2年12月～5年
矢来町3【旧殿2号】 大正6年～11年8月

在住時の主な作品
060 かねこ　みつはる 明治28年12月25日 昭和50年6月30日 新小川町2-7 明治40年6月

金子　光晴 赤城元町11 大正6年～14年4月
新宿2【太宗寺横の竹田屋】 昭和7年5月
新宿1【北辰館】 期間不明
余丁町109 昭和8年3月頃～13年3月

在住時の主な作品
061 かのう　さくじろう 明治18年1月10日 昭和16年8月5日 牛込下戸塚町【期成館】 明治43年4月

加能　作次郎 早稲田鶴巻町37【日進館】 明治45年2月
新小川町3-19 大正3年3月
南榎町57 大正5年4月～昭和5年
市谷薬王寺町83　※同地にて死去 昭和6年1月～昭和16年8月

在住時の主な作品
062 かみちか　いちこ 明治21年6月6日 昭和56年8月1日 神楽町1-11【森田喜助方】 期間不明

神近　市子 落合町大字上落合506 昭和4年頃
落合町大字上落合469 昭和5年頃～6年頃
上落合1-476 昭和11年頃

063 かわかみ　びざん 明治2年3月5日 明治41年6月15日 新小川町【中村花痩方】 明治30年
川上　眉山 牛込北山伏町 明治30年頃

牛込南山伏町、牛込二十騎町、牛込南榎町、牛込弁天町 明治36年頃
牛込矢来町 明治39年頃
牛込天神町67　※同地にて死去 明治40年～41年6月

在住時の主な作品
064 かわじ　りゅうこう 明治21年7月9日 昭和34年4月17日 落合村大字上落合581 大正7年～昭和3年頃

川路　柳虹 上落合2-569 昭和7年～19年
在住時の主な作品

065 かわむら　かりょう 明治17年2月21日 昭和29年9月1日 ※牛込津久戸前町にて出生
川村　花菱 西信濃町14 ～大正元年

舟町9 昭和26年～29年
066 きくち　かん 明治21年12月26日 昭和23年3月6日 榎町 大正7年

菊池　寛
067 きしだ　くにお 明治23年11月2日 昭和29年3月5日 四谷右京町　※同地にて出生 明治23年11月～32年

岸田　国士 若松町 大正13年
在住時の主な作品

歌集「覚めたる歌」、歌集「山河」、歌集「草の上」、歌集「星空」、歌集「静まれる樹」

「チロルの秋」

「こがね虫」、「ﾌﾞｪﾙﾌｧﾚﾝ詩集」、「鮫」、「燈台」

「世の中へ」、「霰の音」、「霰降る日」、「祖母」、「乳の匂い」

「観音岩」、「ふところ日記」

「歩む人」
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068 きたはら　はくしゅう 明治18年1月25日 昭和17年11月2日 牛込下戸塚町41【清致館】 明治37年9月
北原　白秋 高田馬場 明治38年3月

戸塚村大字源兵衛 明治39年夏
牛込北山伏町 明治40年～41年10月
牛込神楽町2 明治41年10月～42年10月
新小川町3-34 明治43年2月～同年9月

在住時の主な作品
069 きむら　たかたろう 明治3年9月18日 昭和6年7月18日 淀橋町大字柏木309 明治38年12月～大正7年頃

木村　鷹太郎 戸塚町大字諏訪179 大正8年頃～昭和3年頃
在住時の主な作品

070 くさむら　ほくせい 明治12年3月10日 昭和25年5月25日 市谷加賀町1 大正元年頃～
草村　北星

071 くじょう　たけこ 明治20年10月20日 昭和3年2月7日 落合村大字下落合753　※同地（落合町大字下落合753）にて死去 大正12年2月～昭和3年2月
九条　武子

在住時の主な作品
072 くすやま　まさお 明治17年11月4日 昭和25年11月26日 新小川町3-22 ～明治43年頃

楠山　正雄 西五軒町41 明治45年頃
東五軒町37 大正2年
通寺町23 大正3年
矢来町3【山里3号】 大正4年
横寺町58 大正5年
南寺町10 大正6年
舟町20 大正7年～10年頃

在住時の主な作品
073 くにえだ　しろう 明治20年10月10日 昭和18年4月8日 戸塚村大字下戸塚628【春養館】 明治45年頃

国枝　史郎 早稲田町5【大清館】 大正2年頃
戸塚町大字下戸塚601 大正3年頃

在住時の主な作品
074 くにきだ　どっぽ 明治4年7月15日 明治41年6月23日 牛込早稲田町 明治21年5月～22年冬

国木田　独歩 牛込早稲田村223【三上フジ方】 明治22年冬～23年9月
牛込【斎宮シゲ方】 明治23年9月～同年冬
牛込若松町117【山形方】 明治23年冬～24年5月
早稲田鶴巻町223【三上フジ方】 明治25年6月～26年1月
牛込南榎町25 明治27年9月
四谷霞岳町34 明治33年5月～34年11月
四谷南伊賀町 明治39年4月～同年6月
大久保村大字西大久保133 明治40年4月～41年2月

在住時の主な作品

「世界的研究に基づける日本太古史」、訳書「ﾌﾟﾗﾄﾝ全集」、訳書「ﾊﾞｲﾛﾝ傑作集」

「無憂華」、「洛北の秋」、「白孔雀」、「九条武子集」、「薫染」

「日本童話宝玉集」

「物理学校裏」、短歌「もののあはれ」

戯曲「扉の中」

「病木雑記」、「武蔵野」、「帰去来」、「窮死」
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075 くぼた　うつぼ 明治10年6月8日 昭和42年4月12日 牛込南榎町　 明治34年9月～
窪田　空穂 牛込若松町　 明治37年7月～

牛込■山伏町（北山伏町であるか南山伏町であるかは不詳）　 明治38年10月～
牛込榎町1 明治40年2月～
牛込矢来町 明治40年6月～
牛込榎町、牛込南榎町 明治41年8月～45年秋

