
啄木作品
No 資　料　名 編著者名等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

1
一握の砂・悲しき玩具
石川啄木歌集

石川  啄木∥〔著〕
金田一 京助∥編

新潮社 2012.6
ﾀｸ911.168/
ｲｼ

○

2 悲しき玩具 石川  啄木∥著 角川春樹事務所 2011.4
ﾀｸ911.168/
ｲｼ

○

3
復元啄木新歌集
一握の砂以後(四十三年十一月末
より)仕事の後

石川  啄木∥著
近藤 典彦∥編

桜出版 2012.1
ﾀｸ911.168/
ｲｼ

○

啄木に関する図書
No 資　料　名 編著者名等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

4
石川啄木
その釧路時代　[増補版]

鳥居 省三∥著
北畠 立朴∥補注

釧路市教育委員会 2011.1
ﾀｸ/910.268/
ﾄﾘ

○

5 石川啄木 愛と悲しみの歌 企画展 山梨県立文学館∥編集 山梨県立文学館 2012.4
ﾀｸ/910.268/
ｲｼ

○

6
石川啄木・一九〇九年
[増補新訂版]

木股 知史∥著 沖積舎 2011.7
ﾀｸ/910.268/
ｷﾏ

○

7
石川啄木 漂泊の詩人
没後100年記念

― 平凡社 2012.5
ﾀｸ/910.268/
ｲｼ

○

8
石川啄木
風景と言葉

碓田 のぼる∥著 光陽出版社 2012.3
ﾀｸ/910.268/
ｳｽ

○

9
石川啄木と童謡「赤い靴」につい
て
付・石川啄木と小島烏水

大庭 主税∥著 湘南啄木文庫 2010.12
ﾀｸ/910.268/
ｵｵ

10
『一握の砂』から100年-啄木の現
在

日本現代詩歌文学館∥
編集

日本現代詩歌文学
館振興会

2011.3
ﾀｸ/911.168/
ｲﾁ

○

11
『一握の砂』第九十銀行100年展 もり
おか啄木・賢治青春館第47回企画展

―
[もりおか啄木・賢
治青春館]

[2010]
ﾀｸ/911.168/
ｲﾁ

○

12
会報浜茄子 縮刷版
十四号～八十号

― 仙台啄木会 2012.4
ﾀｸ/910.268/
ｶｲ

○

13
国際啄木学会研究年報　第14号
(2011)

国際啄木学会研究年報
編集委員会∥編集

国際啄木学会 2011.3
ﾀｸ/910.268/
ｺｸ/14

○

14
国際啄木学会研究年報　第15号
(2012)

国際啄木学会研究年報
編集委員会∥編集

国際啄木学会 2012.3
ﾀｸ/910.268/
ｺｸ/15

○

15 国際啄木学会20年の歩み ― 国際啄木学会 2010.9
ﾀｸ/910.269/
ﾔﾏ

○

16
コレクション日本歌人選　035
石川啄木

和歌文学会∥監修
河野 有時∥著

笠間書院 2012.1
ﾀｸ/911.102/
ｺﾚ/35

○

17
湘南啄木文庫収集目録
第23号

佐藤  勝∥編 湘南啄木文庫 2011.1 ﾀｸ/ｼ25/3-23

18
湘南啄木文庫収集目録
第24号

佐藤  勝∥編 湘南啄木文庫 2012.1 ﾀｸ/ｼ25/3-24

19 人生の旅人・啄木 岡田 喜秋∥著 秀作社出版 2012.4
ﾀｸ/910.268/
ｵｶ

○

20 啄木新しき明日の考察 池田 功∥著 新日本出版社 2012.3
ﾀｸ/910.268/
ｲｹ

○

21
啄木を愛した女たち
釧路時代の石川啄木
第30回北海道ノンフィクション賞大賞

佐々木 信恵∥著 太陽 2010.6
ﾀｸ/910.268/
ｻｻ

○

22
啄木を支えた北の大地
北海道の三五六日

長浜 功∥著 社会評論社 2012.2
ﾀｸ/910.268/
ﾅｶﾞ

○

23
啄木歌碑アルバム
さんぽみち
石川啄木没後百年記念

―
盛岡タイムス社
石川啄木記念館

[2012]
ﾀｸ911.162/
ﾀｸ

○

24
啄木資料展　第29回
展示資料目録

― 岩手県立図書館 2010.10
ﾀｸ/910.268/
ｲﾜ/29

○

■ 新規収蔵啄木文庫 ■
平成22年8月1日～平成24年7月31日受け入れ
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No 資　料　名 編著者名等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

25
啄木と郁雨
友の恋歌 矢ぐるまの花

山下 多恵子∥著 未知谷 2010.9
ﾀｸ/910.268/
ﾔﾏ

○

26
啄木と秋瑾
啄木歌誕生の真実

内田 弘∥著 社会評論社 2010.11
ﾀｸ/910.268/
ｳﾁ

○

27
啄木とその周辺
近代短歌史の一側面

田中 礼∥著 洋々社 2011.10
ﾀｸ/911.162/
ﾀﾅ

○

28
啄木と盛岡
その時代から

盛岡観光コンベンション協

会∥著

ヨシダ ノリヒコ∥著

いわて教育文化研
究所

2012.4
ﾀｸ/910.268/
ﾓﾘ

○

29
啄木による五つの函館のうた
混声合唱組曲

廣瀬 量平∥作曲
石川 啄木∥作詩

河合楽器製作所・
出版部

2009.3
ﾀｸ/767.09/
ﾋﾛ

○

30
啄木による五つの函館のうた
女声合唱組曲

廣瀬 量平∥作曲
石川 啄木∥作詩

河合楽器製作所・
出版部

2009.6
ﾀｸ/767.08/
ﾋﾛ

○

31 啄木日記を読む 池田 功∥著 新日本出版社 2011.2
ﾀｸ/910.268/
ｲｹ

○

32 啄木「ローマ字日記」を読む
[石川 啄木∥原著]
西連寺 成子∥著

教育評論社 2012.4 ﾀｸ/915.6/ｲｼ ○

33
中村英さしえ集
石川啄木<一握の砂><悲しき玩具>

中村 英∥[画] 中村 英 2007.1 ﾀｸ/723.1/ﾀｸ ○

34
なみだは重きものにしあるかな
啄木と郁雨

[宮崎 郁雨∥著]
[石川 啄木∥著]
遊座 昭吾∥編

桜出版 2010.12
ﾀｸ/911.168/
ﾐﾔ

○

35 望　10号 啄木月曜会∥編集 盛岡大学 2009.12
ﾀｸ/910.268/
ﾎﾞｳ/10

○

36 望　11号 啄木月曜会∥編集 盛岡大学 2010.12
ﾀｸ/910.268/
ﾎﾞｳ/11

○

37 望　12号 啄木月曜会∥編集 盛岡大学 2012.1
ﾀｸ/910.268/
ﾎﾞｳ/12

○

啄木に関する図書（一部掲載）
No 資　料　名 編著者名等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

