
賢治作品
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

1 雨ニモマケズ　男声合唱曲
鈴木 憲夫∥作曲
宮沢 賢治∥作詞

河合楽器製作所・出
版部

2009.11 ｹﾝ/767.08/ｽｽﾞ ○

2 オツベルと象
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2010.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

3 風の又三郎 宮沢 賢治∥作 講談社 2009.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

4 風の又三郎・よだかの星
宮沢　賢治∥原作
原田　梨花∥漫画

ホーム社
集英社(発売)

2010.9 ｹﾝ/726.1/ﾐﾔ ○

5 気のいい火山弾
宮沢 賢治∥作
田中 清代∥絵

三紀商行 2010.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

6 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 角川春樹事務所 2011.4 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

7 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥作 講談社 2009.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

8 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥原作
小田切 進∥監修
[松田 一輝∥作画]

ぎょうせい 2010.4 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

9 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥作 自由国民社 2010.5 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

10 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥原作
清川 あさみ∥絵

リトルモア 2009.12 ｹﾝ/726.6/ｷﾖ ○

11 銀河鉄道の夜 宮澤 賢治∥著 ぶんか社 2010.6 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

12 銀河鉄道の夜　コミック版
宮沢 賢治∥原作
北原 文野∥漫画

ホーム社
集英社(発売)

2010.7 ｹﾝ/726.1/ﾐﾔ ○

13 幻想・雁の童子　戯曲
宮沢 賢治∥原作
杉琴 寿美子∥作

美研インターナショナ
ル

2010.2 ｹﾝ/912.6/ﾐﾔ ○

14
女声<同声>合唱とピアノのための
ネネムの歌

宮沢 賢治∥作詩
鈴木 輝昭∥作曲

河合楽器製作所・出
版部

2009.11 ｹﾝ/767.08/ｽｽﾞ ○

15 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治∥作 講談社 2009.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

16
セロ弾きのゴーシュ・蛙のゴム靴
コミック版

宮沢 賢治∥原作
ノセ クニコ∥漫画

ホーム社
集英社(発売)

2010.10 ｹﾝ/726.1/ﾐﾔ ○

17
ちゃんがちゃがうまこ
児童・女声合唱組曲

千原 英喜∥作曲
宮沢 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2010.11 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

18
注文の多い料理店 セロ弾きのゴー
シュ 猫の事務所

宮沢 賢治∥原作
湖東 美朋∥漫画

金の星社 2011.1 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

19 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥作 講談社 2009.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

20 注文の多い料理店
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2010.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

21 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥著 新潮社 2011.5 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

22 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥著 ぶんか社 2010.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

23
注文の多い料理店 セロひきのゴー
シュ　宮沢賢治童話集

宮沢 賢治∥作
たちもと みちこ∥絵

角川書店 2010.6 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

24
注文の多い料理店　他二編
コミック版

宮沢 賢治∥原作
朔野　安子∥漫画

ホーム社
集英社(発売)

2010.9 ｹﾝ/726.1/ﾐﾔ ○

25 ツェねずみ
宮沢 賢治∥作
石井 聖岳∥絵

三紀商行 2009.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

26 月夜のでんしんばしら
宮沢 賢治∥作
竹内 通雅∥絵

三紀商行 2009.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

27 土神ときつね
宮沢 賢治∥作
大畑 いくの∥絵

三紀商行 2010.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

28 どんぐりと山猫
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2010.1 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

29 日本語を味わう名詩入門　1
宮沢 賢治∥[著]
萩原 昌好∥編
唐仁原 教久∥画

あすなろ書房 2011.4 ｹﾝ/911.568/ﾆﾎ ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

30
ほんとうは怖い賢治童話
宮沢賢治・厳選アンソロジー

宮沢 賢治∥[著]
富永 虔一郎∥編

彩流社 2010.7 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

31 宮澤賢治魂の言葉
宮澤 賢治∥[著]
宮澤 和樹∥監修

ロングセラーズ 2011.7 ｹﾝ/917/ﾐﾔ ○

32 宮沢賢治の詩による混声合唱曲集
林 光∥作曲
宮沢 賢治∥作詞

全音楽譜出版社 2009.8 ｹﾝ/767.08/ﾊﾔ ○

33
宮沢賢治　ホメラレモセズ クニモサレ
ズ ソウイウモノニ ワタシハナリタイ

宮沢 賢治∥著
高橋 順子∥選　鑑賞解説

小学館 2010.3 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

34 山男の四月
宮沢 賢治∥作
飯野 和好∥絵

三起商行 2010.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

賢治作品(一部掲載）
No 資　料　名 著　者　名　等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

35 あの声優が読むあの名作 齋藤 孝∥監修 マガジンハウス 2010.7 ｹﾝ/913.68/ｱﾉ ○

36 きのこ文学名作選 飯沢 耕太郎∥編 港の人 2010.11 ｹﾝ/918/ｷﾉ ○

37
子どもが眠るまえに読んであげた
い365のみじかいお話

田島 信元∥監修 永岡書店 2011.3 ｹﾝ/908.3/ｺﾄﾞ ○

38
齋藤孝の親子で読む国語教科書
5年生

齋藤 孝∥著 ポプラ社 2011.3 ｹﾝ/817.5/ｻｲ/5 ○

39
齋藤孝の親子で読む国語教科書
6年生

齋藤 孝∥著 ポプラ社 2011.3 ｹﾝ/817.5/ｻｲ/6 ○

40
中学生までに読んでおきたい日本
文学　1

松田 哲夫∥編 あすなろ書房 2010.7 ｹﾝ/918.6/ﾁﾕ/1 ○

41
中学生までに読んでおきたい日本
文学　9

松田 哲夫∥編 あすなろ書房 2011.3 ｹﾝ/918.6/ﾁﾕ/9 ○

42
中学生までに読んでおきたい日本
文学　10

松田 哲夫∥編 あすなろ書房 2011.3 ｹﾝ/918.6/ﾁﾕ/10 ○

43 中学校たのしい劇脚本集　1 日本演劇教育連盟∥編 国土社 2010.12 ｹﾝ/775.7/ﾁﾕ/1 ○

44 中学校たのしい劇脚本集　3 日本演劇教育連盟∥編 国土社 2011.3 ｹﾝ/775.7/ﾁﾕ/3 ○

45 日本の名作おさらい
中嶋 毅史∥著
勝木 美千子∥著

自由国民社 2010.7 ｹﾝ/910.26/ﾅｶ ○

46 みちのく怪談名作選　vol.1 東 雅夫∥編 荒蝦夷 2010.11 ｹﾝ/913.68/ﾐﾁ ○

賢治に関する図書
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

47
イーハトーブ農学校の賢治先生
宮沢賢治知られざる教師時代

魚戸 おさむ∥作
佐藤 成∥原案・監修

小学館 2010.9 ｹﾝ/726.1/ｳｵ ○

48
イーハトーブ悪人列伝
宮沢賢治童話のおかしなやつら

大角 修∥著 勉誠出版 2011.2 ｹﾝ/910.268/ｵｵ ○

49
うずのしゅげ
音声による宮沢賢治方言作品

〔宮沢  賢治∥著〕
宮沢賢治学会イーハトーブセ
ンター∥編集

宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター

2009.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

50 科学者としての宮沢賢治 斎藤 文一∥著 平凡社 2010.7 ｹﾝ/910.268/ｻｲ ○

51
かなしみはちからに
心にしみる宮沢賢治のことば

宮沢 賢治∥[著] 朝日新聞出版 2011.6 ｹﾝ/917/ﾐﾔ ○

52 賢治その時の盛岡　絵で見る ー 跫社 2010.11 ｹﾝ/910.268/ｹﾝ

53 賢治オノマトペの謎を解く 田守 育啓∥著 大修館書店 2010.9 ｹﾝ/814/ﾀﾓ ○

54 賢治研究　107号 ー 宮沢賢治研究会 2009.10
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-107 ○

55 賢治研究　108号 ー 宮沢賢治研究会 2009.12
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-108 ○

56 賢治研究　109号 ー 宮沢賢治研究会 2010.3
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-109 ○

57 賢治研究　110号 ー 宮沢賢治研究会 2010.6
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-110 ○

58 賢治研究　111号 ー 宮沢賢治研究会 2010.9
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-111 ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

59 賢治研究　112号 ー 宮沢賢治研究会 2010.12
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-112 ○

60 賢治研究　113号 ー 宮沢賢治研究会 2011.3
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-113 ○

61 賢治研究　114号 ー 宮沢賢治研究会 2011.7
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-114 ○

62 賢治考証 工藤 哲夫∥著 和泉書院 2010.3 ｹﾝ/910.268/ｸﾄﾞ ○

63 賢治さんへの手紙 ー 石鳥谷賢治の会 2011.1 ｹﾝ/910.268/ｹﾝ ○

64 賢治と盛岡 牧野 立雄∥著 杜陵高速印刷 2009.8 ｹﾝ/910.268/ﾏｷ ○

65 賢治の北斗七星 三上 満∥著 新日本出版社 2009.10 ｹﾝ/910.268/ﾐｶ ○

66 慈悲をめぐる心象スケッチ 玄侑 宗久∥[著] 講談社 2011.1 ｹﾝ/910.268/ｹﾞﾝ ○

67 図説宮沢賢治
上田 哲/関山 房兵/大
矢 邦宣/池野 正樹∥著

河出書房新社 2009.8 ｹﾝ/910.268/ｽﾞｾ ○

68 図説宮澤賢治
天沢 退二郎/栗原 敦/
杉浦 静∥編

筑摩書房 2011.5 ｹﾝ/910.268/ｽﾞｾ ○

69 スピリチュアルな宮沢賢治の世界 熊谷 えり子∥著 でくのぼう出版 2009.8 ｹﾝ/910.268/ｸﾏ ○

70 デクノボー宮沢賢治の叫び
山折 哲雄∥著
吉田 司∥著

朝日新聞出版 2010.8 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ ○

71
童話『銀河鉄道の夜』の舞台は矢巾・南
昌山 宮沢賢治直筆ノート新発見

松本 隆∥著 ツーワンライフ 2010.11 ｹﾝ/910.268/ﾏﾂ ○

72
ナーサルパナマの謎
宮沢賢治研究余話

入沢 康夫∥著 書肆山田 2010.9 ｹﾝ/910.268/ｲﾘ ○

73 虹の足あと
北畠 桂子∥著
宮沢 賢治∥文

美研インターナショナ
ル

2009.10 ｹﾝ/723.1/ｷﾀ ○

74
花園農村の理想をかかげて　空を越
え、時を超え、未来を開くアザリアの花
韮崎市制施行五十五周年記念誌

アザリア記念会∥編集 アザリア記念会 2009.10 ｹﾝ/910.268/ﾊﾅ ○

75
「ヒドリ」か、「ヒデリ」か
宮沢賢治「雨ニモマケズ」中の一語を
めぐって

入沢 康夫∥著 書肆山田 2010.5 ｹﾝ/910.268/ｲﾘ ○

76
文藝月光　2　発見!宮沢賢治「海岸
は実に悲惨です」

福島 泰樹∥責任編集 勉誠出版 2010.7 ｹﾝ/910.5/ﾌﾞﾝ/2 ○

77 宮澤賢治イーハトヴ学事典
天沢 退二郎/金子 務/
鈴木 貞美∥編集委員

弘文堂 2010.2 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

78
宮澤賢治『銀河鉄道の夜』の真実を
探って

佐々木 賢二∥著 誠文堂新光社 2011.5 ｹﾝ/913.6/ｻｻ ○

79
宮沢賢治と近角常観
宮沢一族書簡の翻刻と解題

岩田 文昭∥[著]
碧海 寿広∥[著]