在住時の主な作品
076 くらはら　これひと 明治35年1月26日 平成3年1月25日 落合町大字上落合502 昭和3年頃

蔵原　惟人
077 こいずみ　まがね 明治19年12月10日 昭和29年12月28日 西五軒町34 大正13年頃～14年頃

小泉　鉄 柏木2-575【林方】 昭和10年頃～14年頃
078 こいずみ　やくも 嘉永3年6月27日 明治37年9月26日 市谷冨久町21　※区指定史跡「小泉八雲旧居跡」 明治29年9月～35年3月

小泉　八雲 大久保村大字西大久保265　※区指定史跡「小泉八雲終焉の地」 明治35年3月～37年9月
在住時の主な作品

079 こうの　とうこく 明治12年10月4日 昭和19年11月15日 神楽町2-21 大正6年頃
河野　桐谷 戸塚町7 大正7年頃～

080 こくぶ　さいとう 明治6年2月 昭和25年2月27日 四谷永住町2 明治42年頃
国府　犀東 元鮫河橋町59 明治43年頃

南町12 明治45年頃
081 こだま　かがい 明治7年7月7日 昭和18年9月20日 市谷甲良町16 昭和9年

児玉　花外
082 こんの　だいりき 明治37年2月5日 昭和10年6月19日 落合町大字上落合504 昭和5年頃

今野　大力 落合町大字下落合503【壺井繁治方】 昭和7年頃
在住時の主な作品

083 さいじょう　やそ 明治25年1月15日 昭和45年8月12日 牛込払方町18　※同地にて出生 明治25年1月15日～44年8月
西條　八十 大久保村大字大久保百人町 明治45年～大正4年

■信濃町（東信濃町であるか西信濃町であるかは不詳） 大正4年～大正5年
払方町18 大正5年6月～同年12月
淀橋町大字柏木433 大正11年11月～昭和10年4月
柏木3-377 昭和10年4月～19年1月
納戸町 昭和19年1月～20年4月

在住時の主な作品
084 さいとう　もきち 明治15年5月14日 昭和28年2月25日 昭和25年11月～28年2月

斎藤　茂吉
在住時の主な作品

085 さた　いねこ 明治37年6月1日 平成10年10月12日 戸塚4-593 昭和8年
佐多　稲子 柏木4-971 昭和27年

在住時の主な作品
086 さとう　はちろー 明治36年5月23日 昭和48年11月13日 市谷薬王寺門前町　※同地にて出生 明治36年～41年頃

サトウ　ハチロー

「ねむの花の咲く家」

詩集「美しき喪失」、歌詩「東京音頭」

「連山」、「続明治大正短史」、「石泉」、「霜」

詩歌集「まひる野」、歌集「明暗」、評釈集「新派和歌評釈」

「仏の畑の落穂」、「霊の日本」、「影」、「日本雑記」、「骨董」、「怪談」、「日本－一つの解明」

「時に佇つ」、「夏の栞」

大京町22　斎藤神経科医院　※区指定史跡「斎藤茂吉終焉の地」
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087 さとう　はるお 明治25年4月9日 昭和39年5月6日 矢来町【三中の丸50号】 大正2年10月～3年3月
佐藤　春夫 市谷左内町37 大正3年3月～同年10月

矢来町甲17号【岩崎方】 大正3年10月～同年12月
新小川町3-20 大正4年3月～同年8月
大久保町大字西大久保403 大正4年8月～5年5月
東信濃町16【信濃館】 大正12年1月～同年8月
東信濃町2 大正13年1月頃

088 さとう　りょくよう 明治19年7月1日 昭和35年9月2日 原町3-28 大正11年頃～14年頃
佐藤　緑葉

在住時の主な作品
089 さとみ　とん 明治21年7月14日 昭和58年1月21日 右京町 大正7年12月～10年9月

里見　弴
在住時の主な作品

090 さんぐう　まこと 明治25年4月19日 昭和42年1月22日 北伊賀町17 大正6年～7年
山宮　允

091 しが　なおや 明治16年2月20日 昭和46年10月21日 舟町12 大正8年1月10日～下旬
志賀　直哉 諏訪町226 昭和13年4月～15年5月

在住時の主な作品
092 しまだ　せいほう 明治15年3月8日 昭和19年5月31日 若松町81 大正8年頃～昭和4年頃

島田　青峰 若松町82　※同地にて死去 昭和5年頃～昭和19年5月
在住時の主な作品

093 しまむら　たみぞう 明治21年7月22日 昭和45年11月15日 早稲田町55 大正9年～昭和10年頃
島村　民蔵 矢来町12 昭和10年～12年頃

早稲田町55 昭和12年～14年頃
矢来町12 昭和14年～15年頃

在住時の主な作品
094 しまむら　ほうげつ 明治4年1月10日 大正7年11月5日 牛込納戸町27 明治33年8月

島村　抱月 市谷甲良町41 明治34年12月～35年3月
牛込喜久井町35 明治38年9月
牛込原町3-74 明治38年9月
市谷薬王寺門前町20【対墓庵】 明治39年4月
戸塚村大字諏訪65 明治44年9月
横寺町9【芸術倶楽部】　※区指定史跡「島村抱月終焉の地」 大正4年8月～7年11月

在住時の主な作品

095 しもむら　こじん 明治17年10月3日 昭和30年4月20日 百人町3-285　※区指定史跡「下村湖人終焉の地」 昭和6年～30年
下村　湖人

在住時の主な作品
096 しろとり　せいご 明治23年2月27日 昭和48年8月27日 市谷加賀町2-33 ～大正6年

白鳥　省吾 ※河田町【東京女子医科大学病院】にて死去

「黎明」

戯曲「清盛と仏御前」、戯曲「運命の丘」、戯曲「復讐」、戯曲「競争」、戯曲「海辺の」、評論「近代文芸之研究」

「黎明」

「無題」、「病中夢」

「青峰集」、「子規・紅葉・緑雨」、「俳句の作り方」

「夜叉丸」

「次郎物語」、「論語物語」、「佐藤信淵」、歌集「冬青葉」、「人生を語る」、「教育的反省」、「凡人道」、「教育の新理念と農村文化」
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097 すいた　じゅんすけ 明治16年12月24日 昭和38年7月20日 牛込二十騎町32　※同地にて出生 明治16年～34年
吹田　順助 原町（ドイツ留学中の留守宅） 大正10年