38
青森文学 第79号
「『兄啄木の思い出』から、読み
取れるもの」

西脇　巽∥著 青森文学会 2010.11
ﾀｸ/910.268/
ｱｵ/79

○

39
青森文学 第80号
「啄木と災害」

西脇　巽∥著 青森文学会 2011.11
ﾀｸ/910.268/
ｱｵ/80

○

40
浅草十二階 塔の眺めと<近代>の
まなざし [増補版]
「啄木の凌雲閣」

細馬 宏通∥著 青土社 2011.9 ﾀｸ/210.6/ﾎｿ ○

41

アジア新時代の南アジアにおける日本
像
「インド、中国における石川啄木及び
宮澤賢治受容概要と今後の展開の可能
性」

宇野 隆夫∥編
望月 善次∥編

国際日本文化研究
センター

2011.3
ﾀｸ/302.1/
ｱｼﾞ

○

42

岩手もりおか中津川の旅
「中津川の文学－石川啄木、宮沢
賢治、立原道造が見つめた川の流
れ」

遠藤 雄三/澤口 たまみ
/中村 茂∥編著
松田 十刻∥著

盛岡出版コミュニ
ティー

2010.12 ﾀｸ/291.1/ｲﾜ ○

43
エッセーのような
「石川啄木論」

沢 孝子∥著 海風社 2010.11
ﾀｸ/910.26/
ｻﾜ

○

44

現代社会における浄土真宗
兵庫教区青年僧侶の会30周年記念シン
ポジウム
「啄木の優しさにみる、日本の深いこ
ころ」

兵庫教区青年僧侶の会
∥編
高 史明[ほか]∥著

自照社出版 2011.3
ﾀｸ/188.74/
ｹﾞﾝ

○

45
小島信夫批評集成　3
「渋民小天地　石川啄木」

小島 信夫∥著 水声社 2011.3
ﾀｸ/918.68/
ｺｼﾞ/3

○

46
小林多喜二青春の記録
「啄木の文学と白樺派の青年た
ち」

高田 光子∥著 八朔社 2011.1
ﾀｸ/910.268/
ﾀｶ

○

47

佐野短期大学研究紀要　第22号
「『悲しき玩具』歌稿ノートの配列意
識(5)-『第五段階』の歌群(178～194
番歌)について-」

大室 精一∥著 佐野短期大学 2011.3
ﾀｸ/910.268/
ｻﾉ/22

○

48
佐野短期大学研究紀要　第23号
「『一握の砂』における推敲の法則」

大室 精一∥著 佐野短期大学 2012.3
ﾀｸ/910.268/
ｻﾉ/23

○
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No 資　料　名 編著者名等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

49
司馬遼太郎歴史のなかの邂逅7
「啄木と『老将軍』」

司馬 遼太郎∥著 中央公論新社 2011.3
ﾀｸ/210.04/
ｼﾊﾞ/7

○

50
新日本歌人　第66巻第3号
「石川啄木受容の風景と言葉 1」

碓田 のぼる∥著 新日本歌人協会 2011.3
ﾀｸ/910.268/
ｼﾝ/66-3

51

新日本歌人　第66巻第4号
「石川啄木受容の風景と言葉 2」
「大跨に縁側を歩けば -三枝昻之
『啄木ふるさとの空遠みかも』を
読む-」

碓田 のぼる∥著
津田 道明∥著

新日本歌人協会 2011.4
ﾀｸ/910.268/
ｼﾝ/66-4

52

新日本歌人　第66巻第5号
「石川啄木と現代について-二〇
一〇年「静岡啄木祭」講演(要
旨)-」

水野 昌雄∥著 新日本歌人協会 2011.5
ﾀｸ/910.268/
ｼﾝ/66-5

53
新日本歌人　第66巻第6号
「石川啄木受容の風景と言葉 3」

碓田 のぼる∥著 新日本歌人協会 2011.6
ﾀｸ/910.268/
ｼﾝ/66-6

54
新日本歌人　第67巻第1号
「石川啄木歌の風景と言葉 1」

碓田 のぼる∥著 新日本歌人協会 2012.1
ﾀｸ/910.268/
ｼﾝ/67-1

55
新日本歌人　第67巻第2号
「石川啄木歌の風景と言葉 2」

碓田 のぼる∥著 新日本歌人協会 2012.2
ﾀｸ/910.268/
ｼﾝ/67-2

56
新日本歌人　第67巻第4号
「書評と回想 -田中礼著『啄木と
その周辺』を読む-」

碓田 のぼる∥著 新日本歌人協会 2012.4
ﾀｸ/910.268/
ｼﾝ/67-4

57
図録・評伝安重根
「啄木と安重根－『ココアのひと
匙』をめぐって」

統一日報社∥編
姜 昌萬∥監修

日本評論社 2011.4 ﾀｸ/289.2/ｱﾝ ○

58
政治と自己実現
「悲しい青春歌人　石川啄木」

広岡 守穂∥著 中央大学出版部 2012.1
ﾀｸ/311.21/
ﾋﾛ

○

59
「清貧」という生き方
「啄木の歌との違い」

岬 龍一郎∥著 PHP研究所 2011.10
ﾀｸ/911.152/
ﾐｻ

○

60
せかい伝記図書館 35
与謝野晶子 石川啄木

子ども文化研究所∥監修
有吉 忠行∥[ほか]著

いずみ書房 2012.6
ﾀｸ/280/ｾｶ
/35

○

61
「一九〇五年」の彼ら
「石川啄木　『天才』をやめて急
成長した青年」

関川 夏央∥著 NHK出版 2012.5
ﾀｸ/910.26/
ｾｷ

○

62
啄木の歌に魅せられて
大崎和子作曲作品集

大崎 和子∥[作曲]著 [大崎和子] 2012.4
ﾀｸ/767.08/
ｵｵ

63

地図中心 通巻461号
「岩手山に魅せられた二人 啄
木・賢治の愛した散歩道
「啄木の地形図風景」

川村 建磁∥著
芳賀 啓∥著

日本地図センター 2011.2
ﾀｸ/454.9/
ﾁｽﾞ/461

○

64
寺山修司死と生の履歴書
「啄木になりたかった男」

福島 泰樹∥著 彩流社 2010.4
ﾀｸ/910.26/
ﾅｶ

○

65

寺山修司短歌論集
「歌と望郷－石川啄木」
「望郷幻譚－啄木における『家』
の構造」

寺山 修司∥著
福島 泰樹∥企画　編集

国文社 2009.8
ﾀｸ/911.16/
ﾃﾗ

○

66

東北の文学源流への旅
「岩手県　啄木忌」「秋田県 石
川啄木に詠まれた松岡蕗堂」「石
川啄木と鹿角」

成田 健∥著 無明舎出版 2011.2
ﾀｸ/910.26/
ﾅﾘ

○

67
ドナルド・キーン著作集 第1巻
「啄木の日記と芸術」

ドナルド　キーン∥著 新潮社 2011.12
ﾀｸ/910.8/ｷﾝ
/1

○

68
ドラマチック・ロシア
in Japan　2
「石川啄木とロシア文学」

長塚 英雄∥責任編集
大木 昭男∥著

生活ジャーナル 2012.4
ﾀｸ/319.1038
/ﾄﾞﾗ/2

○

69

トルストイの日露戦争論
現代文
「『トルストイの日露戦争論』石
川啄木」

レフ　トルストイ∥著
平民社∥訳
国書刊行会編集部∥現
代語訳

国書刊行会 2011.1 ﾀｸ/319.8/ﾄﾙ ○

70
泣き虫なまいき石川啄木
シス・カンパニー公演
「市井の歌人・石川啄木の生涯」

井上 ひさし∥作
段田 安則∥演出

シスカンパニー(製
作)

[2011] ﾀｸ/775.1/ﾅｷ ○
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No 資　料　名 編著者名等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