[大阪教育大学] [2010] ｹﾝ/910.268/ｲﾜ ○

80 宮沢賢治と平田篤胤 市川 修∥著 藍パブリッシング 2010.2 ｹﾝ/910.268/ｲﾁ ○

81
宮沢賢治早池峰山麓の岩石と童話
の舞台

亀井 茂/照井 一明∥共著・
写真
イーハトーヴ団栗団企画∥編
集

イーハトーヴ団栗団
企画

2009.12 ｹﾝ/910.268/ｶﾒ ○

82
宮沢賢治文学における地学的想像
力

鈴木 健司∥著 蒼丘書林 2011.5 ｹﾝ/910.268/ｽｽﾞ ○

83 宮沢賢治「文語詩稿五十篇」評釈 信時 哲郎∥著 朝文社 2010.2 ｹﾝ/911.52/ﾉﾌﾞ ○

84 宮澤賢治<旅程幻想>を読む 伊藤 眞一郎∥著 朝文社 2010.11 ｹﾝ/910.268/ｲﾄ ○

85 ミヤザワケンジ・グレーテストヒッツ 高橋 源一郎∥著 集英社 2010.10 ｹﾝ/913.6/ﾀｶ ○

86 宮澤賢治愛のうた 澤口 たまみ∥著
盛岡出版コミュニ
ティー

2010.4 ｹﾝ/913.6/ｻﾜ ○

87
宮沢賢治記念館年報
平成20年度

〔宮沢賢治記念館∥編〕 宮沢賢治記念館 2009
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2008 ○

88
宮沢賢治記念館年報
平成21年度

〔宮沢賢治記念館∥編〕 宮沢賢治記念館 2010
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2009 ○

89
宮沢賢治　銀河鉄道で星空を旅し
たファンタジー作家

柊 ゆたか∥漫画 集英社 2010.10 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

90
宮沢賢治と斎藤宗次郎　「雨ニモマ
ケズ」物語

山折  哲雄∥講演
岩手大学∥編集

岩手大学 〔2006〕 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

91 宮沢賢治と天然石 北出 幸男∥著 青弓社 2010.8 ｹﾝ/910.268/ｷﾀ ○

92
宮澤賢治と幻の恋人
澤田キヌを追って

澤村 修治∥著 河出書房新社 2010.8 ｹﾝ/910.268/ｻﾜ ○

93 宮沢賢治読者論 西田 良子∥著 翰林書房 2010.3 ｹﾝ/910.268/ﾆｼ ○

94 宮沢賢治「二相ゆらぎ」の世界 西郷 竹彦∥著 黎明書房 2009.8 ｹﾝ/910.268/ｻｲ ○

95 宮沢賢治の歩いた道 金子 民雄∥著 れんが書房新社 2009.11 ｹﾝ/910.268/ｶﾈ ○

96
「宮沢賢治」の誕生
そのとき銀河鉄道の汽笛が鳴った

大角 修∥著 中央公論新社 2010.5 ｹﾝ/910.268/ｵｵ ○

97
宮沢賢治は名探偵!!
タイムスリップ探偵団と銀河鉄道大暴
走の巻

楠木 誠一郎∥作
岩崎 美奈子∥絵

講談社 2010.6 ｹﾝ/913.6/ｸｽ ○

98
宮沢賢治
幻の郵便脚夫を求めて

吉田 文憲∥著 大修館書店 2009.11 ｹﾝ/910.268/ﾖｼ ○

99
臨時緯度観測所と宮沢賢治「風野
又三郎」

沼田 尚道∥著 [沼田尚道] 2011.7 ｹﾝ/913.6/ﾇﾏ ○

100
わが心の銀河鉄道
宮沢賢治物語

ー 東映㈱映像事業部 1996.10 ｹﾝ/778.21/ﾜｶﾞ

賢治に関する図書（一部掲載）
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

101 あの作家の隠れた名作 石原 千秋∥著 PHP研究所 2009.11 ｹﾝ/910.26/ｲｼ ○

102
顕れる詩
言葉は他界に触れている

吉田 文憲∥著 思潮社 2009.10 ｹﾝ/911.5/ﾖｼ ○

103
異形の心的現象
統合失調症と文学の表現世界

吉本 隆明∥著
森山 公夫∥著

批評社 2009.9 ｹﾝ/493.7/ﾖｼ ○

104 偉人たちの少年少女時代　3 漆原 智良∥作 ゆまに書房 2011.3 ｹﾝ/280/ｳﾙ/3 ○

105
いのち、学び、そして9条　いきいき!
子どもたち

佐藤 学/田中 孝彦/小森
陽一/教育子育て九条の会
∥編著

高文研 2010.12 ｹﾝ/369.4/ｲﾉ ○

106 いのちを拝む 瀬上 敏雄∥著 春秋社 2011.2 ｹﾝ/911.04/ｾｶﾞ ○

107

岩手医科大学共通教育研究年報
第44号
「宮沢賢治における詩作の始まり－「屈
折率」「くらかけの雪」論」（黒沢勉著）

ー
岩手医科大学共通
教育センター

2009.12
ｹﾝ/910.268/ｲﾜ
/44

108
エスペラントをめぐって
柳田国男・新渡戸稲造・宮沢賢治

岡村 民夫∥著
佐藤 竜一∥著

イーハトヴ・エスペラン
ト会

2010.10 ｹﾝ/899.1/ｵｶ ○

109
越境する言の葉　世界と出会う日本文
学　日本比較文学会学会創立六〇周
年記念論文集

日本比較文学会∥編 彩流社 2011.6 ｹﾝ/910.4/ｴﾂ ○

110
愛媛国文研究　第59号（平成21年）
「詩の指導について-宮澤賢治『永訣の
朝』・中原中也『サーカス』を中心に-」

ー
愛媛国語国文学会
愛媛県高等学校教
育研究会国語部会

2009.12
ｹﾝ/910.268/ｴﾋ
/59 ○

111 絵本BOOK END
絵本学会機関誌編集委
員会∥編集

絵本学会 2010.10
ｹﾝ/019.53/ｴﾎ
/2010 ○

112
遠藤周作　祈りとユーモアの作家
宮沢賢治　未来圏の旅人

三浦 朱門/加賀 乙彦/林
真理子/瀬戸内 寂聴∥著
日本放送協会/日本放送出
版協会∥編集
山折 哲雄/中村 桂子/藤原
真理/ロジャー　パルバース
∥著

日本放送出版協会 2010.12 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

113
遠藤周作の『深い河』を読む　マ
ザー・テレサ、宮沢賢治と響きあう

山根 道公∥著 朝文社 2010.9 ｹﾝ/913.6/ﾔﾏ ○

114
桜美林世界文学　第7号
「宮沢賢治の童話作品における農村」
（趙秀英著）

ー
桜美林大学世界文
学会

2011.3
ｹﾝ/910.268/ｵｳ
/7 ○

115

大妻女子大學大學院文學研究科
論集　第20号
「宮沢賢治「三五 測候所」(一九二四、
四、六、)考」（大竹智美著）

ー
大妻女子大学大学
院文学研究科

2010.3
ｹﾝ/910.268/ｵｵ
/20 ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

116
大人のための国語教科書
あの名作の“アブない”読み方!

小森 陽一∥[著] 角川書店 2009.1 ｹﾝ/910.26/ｺﾓ ○

117 鬼の思想　鬼哭と狂気 綱澤 満昭∥著 風媒社 2009.9 ｹﾝ/388.1/ﾂﾅ ○

118

学芸国語教育研究　第27号
「教材としての「注文の多い料理店」とそ
の構造-三すくみの戦略と<場>としての
イーハトヴ-」（笹平真之介著）

東京学芸大学国語科教
育学研究室∥編集

東京学芸大学国語
科教育学研究室

2009.12
ｹﾝ/910.268/ｶﾞｸ
/27 ○

119

学芸国語国文学　第43号
「宮沢賢治｢注文の多い料理店」にみる
日本語の<共同主観性>-文学を題材に
日本語の特性を教える可能性について
の一考察-」（笹平真之介著）

東京学芸大学国語国文
学会∥編集

東京学芸大学国語
国文学会

2011.3
ｹﾝ/910.268/ｶﾞｸ
/43 ○

120

可視化情報学会誌
Vol.30 suppl.No.1(2010)
「『銀河鉄道の夜』における｢青｣について
-離散値系ウェーブレット多重解像度解
析-」（井波真弓･齋藤兆古･堀井清之
著）

可視化情報シンポジウム
委員会∥編集

可視化情報学会 2010.7
ｹﾝ/910.268/ｶｼ
/30-1 ○

121
気候工学入門　新たな温暖化対策
ジオエンジニアリング

杉山 昌広∥著 日刊工業新聞社 2011.5 ｹﾝ/519/ｽｷﾞ ○

122 綺想礼讃 松山 俊太郎∥著 国書刊行会 2010.1 ｹﾝ/910.26/ﾏﾂ ○

123
北上市立博物館研究報告　第18号
「北上山地と宮沢賢治」（原子内貢著）

北上市立博物館∥編集 北上市立博物館 2011.3 ｹﾝ/051.1/ｷﾀ

124
教師・・木と賢治　近代日本におけ
る「もうひとつの教育史」

荒川 紘∥著 新曜社 2010.6 ｹﾝ/372.106/ｱﾗ ○

125

京都語文　第17号
「宮沢賢治の書簡「あなたはむかし…」
の位置-親友・保阪嘉内宛書簡の再検
討から」（大明敦著）

ー
佛教大学国語国文
学会

2010.11
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/17 ○

126 近現代詩の可能性
フェリス女学院大学∥編
集

フェリス女学院大学 2011.3 ｹﾝ/911.52/ｷﾝ ○

127
近代産業文明の黄昏
人間の時代の目指しを求めて

高瀬 浄∥著 芦書房 2010.4 ｹﾝ/331/ﾀｶ ○

128

近代文学研究と資料　第2次第5集
「地上の時計、銀河の時計 -『銀河鉄道
の夜』論-」（大木しおり著）
「賢治による「けんじ」の表現 -書き方を
教える授業の提案-」（大野香織著）

ー
早稲田大学大学院
教育学研究科千葉・
金井・石原研究室

2011.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾝ
/2-5 ○

129
藝文研究　第98号
「宮沢賢治の自然観-『ほんたうのたべも
の』論をめぐって」（小川未樹著）

慶應義塾大学藝文学会
∥編集

慶應義塾大学藝文
学会

2010.6
ｹﾝ/910.268/ｹﾞｲ
/98 ○

130

藝文研究　第99号
「宮澤賢治初期受容における横光利一
の影響-文藝春秋講演会での発言をめ
ぐって-」（村山龍著）

慶應義塾大学藝文学会
∥編集

慶應義塾大学藝文
学会

2010.12
ｹﾝ/910.268/ｹﾞｲ
/99 ○

131

COAL SACK 65号
「「高村光太郎と宮沢賢治と森荘已池」
二〇〇八年七月十九日宮沢賢治の会
講演改稿」（森三紗著）

ー コールサック社 2009.12
ｹﾝ/910.268/ｺﾙ
/65 ○

132

COAL SACK　67号
「宮沢賢治と同人雑誌(第二回)「貌」1 -
森佐一(荘已池)と生出桃星と宮沢賢治
-」（森三紗著）
「-賢治の「ヒドリ」の深層に触れる者たち
入沢康夫氏への公開書簡-」（鈴木比佐
雄著）

ー コールサック社 2010.8
ｹﾝ/910.268/ｺﾙ
/67 ○

133

COAL SACK　68号
「石川・木と宮沢賢治と森荘已池-『一握
の砂』発刊百年に思う(長野県長野市・
松本市講演改稿)-」（森三紗著）

ー コールサック社 2010.12
ｹﾝ/910.268/ｺﾙ
/68 ○

134

国際児童文学館紀要 第22号
「宮沢賢治の「よだかの星」と権正生の
「小犬のうんち」の比較と考察」（朴昭英
著）

ー
大阪国際児童文学
館

2010.3
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/22 ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