市谷河田町 大正14年
余丁町 大正14年～昭和5年頃

在住時の主な作品
098 すが　ただお 明治32年2月5日 昭和17年7月9日 市谷左内町26 大正14年頃

菅　忠雄
在住時の主な作品

099 すぎもり　こうじろう 明治14年4月9日 昭和43年12月8日 牛込榎町59 明治43年
杉森　孝次郎 戸塚村大字諏訪69 大正元年

市谷砂土原町3-8 ～大正9年
100 すずき　みえきち 明治15年9月29日 昭和11年6月27日 須賀町40 昭和2年3月～4年7月

鈴木　三重吉 大久保町大字西大久保410 昭和4年7月～11月
大久保町大字西大久保1-461 昭和4年11月～11年6月

101 せりざわ　こうじろう 明治30年5月4日 平成5年3月23日 落合町大字上落合206 昭和4年～6年5月
芹沢　光治良

在住時の主な作品
102 せんげ　もとまろ 明治21年6月8日 昭和23年3月14日 落合町大字葛谷640 昭和4年

千家　元麿
在住時の主な作品

103 そうま　こっこう 明治9年9月12日 昭和30年3月2日 淀橋町大字角筈 明治40年12月～42年
相馬　黒光 淀橋町大字角筈字渡辺土手際12 明治42年～大正12年

西大久保【中村屋宿舎】 昭和19年～20年
104 そうま　たいぞう 明治18年12月29日 昭和27年5月15日 横寺町36 大正9年

相馬　泰三 戸山町25【八千代館】 大正12年～14年頃
馬場下町21【東光館】 昭和4年頃

105 たかす　ばいけい 明治13年4月13日 昭和23年2月2日 弁天町6-2 ～大正11年
高須　梅渓 西五軒町35 大正12年頃

南榎町57 大正13年～昭和5年頃
在住時の主な作品

106 たかた　さなえ 安政7年3月14日 昭和13年12月3日 牛込早稲田町【大隈別邸】 明治15年10月～17年
高田　早苗 牛込若松町 明治17年3月～

牛込北町 明治21年頃
市谷砂土原町 期間不明
牛込矢来町4 期間不明
牛込中町32 明治25年頃
牛込矢来町4 ～明治35年3月

107 たかた　としこ 大正3年9月16日 平成元年5月28日 下落合 昭和16年
高田　敏子 諏訪町127 昭和23年～平成元年

在住時の主な作品
108 たかはま　きょし 明治7年2月22日 昭和34年4月8日 戸塚村大字下戸塚434【北田方】 昭和28年8月～同年12月

高浜　虚子
109 たけこし　かずお 明治38年6月12日 昭和57年10月10日 下落合1-435 昭和22年頃～57年

竹越　和夫

「ヘッペル」

「小山田夫婦の焦眉」、「冷か」、「妻を慈む」

「ブルジョア」、「我入道」、「明日を遂うて」

詩集「昔の家」

「日本現代文学十二講」

詩集「雪花石膏」、「人体聖堂」、「藤」
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在住時の主な作品
110 たけだ　りんたろう 明治37年5月9日 昭和21年3月31日 落合町大字上落合460 昭和6年～7年

武田　麟太郎
在住時の主な作品

111 たけばやし　むそうあん 明治13年2月23日 昭和37年3月27日 左門町17 昭和23年～34年
武林　無想庵

在住時の主な作品
112 たけひさ　ゆめじ 明治17年9月16日 昭和9年9月1日 牛込■宮比町4（上宮比町であるか下宮比町であるかは不詳） 明治40年～42年

竹久　夢二 牛込東五軒町 明治44年頃
在住時の主な作品

113 だざい　おさむ 明治42年6月19日 昭和23年6月13日 戸塚町大字諏訪250【常盤館】 昭和5年4月～同年11月
太宰　治 淀橋町大字柏木 昭和7年3月～同年6月

114 たての　のぶゆき 明治36年10月17日 昭和46年10月25日 落合町大字葛谷15【片岡鉄兵方】 昭和4年頃
立野　信之 番衆町36【青葉荘】 昭和10年～11年

在住時の主な作品
115 たなべ　もいち 明治38年2月12日 昭和56年12月11日 淀橋町大字角筈字五十人町826　※同地にて出生 明治38年～昭和7年頃

田辺　茂一 柏木4 昭和8年頃
116 たにざき　せいじ 明治23年12月19日 昭和46年12月14日 東五軒町16【星野方】 大正3年頃

谷崎　精二 弁天町6 大正8年頃～昭和元年頃
喜久井町21 昭和4年頃～6年
原町1-67 昭和7年～18年頃

在住時の主な作品
117 たねだ　さんとうか 明治15年12月3日 昭和15年10月11日 戸塚町513【小川兼子方】 大正8年10月～9年3月

種田　山頭火
118 たむら　たいじろう 明治44年11月30日 昭和58年11月2日 諏訪町117 昭和7年

田村　泰次郎 東大久保1-428【大久保アパート】 昭和11年～14年
諏訪町82【諏訪森ホテル】 昭和15年頃～

在住時の主な作品
119 たやま　かたい 明治4年12月13日 昭和5年5月13日 市谷冨久町120 明治19年7月～22年2月

田山　花袋 牛込納戸町12 明治22年2月～同年12月
市谷甲良町12 明治22年12月～26年9月
四谷内藤町1 明治26年9月～29年1月
牛込喜久井町20 明治29年1月～35年6月
牛込納戸町40 明治35年6月～同年9月
牛込原町3-68 明治35年9月～36年10月
牛込若松町137 明治36年12月～37年5月
市谷薬王寺門前町55 明治37年5月頃
牛込弁天町42 明治37年11月～38年6月
牛込北山伏町36 明治38年6月～39年12月