71

菱川善夫著作集　6
「日本のハイネ・石川啄木」「よみが
える啄木－啄木の現代性」「啄木の魅
力－危険な心の殺し方」「地上の遊
星・石川啄木」

菱川 善夫∥著
菱川善夫著作集刊行委
員会∥編集

沖積舎 2010.12
ﾀｸ/911.16/
ﾋｼ/6

○

72
文豪たちの手紙の奥義
「石川啄木－『金十五円許り御拝
借願われまじくや』」

中川 越∥著 新潮社 2010.6
ﾀｸ/910.26/
ﾅｶ

○

73

北翔大学生涯学習システム学部研
究紀要　第11号
「北原白秋の作品に見る近代産業
と日常生活 -石川啄木との比較を
中心にして-」

水野 信太郎∥著 北翔大学 2011.3
ﾀｸ/910.268/
ﾎｸ/11

○

74
北翔大学短期大学部研究紀要 第
49号
「石川啄木晩年の生活空間」

水野 信太郎∥著
北翔大学短期大学
部

2011.3
ﾀｸ/910.268/
ﾎｸ/49

○

75

北翔大学短期大学部研究紀要 第
50号
「石川啄木のいる都市景観 -北海
道函館市-」

水野 信太郎∥著
北翔大学短期大学
部

2012.3
ﾀｸ/910.268/
ﾎｸ/50

○

76

北翔大学北方圏学術情報センター
年報　Vol.3(2011)
「『一握の砂』発刊百年後の北海道と
盛岡 」

水野 信太郎∥著
北翔大学北方圏学
術情報センター

2011.5
ﾀｸ/910.268/
ﾎｸ/3

○

77
北海道地名をめぐる旅
「啄木の短歌を歩く」

合田 一道∥著 ベストセラーズ 2011.10
ﾀｸ/291.1/
ｺﾞｳ

○

78
松本健一講演集　2
「石川啄木　近代への憧れと故郷
喪失」

松本 健一∥著 人間と歴史社 2011.3
ﾀｸ/281.04/
ﾏﾂ/2

○

79
光本恵子歌集
「啄木と善磨」

光本 恵子∥著 砂子屋書房 2012.5
ﾀｸ/911.168/
ﾐﾂ

○

80
民主文学　第558号
「石川啄木の没後百年」

小林 昭∥著
日本民主主義文学
会

2012.4
ﾀｸ/910.268/
ﾐﾝ/2012-4

○

81
むかしの汽車旅
「雪中行…小樽より釧路まで…
石川啄木」

出久根 達郎∥編
森 鷗外∥[ほか著]

河出書房新社 2012.7 ﾀｸ/915.6/ﾑｶ ○

82
めん都もりおか
「『麺食い』たちのエピソード
その2 石川啄木編」

松田 十刻∥著
盛岡出版コミュニ
ティー

2010.12
ﾀｸ/383.8122
/ﾏﾂ

○

83

遊塵 秦野歌談会会誌 第3号
「『石川啄木全集』の補訂版を -
啄木最後の歌の記された年賀状な
ど-」

佐藤 勝∥著 秦野歌談会 2012.3
ﾀｸ/910.268/
ﾕｳ/3

84

「宵待草」ノート 竹久夢二と大
正リベラルズ
「啄木歌の受容と『まてどくらせ
どこぬひとを』の表現」

品川 洋子∥著
Dioの会∥編集

Dioの会 2011.4
ﾀｸ/911.52/
ﾀｹ

○

85
ろくでなし啄木
「石川啄木・その足跡」

― ― [2011] ﾀｸ/775.1/ﾛｸ

86
私たちの教育紀行
「石川啄木という教師」

稲葉 喜徳∥著 花伝社 2011.6 ﾀｸ/370.4/ｲﾅ ○
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啄木に関する雑誌
No 資　料　名 出版年 請求記号 館外貸出

1 大阪啄木通信 34～36号
2010.8～
2012.4

KS/ﾀｸ/ｵ1

2 小樽啄木会だより 13・14号
2011.5
2012.6

KS/ﾀｸ/ｵ2 一部可

3 釧路啄木会さいはて便り 4～8号
2010.10～
2012.6

KS/ﾀｸ/ｸ2

4 国際啄木学会会報 28～30号
2010.9～
2012.4

KS/ﾀｸ/ｺ2 一部可

5
国際啄木学会東京支部会報
19・20号

2011.4
2012.4

KS/ﾀｸ/ｺ5

6
国際啄木学会盛岡支部会報
19・20号

2010.9
2011.10

KS/ﾀｸ/ｺ6 一部可

7 札幌啄木会だより No.18～21
2010.10～
2012.5

KS/ﾀｸ/ｻ1

8 浜茄子 79・80号
2010.10
2011.5

KS/ﾀｸ/ﾊ1

啄木に関する雑誌（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

9
国文学 解釈と鑑賞 75巻9号
亡児追悼-『一握の砂』の終幕

河野　有時 ぎょうせい 2010.9
S/910/ｺ4/
75-9

10
サライ 24巻4号
ことの葉、届け〔9〕石川啄木

矢島　裕紀彦 小学館 2012.4
S/051/ｻ3/
24-4

11
詩界
石川啄木とインド、そしてタゴール

池田　功
日本詩人クラ
ブ

2010.9
S/911/ｼ14/
257

○

12
新潮45
｢共死」を想え(第6回)啄木と西行、滅び
への哀惜

山折　哲雄 新潮社 2011.12
S/051/ｼ27/
30-12

13
すばる
特集　石川啄木

― 集英社 2010.11
S/905/ｽ2/
32-11

14
正論
日本よ！啄木没後百年の歌！(1）

福島　泰樹 産経新聞社 2012.6
S/051/ｾ10/
485

15
正論
日本よ！啄木没後百年の歌！（2）

福島　泰樹 産経新聞社 2012.7
S/051/ｾ10/
486

16
短歌
大特集『一握の砂』刊行100年　はじめ
ての石川啄木

― 角川学芸出版 2010.12
S/911/ﾀ4/
57-13

17
短歌研究 68巻8号
文学と生活と-舞台「ろくでなし啄木」
をみて

森井　マスミ 短歌研究社 2011.8
S/911/ﾀ3/
68-8

18
短歌研究 69巻6号
特集　石川啄木の歌のここが好き、ここ
が嫌い　100年前の啄木を検証する

― 短歌研究社 2012.6
S/911/ﾀ3/
69-6

19

比較文化研究年報　21号
石川啄木の言語学
盛岡大学比較文化研究センター公開ワー
クショップ 郷土の文学 2回シリーズ 啄
木の魅力、賢治の魅力 第1回 石川啄木

日景　敏夫

望月　善次

盛岡大学比較
文化研究セン
ター

2011.3 KS/05/ﾋ1/21

20
比較文化研究年報　22号
石川啄木「ローマ字日記」の表記の研究

日景　敏夫
盛岡大学比較
文化研究セン
ター

2012.3 KS/05/ﾋ1/22

21
街もりおか 512号
啄木の交遊録【盛岡篇】(16)新渡戸仙岳

森　義真 杜の都社 2010.8
KS/05/ﾏ2/
512

○

22
街もりおか 513号
啄木歌集『一握の砂』刊行百周年を迎え
て

森　義真 杜の都社 2010.9
KS/05/ﾏ2/
513

○

23
街もりおか 514号
啄木の交遊録【盛岡篇】(17)堀合節子

森　義真 杜の都社 2010.10
KS/05/ﾏ2/
514

○

太田　幸夫

釧路啄木会

仙台啄木会

出　版　者

天野 仁

小樽啄木会

国際啄木学会

国際啄木学会東京支部

国際啄木学会盛岡支部

■ 参考資料 ■
＊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。

5



No 資　料　名 著者名等 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

24
街もりおか 515号
啄木の交遊録【盛岡篇】(18)秋浜市郎・
三郎親子

森　義真 杜の都社 2010.11
KS/05/ﾏ2/
515

○

25
街もりおか 516号
啄木の交遊録【盛岡篇】(19)阿部修一郎

森　義真 杜の都社 2010.12
KS/05/ﾏ2/
516

○

26
街もりおか 517号
啄木の交遊録【盛岡篇】(20)佐藤善助
(平野平兵衛)