135
国文学研究　第160集
「徴兵忌避者としての宮沢賢治-徴兵検
査とその周辺-」（中村晋吾著）

ー
早稲田大学国文学
会

2010.3
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/160 ○

136

國文學攷　第207号
「宮沢賢治/『文語詩稿』への転機-ブ
ルーブラックインク<写稿>による定稿の
形成」（島田隆輔著）

広島大学国語国文学会
広島大学国語国文
学会

2010.9
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/207 ○

137 心と響き合う読書案内 小川　洋子∥著 ＰＨＰ研究所 2009.3 ｹﾝ/904/ｵｶﾞ

138 この人から受け継ぐもの 井上 ひさし∥著 岩波書店 2010.12 ｹﾝ/914.6/ｲﾉ ○

139
この独身者はすごい!結婚しなかっ
た24人の偉人

北嶋 廣敏∥著 ジョルダン 2009.10 ｹﾝ/280.4/ｷﾀ ○

140
琥珀色の肖像　黎明期をひたむき
に生きた一農業技師

海老沢 小百合∥著
時事通信出版局
時事通信社(発売)

2010.8 ｹﾝ/289.1/ｻｶ ○

141
コンテンツ文化史研究　第4号
「橋本紡「半分の月がのぼる空」における
宮沢賢治作品の受容」（橋本紡著）

コンテンツ文化史学会∥
編集

コンテンツ文化史学
会

2010.10
ｹﾝ/910.268/ｺﾝ
/4 ○

142
作家と温泉
お湯から生まれた27の文学

草【ナギ】 洋平∥編 河出書房新社 2011.1 ｹﾝ/910.26/ｻﾂ ○

143 作家のへその緒 池内 紀∥著 新潮社 2011.5 ｹﾝ/910.26/ｲｹ ○

144
サライ
第22巻第7号（2010年7月号）

ー 小学館 2010.6
ｹﾝ/910.268/ｻﾗ
/22-7 ○

145
詩人の深層探求　鈴木比佐雄詩論
集

鈴木 比佐雄∥著 コールサック社 2011.5 ｹﾝ/911.5/ｽｽﾞ ○

146
實踐國文學　第77号
「宮沢賢治と黄瀛-詩的邂逅の意義-」
（栗原敦著）

ー 実践国文学会 2010.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾂ
/77 ○

147
島大国文　第32号
「宮沢賢治・《文語詩稿》定稿の形成過
程に関する覚え書き」（島田隆輔著）

ー 島大国文会 2008.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾏ
/32

148
島大国文　第33号
「宮沢賢治・《文語詩稿》生成の一面-『歌
稿<B>』にかかわって-」（島田隆輔著）

ー 島大国文会 2011.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾏ
/33

149

白百合女子大学言語・文学研究セ
ンター言語・文学研究論集
第11号
「宮沢賢治「銀河鉄道の夜」の変容-韓
国での翻訳をめぐって-」（朴鐘振著）

白百合女子大学言語・
文学研究センター∥編集

白百合女子大学言
語・文学研究セン
ター

2011.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/11 ○

150

白百合女子大学児童文化研究セン
ター研究論文集　13
「宮沢賢治の近代意識に関する考察-
文語詩「<いたつきてゆめみなやみし>」
を中心に」（朴鍾振著）

白百合女子大学児童文
化研究センター研究論文
集編集委員会∥編集

白百合女子大学児
童文化研究センター

2010.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/13 ○

151

白百合女子大学児童文化研究セン
ター研究論文集　14
「台湾における「銀河鉄道の夜」の異本
作業-宮澤賢治童話の海外受容の一環
として-」（陳瀅如著）

白百合女子大学児童文
化研究センター研究論文
集編集委員会∥編集

白百合女子大学児
童文化研究センター

2011.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/14 ○

152

白百合女子大学キリスト教文化研
究論集　第11号
「賢治とキリスト教(11)」（宮澤健太郎著）

ー
白百合女子大学キリ
スト教文化研究所

2010.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/11 ○

153

白百合女子大学キリスト教文化研
究論集　第12号
「賢治とキリスト教(12)」（宮澤健太郎著）

ー
白百合女子大学キリ
スト教文化研究所

2011.2
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/12 ○

154 神的批評 大澤 信亮∥著 新潮社 2010.10 ｹﾝ/910.26/ｵｵ ○

155
真なるバルバロイの詩想　北上か
らの文化史的証言(1953-2010)

斎藤 彰吾∥著 コールサック社 2011.3 ｹﾝ/911.5/ｻｲ ○

156

人文・自然・人間科学研究　第22号
「宮澤賢治「オツベルと象」の学習指導
過程について-国語科教育における文
学教材のあり方-」（佐野正俊著）

拓殖大学人文科学研究
所編集委員会∥編集

拓殖大学人文科学
研究所

2009.10
ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾝ
/22 ○

157
人文・自然・人間科学研究 第24号
「立身出世主義と宮澤賢治」 （千葉一
幹著）

拓殖大学人文科学研究
所編集委員会∥編集

拓殖大学人文科学
研究所

2011.1
ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾝ
/24 ○
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158

水声通信　no.33(2010年第1号)
「宮沢賢治と美的モダニズムのエコロジ
カルな眼差し」（グレゴリー・ガーリー著
山本洋平訳）

ー 水声社 2010.7
ｹﾝ/910.268/ｽｲ
/33 ○

159

精神科臨床の星影　安克昌、樽味
伸、中井久夫、神田橋條治、宮沢
賢治をめぐる時間

杉林 稔∥著 星和書店 2010.7 ｹﾝ/493.7/ｽｷﾞ ○

160

瀬木学園紀要　第4号（2010）
「青年期心理とアイデンティティの形成
過程-宮澤賢治の伝記資料と作品を通
して-」（森恭子著）

ー 愛知みずほ大学 2010.3
ｹﾝ/910.268/ｾｷﾞ
/4 ○

161 「食べる」思想 村瀬 学∥著 洋泉社 2010.3 ｹﾝ/141.74/ﾑﾗ ○

162 地域学への招待 京都造形芸術大学∥編 角川学芸出版 2010.3 ｹﾝ/291/ﾁｲ ○

163
地学教育と科学運動　62
「石っこ賢さんに学んだ旅-2009年宮沢
賢治ジオツアー-」（倉林三郎著）

「地学教育と科学運動」
編集委員会∥編集

地学団体研究会 2009.12
ｹﾝ/910.268/ﾁｶﾞ
/62 ○

164

中央大學國文　第54号
「ブルカニロ博士とまことの幸福-宮沢賢
治先生の二つの文章を巡る非・文学的
考察-」（沢村鐵著）

中央大學國文學會∥編
集

中央大學國文學會 2011.3
ｹﾝ/910.268/ﾁﾕ
/54 ○

165 地理思想と地理教育論 山口 幸男∥著 学文社 2009.12 ｹﾝ/375.33/ﾔﾏ ○

166
都留文科大学研究紀要　第73集
「「銀河鉄道の夜」を読む(Ⅰ)」（関口安
義著）

都留文科大学紀要編集
委員会∥編集

都留文科大学 2011.3
ｹﾝ/910.268/ﾂﾙ
/73 ○

167
天理大学学報　第61巻第2号
「自己･自然･信仰-G.M.ホプキンズと宮
澤賢治-」（高橋美帆著）

天理大学∥編集 天理大学 2010.2
ｹﾝ/910.268/ﾃﾝ
/223 ○

168 東北人物伝　光と風と心と 勝股 康行∥著
丸善仙台出版サービ
スセンター(制作)

2010.7 ｹﾝ/281.2/ｶﾂ ○

169 東北の文学源流への旅 成田 健∥著 無明舎出版 2011.2 ｹﾝ/910.26/ﾅﾘ ○

170
遠山啓エッセンス　7
数学・文化・人間

遠山 啓∥著
銀林 浩/榊 忠男/小沢 健
一∥編

日本評論社 2009.10 ｹﾝ/375.41/ﾄｵ/7 ○

171
中村伸一郎追悼集
あるイーハトーブの音楽家

ー 宮沢賢治の会 2010.12 ｹﾝ/762.1/ﾐﾔ

172
日本近代文学会北海道支部会報　13
「<異の空間>への起点-宮澤賢治における北
上山地という磁場-」（吉村悠介著）

日本近代文学会北海道
支部∥編集

日本近代文学会北
海道支部

2010.5
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/13 ○

173
日本名僧奇僧列伝
いのちというは、仏道

小嵐 九八郎∥著 河出書房新社 2010.12 ｹﾝ/913.6/ｺｱ ○

174
日本近代文学 第81集
「成熟か拡散か-『新校本宮澤賢治全集』別
巻を刊行して思うこと-」（栗原敦著）

「日本近代文学会」編集
委員会∥編集

日本近代文学会 2009.11
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/81 ○

175
日本大学芸術学部紀要　第51号
「宮沢賢治と尾崎翠-二人の作家の共
通点を探る」（山下聖美著）

ー 日本大学芸術学部 2010.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/51 ○

176

日本文学　No.679(2010-1)
「子どもが読む「注文の多い料理店」-文
学の読み手としての子どもは､作品を成
長の糧とする-」（牛山恵著）

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2010.1
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/59-1 ○

177

日本文学　No.680(2010-2)
「「すきとほつたほんたうのたべもの」を
「あなた」へ-宮沢賢治『どんぐりと山猫』
の深層批評-」（田中実著）

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2010.2
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/59-2 ○

178
花びらは散る花は散らない
無常の日本思想

竹内 整一∥著 角川学芸出版 2011.3 ｹﾝ/121.04/ﾀｹ ○

179 百年読書会 重松 清∥編著 朝日新聞出版 2010.7 ｹﾝ/910.264/ｼｹﾞ ○

180
文科の継承と展開　都留文科大学
国文学科50周年記念論文集

都留文科大学国文学科
∥編

勉誠出版 2011.3 ｹﾝ/910.4/ﾌﾞﾝ ○

181
文学の権能
漱石・賢治・安吾の系譜

押野 武志∥著 翰林書房 2009.11 ｹﾝ/910.26/ｵｼ ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

182
文学の授業をつくる　いのち、ここ
ろ、しあわせ

松本 議生∥著 蒼丘書林 2009.11 ｹﾝ/375.85/ﾏﾂ ○

183
文学言語の探究
 記述行為論序説

石川 則夫∥著 笠間書院 2010.2 ｹﾝ/901/ｲｼ ○

184

文学部紀要　23-1
「宮沢賢治文学における地学的想像力
７  基礎編：「〈地質調査ルートマップ〉」
の検証（その一）  －「五間ケ森」とその
周辺－」（鈴木健司著）

文教大学文学部紀要委
員会∥編集

文教大学 2009.9
ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ
/23-1 ○

185

文学部紀要　23-2
「宮沢賢治文学における地学的想像力
8 応用編:「岩頸」意識について-〈現実〉
と〈心象〉-」（鈴木健司著）

文教大学文学部紀要委
員会∥編集

文教大学 2010.3
ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ
/23-2 ○

186

文学部紀要　24-1
「宮沢賢治文学における地学的想像力
10 基礎編:「盛岡附近地質図」の検証-
飯岡層の扱いを中心に-」（鈴木健司
著）

文教大学文学部紀要委
員会∥編集

文教大学 2010.9
ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ
/24-1 ○

187

文学部紀要　24-2
「宮沢賢治文学における地学的想像力
11 基礎編:「<地質調査ルートマップ>」
の検証(その2)-賢治が採取した岩石標
本及び地学的考察-」（鈴木健司著）