在住時の主な作品
120 だん　かずお 明治45年2月3日 昭和51年1月2日 落合町大字上落合 昭和7年～

檀　一雄

「むさうあん物語」

「平民新聞」コマ絵、「ﾌﾞﾛｰｸﾝﾐﾙ ｱﾝﾄﾞ ﾌﾞﾛｰｸﾝﾊｰﾄ」、「夢二画集」

「標的になった彼奴」

「失われた愛」、翻訳「ボオ傑作集」、「文学の諸問題」、「都市風景」

「ゆくへも知らず」

「日本三文オペラ」

「選手」、「大学」、「行動主義文学の再出発に寄せて」

「重右衛門の最後」
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121 ちかまつ　しゅうこう 明治9年5月4日 昭和19年4月23日 牛込喜久井町20 明治38年11月～40年6月
近松　秋江 牛込赤城元町7 明治40年6月～42年4月

牛込喜久井町 明治42年6月頃
矢来町47 明治44年夏～45年8月
赤城元町16【長生館】 大正2年10月～7年5月

在住時の主な作品
122 つなしま　りょうせん 明治6年5月27日 明治40年9月14日 牛込原町2-11 明治30年

綱島　梁川 大久保余丁町17 明治31年
大久保余丁町48　※同地にて死去 明治38年～40年

在住時の主な作品
123 つのだ　ちくれい 安政3年5月2日 大正8年3月20日 牛込東五軒町13　※同地（東五軒町13）にて死去か？ 明治41年3月～大正8年3月

角田　竹冷
在住時の主な作品

124 つぼい　さかえ 明治32年8月5日 昭和42年6月23日 落合町大字上落合503 昭和7年～9年
壷井　栄 上落合2-549 昭和9年～16年

在住時の主な作品
125 つぼい　しげじ 明治30年10月18日 昭和50年9月4日 弁天町 大正7年～9年

壷井　繁治 戸塚町大字源兵衛 大正13年2月～
落合町大字上落合503 昭和7年～9年
上落合2-549 昭和9年～16年

126 つぼうち　しこう 明治20年8月16日 昭和61年3月19日 新小川町2-10【江戸川アパート105】 昭和11年頃～36年頃
坪内　士行

在住時の主な作品
127 つぼうち　しょうよう 安政6年5月22日 昭和10年2月28日 大久保余丁町112 明治22年6月～昭和10年2月

坪内　逍遙
在住時の主な作品

128 つぼや　すいさい 文久2年2月26日 昭和24年3月25日 牛込北山伏町29 明治40年～昭和17年頃
坪谷　水哉

在住時の主な作品
129 とがわ　ざんか 安政2年10月22日 大正13年12月8日 ※牛込にて出生

戸川　残花
130 とがわ　しゅうこつ 明治3年12月18日 昭和14年7月9日 大久保村大字西大久保152 明治40年

戸川　秋骨 大久保村大字大久保百人町153 明治41～42年
大久保村大字西大久保156 明治43年～大正3年
大久保町大字西大久保66 大正5年～昭和2年頃
※西信濃町【慶應大学病院】にて死去

在住時の主な作品
131 ながい　かふう 明治12年12月3日 昭和34年4月30日 大久保余丁町79　※区指定史跡「永井荷風旧居跡」 明治41年8月～大正7年12月

永井　荷風
在住時の主な作品

132 なかうち　ちょうじ 明治8年5月5日 昭和12年2月19日 市谷左内坂町19 明治40年頃～41年頃
中内　蝶二 市谷薬王寺町20　※同地にて死去 大正12年1月～昭和12年2月

在住時の主な作品

「聴雨窓俳話」

「大根の葉」、「暦」

「坪内逍遙研究」

「桐一葉」、「通俗倫理談」、「新曲浦島」、「新楽劇論」、「沙翁全集」

「別れたる妻に送る手紙」

「病間録」、「一燈録」、「回光録」

「世界漫遊案内」

「欧米紀遊二万三千哩」、「時代私観」、「比較文学史」、「そのままの記」

「ふらんす物語」、「歓楽」、「すみだ川」、「冷笑」、「新橋夜話」、「珊瑚集」、「腕くらべ」

「日本音曲全集(全15巻)」
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133 なかぎ　ていいち 明治19年9月11日 昭和29年4月28日 市谷冨久町118 ～大正元年
仲木　貞一 内藤新宿北裏町109 大正2年～4年

在住時の主な作品
134 なかざと　かいざん 明治18年4月4日 昭和19年4月28日 大久保村大字西大久保410 大正1年～2年

中里　介山 早稲田鶴巻町【瑞穂館離れ】 大正10年～11年4月
在住時の主な作品

135 なかじま　あつし 明治42年5月5日 昭和17年12月4日 四谷箪笥町59　※同地にて出生 明治42年5月～43年2月
中島　敦

136 なかじま　ことう 明治11年10月27日 昭和21年4月9日 牛込赤城元町36 明治43年
中島　孤島 南町18 大正3年

喜久井町34 大正4年～5年
在住時の主な作品

137 ながた　みきひこ 明治20年3月1日 昭和39年5月6日 神楽町1-2 大正7年
長田　幹彦 中町31 大正12年～昭和元年頃

南山伏町11 昭和4年頃～6年
市谷仲之町48 昭和7年～10年
東信濃町10　※同地（信濃町18-1）にて死去 昭和11年～39年5月

138 なかの　しげはる 明治35年1月25日 昭和54年8月24日 淀橋町大字角筈86 昭和2年12月～4年1月
中野　重治 落合町大字上落合481 昭和6年2月～7年5月