森　義真 杜の都社 2011.1
KS/05/ﾏ2/
517

○

27
街もりおか 518号
啄木の交遊録【盛岡篇】(21)大信田落花

森　義真 杜の都社 2011.2
KS/05/ﾏ2/
518

○

28
街もりおか 519号
啄木の交遊録【盛岡篇】(22)齊藤佐蔵

森　義真 杜の都社 2011.3
KS/05/ﾏ2/
519

○

29
街もりおか 520号
啄木の交遊録【盛岡篇】(23)猪狩見龍

森　義真 杜の都社 2011.4
KS/05/ﾏ2/
520

○

30
街もりおか 521号
啄木の交遊録【盛岡篇】(24)原抱琴

森　義真 杜の都社 2011.5
KS/05/ﾏ2/
521

○

31
街もりおか 522号
啄木の交遊録【盛岡篇】(25)田村叶

森　義真 杜の都社 2011.6
KS/05/ﾏ2/
522

○

32
街もりおか 523号
啄木の交遊録【盛岡篇】(26)小澤恒一

森　義真 杜の都社 2011.7
KS/05/ﾏ2/
523

○

33
街もりおか 524号
啄木の交遊録【盛岡篇】(27)福士神川

森　義真 杜の都社 2011.8
KS/05/ﾏ2/
524

○

34
街もりおか 525号
啄木の交遊録【盛岡篇】(28)板垣玉代

森　義真 杜の都社 2011.9
KS/05/ﾏ2/
525

○

35
街もりおか 526号
啄木の交遊録【盛岡篇】(29)金子定一
夏村邂逅　｢啄木秋霙」

森　義真
細越 麟太郎

杜の都社 2011.10
KS/05/ﾏ2/
526

○

36
街もりおか 527号
啄木の交遊録【盛岡篇】(30)富田砕花

森　義真 杜の都社 2011.11
KS/05/ﾏ2/
527

○

37
街もりおか 528号
啄木の交遊録【盛岡篇】(31)高橋兵庫

森　義真 杜の都社 2011.12
KS/05/ﾏ2/
528

○

38
街もりおか 529号
啄木の交遊録【盛岡篇】(32)大井蒼梧

森　義真 杜の都社 2012.1
KS/05/ﾏ2/
529

○

39
街もりおか 530号
啄木の交遊録【盛岡篇】(33)岩動露子

森　義真 杜の都社 2012.2
KS/05/ﾏ2/
530

○

40
街もりおか 531号
啄木の交遊録【盛岡篇】(34)工藤大助

森　義真 杜の都社 2012.3
KS/05/ﾏ2/
531

○

41
街もりおか 532号
啄木の交遊録【盛岡篇】(35)上野広一

森　義真 杜の都社 2012.4
KS/05/ﾏ2/
532

○

42
街もりおか 533号
啄木の交遊録【盛岡篇】(36)及川古志郎

森　義真 杜の都社 2012.5
KS/05/ﾏ2/
533

○

43
街もりおか 534号
啄木の交遊録【盛岡篇】(37)小田島三兄
弟

森　義真 杜の都社 2012.6
KS/05/ﾏ2/
534

○

44
街もりおか 535号
啄木の交遊録【盛岡篇】(38)清岡等

森　義真 杜の都社 2012.7
KS/05/ﾏ2/
535

○

視聴覚資料(CD)
No 資　料　名 編著者名等 出　版　者 出版年 請求記号 館外貸出

45
啄木のオルガン
啄木・組曲  全五章「ふるさとの山に向
ひて」

新井  満∥企画  プロ
デュース  曲
児島  由美∥オルガン
編曲

ポニーキャニ
オン

2009.6 CK/R05/ｲｼ ○

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

46
啄木かるた
一人百首

石川啄木記念館∥選
歌・監修
函館市文学館∥選歌・
監修

盛岡出版コ
ミュニティー

2012.4 ﾀｸ/798/ﾀｸ
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記　事  年　月　日　朝刊 ページ

啄木と竜馬　先覚者の縁　盛岡・玉山で企画展　歌、手紙、楽器を展
示　共通点から人物像探る

2010.08.02　朝刊　15

企画商品で啄木発信　「一握の砂」発刊１００周年記念　盛岡駅や郵
便局　【弁当】県産食材ふんだん　【切手】ゆかりの風景活用

2010.08.12　朝刊　19

★郷土の本棚★　石川啄木「一握の砂」の秘密　大沢博著　斬新な人
物像を描き出す

2010.08.15　朝刊　21

★展望台★　啄木と竜馬のまなざし 2010.08.21　朝刊 14
若い感性　啄木の空に　短歌甲子園が開幕　歌集発刊１００年　３６
校盛岡吟行

2010.08.21　朝刊　24

★日報アンテナ★　啄木の原風景で感性磨き 2010.08.22　朝刊 4
★国際啄木学会京都大会から★（上）　「一握の砂」１００年　未来
への視座　構成の妙、叙情豊か　章ごとに魅力掘り下げ

2010.09.10　朝刊　11

★国際啄木学会京都大会から★（下）　「一握の砂」１００年　未来
への視座　「私」から文学追求　感傷性の背後に新しさ

2010.09.11　朝刊　9

啄木と賢治　魅力に迫る　北上　東日本ゼミナール 2010.09.19　朝刊 24
「啄木愛」次世代へ　盛岡　天満宮の歌碑を補修　小林さん呼び掛け
祖父の思い受け継ぐ

2010.10.01　朝刊　19

啄木と賢治　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

啄木の姿に迫る資料群　盛岡で「一握の砂１００年展」　直筆書簡含
む２００点　人柄、作品の背景紹介

2010.10.20　朝刊　17

歌集初版本など　啄木の資料展示　盛岡・県立図書館 2010.10.31　朝刊 15
★郷土の本棚★　啄木と郁雨　友の恋歌　矢ぐるまの花　山下　多恵
子著　２人の深い友情をつづる

2010.11.07　朝刊　25

胡堂と啄木の交流を紹介　紫波町で１４日　山本学芸員が講演 2010.11.10　朝刊 17
一握の砂　深く知って　盛岡の啄木記念館　発刊１００年で企画展 2010.11.12　朝刊 9
日報文学賞受賞者が討論　２１日、盛岡で啄木フォーラム 2010.11.13　朝刊 11
★地域スポット★　◆啄木記念館の山本学芸員が講演 2010.11.16　朝刊 18
現代・未来に通じる魅力　啄木賞受賞の３氏が論議　盛岡で「一握の
砂」１００年記念フォーラム

2010.11.23　朝刊　11

「祖父と啄木」ユーモア交え　金田一秀穂さん（杏林大教授）講演
盛岡

2010.11.28　朝刊　12

「一握の砂」１００年　啄木をしのぶ　盛岡でパーティー 2010.12.02　朝刊 20
旧斉藤家　改修進む　啄木が代用教員時代に間借り　盛岡・玉山の記
念館　百回忌の来年公開へ　イベント会場に活用も

2010.12.15　朝刊　17

年賀状に啄木最後の短歌　函館で初公開　病床での心境詠む 2010.12.26　朝刊 27
「一握の砂」書評復刻　遊座昭吾さん編集　啄木と宮崎郁雨　友情を
浮き彫り