文教大学文学部紀要委
員会∥編集

文教大学 2011.3
ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ
/24-2 ○

188
文芸教育　91(2010春)
特集宮沢賢治「二相ゆらぎの世界」

西郷 竹彦∥責任編集
文芸教育研究協議会∥編集

新読書社 2010.4 ｹﾝ/375.8/ﾌﾞﾝ/91 ○

189
文豪たちの手紙の奥義
ラブレターから借金依頼まで

中川 越∥著 新潮社 2010.6 ｹﾝ/910.26/ﾅｶ ○

190 文豪はみんな、うつ 岩波 明∥著 幻冬舎 2010.7 ｹﾝ/910.26/ｲﾜ ○

191 法華経の社会哲学 松岡 幹夫∥著 論創社 2010.3 ｹﾝ/183.3/ﾏﾂ ○

192 マグマという名の煩悩 鎌田 浩毅∥著 春秋社 2011.5 ｹﾝ/453.8/ｶﾏ ○

193 松原正全集　第1巻 松原 正∥著 圭書房 2010.7 ｹﾝ/081.6/ﾏﾂ ○

194
三上満と松野迅がおくる星めぐりの
歌

ー 音楽センター 2010.5 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

195
名作童話を読む
未明・賢治・南吉

宮川 健郎∥編著 春陽堂書店 2010.5 ｹﾝ/909.3/ﾐﾔ ○

196 名作の中の地球環境史 石 弘之∥著 岩波書店 2011.3 ｹﾝ/902.09/ｲｼ ○

197

明星大学研究紀要　第19号(2011
年) 人文学部・日本文化学科
「宮沢賢治「注文の多い料理店」論-猟
師・犬・団子への着目-」（青山英正著）

ー 明星大学日野校 2011.3
ｹﾝ/910.268/ﾒｲ
/19 ○

198 めがね橋よもやま話 水原 義人∥編著 新町自治振興会 2010.10 ｹﾝ/516.24/ﾐｽﾞ ○

199 森荘已池展　企画展 森  三紗∥企画監修
宮沢賢治イーハトー
ブ館

〔2003〕 ｹﾝ/910.268/ﾓﾘ

200 闇のファンタジー
一柳 廣孝∥編著
吉田 司雄∥編著

青弓社 2010.8 ｹﾝ/902.3/ﾔﾐ ○

201
吉本隆明資料集
加速する変容/宮沢賢治を語る

吉本 隆明∥[編著] 猫々堂 2011.5
ｹﾝ/910.268/ﾖｼ
/105 ○

202

琉球大学教育学部教育実践総合
センター紀要　第17号
「集団の読みを深める-宮沢賢治「やま
なし」の授業実践から- 」（宮城信夫著）

琉球大学教育学部附属
教育実践総合センター∥
編集

琉球大学教育学部
附属教育実践総合セ
ンター

2010.3
ｹﾝ/910.268/ﾘﾕ
/17 ○

203 霊園から見た近代日本 浦辺 登∥著 弦書房 2011.3 ｹﾝ/210.6/ｳﾗ ○

204 霊性の文学霊的人間 鎌田 東二∥[著] 角川学芸出版 2010.9 ｹﾝ/902.09/ｶﾏ ○

205 レフ・トルストイ　57 ー 〔出版者不明〕 2009.12 ｹﾝ/980.2/ﾚﾌ/57 ○
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賢治に関する雑誌
No 資　料　名 出版年 請求記号 館外貸出

1 雲の信号 8号 2010.9 KS/ｹﾝ/ｸ1

2 十代 29巻4号～31巻3号
2009.8～
2011.6

S/051/ｼﾞ2 ○

3
宮沢賢治学会イーハトーブセンター会
報 39～41号

2009.9～
2010.9

KS/ｹﾝ/ﾐ3 ○

4 宮沢賢治記念館通信 101～104号
2009.9～
2011.3

KS/ｹﾝ/ﾐ1

5 宮沢賢治研究annual 20号 2010.3 KS/ｹﾝ/ﾐ2

6
宮沢賢治センター通信 （岩手大学内）

7～12号
2009.8～
2011.7

KS/ｹﾝ/ミ5

7 山猫通信 157～167号
2009.9～
2011.5

KS/ｹﾝ/ﾔ1

8 論攷宮沢賢治 9号 2010.12 KS/ｹﾝ/ﾛ1/9 ○

9 ワルトラワラ 30～33号
2009.11～

2011.6
KS/ｹﾝ/ﾜ1

賢治に関する雑誌（一部掲載）
No 資　料　名 著　者　名 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

10
AERA 24巻32号
人物 高木仁三郎と宮沢賢治

小北 清人
東川 哲也

朝日新聞出版 2011.7 S/051/ｱ5/24-32

11
いわてねんりんクラブ 145号
賢治作品にみる音楽･自然観の考察（46）

板谷 栄城 ねんりん舎 2009.8 KS/36/ﾈ5/145

12
いわてねんりんクラブ 147号
賢治作品にみる音楽･自然観の考察（47）

板谷 栄城 ねんりん舎 2009.11 KS/36/ﾈ5/147

13
いわてねんりんクラブ 149号
賢治作品にみる音楽・自然観の考察（48）

板谷 栄城 ねんりん舎 2010.3 KS/36/ﾈ5/149

14
学苑 826号
「セロ弾きのゴーシュ」‐‐その語りの仕組み

遠藤 祐 昭和女子大学 2009.8 S/370/ｶﾞ1/826

15
学苑 828号
〈銀河鉄道〉をめぐるふたつの夜

遠藤 祐 昭和女子大学 2009.10 S/370/ｶﾞ1/828

16
学苑 845号
「狼森と笊森、盗森」を読む‐‐（聖なるもの）
ならびに（人間たち）と（森たち）と

遠藤 祐 昭和女子大学 2011.3 S/370/ｶﾞ1/845

17
現代詩手帖 54巻7号
宮沢賢治、妹からの視線（新連載･1）「遷
移」する空間‐‐詩「鳥の遷移」を読む

吉田 文憲 思潮社 2011.7 S/911/ｹﾞ3/54-7

18
佼成 60巻8号～60巻12号
マンガ･イーハトーブ 農学校の賢治先生 20
回～24回（最終回）

原作 佐藤 成
作画 魚戸 おさむ

佼成出版社
2009.8～
2009.12

S ○

19
国語と国文学 87巻5号
宮澤賢治・宗教テクストの言語戦略‐‐潜勢
する『法華経』（近代文学における「典拠」）

大塚 常樹 ぎょうせい 2010.5 S/910/ｺ7/87-5

20
国文学 解釈と鑑賞 75巻9号
宮沢賢治「銀河鉄道の夜」のふたつの(終わ
り)‐‐ザネリのために

押野 武志 ぎょうせい 2010.9 S/910/ｺ4/75-9

21
国文学 解釈と鑑賞 76巻7号
物語と語り手の相克‐‐（金色の獅子）はなぜ
語られたか（宮澤賢治「猫の事務所」）

中村 龍一 ぎょうせい 2011.7 S/910/ｺ4/76-7

22
サライ 22巻7号
特集 宮沢賢治を旅する

ー 小学館 2010.6 S/051/ｻ3/22-7

23
新潮 107巻2号
世の見方の始まり（9）宮沢賢治・お経

池内 紀 新潮社 2010.2 S/905/ｼ3/107-2 ○

出　版　者

宮沢賢治学会イーハトーブセンター

宮沢賢治学会イーハトーブセンター

宮沢賢治記念館

千葉賢治の会

ものがたり文化の会

ﾜﾙﾄﾗﾜﾗの会

中四国宮沢賢治研究会

宮沢賢治センター （岩手大学内）

山猫通信編集室

　ここに掲載している雑誌･視聴覚資料は展示しておりませんので、閲覧希望の方
は、3階郷土資料カウンター、4階音と映像カウンターにお問い合わせ下さい。
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No 資　料　名 著　者　名 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

24
すばる 33巻8号
宮澤賢治からの新たな通信

鈴木 貞美 集英社 2011.7 S/905/ｽ2/33-8

25
大法輪 77巻5号
脈脈たる仏道（22回目）賢治、慟哭

小嵐 九八郎 大法輪閣 2010.5 S/180/ﾀﾞ1/77-5

26
大法輪 78巻6号
震災が喚起する新たな宗教心‐‐東北の魂、
賢治の心（東日本大震災と私たち）

大菅 利幸 大法輪閣 2011.6 S/180/ﾀﾞ1/78-6

27
日本児童文学 56巻6号
特集 賢治を書こう

ー
日本児童文学者
協会

2010.12 S/909/ﾆ1/56-6

28

比較文化研究年報 21号
盛岡大学比較文化研究センター公開 ワー
クショップ
第2回 宮沢賢治の魅力（平成22年7月9日）

ー
盛岡大学比較文
化研究センター

2011.3 KS/05/ﾋ1/21

29
文学界 65巻1号
きのこ文学の方へ（第13回） 泉鏡花と宮沢
賢治

飯沢 耕太郎 文藝春秋 2011.1 S/905/ﾌﾞ6/65-1

30

佛教大学大学院紀要 文学研究科篇
39号
『銀河鉄道の夜』におけるカムパネルラと保
阪嘉内

大明 敦 佛教大学大学院 2011.3 S/051/ﾌﾞ10/39

31
ユリイカ 43巻8号
特集 宮沢賢治

ー 青土社 2011.7 S/905/ﾕ1/43-8

視聴覚資料
No 資　料　名 出　演　者　等 発　行　者 発行年 請求記号 館外貸出

32 雨ニモマケズ 高橋悌子∥歌 高橋悌子 〔2009〕 CK/W03/ﾐﾔ ○

33 雨ニモマケズあの日の僕 Green[2]∥歌 日本クラウン 2009.4 CK/Y09/ﾐﾔ ○

34 命の泉「雨ニモマケズ」
高橋  悌子∥歌語り
作曲

高橋悌子（製作） 2011.4 DK/910.2/ｲﾉ ○

35 風の又三郎 村山  新治∥監督 東映ビデオ 2010.12 DK/778.2/ｶｾﾞ ○

36 銀河鉄道の夜
藤城清治∥影絵　演
出

コロムビアミュージック
エンタテインメント

〔2008.9〕 DK/726.8/ｷﾞﾝ ○

37 やまなし  オツベルと象  雪渡り 宮沢賢治∥原作 キャラモモ 2009.12 CK/G08/ﾐﾔ ○

38 宮沢賢治物語 宮沢  賢治∥原作 キャラモモ 2009.12 CK/G08/ﾐﾔ ○

39 銀河鉄道の夜 宮沢賢治∥原作 キャラモモ 2008.12 CK/G08/ﾐﾔ ○

40 風の又三郎 宮沢賢治∥原作 キャラモモ 2009.5 CK/G08/ﾐﾔ ○

41 バルコクバララゲ ー NHK 〔1992〕 VK/778.8/ﾊﾞﾙ

42 宮沢賢治全集 BOX2第1集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-1 ○

43 宮沢賢治全集 BOX2第2集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-2 ○

44 宮沢賢治全集 BOX2第3集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-3 ○

45 宮沢賢治全集 BOX2第4集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-4 ○

46 宮沢賢治全集 BOX2第5集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-5 ○

47 宮沢賢治全集 BOX2第6集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-6 ○

48 宮沢賢治全集 BOX2第7集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-7 ○

49 宮沢賢治全集 BOX2第8集 宮沢賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2008.8〕 CK/G08/ﾐﾔ/2-8 ○

50 宮沢賢治と裁判について
矢野健一∥パーソナ
リティー

CRT栃木放送（製
作）

〔2009.3〕 CK/G01/ﾐﾔ ○

51 宮沢賢治の銀河世界 宮沢和樹∥講師 方丈堂出版 2009 DK/910.2/ﾐﾔ ○
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No 資　料　名 出　演　者　等 発　行　者 発行年 請求記号 館外貸出

52 名作ってこんなに面白い 4 ー ゆまに書房 2010.1 DK/910.2/ﾒｲ ○

53 名作ビデオ絵本　15 ー 毎日EVRシステム 〔199-〕 VK/913.6/ﾒｲ/15 ○

54 名作ビデオ絵本　16 ー 毎日EVRシステム 〔199-〕 VK/913.6/ﾒｲ/16 ○

55 名作ビデオ絵本　17 ー 毎日EVRシステム 〔199-〕 VK/913.6/ﾒｲ/17 ○

56 名作ビデオ絵本　18 ー 毎日EVRシステム 〔199-〕 VK/913.6/ﾒｲ/18 ○

57
もっと知ろう賢治さんが歩いた銀河の
森とたからもの

ー
いわて芸術文化技術
共育研究所（制作）

2011 DK/910.2/ﾓﾂ ○

58 朗読宮沢賢治名作選集　〔1〕 宮沢賢治∥原作 キャラモモ 2008.2 CK/G08/ﾐﾔ/1 ○

59 朗読宮沢賢治名作選集　2 宮沢賢治∥原作 キャラモモ 2008.7 CK/G08/ﾐﾔ/2-1 ○

60 わが心の銀河鉄道 大森一樹∥監督 東映ビデオ 〔2008.9〕 DK/778.1/ﾜｶﾞ ○

その他の資料
No 資　料　名 著　者　名 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

61
滝沢〈岩手県〉版賢治さんの手帖　経埋む
べき山３２山の一つ岩手山（２０３８ｍ）を愛
した賢治さん

ー
ＫＵＲＩＹＡＧＡＷ
Ａ，ＨＩＲＯＥ

2008.3 ｹﾝ/291.22/ﾀｷ ○
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記　事   年　月　日　朝夕刊 　面