永住町1【大木戸ハウス】 昭和9年5月～同年12月
柏木5-1130 昭和9年12月～13年5月
※河田町【東京女子医科大学病院】にて死去

在住時の主な作品
139 なかの　すずこ 明治39年1月24日 昭和33年1月5日 柏木5-1130 昭和10年～11年

中野　鈴子
140 なかの　ひでと 明治31年5月17日 昭和41年5月13日 牛込弁天町 明治43年～44年

中野　秀人 矢来町 大正8年～14年
箪笥町71【村松方】 大正14年

141 なかはら　あやこ 明治31年2月17日 昭和44年8月24日 下落合3-1794【曽我方】 昭和10年～13年頃
中原　綾子 柏木1-67 昭和14年頃

在住時の主な作品
142 なかむら　きちぞう 明治10年5月15日 昭和16年12月24日 牛込喜久井町【喜久井館】 明治34年頃

中村　吉蔵 矢来町3【山里76】 明治45年～大正2年頃
在住時の主な作品

143 なかむら　こげつ 明治14年5月6日 不詳 払方町【第三帝国発行所内】 大正4年頃
中村　孤月

144 なかむら　せいこ 明治17年2月11日 昭和49年4月13日 牛込弁天町79 明治42年冬～大正4年春
中村　星湖

在住時の主な作品
145 なかむら　むらお 明治19年10月4日 昭和24年5月13日 天神町53 ～大正3年

中村　武羅夫 弁天町 大正3年～8年
矢来町46 昭和6年頃～8年頃

翻訳「結婚申込」、「空中の悲劇」

「大菩薩峠」

「暗黒時代史」

「戦うことと避けて通ることと」、「村の家」、「中野重治詩集」

「真珠貝」、「悪魔の貞操」

「最近欧米劇壇」

「少年行」

15 / 22 ページ



146 ながよ　しずお 明治19年2月12日 昭和19年8月10日 牛込原町 明治41年～42年
永代　静雄 四谷荒木町10【安成貞雄方】 明治43年頃

舟町35 大正7年頃～
在住時の主な作品

147 なからい　とうすい 万延元年12月2日 大正15年11月21日 若宮町37 大正元年10月～
半井　桃水

148 なつめ　そうせき 慶応3年1月5日 大正5年12月9日 牛込馬場下横町　※区指定史跡「夏目漱石誕生の地」 慶応3年1月～明治元年11月
夏目　漱石 内藤新宿北町裏16 明治元年11月～2年3月

内藤新宿仲町 明治4年6･7月頃～6年3月
牛込馬場下町 明治9年～19年9月頃
矢来町3中ノ丸 明治36年1月～同年3月
早稲田南町7　※区指定史跡「夏目漱石終焉の地」 明治40年9月～大正5年12月

在住時の主な作品
149 にしのみや　とうちょう 明治24年12月7日 昭和45年5月19日 赤城下町55 ～大正7年

西宮　藤朝
在住時の主な作品

150 のがわ　たかし 明治34年4月23日 昭和19年12月19日 上落合2-630 昭和12年頃～14年頃
野川　隆

151 のぐち　うじょう 明治15年5月29日 昭和20年1月27日 大久保村大字西大久保290 明治39年11月～40年3月
野口　雨情 牛込【小川未明方】 明治40年3月～同年7月

牛込若松町61 明治42年11月～
在住時の主な作品

152 のぼり　しょむ 明治11年7月17日 昭和33年11月12日 市谷左内坂町15 ～明治40年
昇　曙夢 市谷田町2-39 明治42年～43年頃

市谷砂土原町3-8 大正元年～3年
若松町102 大正5年～昭和2年

在住時の主な作品
153 のむら　あいせい 明治24年8月21日 昭和49年7月6日 通寺町37 大正8年頃～14年

野村　愛正
154 はぎわら　きょうじろう 明治32年5月23日 昭和13年11月22日 落合町大字下落合1379 大正14年4月～15年1月

萩原　恭次郎
在住時の主な作品

155 はせがわ　しぐれ 明治12年10月1日 昭和16年8月22日 矢来町 大正8年～12年
長谷川　時雨 中町24 大正12年～14年

市谷左内町31　※区指定史跡「女人芸術社跡（長谷川時雨・三上於菟
吉旧居跡）」

昭和2年～6年

在住時の主な作品
156 はた　とよきち 明治25年1月14日 昭和31年7月5日 大久保村大字東大久保 ～大正3年

秦　豊吉 四谷仲町3-19 大正4年～8年
余丁町1 大正13年頃

157 はっとり　かこう 明治19年4月4日 昭和50年5月10日 大久保村大字大久保百人町145 明治42年頃～大正元年
服部　嘉香 牛込破損町1 大正4年～7年

「三四郎」、「それから」、「門」、「彼岸過迄」、「行人」、「心」、「道草」、「明暗」

「人及び芸術家としての正岡子規」

「朝花夜花」

翻訳「虐げられし人々」、「露国革命と社会運動」、「赤露見たままの記」

「比較的上出来」

詩集「死刑宣告」、詩集「断片」

「近代美人傳」
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158 はっとり　もとはる 明治8年3月28日 大正14年3月6日 淀橋町大字柏木405 明治42年～大正3年
服部　躬治

在住時の主な作品
159 ばば　こちょう 明治2年11月8日 昭和15年6月22日 市谷田町1 期間不明

馬場　孤蝶 市谷左内町31 期間不明
牛込弁天町123 明治39年頃
大久保余丁町 明治41年頃
市谷田町2-1 明治41年～42年頃

160 はやし　ふみこ 明治36年12月31日 昭和26年6月28日 淀橋町大字柏木【石沢方】、大久保町大字百人町【金子方】、淀橋町
林　芙美子 　大字柏木104

落合町大字上落合字三輪850 昭和5年5月～7年8月
落合町大字下落合2133 昭和7年8月～16年8月
下落合4-2096-24　※区登録史跡「林芙美子終焉の地」 昭和16年8月～26年6月

現在→中井2-20-1【林芙美子記念館】
在住時の主な作品

161 はやし　やわら 明治20年8月28日 昭和29年5月5日 永住町20 大正11年頃～昭和元年頃
林　和

162 はんだ　りょうへい 明治29年9月10日 昭和20年5月19日 落合村大字上落合242 大正12年頃～昭和5年10月頃
半田　良平 落合町大字上落合427　※同地（上落合1-427）にて死去 昭和5年11月頃～20年5月頃