2010.12.28　朝刊　9

「一握の砂」献本を確認　啄木から鴎外へ　東大総合図書館が所蔵
関係示す貴重な資料

2010.12.30　朝刊　23

啄木の油絵？　奥州・高橋さん（古美術研究家）所蔵　銘入りでも鑑
定は困難　「情報や意見寄せて」

2011.01.04　朝刊　31

古い蔵を再利用　飲食店など人気　函館・啄木ゆかりも 2011.01.07　朝刊 9
盛岡中図書庫を古里に　啄木没後１００年記念事業　宮古から移築構
想　月内にも実行委設立

2011.01.08　朝刊　1

★特集★　輝き増す　啄木の歌　「一握の砂」発刊１００年　盛岡で
フォーラム　強い現代性が影響力　「３１文字」庶民へ身近に

2011.01.11　朝刊　15

垣間見る啄木の生活　盛岡・玉山の記念館　旧斉藤家を公開 2011.01.11　朝刊 22
啄木かるた白熱　盛岡・玉山　渋民中で大会 2011.01.26　朝刊 17
旧斉藤家を改装披露　盛岡・玉山　啄木一家が一時住まい 2011.02.05　朝刊 17
★展望台★　啄木像に三谷マジック 2011.02.12　朝刊 7
出場最多　札と戯る　盛岡・玉山　啄木かるたに９９チーム 2011.02.20　朝刊 19

■ 啄木関係新聞記事索引(岩手日報) ■
平成22年8月～平成24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　朝刊 ページ

啄木の歌　音に乗せ　盛岡の阿部さん　２００編作曲　手作りＣＤ
原詩の雰囲気重視

2011.03.10　朝刊　23

啄木をしのび百回忌　盛岡・玉山１２０人参列 2011.04.14　朝刊 17
欧米と若者に魅力伝えたい　国際啄木学会　望月新会長が抱負 2011.04.27　朝刊 15
啄木百回忌　顕彰に力　盛岡で記念事業実行委　来月４日に「偲ぶ
会」　特別展で人となり紹介

2011.05.25　朝刊　22

啄木の思い重ねて　盛岡　あす催し　震災からの再生探る　玉山区で
新井満さん　百回忌に講演、対談

2011.06.03　朝刊　21

啄木の思い重ねて　盛岡　あす催し　演出家追悼　一夜の芝居　「新
婚の家」で畑中さん

2011.06.03　朝刊　21

啄木の歌を支えに　盛岡・玉山で百回忌行事　被災の共感再確認 2011.06.05　朝刊 22
啄木マラソン　参加者を募集　盛岡・２９日まで 2011.07.05　朝刊 19
現代短歌に啄木の面影　三枝さん　東京で講演 2011.07.06　朝刊 11
啄木題材の短歌大会作品を募集　１１月の盛岡大会記念 2011.07.23　朝刊 14
啄木、賢治短歌の研究成果　「心の花」北上大会　俵万智さんも発表 2011.08.28　朝刊 18
啄木の里　２２００人快走　盛岡でマラソン大会 2011.09.05　朝刊 20
作家の目から見た啄木　記念館（盛岡・玉山）で企画展　評価、影響
記した８０点　井上ひさしの直筆原稿も

2011.09.07　朝刊　12

★展望台★　啄木、そして現代短歌 2011.10.15　朝刊 14
国際啄木学会　５、６日に盛岡大で大会　震災後視野に新研究探る 2011.10.28　朝刊 16
石川啄木　《生誕》盛岡―《終焉》東京・文京区　災害時応援協定締
結へ

2011.11.03　朝刊　24

最優秀賞に越田君（神奈川・藤嶺学園藤沢中）　啄木学会短歌大会
学校賞は古館小（紫波町）

2011.11.04　朝刊　17

困難克服　啄木に学ぶ　国際学会・盛岡大会　被災地の実情報告も 2011.11.06　朝刊 24
学生短歌大会　入賞者を表彰　国際啄木学会・盛岡大会記念 2011.11.07　朝刊 22
啄木通し心の復興を　国際学会・盛岡大会　シンポで作品考察 2011.11.07　朝刊 22
「新しき啄木」探る　国際学会盛岡大会 2011.11.10　朝刊 13
啄木縁に災害時連携　盛岡市　文京区（東京）と協定締結 2011.11.11　朝刊 21
息遣いも感じさせる　独自技法の拓本２７点　盛岡で「碑が語る啄
木」展

2011.12.22　朝刊　15

啄木の編集意図考慮　二つの歌集を再構成　近藤さん（国際学会元会
長）刊行

2012.02.08　朝刊　12

札めがけ真剣勝負　盛岡・玉山　２４９人出場、啄木かるた大会 2012.02.19　朝刊 18
陸前高田に記念碑　啄木没後１００年事業　計画案承認　直筆書簡入
手も

2012.03.01　朝刊　18

没後１００年　啄木に光　今月から県内外で企画展　石川啄木記念館
（盛岡）　評論や日記を紹介／函館市文学館　妻節子の書簡展示

2012.04.03　朝刊　15

★啄木　うたの風景★（１）　プロローグ（１）　碑でたどる足跡
望郷の地（盛岡市玉山区）　無名青年たちの熱意

2012.04.04　朝刊　11

★啄木　うたの風景★（２）　プロローグ（２）　碑でたどる足跡
終焉の地（東京都文京区）　等光寺（台東区）　孤独際立つ都市生活

2012.04.11　朝刊　11

盛岡中学　黄金世代に光　石川啄木没後１００年、金田一京助生誕１
３０年…　市先人記念館で収蔵展　交流示す書簡も　米内光政ら計
２０人の資料紹介

2012.04.11　朝刊　16

啄木、節子　最晩年の姿　函館市文学館で没後１００年展　日記や書
簡展示

2012.04.12　朝刊　13

啄木が見た盛岡の街　啄木・賢治青春館　イラスト３７点展示 2012.04.13　朝刊 16
★学芸余聞★　前夜祭で啄木の魅力再認識 2012.04.14　朝刊 14
１０１回忌　啄木しのぶ　関係者ら継承へ意欲　盛岡や東京 2012.04.14　朝刊 29
★啄木　うたの風景★（３）　プロローグ（３）　碑でたどる足跡
永眠の地（函館市）　遺稿守る第二の古里

2012.04.18　朝刊　10

石川啄木没後１００年　小・中・高・大学生はどう読む　盛岡でパネ
ルディスカッション　内容等身大、今も共感　若い感性に新しさ響く

2012.04.21　朝刊　10

啄木の言葉　明日を展望　盛岡・玉山の記念館で企画展　評論や書簡
から選定　時代背景、解説添え紹介

2012.04.21　朝刊　12

8



記　事  年　月　日　朝刊 ページ

★啄木　うたの風景★（４）　プロローグ（４）　碑でたどる足跡
浅沼さん（啄木文学碑紀行著者）インタビュー　多くの人に生きる力

2012.04.25　朝刊　10

★啄木　うたの風景★（５）　第１部　青春の輝き（１）　常光寺、
宝徳寺（盛岡市玉山区）　故郷の四季が源泉に

2012.05.02　朝刊　11

★啄木　うたの風景★（６）　第１部　青春の輝き（２）　渋民小
（盛岡市玉山区）　守り継ぐ先輩の感性

2012.05.09　朝刊　10

国際啄木学会が１２日に台北大会　文化超え研究の意義探る 2012.05.10　朝刊 13
啄木の図書　台湾大に　国際学会が１６０点寄贈　論集や復刻本　研
究への活用期待