賢治産湯の井戸公開　花巻できょうから 2009.08.01　朝刊　18

できた「１００メートル花壇」　賢治の卒業１００年記念　花巻小 2009.08.12　朝刊　25

山頂で賢治の世界体感　滝沢の民間団体　ゆかりの笹森山訪問　普段見られぬ眺め満喫 2009.08.12　朝刊　26

賢治ゆかりの地に古書店　矢巾温泉にオープン　ネット注文にも対応 2009.08.15　朝刊　18

★展望台★　「賢治の音」が聞こえる 2009.08.15　夕刊　2

最高賞、花巻の冨沢サカさん　宮沢賢治俳句大会 2009.08.28　朝刊　19

賢治を歌おう　６日から花巻で大会 2009.09.01　朝刊　21

賢治の世界にタイムスリップ　レトロ車両　タクシーに　花巻で今月運行開始 2009.09.02　朝刊　14

歌で広がる賢治の世界　花巻で全国大会２００９　米国からゲストも　県内外１３組、多彩な舞台 2009.09.07　朝刊　16

賢治の世界　興味深く　米姉妹都市から訪問団　花巻の記念館見学 2009.09.09　朝刊　14

賢治童話巡る街に　花巻　今秋から事業化　菊池捍邸の保存活用も 2009.09.12　夕刊　1

賢治の世界豊かに伝える　京都・星野さん　５０回目の朗読お茶会 2009.09.13　朝刊　27

「賢治の背景には自然科学」　日本機械学会　望月学長（盛岡大）ら講演 2009.09.16　朝刊　21

賢治世界検証する児童文学セミナー　１１月に花巻で 2009.09.17　夕刊　2

イギリス海岸　今年こそ　花巻の北上川景勝地　上流ダムの放水制限　賢治祭の２１日　川底
出現に期待

2009.09.18　夕刊　7

交流のヤマナシ初収穫　賢治の校友保阪嘉内の古里山梨から　盛岡の杜陵小　果実酒、植樹
ＯＢへ　成人式の門出用に

2009.09.19　夕刊　7

吉本さん（評論家）　賢治を語る　花巻で２２日 2009.09.20　朝刊　17

賢治顕彰たたえ表彰　花巻で２賞贈呈式　吉本さん（評論家）講演 2009.09.23　朝刊　17

調べ温か　賢治の世界　雫石・演奏会　オルゴールや詩で表現 2009.09.24　夕刊　2

普遍性持つ岩手の詩人　城戸さん講演　・木、賢治ら解説 2009.09.25　夕刊　3

賢治童話の街づくり　花巻・準備会　菊池邸中心施設に 2009.09.26　朝刊　17

★人★　宮沢賢治の童話にちなんだ街づくりを始める　木村　清且（きむらきよかつ）さん 2009.09.29　朝刊　2

★人★　宮沢賢治の足跡をまとめた「賢治と盛岡」の執筆者　牧野　立雄（まきのたつお）さん 2009.09.30　朝刊　2

賢治の世界　多彩に　花巻　広島の作家５人出展 2009.10.06　夕刊　2

★日報アンテナ★　賢治も“応援”障害者就労 2009.10.07　朝刊　2

賢治と歩く小岩井農場　盛岡で特別展　ジオラマなどで再現　「春と修羅」の世界広がる 2009.10.08　朝刊　18

アザリアギャラリー　賢治の心伝え命名　岩手大図書館 2009.10.09　朝刊　20

平舘高生に「賢治」朗読　声優の平野さん 2009.10.17　朝刊　16

賢治で花巻を元気に　街活性化協議会がセミナー 2009.10.18　朝刊　18

・木と賢治　舞台で“共演”　盛岡　３１日から「北街物語」 2009.10.23　夕刊　3

賢治の魅力びっしり　県立図書館で資料展開幕　児童コーナーも 2009.10.28　朝刊　16

青年らの情熱　音楽劇に　賢治詩碑の地元建立に奔走　一関・東山　１日に手作り舞台　けい
こで演劇経験補う

2009.10.30　朝刊　19

青年らの奮闘を熱演　一関・東山で音楽劇　賢治詩碑建立描く 2009.11.02　朝刊　15

・木・賢治テーマに盛岡・村井さん風景画展 2009.11.03　朝刊　20

来館者１００万人に到達　花巻・宮沢賢治イーハトーブ館 2009.11.04　朝刊　15

版画に賢治世界　盛岡の大場さん　藤沢の本間さん　温か親子陶芸展　東京で１０日まで 2009.11.07　夕刊　2

*2009(平成21)年8月～2011(平成23)年7月までに「岩手日報」に掲載された関係記事を収録しています。
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記　事   年　月　日　朝夕刊 　面

林隆三さんが朗読、弾き語り　１４日に岩泉で　「賢治童話の世界」開催 2009.11.12　朝刊　13

表記の揺れ　賢治の意図　岡山の西郷さん（文芸教育研究者）研究本出版　「二相系」表現と
指摘　創作上の戦略

2009.11.13　夕刊　2

賢治の童話評価、年代で変化　児童文学セミナー　中地さん（宮城教育大教授）講演　花巻 2009.11.13　夕刊　2

再現　賢治の方言　花巻・イーハトーブセンター　ＣＤ付き冊子発売　童話や短歌２３作品収録 2009.11.14　朝刊　16

雨ニモマケズ　英訳作曲　奥州・水沢の高橋さん　自ら歌いＣＤを制作　「賢治の精神感じて」 2009.11.22　朝刊　14

うるま（沖縄）で友好舞台　盛岡の劇団赤い風　旗揚げ３０周年を記念　２８日公演　賢治ら登
場の物語

2009.11.25　朝刊　16

★いわて学芸’０９回顧★（１）　文芸　賢治未発表作に関心　・木研究、地元で存在感 2009.12.02　夕刊　2

★人つれづれ★　山崎　勝さん（６６）　奥州市江刺区米里字人首町４０　　賢治が歩いた道今
も

2009.12.09　朝刊　18

花巻での創作１５周年　版画家・井堂さん　記念展　賢治世界や四季、１００点余 2009.12.12　朝刊　16

賢治の世界を篠笛で　一関・東山のミュージアム　来月１７日、山口さん演奏会 2009.12.13　朝刊　19

賢治作品、大雪像に　いわて雪まつり　来年２月、催し多彩 2009.12.16　朝刊　17

「・木」「賢治」の詩情再構成　盛岡　ゆいっこカレンダー作製 2009.12.18　朝刊　11

★郷土の本棚★　賢治と盛岡　牧野立雄著　等身大の姿、生き生き描く 2009.12.19　朝刊　11

旅の感動　時代超えて　盛岡・県立博物館でテーマ展　鳥瞰図や絵画２５０点　・木、賢治の修
学旅行も

2009.12.24　夕刊　2

花巻の味　賢治流に　作品の食を読み解くセミナー根付く　古里へ愛着ひとしお 2009.12.27　朝刊　15

語りを味わおう　１５日から「芸術祭ｉｎいわて盛岡」　・木や賢治、胡堂…　ゆかりの作品多彩に 2010.01.08　夕刊　2

★日報アンテナ★　賢治童話に続く作品期待 2010.01.12　朝刊　2

篠笛織り成す　賢治の世界　山口さん（仙台在住）が演奏会　一関・東山 2010.01.18　朝刊　17

賢治の世界　朗読劇に　モリーオ童話館　２４日盛岡で６０回公演 2010.01.19　夕刊　2

賢治の世界　彩る紙芝居　盛岡・野の花美術館講座　深沢さんの作品披露 2010.01.22　朝刊　16

・木、賢治…曲に乗せ　盛岡・玉山　音楽構成詩の演奏会 2010.01.31　朝刊　19

友情はぐくむ「劇遊び」　一戸・子どもの森　賢治の童話に挑戦　合宿で練習　衣装作りも 2010.02.01　朝刊　14

賢治の世界　声に乗せ　１３日、盛岡で朗読劇上演 2010.02.01　夕刊　2

私の賢治　熱く多彩　花巻　「雨ニモ…」朗読大会に７０人 2010.02.07　朝刊　18

ミニギャラリーで活気を　花巻　賢治の広場に開設 2010.02.14　朝刊　19

賢治直送の「春と修羅」　質素な創作生活　遠いファンのために　奥州・江刺の菅原さん、記念
館（花巻）に寄贈　直筆であて名 約８０年ぶり　大分から“里帰り”

2010.02.19　夕刊　7

賢治の世界　県人が表現　横浜で２人　朗読と音楽 2010.02.21　朝刊　19

賢治の宇宙観　ＤＶＤに　奥州・水沢のＮＰＯ法人　遊学館で試写会　緯度観測所とかかわり
分かりやすく紹介

2010.02.21　朝刊　16

半抽象　賢治の世界　渡辺さん（花巻）、盛岡で油絵展 2010.02.26　夕刊　3

賢治の名作　朗読劇で　盛岡、来月７日　ゆかりの材木町舞台 2010.02.27　夕刊　2

街なか産直　にぎわう　クロステラス盛岡・賢治の大地館　男性、若者にも人気　豊富な県産
品、試食に力

2010.03.03　夕刊　1

朗読劇に描く賢治との交友　盛岡で１４日芸術祭 2010.03.05　夕刊　3

岩手の文人メロディーに　北上でコンサート　・木、賢治の詩披露 2010.03.14　朝刊　14

賢治童話　彩る音色　ラトゥール・カルテット　盛岡で来月公演 2010.03.20　夕刊　2

賢治が見た風景へご案内　奥州・江刺　「歩く会」　２０カ所に看板設置 2010.03.21　朝刊　14

賢治の読書　１９人を表彰　雫石のコンクール 2010.03.22　朝刊　16

賢治念頭にテーマ展示　記念事業実行委　盛岡　動物公園の将来像提言 2010.03.30　朝刊　22

野菜カレー　新名物に　花巻商議所が企画　「ビヂテリアン」賢治作品から命名　隠し味に大迫
ワイン

2010.03.31　朝刊　23

宮沢賢治や高村光太郎　花巻・豊沢でパネル作製　町ゆかりの人物も紹介 2010.04.06　朝刊　17

賢治の盛岡　１０年　青春館で展示会 2010.04.10　朝刊　18
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記　事   年　月　日　朝夕刊 　面