在住時の主な作品
163 ひさいた　えいじろう 明治31年7月3日 昭和51年6月9日 淀橋町大字角筈86【全日本無産者芸術連盟本部】 昭和3年頃～4年頃

久板　栄二郎 落合町大字上落合640【日本プロレタリア作家同盟】 昭和5年頃
左門町25 昭和6年頃
坂町65【坂町別館】 昭和10年頃～13年頃
北伊賀町【三大輝会館】 昭和17年頃

在住時の主な作品
164 ひらばやし　たいこ 明治38年10月3日 昭和47年2月17日 淀橋町大字柏木 大正11年7月～10月

平林　たい子 戸塚村【農村運動社跡】 大正12年7月～10月
落合町大字葛谷482 大正15年8月～10月
柏木1-142【足立ハウス】 昭和14年
※信濃町【慶應大学病院】にて死去

165 ひらばやし　ひょうご 明治36年9月1日 昭和14年4月28日 落合町大字上落合791 昭和5年頃～9年頃
平林　彪吾

166 ひらやま　ろこう 明治15年11月15日 昭和28年4月18日 市谷谷町 明治40年～
平山　蘆江 市谷冨久町113 大正13年頃～昭和14年

荒木町27【小林利子方】 昭和19年～20年
在住時の主な作品

167 ひろつ　かずお 明治24年12月5日 昭和43年9月21日 牛込矢来町3　※同地にて出生 明治24年12月～33年
広津　和郎 牛込弁天町、早稲田鶴巻町、市谷甲良町 明治33年～35年

神楽町【神楽館】 大正12年
西大久保 昭和9年～11年

「芭蕉俳句新釈」、「短歌新考」

「断層」、「北東の風」、「千万人と雖も我行かん」

「唐人船」、「西南戦争」、「日本の芸談」

「春夏秋冬 名歌選」

「清貧の書」、「放浪記」、「泣虫小僧」、「晩菊」、「浮雲」

大正11年7月～12年8月
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168 ひろつ　りゅうろう 文久1年6月8日 昭和3年10月15日 牛込矢来町3中の丸52号 明治24年～33年
広津　柳浪 牛込弁天町 明治33年

早稲田鶴巻町 明治35年
市谷甲良町 明治35年

在住時の主な作品
169 ふくなが　ばんか 明治19年3月22日 昭和11年5月5日 市谷冨久町16 大正5年

福永　挽歌
170 ふたばてい　しめい 元治元年2月28日 明治42年5月10日 尾張徳川家市谷上屋敷　※同地にて出生 元治元年2月～明治元年

二葉亭　四迷 四谷左門町 明治11年3月～同年5月
四谷伝馬町1-44【水野市之助方】　※区指定史跡「二葉亭四迷旧居跡」 明治13年7月～14年5月
四谷荒木町27【大津屋】 明治23年9月～24年6月

171 ふなはし　せいいち 明治37年12月25日 昭和51年1月13日 落合村大字下落合435　※同地（下落合3-17）にて死去 大正2年8月～昭和51年
舟橋　聖一

在住時の主な作品
172 ほあし　りいちろう 明治14年11月5日 昭和38年1月1日 下落合1-404 昭和11年頃～37年頃

帆足　理一郎
173 ほしの　ばくじん 明治10年4月13日 昭和40年3月12日 牛込水道町36　※同地にて出生 明治10年～

星野　麦人 築地町12 大正3年～昭和5年頃
水道町41 昭和6年頃～10年頃
赤城下町33 昭和11年頃～17年頃

174 ほそごえ　かそん 明治17年5月25日 昭和4年1月15日 戸塚村大字下戸塚 明治38年頃
細越　夏村 矢来町11 明治44年5月～45年頃

矢来町8 明治45年頃～大正2年頃
175 ほそだ　げんきち 明治24年6月1日 昭和49年8月9日 下戸塚町13 大正9年～11年頃

細田　源吉 戸塚町16 大正12年頃
176 ほそだ　たみき 明治25年1月27日 昭和47年10月5日 北町41【大正館】 大正10年～12年頃

細田　民樹
在住時の主な作品

177 ほその　こうじろう 明治34年12月18日 昭和52年2月1日 上落合2-596 昭和11年頃～34年頃
細野　孝二郎

在住時の主な作品
178 ほりえ　さく 明治24年2月1日 昭和14年2月10日 喜久井町56 大正13年頃～15年頃

堀江　朔
179 ほりき　かつぞう 明治25年7月23日 昭和46年8月12日 赤城下町39 大正12年～14年頃

堀木　克三
在住時の主な作品

180 まえだ　あきら 明治12年1月15日 昭和36年9月9日 牛込通寺町11【赤城館内】 ～明治40年
前田　晁 大久保村大字西大久保66【小林方】 明治41年

大久保村大字西大久保212 明治42年
在住時の主な作品

181 まさおか　いるる 明治37年12月20日 昭和33年12月7日 戸山町13 ～大正13年頃
正岡　容 戸山1【戸山ハイツ3-378】 昭和33年頃

※信濃町【慶應大学病院】にて死去

「変目伝」、「里蝪蜒」、「今中心中」、「河内屋」

「帰途」

「ダイヴィング」、「木石」、「悉皆屋康吉」

「罪に立つ」

「愛情の基準」

「横光利一氏の描写」

18 / 22 ページ



182 まさむね　はくちょう 明治12年3月3日 昭和37年10月28日 牛込横寺町1 明治29年～30年
正宗　白鳥 戸塚村【平山方】 明治30年～31年

牛込喜久井町【西方寺】 明治31年10月～32年10月
戸塚村【平山方】 明治36年10月～37年9月
天神町75 明治44年3月～大正2年5月
矢来町4 大正2年5月頃～5年9月

在住時の主な作品
183 ますだ　あつお 明治24年4月9日 昭和11年2月26日 矢来町24【林タカシ方】 大正12年頃

増田　篤夫
184 まつい　しょうおう 明治3年2月18日 昭和8年7月14日 大久保村大字東大久保16 明治40年8月頃～大正4年12月

松居　松翁 落合村大字下落合436 大正5年1月～9年頃
落合村大字■落合604（上落合であるか下落合であるかは不詳） 大正10年頃～12年頃
落合町大字下落合735 大正13年頃
落合町大字下落合617　※同地（下落合2-617）にて死去 昭和7年頃～8年7月頃

