
著者名 出版社 出版年

1 悪の華 : 1861年版 ボ-ドレ-ル著 ; 安藤元雄訳 集英社 1983

2 悪の花
シャルル・ボードレール著

; 杉本秀太郎訳
弥生書房 1998

3 Les fleurs du mal Charles Baudelaire Jean-Claude Lattès 1987

4 パリの憂愁 ボードレール作 ; 福永武彦訳 岩波書店 1966

5 火箭・赤裸の心
ボードレール著

; 斎藤磯雄訳・注解
立風書房 1974

6
De l'essence du rire et généralement du comique dans les

arts plastiques

Charles Baudelaire ; [avant-

propos de François L'Yvonnet]
Herne 2015

7 ボードレール詩集
ボードレール著

; 粟津則雄訳編
思潮社 1993

8 ボ-ドレ-ルの「パリ風景」 松井好夫著 煥乎堂 1976

9 ボードレール
テオフィル・ゴーチエ著

; 井村実名子訳
国書刊行会 2011

10 ボードレール伝
アンリ・トロワイヤ著

; 沓掛良彦, 中島淑恵訳
水声社 2003

11 人工楽園 : ボ-ドレ-ルの麻薬哲学
ボ-ドレ-ル著

; 松井好夫 訳
煥乎堂 1977

12 『悪の華』を読む 安藤元雄著 水声社 2018

13 ボードレールの迷宮 堀田敏幸著 沖積舎 2001

14 ピエタボードレール
ミシェル・ドゥギー著

; 鈴木和彦訳
未來社 2016

15 侵犯と手袋 : 『悪の華』裁判 横張誠著 朝日出版社 1983

16 群衆の中の芸術家 : ボ-ドレ-ルと十九世紀フランス絵画 阿部良雄著 中央公論社 1975

17
フランス人の昼と夜1852〜1879 :

 資本主義黄金期の日常生活

ピエール・ギラール著

; 尾崎和郎訳
誠文堂新光社 1984

18 19世紀フランス光と闇の空間 小倉孝誠著 人文書院 1996

19 黒猫 ; モルグ街の殺人事件 : 他五編 ポオ作 ; 中野好夫訳 岩波書店 1978

20 黄金虫・アッシャー家の崩壊 : 他九篇 ポオ作 ; 八木敏雄訳 岩波書店 2006

21 悪の華 ボードレール著 ; 阿部良雄訳 筑摩書房 1983

22 文芸批評（ボードレール全集;2） ボードレール著 ; 阿部良雄訳 筑摩書房 1984

23 美術批評（ボードレール全集;3） ボードレール著 ; 阿部良雄訳 筑摩書房 1985

24
散文詩 ; 美術批評下 ; 音楽批評 ; 哀れなベルギー

（ボードレール全集;4）
ボードレール著 ; 阿部良雄訳 筑摩書房 1987

25
人工天国 ; 小説 ; 演劇 ; ジャーナリズム

（ボードレール全集;5）
ボードレール著 ; 阿部良雄訳 筑摩書房 1989

26 内面の日記 ; 書簡 ; 年譜 ; 索引 （ボードレール全集;6） ボードレール著 ; 阿部良雄訳 筑摩書房 1993

27 ボードレール全集;1 ボードレール著 ; 福永武彦編集 人文書院
  1963-

1964

28 ボードレール全集;2 ボードレール著 ; 福永武彦編集 人文書院
  1963-

1964

29 ボードレール全集;3 ボードレール著 ; 福永武彦編集 人文書院
  1963-

1964

30 ボードレール全集;4 ボードレール著 ; 福永武彦編集 人文書院
  1963-

1964
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