故井上さん手書き　・木・賢治の年譜　盛岡の「青春館」で公開 2010.04.16　朝刊　19

★郷土の本棚★　宮澤賢治　愛のうた　　澤口　たまみ著　「秘密の恋」鮮やかに描く 2010.04.17　朝刊　9

春に奏でる賢治童話　盛岡のラトゥール・カルテット　「青春館」で初演 2010.04.19　夕刊　2

賢治の足跡　観光資源に　盛岡の薮川地区活性化推進協　外山御料牧場跡に焦点　住民ら
実地検証ツアー

2010.04.20　朝刊　16

賢治の初恋刻む歌碑　女性訪ね降りたＪＲ日詰駅　きょう除幕、イベントも　紫波町 2010.04.24　朝刊　18

賢治初恋の歌碑を除幕　紫波町の日詰駅前 2010.04.25　朝刊　16

花巻・石鳥谷賢治の会　新会長に高橋さん選任 2010.04.25　朝刊　15

賢治が愛した風景紹介　「イギリス海岸」パネル展　花巻 2010.05.03　朝刊　16

賢治設計の花壇完成　花巻　新たな観光地に期待 2010.05.03　朝刊　17

宮沢賢治作品翻訳など助成　サントリー文化財団 2010.05.07　夕刊　3

賢治願う平和守ろう　北上　「九条の会」が講演会 2010.05.17　朝刊　14

全文記した碑　新設　冒頭のない賢治「雨ニモマケズ」詩碑　花巻・花南地区コミュニティ会議
読みにくさも解消

2010.05.19　朝刊　19

賢治思い歩む五輪峠　奥州・江刺　足跡たどり見学会 2010.05.24　朝刊　16

賢治ゆかり米　親子で田植え　花巻　いわて生協が交流会 2010.05.30　朝刊　18

嘉藤治と賢治　友情表す舞台　紫波町で１３日音楽会 2010.06.11　朝刊　18

嘉藤治にささぐ熱演　紫波町で山の音楽会　児童が賢治の童話劇 2010.06.15　朝刊　18

賢治の世界　弾き語り　雫石　２０日、林洋子さん公演 2010.06.17　朝刊　20

「銀河鉄道の夜」イメージ　賢治世界を具体化　花巻　バス待合所お目見え 2010.06.19　朝刊　21

賢治作品を彩る琵琶の弾き語り　雫石で林洋子さん 2010.06.22　朝刊　18

賢治らの世界、語りと演奏　三上さんと松野さん　ライブＣＤ刊行 2010.06.23　夕刊　2

「賢治は恋をしていた」　教員時代、花巻の女性と　紫波町の沢口さん　出版記念兼ね講演 2010.06.28　朝刊　16

賢治と山梨の関係を未来へ　石田さん盛岡で講演 2010.07.20　朝刊　10

賢治の３童話　情景織り交ぜ　盛岡　２４、２５日に「黒猫舎」 2010.07.21　朝刊　9

賢治の童話３編を舞台化　盛岡で女性グループ「黒猫舎」公演 2010.07.27　朝刊　12

中尊寺で賢治を学ぶ　一関・グスコーブドリの大学校　全国から４０人参加 2010.07.27　朝刊　16

産湯の井戸で賢治しのぶ　花巻　誕生日の２７日まで公開 2010.08.03　朝刊　15

賢治賞に西田さん（元大谷大短大教授）　花巻市　地元２団体に奨励賞 2010.08.05　朝刊　21

賢治の世界　優しい色で　盛岡・油彩展　田原さん（絵本画家）の１９点 2010.08.06　朝刊　19

賢治生誕を記念　２７日に俳句大会　花巻・１８回目 2010.08.25　朝刊　17

最高賞に畠山さん（花巻）　宮沢賢治俳句大会 2010.08.28　朝刊　24

男声合唱団　響け友情　賢治の親友・保阪嘉内の歌　松園シルバーダックス（盛岡）　４日に開
催　花巻の大会　ゆかりの２曲披露

2010.09.01　朝刊　25

・木と賢治　魅力に迫る　北上　東日本ゼミナール 2010.09.19　朝刊　24

賢治童話　より身近に　花巻の団体がリーフレット作製　作品ゆかりの地紹介　散策路提案も 2010.09.20　朝刊　25

賢治好き迎えて１０年　花巻・イギリス海岸休憩所　あす初の朗読・音楽会　有志、節目の年に
意欲

2010.09.20　朝刊　16

イーハトーブ体感　賢治岩手山登山１００年　ゆかり巡るツアー　愛着の光景に浸る　作品世界
をまぶたに

2010.09.21　朝刊　16

賢治の地質踏査に光　奥州・歩く会の佐伯さん　江刺の足取り解明　研究本に報告書寄稿 2010.09.22　朝刊　18

童話演じ賢治しのぶ　花巻　鬼剣舞や座談会も 2010.09.22　朝刊　18

賢治の友情　結ぶ縁　校友・保阪嘉内の出身地から　山梨・韮崎市長が来県、交流 2010.09.22　朝刊　19

賢治への思い熱く　花巻で２贈呈式　賢治賞・イーハトーブ賞　韮崎（山梨）から手紙パネル 2010.09.23　朝刊　14

賢治の世界にどっぷり　葛丸祭で歌や劇発表　花巻・石鳥谷 2010.10.13　朝刊　17

江刺ゆかりの文人一冊に　奥州・郷土文化館　川端康成／宮沢賢治／佐伯郁郎／宮　静枝
企画展示まとめる

2010.10.15　朝刊　21
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記　事   年　月　日　朝夕刊 　面

「賢治のナシ」採れた　花巻の住民有志　２５０個収穫、思いはせ 2010.10.16　朝刊　16

・木と賢治　心の表現を解説　盛岡で国語教育研究協議会　山折哲雄さん講演 2010.10.16　朝刊　24

賢治の作品　表現豊かに　盛岡少年院 2010.10.24　朝刊　11

菊池捍邸（花巻）保存へ　賢治寓話の舞台モデル　盛岡の男性医師取得　街づくりに積極的協
力も

2010.10.27　朝刊　26

賢治作品モデルの菊池邸　花巻　本間さん（盛岡）取得 2010.11.02　朝刊　16

賢治の「春と修羅」初版本　記念館に寄託、展示　花巻 2010.11.08　朝刊　13

賢治の世界すみずみに　吉本さん（兵庫）作品展　花巻 2010.11.09　朝刊　16

賢治作品から３話構成　盛岡で２０、２１日　劇団黒猫舎が公演 2010.11.17　朝刊　11

賢治世界　彩るバイオリン　２５日、盛岡でコンサート　三上さん　松野さん 2010.11.22　朝刊　10

歌でつなぐ平和のバトン　盛岡でコンサート　賢治世界など表現 2010.11.27　朝刊　9

歌と踊り　賢治作品に息吹　花巻・劇団らあす　子どもたち劇披露 2010.11.29　朝刊　11

賢治の願い、心感じて　きょうから絵画展 2010.12.05　朝刊　12

まちづくりに賢治の精神　花巻市　２４日に委員会発足 2010.12.09　朝刊　14

賢治と矢巾　縁深く　「語る会」会長　松本さん　研究まとめ本出版　童話背景を多角的に 2010.12.11　朝刊　19

賢治学会　続く会員減　花巻　研究と情報交流の中核　一般市民、敷居高く　学術に軸足　あ
す見直し議論

2010.12.11　朝刊　29

賢治と喜善に深き心の交流　花巻　内藤さん（東北芸工大大学院教授）講演 2010.12.12　朝刊　21

賢治好きへのＰＲ強化を　花巻で学会理事会　会員の確保策協議 2010.12.14　朝刊　22

賢治の世界を体系化　「イーハトヴ学事典」刊行　１７１テーマで多面的に迫る 2010.12.15　朝刊　11

つくろう　賢治のまち　花巻　顕彰団体や行政連携　地域振興へ委員会発足 2010.12.25　朝刊　12

中村伸一郎追悼集を発刊　盛岡賢治の会　音楽活動をしのぶ 2011.01.14　朝刊　9

賢治の世界　リンゴに　盛岡・猪去地区農家と岩手大　ブランド化へ栽培　きょうあす販売 2011.01.15　朝刊　14

「賢治世界」広がれ　紫波町　城山に文学碑建立発起人会　周辺を多く詠む　町民の意欲結集
観光ルートにも

2011.01.31　朝刊　16

賢治作品から鉱物知る　盛岡で講演会 2011.02.04　朝刊　17

賢治世界　歌で　語りで　紹介ＤＶＤを制作　奥州・水沢の高橋さん　「研究２０年の集大成」 2011.02.05　朝刊　16

★ズームアップいわて★　花巻・「雨ニモマケズ」朗読全国大会　賢治世界　自在に表現　人々
とまちの応援歌

2011.02.06　朝刊　16

★ズームアップいわて★　花巻・「雨ニモマケズ」朗読全国大会　賢治世界　自在に表現　人々
とまちの応援歌

2011.02.06　朝刊　17

賢治の世界　ほっこり　盛岡で雪あかり 2011.02.10　朝刊　27

賢治と琥珀　深い結びつき　久慈の博物館で企画展　愛用マントも公開 2011.02.11　朝刊　15

まず市民から賢治を知ろう　花巻・まちづくり委 2011.02.15　朝刊　16

賢治への手紙１冊に　花巻・石鳥谷の団体　小中高生ら５７編　作品感想や心情つづる 2011.02.16　朝刊　18

東京の賢治、ゆかり巡る　首都圏ファン　下宿跡や図書館見学 2011.02.20　朝刊　24

★ひと★　城山に宮沢賢治文学碑を建てる会呼び掛け人代表　内城　弘隆（うちじょうひろた
か）さん

2011.02.21　朝刊　3

賢治の古里で朗読　声優・桑島さん（金ケ崎出身）公演　花巻で１３日 2011.03.08　朝刊　11

同時代生きた夢二の楽譜集表紙など紹介　盛岡で賢治と嘉藤治の音楽展 2011.04.15　朝刊　17

描き出す賢治の思い　版画家・井堂さん、盛岡で個展 2011.04.16　朝刊　9

賢治作品感想文　１５児童生徒表彰　雫石のコンクール 2011.04.25　朝刊　16

賢治を生かした　街活性化推進へ　花巻・初の協議会 2011.05.13　朝刊　18

震災ニマケナイデ…　孤児支援へ版画販売　奥州・水沢の高橋さん　賢治の詩「勇気」刻む
きょうから　売上金の半分寄付

2011.06.01　朝刊　19

世界に広がる「雨ニモマケズ」　盛岡で牛崎さん（賢治記念館副館長）講演　賢治作品の生命
観　多くの人から共感

2011.06.01　朝刊　16

賢治ゆかり　盛岡めぐり　１１、１２日セミナー 2011.06.06　朝刊　19

15



記　事   年　月　日　朝夕刊 　面

英寺院で「雨ニモマケズ」　震災犠牲者追悼式　賢治の詩を朗読 2011.06.07　朝刊　21

宮澤賢治センターが５周年　２４日に記念講演会 2011.06.16　朝刊　11

★東日本大震災　被災地から★　避難所和ます　賢治一人語り　大船渡　林洋子さん公演 2011.06.21　朝刊　22

科学者賢治の側面興味深く　盛岡・青春館企画展 2011.06.26　朝刊　18

★特集★　金色堂に賢治の魂　「平泉」世界遺産登録・中尊寺　法華経を熱心に信仰　延暦寺
にも歌碑たたずむ

2011.06.27　朝刊　18

森荘已池と賢治を語る　岩手大・宮沢賢治センター５周年　森三紗さん（盛岡）が講演 2011.06.30　朝刊　21

賢治の精神で震災孤児支援　育英資金協力の会　盛岡できょう催し 2011.07.02　朝刊　21

賢治作品で観客参加の舞台　劇団黒猫舎　１６、１７日に盛岡公演 2011.07.09　朝刊　13

長年の夢　「賢治」映画に　盛岡の吉田さん　監督・脚本自ら担当　１年かけ完成めざす 2011.07.09　朝刊　20

賢治の青春　歩いて体感　盛岡－雫石間　高校生ら２０キロ踏破　全国高総体などＰＲ 2011.07.10　朝刊　23

勤勉な賢治思い声の熱演　盛岡　「風野又三郎」２４日上演 2011.07.20　朝刊　11

賢治３作品　広げる想像　劇団黒猫舎が公演 2011.07.23　朝刊　13

★郷土の本棚★　木偶乃坊（でくのばう）　中村　青路著　賢治や郷里に慈愛の視線 2011.07.24　朝刊　9

熟年キャスト　表現豊か　もりげき演劇アカデミー　賢治の世界表現 2011.07.25　朝刊　21

種山から賢治発信　一関・東山　大学校　アピール石碑除幕 2011.07.27　朝刊　19

城山に賢治碑建てよう　紫波町・有志ら団体設立 2011.07.29　朝刊　22
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賢治と地震･津波

賢治の生涯と地震･津波
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

1 兄のトランク 宮沢　清六∥著 筑摩書房 1987.9 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

2 グスコー・ブドリの伝記 宮沢　賢治∥著 羽田書店 1950.3 ｹﾝ/3/19

3
地底咆哮から百年
陸羽大地震と川舟断層の記録

高橋　定雄∥編
高橋　一雄∥編

沢内村教育委員会 1996.8 K/225.6/ﾀ2/1 ○

「明治29年という年」
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

4
海嘯義捐小説
文芸倶楽部　第2巻第9編臨時増刊

博文館∥編 博文館 1896.7 K/993/ﾊ2/1

5 写真と絵で見る－明治三陸大津波 山下　文男∥著 山下文男 1995.6 K/453/ﾔ4/5 ○

6
水害資料　明治二十九年の洪水　明治
二十九年の大津波　明治二十九年の
大地震〔写本〕

〔岩手県教育会∥編〕 ー ー 08/4/112

7
風俗画報　第118号-第124号　明
治29年 秋 [1896]

ー 東陽堂
1896.7-
1896.10

S/380/ﾌ1

関東大震災と賢治
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

8 大正震災記 長井 修吉∥編
大正震災記録編纂
会

1923 453.2/ﾅ2/1

9
大正大震災大火災
噫!悲絶淒絶空前の大惨事!!