在住時の主な作品
185 まつおか　ゆずる 明治24年9月28日 昭和44年7月22日 早稲田南町7【夏目方】 大正7年頃～12年頃

松岡　譲
在住時の主な作品

186 まつばら　しぶん 明治17年10月29日 昭和20年9月10日 牛込早稲田南町52 明治42年
松原　至文

在住時の主な作品
187 まやま　せいか 明治11年9月1日 昭和23年3月25日 戸塚村大字下戸塚 明治40年～42年頃

真山　青果 榎町 明治44年
矢来町62 大正4年5月～昭和2年4月

在住時の主な作品
188 みかみ　おときち 明治24年2月4日 昭和19年2月7日 赤城下町4 大正8年1月

三上　於菟吉 矢来町3【山里21号】 大正9年1月～10年1月
中町24 大正12年1月
市谷左内町31　※区指定史跡「女人芸術社跡（長谷川時雨・三上於菟
吉旧居跡）」

昭和2年～6年3月

在住時の主な作品
189 みき　ろふう 明治22年6月23日 昭和39年12月29日 早稲田鶴巻町315【鳳山館】 明治41年～

三木　露風 牛込袋町12【信陽館】 明治42年3月～
大久保村大字西大久保262【加藤方】、大久保村大字西大久保261
　【大塚方】

190 みずたに　ちくし 明治15年10月8日 昭和10年9月14日 矢来町17 大正2年頃～4年頃
水谷　竹紫 矢来町11 大正5年頃

早稲田鶴巻町211 大正6年頃～7年頃
通寺町61 大正12頃～15年頃
余丁町103 昭和4年頃～6年頃
払方町25 ～昭和10年

191 みずたに　ふとう 安政5年11月15日 昭和18年6月21日 牛込天神町26 明治40年頃
水谷　不倒 牛込矢来町26 明治41年頃

津久戸町6 大正6年頃～8年頃

「入江のほとり」

「茶を作る家」

「法城を護る人々」

「近代大陸文明史」、「新時代の仏教」

「玄朴と長英」、「平将門」

「淀君」

～明治45年5月
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192 みつい　こうし 明治16年10月16日 昭和28年4月3日 市谷甲良町15 大正元年頃
三井　甲之

193 みとみ　くちは 明治22年8月14日 大正6年8月2日 牛込津久戸前町31　※同地（津久戸町31）にて死去 明治40年9月頃～大正6年8月
三富　朽葉

在住時の主な作品
194 みやけ　しゅうたろう 明治25年7月22日 昭和42年2月14日 塩町1-19 大正14年頃

三宅　周太郎 市谷冨久町83 昭和7年頃
195 みやけ　やすこ 明治23年3月15日 昭和7年1月18日 愛住町51 大正10年～13年

三宅　やす子 若松町105 大正14年～昭和3年3月
在住時の主な作品

196 みやざき　とうてん 明治3年12月6日 大正11年12月6日 市谷柳町【易水社】 明治35年
宮崎　滔天 内藤新宿番衆町34 明治38年1月～40年

在住時の主な作品
197 みやじま　しんざぶろう 明治25年1月28日 昭和9年2月27日 原町3-59 大正7年頃～10年

宮島　新三郎 大久保町大字西大久保202 大正12年～大正15年頃
大久保町大字西大久保20 昭和4年頃

在住時の主な作品
198 みやじま　すけお 明治19年8月1日 昭和26年2月19日 ※四谷伝馬町にて出生

宮嶋　資夫 四谷伝馬町 明治37年～
原町 大正7年頃～9年2月頃
原町2-56 大正12年2月頃
戸山町24 大正12年10月頃～14年頃
若松町138 大正14年頃～昭和5年頃
大久保 昭和7年頃～9年頃

在住時の主な作品
199 みやち　かろく 明治17年6月11日 昭和33年4月10日 落合町大字葛谷15 昭和4年～14年

宮地　嘉六 下落合3-1470【玉翠荘】 昭和14年～20年
在住時の主な作品

200 みやもと　ゆりこ 明治32年2月13日 昭和26年1月21日 東信濃町 昭和7年10月～9年6月
宮本　百合子 上落合2-740 昭和9年11月～12年1月

在住時の主な作品
201 むしゃのこうじ　さねあつ 明治18年5月12日 昭和51年4月9日 市谷左内町31 昭和2年10月～3年1月

武者小路　実篤 落合町大字下落合1731 昭和4年4月～10月
在住時の主な作品

202 むらの　しろう 明治34年10月7日 昭和50年3月2日 淀橋町大字角筈字新町1-92 昭和8年頃～昭和18年4月
村野　四郎

在住時の主な作品
203 むらやま　かずこ 明治36年11月7日 昭和21年8月4日 落合村大字上落合186 大正13年～20年

村山　籌子
在住時の主な作品

「未亡人論」、「理想的帝都の建設と公娼廃止運動」、「我が子の性教育」、「奔流」、「燃ゆる花びら」、「海を越えて」

「孫逸仙」、「支那革命の大勢」、「肥後人物評論」

「愛の十字架」、「従軍随筆」

「近代文明の先駆者」、「明治文学十二講」、「大正文学十四講」

「三富朽葉詩集」

「泣いてゐるお猫さん」、「あめくん」

「金」、「禅に生くる」、「続禅に生くる」

「冬を越す蕾」、「乳房」

「武者小路実篤集」

「体操詩集」、「近代修身」
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204 むらやま　ちょうけい 明治10年8月17日 不詳 ※牛込にて出生
村山　鳥逕 四谷須賀町26 ～明治42年8月

牛込南榎町9 明治42年8月～45年2月
市谷甲良町30 明治45年2月～大正4年8月
戸塚町大字諏訪227 大正4年8月～

205 むらやま　ともよし 明治34年1月18日 昭和52年3月22日 落合村大字上落合186 大正12年1月～昭和20年
村山　知義 柏木4-971-7　※同地にて死去 昭和23年～52年