2012.05.12　朝刊　22

言語超え啄木の魅力探る　台湾で国際学会　会員、学生８０人参加 2012.05.13　朝刊 28
啄木の書籍を展示　台湾大図書館　没後１００年記念し１６０点 2012.05.15　朝刊 12
★啄木　うたの風景★（７）　第１部　青春の輝き（３）　下橋中
（盛岡市）　卒業生の歴史に誇り

2012.05.16　朝刊　11

★没後１００年　啄木と時代　国際学会台北大会から★（上）　思想
の普遍性を評価　国際的視野持つ文学者

2012.05.16　朝刊　9

啄木記念事業実行委に寄付　ＪＲ東労組盛岡 2012.05.16　朝刊 17
★没後１００年　啄木と時代　国際学会台北大会から★（下）　幅広
い研究に可能性　ほかの歌人と関連注目

2012.05.17　朝刊　13

★郷土の本棚★　石川啄木　漂泊の詩人　別冊太陽　叙情的写真と追
体験の旅

2012.05.20　朝刊　11

★啄木　うたの風景★（８）　第１部　青春の輝き（４）　岩手公園
（盛岡市）　中学時代の思い刻む

2012.05.23　朝刊　11

江戸の粋と友情と　盛岡市先人記念館の新収蔵資料展　精巧さ光る浮
世絵版画／啄木思う金田一の書簡　約８０点展示

2012.05.27　朝刊　20

啄木の里　誇りに　盛岡・玉山商工関係者　ゆかりの校舎、修繕奉仕 2012.05.29　朝刊 18
啄木の里　誇りに　盛岡・玉山商工関係者　短冊を掲示し没後１００
年ＰＲ

2012.05.29　朝刊　18

★啄木　うたの風景★（９）　第１部　青春の輝き（５）　高田松原
（陸前高田市）　受難の歴史　波に消え

2012.05.30　朝刊　11

★ズームアップいわて★　啄木の魅力に浸る　盛岡で没後１００年祭 2012.06.03　朝刊 1
★ズームアップいわて★　盛岡・玉山で啄木没後１００年祭　色あせ
ぬ歌の世界　現代人の心に共鳴

2012.06.03　朝刊　14

「啄木終焉の地」碑再建へ　盛岡のサミットで東京・文京区長方針 2012.06.03　朝刊 26
★ズームアップいわて★　盛岡・玉山で啄木没後１００年祭　色あせ
ぬ歌の世界　現代人の心に共鳴

2012.06.03　朝刊　14

★ズームアップいわて★　盛岡・玉山で啄木没後１００年祭　色あせ
ぬ歌の世界　現代人の心に共鳴

2012.06.03　朝刊　15

啄木と歌と震災語る　新井満さん　八幡平市で講演 2012.06.04　朝刊 18
「啄木歌碑めぐり」３０日開催　盛岡 2012.06.04　朝刊 18
★啄木　うたの風景★（１０）　第１部　青春の輝き（６）　遊座さ
ん（国際啄木学会元会長）インタビュー　古里の美しさ教わる

2012.06.06　朝刊　11

啄木作品翻案、人形劇で上演　江戸糸あやつり結城座　盛岡で１４、
１５日に

2012.06.07　朝刊　12

★啄木　うたの風景★（１１）　第１部　青春の輝き（７）　田中正
造墓所（栃木・佐野市）　銅山鉱毒の惨状思う

2012.06.13　朝刊　12

★啄木　うたの風景★（１２）　第１部　青春の輝き（８）　帰帆場
公園（北上市）　初恋と友を懐かしむ

2012.06.20　朝刊　12

★郷土の本棚★　啄木　新しき明日の考察　　池田　功著　文学者と
して成長する姿

2012.06.24　朝刊　11

胡堂　啄木との青春　エッセイスト・太田さん講演　紫波町・野村記
念館　文学や音楽通じ親交

2012.06.26　朝刊　10

★啄木　うたの風景★（１３）　第１部　青春の輝き（９）　富士見
橋（盛岡市）　一家背負う新婚生活

2012.06.27　朝刊　10

文学者交友に啄木の姿　盛岡で没後１００年展「『明星』から『スバ
ル』へ」　　与謝野寛らの原稿展示　愛された素顔浮かぶ

2012.06.28　朝刊　13

★啄木　うたの風景★（１４）　第１部　青春の輝き（１０）　天満
宮（盛岡市）　美しい故郷恋い慕う

2012.07.04　朝刊　11
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啄木の縁　文化交流協定　盛岡市と文京区（東京）　あす締結　顕彰
事業や観光連携

2012.07.04　朝刊　24

啄木の縁、盛岡市と文京区（東京）　文化協定に調印 2012.07.06　朝刊 24
★啄木　うたの風景★（１５）　第１部　青春の輝き（１１）　斉藤
家（盛岡市玉山区）　一家伴い渋民に帰郷

2012.07.11　朝刊　11

東京で「啄木学級・文の京講座」 2012.07.11　朝刊 10
★展望台★　啄木が結ぶ不思議な縁 2012.07.13　朝刊 13
★啄木　うたの風景★（１６）　第１部　青春の輝き（１２）　山本
さん（石川啄木記念館学芸員）インタビュー　盛岡時代　多くの刺激

2012.07.18　朝刊　10

啄木短歌のロシア語翻訳本　青森　「鳴海完造展」で公開 2012.07.21　朝刊 12
啄木没後１００年　生涯をたどる　大船渡で特別展 2012.07.22　朝刊 24
★啄木　うたの風景★（１７）　第２部　漂泊の旅路（１）　合浦公
園（青森市）　北への船旅　家族思う

2012.07.25　朝刊　11
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啄木の生涯
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

1 校友会雑誌 3、4号 ー
岩手県立盛岡中学
校校友会雑誌部

1902 KS/37/ﾓ2

2
明星
第3第5号(明治35年10月)

ー 東京新詩社 1902 S/911/ﾐ4

3
明星
辰歳第10号(明治37年10月)

ー 東京新詩社 1904 S/911/ﾐ4

4
明星【復刻版】
辰歳第10号

『明星』複製刊行会∥
著

臨川書店 1979
911.05/ﾐ1/
ﾀﾂﾄﾞｼ-10

○

5 あこがれ 石川 啄木∥著 小田島書房 1905 ﾀｸ/15/21

6 黄草集【詩稿ノートの複製】 石川 啄木∥[著] 盛岡啄木会 1976 ﾀｸ/8/29

7 小天地 第1巻第1号 石川　一∥編 小天地社 1905.9 ﾀｸ/9/6

8 紅苜蓿【復刻版】 第1、6冊 －
函館市文化・ス
ポーツ振興財団

1991.10
ﾀｸ/ﾍﾞ1/
1-1、6

○

9 スバル 第1年第1～3号 ー 昴 1909.1～3 ﾀｸ/9/3/1

10 創作 第1巻第8号 ー 東雲堂書店 1910.10 S/911/ｿ2

11 一握の砂 石川 啄木∥著 東雲堂書店 1910 ﾀｸ/11/42

12
呼子と口笛 石川啄木のノート【自筆
ノートの複製】

石川 啄木∥[著] 盛岡啄木会 1975 ﾀｸ/15/10 ○

13
一握の砂以後 四十三年十一月末より
【肉筆複製版】

石川 啄木∥[著] 石川啄木記念館 1972.4 ﾀｸ/11/46

14 悲しき玩具 石川 啄木∥著 東雲堂書店 1912 ﾀｸ/11/43

啄木の書簡/船越金五郎日記
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

15
啄木の書簡
小林花郷(茂雄)宛 明治35年7月20日

石川 啄木∥著 ー 1902 ﾀｸ/6/13

16
啄木の書簡
小林花郷(茂雄)宛 明治35年11月18日

石川 啄木∥著 ー 1902 ﾀｸ/6/12

17
啄木の書簡
小林花郷(茂雄）瀬川深、岡山儀七(残
紅)宛 明治36年2月28日

石川 啄木∥著 ー 1903 ﾀｸ/6/16

18
啄木の書簡
小林花郷(茂雄)宛 明治36年12月13日

石川 啄木∥著 ー 1903 ﾀｸ/6/14

19
船越金五郎日記 旅之跡 一
(自明治二十九年至明治三十三年)