大日本雄弁会講談社∥
編纂

大日本雄弁会・講談
社

1923 453.2/ﾀﾞ1/1

10 春と修羅（初版） 宮沢 賢治∥著 関根書店 1924 ｹﾝ/15/1

11
春と修羅
名著初版本複刻珠玉選 9-[3]

日本近代文学館∥編集
宮沢 賢治∥著

日本近代文学館 1985.4 ｹﾝ/3/105/3

12 宮沢賢治『春と修羅』論 奥山 文幸∥著 双文社出版 1997.7 ｹﾝ/911.56/ｵｸ ○

13
宮沢賢治
透明な軌道の上から

栗原 敦∥著 新宿書房 1992.8 ｹﾝ/ｸ8/9 ○

「海岸は実に悲惨です」（昭和三陸地震津波）
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

14 岩手県昭和震災誌 １ 岩手県∥編 岩手県 1934.7 K/453/ｲ1/5-1

15 三陸大震災史
三陸大震災史刊行会∥
編

友文堂書房 1933.4 K/453/ｻ2/1

16
昭和八年三月三日三陸沖強震及
津波報告

中央気象台∥編 中央気象台 1933.8 K/453/ﾁ1/2

17
昭和八年三月三日三陸津浪調査
報告

岩手県盛岡測候所∥編 岩手県盛岡測候所
1933.6

序
K/453/ﾓ3/1

18 昭和８年震災資料 岩手県教育会∥編 岩手県教育会 1934.10 K/453/ﾔ4/5ｲ2/1

19
宮沢賢治学会イーハトーブセンター
会報　第31号

ー
宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター

2005.9 KS/ｹﾝ/ﾐ3 ○

新聞記事
No 資　料　名 館外貸出

20
岩手公報
（マイクロフィルム複製）

21
岩手公報
（マイクロフィルム複製）

明治29年(1896)6月17日3面
「遠野電報(釜石町海嘯/盛町海嘯/大槌町海嘯)」
「遠野電報(釜石の災難/遠野警察署及び同郡衙吏員)」

内容
明治29年(1896)6月17日附録
「遠野電報(釜石町の状況　4件)」
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No 資　料　名 館外貸出

22
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

23
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

24
岩手日報
（原紙複製）

25
朝日新聞
（原紙複製）

賢治と凶作

岩手の凶作史
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

26 岩手県凶作の原因調 岩手県∥編 岩手県 1934.10 K/612.3/ｲ1/5

27 飢饉ト衛生 岩手県衛生課∥編 岩手県衛生課 1904.1 K/612.3/ｲ1-1/1

28 飢饉考 1･2巻 横川　良助（直胤) ー ー 新/61/13

29 凶荒予防救荒の栞 北田　親氏∥編 岩手県農会 1902.1 K/612.3/ｷ1/1

30 自然未聞記  運気指南 伝 猿橋義近 ー 1757 61/21

31 昭和九年岩手県凶作誌 岩手県∥編 岩手県 1937.1 K/612.3/ｲ1/4

32 天保四年不作覚記 ー ー ー 新/61/17

33 天明三卯年凶作控 ー ー ー 新/61/16

34 東北九州災害救済会報告書
東北九州災害救済会∥
編

東北九州災害救済
会

1914 369.3/ﾄ1/1

35 明治三十五年凶荒状況 岩手県農会∥編 岩手県農会 1902.11 K/612.3/ｲ4/1

36 明治三十八年凶作の原因 岩手県農事試験場∥編 岩手県農事試験場 1906.2 K/612.3/ｲ3/1

37 凌荒録 菊池　啓作 ー 天保年間 新/61/18

No 資　料　名 館外貸出

38
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

盛岡高等農林と冷害研究
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

39
岩手県稗貫郡地質及土性調査報
告書

岩手県稗貫郡役所∥編 岩手県稗貫郡役所 1922.1 K/455/ﾋ1/1

40 新撰提要土壌学 関 豊太郎∥著 西ケ原刊行会 1929 613.5/ｾ1/1

41 明治38年岩手県凶歉之研究 橋田　正男∥著 岩手県農会 1907.6 K/612.3/ﾊ1/1

42
盛岡高等農林学校一覧
大正７～８年

盛岡高等農林学校∥編 盛岡高等農林学校 1918.1
K/377.3/ﾓ1/1-
18-19

43
盛岡高等農林学校一覧
大正9～10年

盛岡高等農林学校∥編 盛岡高等農林学校 1920.1
K/377.3/ﾓ1/1-
20-21

No 資　料　名 館外貸出

44
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

45
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

46
官報
（マイクロフィルム複製）

内容

昭和8年(1933)3月4日夕刊1面
「東海岸大津波後報　各地の被害刻々至り惨　又惨」

昭和8年(1933)3月3日号外
「深夢を破る地震　海岸は津波が襲う」

平成23年(2011)4月17日23面
「津波にも負けず　宮沢賢治歌碑、島越駅で唯一残る　東日本大震
災」

平成23年(2011)9月11日25面
「舫い 浜に生きる 53 平井賀漁港（田野畑）　賢治の詩碑　思い再
び」

大正7年(1918)5月27日2面
「『土性調査』の経過」

内容

内容

大正2年(1913)5月10日3面
「昨朝来の冷気」

明治40年(1907)3月2日2面
「東北凶作の原因に就て(一)」

明治40年(1907)4月16日第7135号16・17ページ
「凶作原因調査報告」
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農学校教師～羅須地人協会
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

47
イーハトーヴ童話
注文の多い料理店初版

宮沢　賢治∥著
杜陵出版部
東京光原社

1924.1 ｹﾝ/3/92

48

イーハトーヴォ 復刊No2通巻15号
「羅須地人協会時代の賢治」（復刊
No.1～No.4合冊）

ー 宮沢賢治の会
1954～
1955

KS/ｹﾝ/ｲ1

49 土に叫ぶ 松田 甚次郎∥著 羽田書店 1938 ｹﾝ/ﾏ1/1

50 農民芸術概論綱要
宮沢 賢治∥著
花巻市教育委員会社会教
育課∥編集

花巻市文化団体協
議会

1975.1 ｹﾝ/4/1

No 資　料　名 館外貸出

51
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

52
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

グスコーブドリの伝記
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

53 グスコー.ブドリの伝記 宮沢 賢治∥著 羽田書店 1941.4 ｹﾝ/3/24

54 グスコーブドリの伝記 アニメ版 宮沢 賢治∥原作 金の星社 1994.3 ｹﾝ/3/213 ○

55 グスコーブドリの伝記
[宮沢 賢治∥著]
天沢 退二郎∥監修
萩原 昌好∥監修

くもん出版 1993.7 ｹﾝ/3/209/10 ○

56
グスコーブドリの伝記
賢治に一番近い波

宮沢　賢治∥原作
ますむら　ひろし∥著

朝日ソノラマ 1983.9 ｹﾝ/3/77 ○

57 児童文学　第1・2冊　復刻 ー アリス館 1984.8 909/ｼﾞ5/2

58
復元版宮沢賢治手帳
校本宮沢賢治全集 資料第5

宮沢 賢治∥[著] 筑摩書房 1983.10 ｹﾝ/8/22-19

No 資　料　名 館外貸出

59
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

賢治資料展の歩み
No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

60 宮沢賢治遺作展 岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1970.10 ｹﾝ/910.268/ｲﾜ

61
宮沢賢治・石川・木生誕記念資料
展目録

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1996.10
ｹﾝ/910.268/ｲﾜ
/22

62
賢治資料展展示資料目録
第5～29回

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館
1978～
2009

ｹﾝ/910.268/ｲﾜ 一部可

No 資　料　名 館外貸出

63
岩手日報
（マイクロフィルム複製）

昭和45年(1975)10月19日夕刊4面
「賢治の詩碑が完成　岩手公園」

昭和2年(1927)2月1日夕刊2面
「農村文化の創造に努む　花巻の青年有志が地人協会を組織し自然
生活に立返る」

昭和6年(1931)7月10日夕刊3面
「本年稲作は平年作以下か」

内容

内容

大正15年(1926)4月1日3面
「新しい農村の建設に努力する　花巻農学校を辞した宮沢先生」

内容
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

1 愛の童話集 宮沢　賢治∥著 童心社 1984.7 JK/913/ｺｳ779 ○

2 雨ニモマケズ
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1991.6 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ116 ○

3 雨ニモマケズ 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 1990.3 JK/918/ﾐﾔ ○

4 イーハトーブふしぎなことば
宮沢 賢治∥文
松田 司郎∥写真

文研出版 2008.6 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

5 いちょうの実
宮沢 賢治∥作
及川 賢治∥絵

三起商行 2008.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

6
狼森(オイノもり)と笊森,
盗森(ぬすともり)

宮沢 賢治∥作
片山 健∥絵

三起商行 2008.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

7
狼森(オイノもり)と 笊森,
盗森(ぬすともり)

児玉 房子∥画 草の根出版会 2005.4 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

8 狼(オイノ)森と笊森、盗(ぬすと)森
宮沢 賢治∥文
津田 櫓冬∥絵

ほるぷ出版 1992.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ130 ○

9 狼森（オイノモリ）と笊森、盗森
宮沢　賢治∥作
三谷　靭彦∥絵

講談社 1985.12
JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/5
ｲ ○

10 おきなぐさ/いちょうの実
宮沢 賢治∥作
たかし たかこ∥絵

偕成社 1992.5 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ122 ○

11 オツベルと象
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2010.2 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

12 オツベルと象 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

13 オツベルと象
宮沢　賢治∥作
三木　由記子∥絵

講談社 1985.7 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/3 ○

14 オツベルと象
宮沢 賢治∥文
高橋 留美子∥絵

小学館 1993.12
JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2888/1 ○

15 オツベルと象
宮沢 賢治∥作
遠山 繁年∥絵

偕成社 1997.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

16 オッベルと象
宮沢　賢治∥作
小林　敏也∥画

パロル舎 1987.3 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ57 ○

17 オッペルと象
みやざわ けんじ∥さく
きむら しょうへい∥え

福武書店 1991.11 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ92 ○

18 オッペルと象
宮沢　賢治∥作
荒井 良二∥絵

三起商行 2007.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

19 貝の火
宮沢 賢治∥文
ユノ セイイチ∥画

童心社 1991.11
JK/913/ﾁﾕｳ
1262/ ○

20 カイロ団長 宮沢 賢治∥著 くもん出版 1992.11
JK/913/ｺｳ
1096/7 ○

21 蛙の消滅
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 2000.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

22 かしわばやしの夜
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1996.6 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ177 ○

23 かしわばやしの夜
宮沢　賢治∥文
佐藤　国男∥画

福武書店 1987.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ65 ○

24 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1997.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

25 雁の童子
宮沢　賢治∥作
鈴木　靖将∥画

サンブライト出版 1986.7 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ51 ○

26 雁の童子
宮沢　賢治∥作
司 修∥絵

偕成社 2004.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

27 気のいい火山弾
宮沢 賢治∥作
田中 清代∥絵

三起商行 2010.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

28 銀河鉄道の夜
宮沢　賢治∥原作
藤城　清治∥影絵と文

講談社 1982.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ11 ○

29 銀河鉄道の夜 佐藤 国男∥木版画 北海道新聞社 1996.4 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ114 ○