在住時の主な作品
206 もりた　そうへい 明治14年3月19日 昭和24年12月14日 牛込横寺町【正定院】 明治41年

森田　草平
207 もりた　たま 明治27年12月19日 昭和45年10月31日 矢来町41 昭和13年頃～19年頃

森田　たま ※信濃町【慶應大学病院】にて死去
在住時の主な作品

208 もりもと　かおる 明治45年6月4日 昭和21年10月6日 上落合2-829 昭和13年～20年
森本　薫

在住時の主な作品
209 やぐち　たつ 明治22年9月20日 昭和11年4月4日 若松町51 大正3年

矢口　達 若松町131 大正6年～8年
210 やすなり　さだお 明治18年4月2日 大正13年7月23日 市谷薬王寺前町71 明治42年2月頃

安成　貞雄 四谷荒木町10 明治43年1月頃
市谷仲之町38 大正2年3月～4年頃

211 やだ　つせこ 明治40年6月19日 昭和19年3月14日 落合町大字下落合1470【目白会館内】 昭和6年8月～7年11月
矢田　津世子 落合町大字下落合1986 昭和7年11月～14年7月

下落合4-1982 昭和14年7月～15年6月
下落合4-2015 昭和15年6月～16年3月
下落合4-1982　※同地にて死去 昭和16年3月～19年3月

在住時の主な作品
212 やながわ　しゅんよう 明治10年3月5日 大正7年1月9日 新小川町3-25 明治14年

柳川　春葉 牛込横寺町47【尾崎紅葉方・紅葉塾】 明治27年
牛込東五軒町9 明治37年6月
牛込東五軒町35【白木屋別荘庭内】 明治39年3月
北町37　※同地【麹町木沢病院】にて死去 大正4年1月～7年

在住時の主な作品
213 やなせ　まさむ 明治33年1月12日 昭和20年5月25日 落合村大字上落合602 大正12年～13年

柳瀬　正夢 西落合1-303 昭和8年～14年
※新宿駅西口広場にて死去

214 やまうち　よしお 明治27年3月23日 昭和48年12月17日 ※市谷田町にて出生
山内　義雄 市谷田町2-24 ～大正12年頃

新小川町2-10【江戸川アパート10】 昭和10年頃～
在住時の主な作品

215 やまもと　ゆうぞう 明治20年7月27日 昭和49年1月11日 市谷台町20 大正13年7月～15年3月
山本　有三

「志村夏江」、「村山知義戯曲集」、「演劇的自叙伝」

「随筆竹」、「針線余事」

「無法松の一生」、「怒涛」

「神楽坂」、「やどかり」、「花陰」、「茶粥の記」

｢怨之片袖｣､｢更紗｣､｢白すみれ｣､｢行路心｣､｢遠砧｣､｢秋袷｣､｢泊客｣､｢古駅｣､｢枯芦｣､｢母の心｣､｢富と愛｣､｢生さぬ仲｣､｢かたおもい｣

翻訳「狭き門」、翻訳「チボー家の人々」
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216 よしい　いさむ 明治19年10月8日 昭和35年11月19日 内藤町1 大正7年･11年
吉井　勇 淀橋町大字角筈420 大正11年11月頃～14年頃

淀橋町大字角筈420 大正15年5月頃～昭和3年2月頃
217 よしえ　たかまつ 明治13年9月5日 昭和15年3月26日 牛込【信陽館】 明治34年4月～

吉江　喬松 牛込榎町1 明治40年4月～
大久保村大字西大久保175 明治40年11月～
大久保村大字西大久保205 明治42年2月～
大久保村大字西大久保247 明治45年2月～大正5年9月

在住時の主な作品

218 よしかわ　えいじ 明治25年8月11日 昭和37年9月7日 落合町大字上落合553 昭和4年～10年

吉川　英治

219 よしだ　けんいち 明治45年3月27日 昭和52年8月3日 諏訪町195 昭和16年～18年
吉田　健一 払方町34 昭和18年～20年

払方町34　※同地にて死去 昭和28年～52年

在住時の主な作品

220 よしや　のぶこ 明治29年1月12日 昭和48年7月11日 落合町大字下落合 大正15年
吉屋　信子 市谷砂土原町 昭和10年～20年

在住時の主な作品

221 わかやま　ぼくすい 明治18年8月24日 昭和3年9月17日 牛込下戸塚町41【清致館】 明治37年9月～
若山　牧水 大久保余丁町32【石原方】 明治38年10月～

戸塚村大字源兵衛601【北原方】 明治39年5月～
牛込弁天町20【霞北館】 明治39年9月～
牛込原町2-59【阿久津方】 明治40年9月～
牛込南榎町17【小倉方】 明治40年12月～
牛込若松町118 明治41年12月～
早稲田鶴巻町251【八雲館】 明治42年3月～
市谷柳町49【玉信館】 明治43年4月～
淀橋町大字柏木94【土屋方】 明治44年5月～
内藤新宿2-14【森本方】 明治45年5月～

在住時の主な作品

222 わしお　うこう 明治25年4月27日 昭和26年2月9日 弁天町153 ～大正10年頃
鷲尾　雨工 戸山町17 ～昭和14年頃

諏訪町6 昭和18年頃～26年頃
※墓地は市谷冨久町【源慶寺】

在住時の主な作品

223 わだ　でん 明治33年1月17日 昭和60年10月12日 早稲田鶴巻町23【栄城館】 大正12年～13年
和田　伝

在住時の主な作品 「徒労」

「シェイクスピア」、「乞食王子」、「瓦礫の中」

「良人の貞操」

「海の声」、「死か芸術か」、「牧水歌話」

「妖啾」、「吉野朝太平記」

｢緑雲｣､｢高原｣､｢緑の国｣､｢神秘主義者の思想と生活｣､｢近代文明と芸術｣､｢仏蘭西古典劇研究｣､｢仏蘭西印象記｣
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