船越 金五郎∥著 ー
1896.4～
1900.12

寄託資料

20
船越金五郎日記 旅之跡 二
(自明治三十四年至明治三十八年)

船越 金五郎∥著 ー
1901.1～
1905.12

寄託資料

啄木没後～大正期
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

21
石川啄木墓碑拓本
墓碑表面

ー ー ー ﾀｸ/9/72

22
石川啄木墓碑拓本
墓碑裏面

ー ー ー ﾀｸ/9/73

23
暇ナ時 六月十四日ヨリ
[石川啄木歌稿ノート]
【肉筆複製版】

石川　啄木∥著
函館啄木会∥編纂

八木書店 1956.10 ﾀｸ/11/47

24 北海漂浪の啄木と秘められたる日記 岡田 健蔵∥[著] 日本古書通信社 1939 ﾀｸ/ｵ33/1

【テーマ展示 】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 読み継がれる啄木～没後100年を振り返る～ ■
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No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

25
改造 第15巻第2号
吉田孤羊「啄木の日記(上)」

ー 改造社 1933.2 S051/ｶ1

26
改造 第15巻第3号
吉田孤羊「啄木の日記(下)」

ー 改造社 1933.3 S051/ｶ1

27 啄木遺稿
石川 啄木∥著
土岐 善麿∥編輯

東雲堂書店 1913 ﾀｸ/8/5/

28 啄木全集 第1～3巻
石川 啄木∥著
土岐 哀果∥編輯

新潮社
1919～
1920

ﾀｸ/8/1/1～3

29 石川啄木 金田一 京助∥著 文教閣 1934 ﾀｸ/ｷ1/4

30
Nakiwarai
特選名著複刻全集近代文学館[12]

土岐 哀果∥著
日本近代文学館
(初版:ローマ字ひろ
め会 明治43年刊)

1971.7
918.6/ﾆ6/
5-12

31
生活と芸術　第2巻第1号大正3年9月-第
2巻第12号大正4年8月

ー 生活と芸術社
1914～
1915

S/905/ｾ1

32 啄木追懐 土岐 善麿∥著 改造社 1932 ﾀｸ/ﾄ1/2

33
啄木歌集
一握の砂 悲しき玩具 合冊

石川  啄木∥著 東雲堂書店 1913.6
ﾀｸ/911.168/
ｲｼ

34
我等の一団と彼
【生活と芸術叢書 第6編】

石川 啄木∥著 東雲堂書店 1916 ﾀｸ/3/5

35
代表的名作選集 第31編
啄木選集

嶋村 抱月∥[ほか]編
土岐 哀果∥編輯

新潮社 1918 ﾀｸ/8/8

36 啄木の思想と生涯 大原 外光∥著 弘文社 1925 ﾀｸ/ｵ1/1

37

現代日本文学全集15
与謝野寛・与謝野晶子・石川啄木・北
原白秋集
中野重治著「啄木に関する断片」

与謝野　鉄幹∥
〔ほか〕著

筑摩書房 1954 ﾀｸ/8/13 ○

38
現代文芸 第24号(4月特集)
石川啄木研究号

ー 素人社 1926.3 ﾀｸ/ﾀ18/1

39
晩年の石川啄木
改造 第9巻1号

金田一　京助∥著 改造社 1927.1 ﾀｸ/ｷ1/6

40 石川啄木記念絵葉書 ー 啄木会 1922 ﾀｸ/9/7

41 啄木歌碑の拓本 ー 盛岡啄木記念館 ー ﾀｸ/9/5

昭和初期～戦時中
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

42
啄木研究　創刊号
啄木追悼号

ー 啄木会 1926.4 ﾀｸ/ﾓ6/2-1-1

43
啄木研究　復活第1号
全国啄木会聯盟機関誌

ー 盛岡啄木会 1929.4 ﾀｸ/ﾓ6/3-1

44 石川啄木全集 第1～5巻 石川　一∥著 改造社
1928～
1929

ﾀｸ/8/3/1～5

45
現代日本文学全集 45
石川啄木集

石川 一∥著 改造社 1928 ﾀｸ/8/9

46 啄木の詩歌と其一生 中西 悟堂∥著 交蘭社 1928 ﾀｸ/ﾅ1/1

47 啄木の歌とそのモデル 宮本 吉次∥著 ブラジル出版社 1929.3 ﾀｸ/ﾐ1/4

48
啄木の歌とそのモデル
（増補版）

宮本 吉次∥著 新興音楽出版社 1941 ﾀｸ/ﾐ1/2

49 啄木を繞る人々 吉田 孤羊∥著 改造社 1929 ﾀｸ/ﾖ1/13

50 歌と人石川啄木 西村 陽吉∥著 紅玉堂書店 1929.10 ﾀｸ/ﾆ1/5

51
呼子と口笛　第１巻
第一巻第一号～第三号

ー 呼子と口笛社
1930.8～
1930.10

ﾀｸ/ﾖ5/
1-1/3

52 評伝石川啄木 西村 陽吉∥著 素人社書屋 1933.2 ﾀｸ/ﾆ1/2
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No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

53 石川啄木研究
金田一　京助∥〔ほ
か〕編

楽浪書院 1933 ﾀｸ/ｲ6/7

54 啄木研究文献 吉田　孤羊∥編 明治文学談話会 1934.4 ﾀｸ/ﾖ1/23

55 石川啄木の研究 遠地 輝武∥著 改造社 1934.7 ﾀｸ/ｵ11/2

56 郷土読本 下巻 岩手県教育会∥編 日本ノート学用品 1930.1
K/290/ｲ2/
1-2

57
明治文学研究 第1巻第5号(5月号) 特輯
石川啄木

明治文学談話会∥編輯 明治文学談話会 1934.5 ﾀｸ/ﾀ18/5

58 啄木短歌評釈
矢代 東村∥著
渡辺 順三∥著

ナウカ社 1935 ﾀｸ/ﾔ11/1

59 父啄木を語る 石川 正雄∥著 三笠書房 1936 ﾀｸ/ｲ6/8

60
石川啄木
其生涯と芸術

和田 芳実∥著 三芳屋書店 1938 ﾀｸ/ﾜ1/1

61 啄木写真帖 吉田 孤羊∥著 改造社 1936 ﾀｸ/ﾖ1/11

62 新編石川啄木全集　第1～10巻 石川 一∥著
吉田 孤羊∥編集　校訂

改造社
1938～
1939

ﾀｸ/8/4/
1～10

63 郷愁と情熱の啄木 小野 忠孝∥著 東江堂 1939.10 ﾀｸ/ｵ10/1

64 啄木遍路 大木 雄二∥著 三笠書房 1940 ﾀｸ/ｵ12/1

65 啄木の想ひ出 北山 竜太郎∥著 時代書房 1941 ﾀｸ/ｷ8/1

66 薄命の詩人啄木の生涯 横山 青娥∥著 文学書房 1939 ﾀｸ/ﾖ3/3

67 文献石川啄木 斎藤 三郎∥著 青磁社 1942 ﾀｸ/ｻ3/2-1

68
文献石川啄木
続

斎藤 三郎∥著 青磁社 1942 ﾀｸ/ｻ3/2-2

69 青年石川啄木 小野庵 保蔵∥著 成史書院 1942 ﾀｸ/ｵ21/1

70 啄木覚書 葭間 惠文∥著 教学書房 1943 ﾀｸ/ｱ2/2

71
石川啄木
【現代叢書 37】

兼常 清佐∥著 三笠書房 1943 ﾀｸ/ｶ1/1

戦前の啄木映画・演劇
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

72
少女画報 第25年第4号
啄木映画紹介情熱の詩人啄木

少女画報∥編 少女画報社 1936.4 ﾀｸ/ｼ11/1

73
情熱の詩人啄木
(日活上演映画シナリオ)