30 銀河鉄道の夜
宮沢　賢治∥作
吉田　教子∥画

吉田教子 1999.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○
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31 虔十公園林 児玉 房子∥[画] 草の根出版会 2005.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

32 虔十公園林
宮沢 賢治∥文
村上 もとか∥絵

小学館 1993.12
JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2888/3 ○

33 虔十公園林
宮沢　賢治∥作
伊藤　亘∥絵

偕成社 1987.3 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ56 ○

34 虔十公園林/ざしきぼっこのはなし 宮沢　賢治∥作 岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

35 グスコーブドリの伝記
宮沢　賢治∥著
梶山　俊夫∥絵

文研出版 1978 JK/913/ｺｳ698 ○

36 さるのこしかけ
宮沢 賢治∥作
さいとう よしみ∥絵

小学館 2007.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

37 ざしき童子のはなし 児玉 房子∥画 草の根出版会 2008.2 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

38 ざしき童子のはなし
宮沢　賢治∥作
伊勢　英子∥絵

講談社 1985.11 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/4 ○

39 シグナルとシグナレス 宮沢 賢治∥著 くもん出版 1993.2
JK/913/ｺｳ
1096/8 ○

40 シグナルとシグナレス
宮沢 賢治∥著
小林 敏也∥画

パロル舎 1994.4 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ98 ○

41 鹿踊りのはじまり 児玉 房子∥画 草の根出版会 2008.2 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

42 十月の末 児玉 房子∥[画] 草の根出版会 2006.4 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

43 十力の金剛石
宮沢　賢治∥文
妹尾　一朗∥絵

福武書店 1983.10 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ17ｲ ○

44 すいせん月の四日 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 2005.2 JK/913/ﾐﾔ ○

45 水仙月の四日
宮澤 賢治∥作
高田 勲∥絵

にっけん教育出版社 2005.1 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

46 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
赤羽 末吉∥画

創風社 1997.8 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

47 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
黒井 健∥絵

三起商行 1999.11 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

48 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

さんこう社 2009.5 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

49 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
いもと ようこ∥絵

金の星社 2005.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

50 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

51 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

福武書店 1992.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ123 ○

52 セロ弾きのゴーシュ
宮沢　賢治∥作
小林　敏也∥画

パロル舎 1986.7 JK/ｴﾎﾝ/50 ○

53 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治∥原作 吉田教子 1997.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

54 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥原作
高畑 勲∥監督

徳間書店 1998.4 JK/ｴﾎﾝ/ｾ ○

55 種山ケ原の夜 宮沢 賢治∥原作
男鹿 和雄∥翻案  (絵と文)

スタジオジブリ 2006.6 JK/ｴﾎﾝ/ｵ ○

56 注文の多い料理店
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2010.2 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

57 ちゅうもんのおおいりょうりてん
宮沢 賢治∥作
宮本 忠夫∥絵

ひさかたチャイルド 2007.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

58 注文の多い料理店
宮沢　賢治∥原作
スズキ　コージ∥絵

三起商行 1988.5 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ188 ○

59 注文の多い料理店
宮沢 賢治∥作
おぼ まこと∥絵

世界文化社 1988.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ2367 ○

60 注文の多い料理店
宮沢　賢治∥文
朝倉　摂∥絵

講談社 1980 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ1307 ○

61 注文の多い料理店
宮沢　賢治∥作
小林　敏也∥画

パロル舎 1989.7 JK/ｴﾎﾝ/ﾁｭｳ125 ○

62 注文の多い料理店
宮沢　賢治∥作
池田　浩彰∥絵

講談社 1985.7 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/1 ○

63 注文の多い料理店
宮沢　賢治∥作
島田　睦子∥絵

偕成社 1984.6 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ30 ○
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64 注文の多い料理店
宮沢　賢治∥作
三浦　幸子∥絵

福武書店 1984.11 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ33 ○

65 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 2004.11 JK/913/ﾐﾔ ○

66 チュウリップの幻術
宮沢 賢治∥作
田原 田鶴子∥絵

偕成社 2003.4 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

67 ツェねずみ
宮沢 賢治∥作
石井 聖岳∥絵

三起商行 2009.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

68 ツエねずみ
宮沢　賢治∥文
三木　由記子∥絵

講談社 1986.3 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/6 ○

69 月夜のでんしんばしら
宮沢 賢治∥作
竹内 通雅∥絵

三起商行 2009.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

70 土神ときつね
宮沢 賢治∥作
大畑 いくの∥絵

三起商行 2010.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

71 土神と狐
宮沢 賢治∥作
中村 道雄∥絵

偕成社 1994.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ145 ○

72 とっこべとら子
宮沢 賢治∥作
高橋 伸樹∥絵

農山漁村文化協会 2008.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

73 毒もみの好きな署長さん
宮沢 賢治∥作
本橋 英正∥絵

ファインブロード 2001.1 JK/913/ﾐﾔ ○

74 どんぐりと山猫
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2010.1 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

75 どんぐりと山猫
宮沢 賢治∥作
田島 征三∥絵

三起商行 2006.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

76 どんぐりと山猫
宮沢 賢治∥作
畑中 純∥画

筑摩書房 1997.5 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

77 どんぐりと山ねこ
宮沢　賢治∥作
徳田　秀雄∥絵

講談社 1985.7 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/2 ○

78 どんぐりと山ねこ 宮沢　賢治∥作 岩崎書店 2004.11 JK/913/ﾐﾔ ○

79 なめとこ山の熊
宮沢 賢治∥作
あべ 弘士∥絵

三起商行 2007.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

80 なめとこ山の熊
宮沢 賢治∥文
彦 一彦∥画

福武書店 1992.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ124 ○

81 なめとこ山のくま
宮沢　賢治∥文
榛葉　莟子∥画

富山房 1984.3 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ25 ○

82 なめとこ山の熊
宮沢　賢治∥作
中村　道雄∥絵

偕成社 1986.11 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ34 ○

83 なめとこ山の熊
宮沢　賢治∥作
玉井　司∥絵

リブロポート 1989.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ101 ○

84 猫の事務所
宮沢　賢治∥原作
小林　敏也∥原画

パロル舎 1983.10 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ18 ○

85 猫の事務所　どんぐりと山猫
宮沢　賢治∥原作
ますむら　ひろし∥著

朝日ソノラマ 1985.3 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ35 ○

86 氷河ねずみの毛皮
宮沢 賢治∥作
木内 達朗∥絵

偕成社 2008.2 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

87 ひかりの素足
宮沢 賢治∥作
赤羽 末吉∥絵

偕成社 1990.4 JK/ｴﾎﾝ/ﾁｭｳ106 ○

88 ひのきとひなげし 児玉 房子∥画 草の根出版会 2005.4 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

89 ひのきとひなげし
宮沢　賢治∥作
近藤　弘明∥絵

福武書店 1986.5 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ46 ○

90 ふたごの星 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

91 双子の星
宮沢　賢治∥作
遠山　繁年∥絵

偕成社 1987.11 JK/ｴﾎﾝ/ﾁｭｳ62 ○

92
ペンネンネンネンネン・ネネム
の伝記

宮沢　賢治∥著 金の星社 1986.2 JK/913/ﾐﾔ ○

93 星の詩集 宮沢　賢治∥著 星の手帖社 1986.4 JK/911/ｺｳ91 ○

94 マグノリアの木 児玉 房子∥画 草の根出版会 2005.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

95 祭りの晩 児玉 房子∥画 草の根出版会 2005.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

96 祭の晩
宮沢 賢治∥文
荻野 宏幸∥絵

福武書店 1991.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ2667 ○
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97 みやざわ・けんじ
西本 鶏介∥文
柿本 幸造∥絵

チャイルド本社 1992.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ3011 ○

98 めくらぶどうと虹 近藤　弘明∥絵 福武書店 1987.10 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ71 ○

99 山男の四月
宮沢 賢治∥作
飯野 和好∥絵

三起商行 2010.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

100 山男の四月 児玉 房子∥画 草の根出版会 2006.6 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

101 やまなし
宮沢 賢治∥作
川上 和生∥絵

三起商行 2006.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

102 やまなし
宮沢　賢治∥作
小林　敏也∥画

ペンギン社 1985.11 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ23 ○

103 やまなし
宮沢　賢治∥文
安藤　徳香∥絵

福武書店 1986.5 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ45 ○

104 やまなし
宮沢　賢治∥作
遠山　繁年∥絵

偕成社 1987.11 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ61 ○

105 やまなし
宮沢　賢治∥作
小林　敏也∥画

パロル舎 1985.7 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ20 ○

106 やまなし/いちょうの実 宮沢　賢治∥作 岩崎書店 2004.11 JK/913/ﾐﾔ ○

107 雪わたり
宮沢 賢治∥作
いもと ようこ∥絵

金の星社 2005.11 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

108 雪わたり 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 2004.12 JK/913/ﾐﾔ ○

109 雪わたり
宮沢 賢治∥原作
方緒 良∥絵

三起商行 1991.11 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ185 ○

110 雪渡り
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

福武書店 1990.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ2555 ○

111 雪わたり
宮沢　賢治∥作
鈴木　まもる∥絵

講談社 1986.6 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/7 ○

112 雪渡り
宮沢 賢治∥作
たかし たかこ∥絵

偕成社 1990.6 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ2527 ○

113 雪わたり
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1989.12 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ88 ○

114 雪わたり
宮沢　賢治∥作
いもと　ようこ∥絵

白泉社 1986.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ41 ○

115 よく利く薬とえらい薬 児玉 房子∥画 草の根出版会 2008.2 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

116 よだかの星
宮沢 賢治∥作
ささめや ゆき∥絵

三起商行 2008.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

117 よだかの星 宮沢 賢治∥作 岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ/ ○

118 よだかの星
宮沢 賢治∥作
玉井 司∥絵

リブロポート 1991.5 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ2640 ○

119 よだかの星
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1995.4 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ104 ○

120 よだかの星 宮沢 賢治∥原作 吉田教子 1997.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

121 よだかの星
宮沢　賢治∥作
伊勢　英子∥絵

講談社 1986.11 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ38/8 ○

122 よだかの星
宮沢　賢治∥作
中村　道雄∥絵

偕成社 1987.12 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ73 ○

123 よだかの星
宮沢　賢治∥作
工藤　甲人∥絵

福武書店 1984.11 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ34 ○

124 竜のはなし
宮沢　賢治∥作
戸田　幸四郎∥画

戸田デザイン研究室 1983.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾃｲ1985 ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出 版 者 出版年 請求記号 館外貸出

1 紫紺染について
宮澤 賢治∥作
たなか よしかず∥版画

未知谷 2006.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

2 新宮沢賢治語彙辞典　第2版 原子朗∥著 東京書籍 2000.8 ｹﾝ/910.268/ﾊﾗ

3 日本幻想文学集成　6 別役 実∥編 国書刊行会 1991 ｹﾝ/918.6/ﾆﾎ/6 ○

4 評伝　宮沢賢治 境　忠一∥著 桜楓社 1968 ｹﾝ/ｻ4/1 ○

5 ポラーノの広場
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 2001.5 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

6 宮沢賢治全集　6 宮沢　賢治∥著 筑摩書房 1967
ｹﾝ/918.6/ﾐ2/
2-6 ○

7 宮沢賢治全集　9 宮沢　賢治∥著 筑摩書房 1968
ｹﾝ/918.6/ﾐ2/
2-9 ○

8 宮沢賢治 第3号 ー 洋々社 1983.7 ｹﾝ/ﾐ9/3 ○

9 宮沢賢治　第6号 ー 洋々社 1986.1 ｹﾝ/ﾐ9/6

10 宮沢賢治　修羅に生きる 青江 舜二郎∥著 講談社 1979 ｹﾝ/ｱ4/1 ○

11 宮沢賢治　幻の羅須地人協会授業 畑山 博∥著 廣済堂出版 1996.7 ｹﾝ/ﾊ14/13 ○

12 羅須地人協会の旗 藤根 研一∥著 [藤根賢一] 1992.7 ｹﾝ/ﾌ25/1 ○
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