小田　喬∥著 ー ー ﾀｸ/9/13ｲ

74
若き啄木 代用教員時代5幕6場
(昭和14年正月上演台本)

藤森　成吉∥著 前進座 1938 ﾀｸ/ﾌ1/1

75 若き啄木 小田　喬∥著 新潮社 1939 ﾀｸ/ﾌ1/2

76
前進座　第3巻第1号〔通号〕第9号（3
月特大号）

ー
前進座全国後援会
事務所

1939.3 ﾀｸ/ﾀ18/16

岩手県立図書館 啄木文庫
No 新聞名 館外貸出

77 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

78 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

内容
大正15年(1926)4月13日3面
「啄木逝いて十五年 きょう追悼講演会 文庫も県図書館へ」

昭和45年(1970)2月19日5面
「啄木資料 県立図書館入り」

13 



戦後の啄木研究
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

79 悲しき兄啄木 三浦 光子∥著 初音書房 1948 ﾀｸ/ﾐ2/1

80 石川啄木日記 1～3 石川 啄木∥著 世界評論社 1948
ﾀｸ/5/3/
1～3

81 石川啄木伝 岩城　之徳∥著 東宝書房 1955
ﾀｸ/ｲ1/
12‐1/

82 人間啄木
伊東 圭一郎∥著
松本 政治∥編著

岩手日報社 1959
ﾀｸ/910.268/
ｲﾄ

○

83 啄木全集  第1～8巻 石川 啄木∥著 筑摩書房 1976 ﾀｸ/8/18/1 ○

84 国際啄木学会会報 創刊号 ー
日本大学国際関係学
部岩城之徳研究室

1990 KS/ﾀｸ/ｺ2

戦後の啄木映画
No 資　料　名 編著者名等 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

85
啄木映画われ泣きぬれて[スクラップ
ブック]

吉田　孤羊∥輯 吉田孤羊 1948 ﾀｸ/ﾖ1/21-83

86 望郷の詩集[台本] ― ― ― ﾀｸ/9/17

87
啄木関係新聞切抜48[スクラップブッ
ク]より
映画タイムスNo23(1954)

吉田　孤羊∥輯 吉田孤羊 1947～ ﾀｸ/ﾖ1/21-48

88 情熱の詩人啄木[台本] [西沢 裕子∥脚本] 大映 ― ﾀｸ/9/15

No 新聞名 館外貸出

89 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

様々な顕彰活動
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

90 啄木文学碑紀行 浅沼 秀政∥著 白ゆり 1996 ﾀｸ/ｱ35/1 ○

91 啄木かるた 中原　淳一∥画 実業之日本社 1939 ﾀｸ/ﾅ8/1

92 「啄木百選」かるた 獅子内　武夫∥著 佐藤功一郎
〔1975.4?

〕
ﾀｸ/ｼ4/1

93 啄木かるた 石川　啄木∥著 石川啄木記念館 ― ﾀｸ/11/48

94 啄木いろはかるた 石川　啄木∥著 河出書房新社 1982 ﾀｸ/11/53

95 啄木かるた二十五首
もりおか六紘舎∥企
画・制作

もりおか六紘舎 2006
ﾀｸ/910.268/
ﾓﾘ

96 啄木かるた 吉田  光彦∥画 〔吉田光彦〕 〔2009〕
ﾀｸ/910.268/
ﾖｼ

97 啄木かるた
石川啄木記念館∥選
歌・監修

盛岡出版コミュニ
ティー

2012 ﾀｸ/798/ﾀｸ

98 浜茄子　第16号 ー 仙台啄木会 1978.4 KS/ﾀｸ/ﾊ1

99 やなぎの木 No1 ー しぶたみ啄木会 1984.9 KS/ﾀｸ/ﾔ1

100 不来方 第1号 ー 盛岡啄木会 1985.11 KS/ﾀｸ/ｺ1

101 くしろ啄木通信　創刊号 ー
くしろ啄木生誕百
年記念の会

1986.6 KS/ﾀｸ/ｸ1

102 樹木 ー 青森県啄木会 1986.7 KS/ﾀｸ/ｼﾞ1

103 函館啄木会会報　創刊号 ー 函館啄木会 1986.10 KS/ﾀｸ/ﾊ2

内容
昭和37年(1962)3月7日夕刊4面
「『情熱の詩人石川啄木』をみて」
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No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

104 新しき明日　創刊号 ー 石川啄木の会 1988.12 KS/ﾀｸ/ｱ1

No 新聞名 館外貸出

105 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

106 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

107 河北新報
（原紙複製）

108 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

109 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

110 岩手日報
（原紙複製）

111 岩手日報

読み継がれる啄木
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

112 一握の砂 石川  啄木∥著
石川啄木記念館∥
企画・編集

2003
ﾀｸ/911.168/
ｲｼ

○

113 サルと人と森
石川  啄木∥著
山本  玲子∥訳
鷲見  春佳∥絵

森びとプロジェク
ト委員会

2009 ﾀｸ/913.6/ｲｼ ○

114 盛岡啄木手帳 [石川 啄木∥著] 東山堂 2008
ﾀｸ/910.268/
ｲｼ

○

115 拝啓啄木さま 山本 玲子∥著 熊谷印刷出版部 1999
ﾀｸ/910.268/
ﾔﾏ

○

116 石川くん 枡野 浩一∥著 集英社 2007
ﾀｸ/911.162/
ﾏｽ

○

117 『坊っちゃん』の時代
関川 夏央∥著
谷口 ジロー∥著

双葉社 1992
ﾀｸ/726.1/ﾀﾆ
/3

○

内容
昭和21年(1946)6月25日
「渋民村の感銘 村民集い啄木祭賑う」

昭和45年(1970)4月14日11面
「「人と文学」を一堂に 渋民の啄木記念館開く」

昭和48年(1973)4月12日岩手県内版16面
「あす啄木祭 多彩な顔ぶれで講演」「補修・復元やっと完成 啄木
新婚の家」
昭和61年(1986)5月3日17面
「啄木生誕百年記念特集 ふる里に息づく天才詩人の心 新記念館
オープン」

平成24年(2012)6月3日14・15面
「ズームアップいわて 盛岡・玉山で啄木没後100年祭 色あせぬ歌
の世界 現代人の心に共鳴」

昭和61年(1986)5月4日
「古里は啄木一色 玉山 新記念館待望の開館」

平成24年(2012)2月19日18面
「札めがけ真剣勝負 249人出場、啄木かるた大会」
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