
賢治作品
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 アポロンの竪琴 混声合唱組曲
宮沢賢治/みなづきみのり∥
詩

全音楽譜出版社 2014.5 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

2 雨ニモマケズ
宮沢 賢治∥文
アーサー　ビナード∥英訳
山村 浩二∥絵

今人舎 2013.11 ｹﾝ/726.6/ﾔﾏ ○

3 イーハトーボ　01
宮澤 賢治∥[著]
junaida∥著

サンリード 2013.10 ｹﾝ/726.6/ｼﾞﾕ/1 ○

4
イーハトーボ農学校の春
混声合唱とピアノのための

宮沢 賢治∥作詩
信長 貴富∥作　編曲

河合楽器製作所・
出版部

2014.2 ｹﾝ/767.08/ﾉﾌﾞ ○

5 《絵本》銀河鉄道の夜
宮澤 賢治∥作
司 修∥絵

偕成社 2014.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

6 蛙の消滅　蛙のゴム靴初期形
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2015.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

7 かしわばやしの夜
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2014.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

8 風の又三郎
宮沢 賢治∥原作
吉田 佳広∥デザイン

偕成社 2013.9 ｹﾝ/726.6/ﾖｼ ○

9
可愛い黒い幽霊
宮沢賢治怪異小品集

宮沢 賢治∥著
東 雅夫∥編

平凡社 2014.7 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ ○

10 画本風の又三郎
宮沢 賢治∥原作
藤城 清治∥影絵

講談社 2014.1 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

11 黄いろのトマト
宮澤 賢治∥作
降矢 なな∥絵

三起商行 2013.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

12 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥作
金井 一郎∥絵

三起商行 2013.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

13 銀河鉄道の夜　他十四篇
宮沢 賢治∥作
谷川 徹三∥編

岩波書店 2014.1 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

14 虔十公園林
宮沢 賢治∥作
伊藤 秀男∥絵

三起商行 2014.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

15 写訳春と修羅
宮沢 賢治∥著
齋藤 陽道∥著

ナナロク社 2015.2 ｹﾝ/748/ｻｲ ○

16
女声合唱のためのうた・ねがい・星めぐ
りの歌

宮澤賢治/佐藤信∥作詩
林 光∥作曲 編曲

全音楽譜出版社 2014.1 ｹﾝ/767.08/ﾊﾔ ○

17 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥原作
植田 真∥絵

あすなろ書房 2015.1 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

18 土神と狐
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2015.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

19 どんぐりと山猫
宮澤 賢治∥原作
小林 敏也∥原画

好学社 2014.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

20
猫の事務所
ある小さな官衙に関する幻想

宮沢 賢治∥作
植垣 歩子∥絵

三起商行 2014.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

21
野と空の歌
混声合唱とピアノのための

宮澤 賢治∥詩
寺嶋 陸也∥作曲

音楽之友社 2013.10 ｹﾝ/767.08/ﾃﾗ ○

22 光の丘のうた　無伴奏女声合唱組曲
宮澤 賢治∥詩
なかにし あかね∥作曲

音楽之友社 2014.6 ｹﾝ/767.08/ﾅｶ ○

23 宮沢賢治「旭川。」より
宮沢 賢治∥[原作]
あべ 弘士∥文　画

BL出版 2015.2 ｹﾝ/726.6/ｱﾍﾞ ○

24 宮沢賢治のオノマトペ集
宮沢 賢治∥著
栗原 敦∥監修
杉田 淳子∥編

筑摩書房 2014.12 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

25
宮澤賢治の詩による《薤露青》
無伴奏同声合唱のための

宮澤 賢治∥詩
鈴木 輝昭∥作曲

音楽之友社 2015.5 ｹﾝ/767.08/ｽｽﾞ ○

26 宮沢賢治やまなし　童話絵本
宮沢 賢治∥作
田原 田鶴子∥絵

小学館 2015.4 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

27 やまなし
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2013.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

28 雪わたり
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2013.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

29 ゆきわたり
宮沢 賢治∥原作
岡山 伸也∥絵

河出書房新社 2014.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

30
わたくしという現象は
混声合唱とピアノのための組曲

宮沢 賢治∥作詩
千原 英喜∥作曲

河合楽器製作所・
出版部

2014.9 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

賢治作品(一部掲載）
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

31 近代童話(メルヘン)と賢治
信時哲郎/外村彰/古澤夕起子
/辻本千鶴/森本智子∥編

おうふう 2014.2 ｹﾝ/913.68/ﾒﾙ ○

賢治に関する図書
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

32
アベニモ負ケズ ハシモトニモ負ケズ
宮沢賢治教育への贈りもの

三上 満∥著 フォーラム・A 2013.12 ｹﾝ/370.4/ﾐｶ ○

33 石川啄木と宮沢賢治の人間学 佐藤 竜一∥著
日本地域社会研究
所

2015.5 ｹﾝ/910.268/ｻﾄ ○

■ 新規収蔵賢治文庫 ■ 
平成25年8月1日～平成27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 出版年等 請求記号 館外貸出

34
イーハトーブ
宮沢賢治の心象を求めて

松田 一郎∥著
松田 司郎∥著

光村推古書院 2015.7 ｹﾝ/910.268/ﾏﾂ ○

35 イーハトーブ・ガーデン 赤田 秀子∥写真　文 コールサック社 2013.9 ｹﾝ/910.268/ｱｶ ○

36 海を渡った宮沢賢治 近藤 健史∥著
[日本大学通信教育部
通信教育研究所]

2014 ｹﾝ/910.268/ｺﾝ ○

37 絵本で読みとく宮沢賢治
中川 素子∥編
大島 丈志∥編

水声社 2013.11 ｹﾝ/910.268/ｴﾎ ○

38
近代童話作家資料選集　第5巻
宮澤賢治素描・定本宮澤賢治

宮川 健郎∥編　解説 クレス出版 2015.4 ｹﾝ/909/ｷﾝ/5 ○

39 「銀河鉄道の夜」解体新書 米地 文夫∥著 髙喜書房 2013.11 ｹﾝ/913.6/ﾖﾈ ○

40
グスコーブドリの大学校報告書
第14回

ー
石と賢治のミュー
ジアム

2014.3
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/14 ○

41
グスコーブドリの大学校報告書
第15回

ー
石と賢治のミュー
ジアム

2015.3
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/15 ○

42 賢治研究　121号 ー 宮沢賢治研究会 2013.8
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-121 ○

43 賢治研究　122号 ー 宮沢賢治研究会 2014.2
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-122 ○

44 賢治研究　123号 ー 宮沢賢治研究会 2014.7
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-123 ○

45 賢治研究　124号 ー 宮沢賢治研究会 2014.10
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-124 ○

46 賢治研究　125号 ー 宮沢賢治研究会 2015.3
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-125 ○

47 賢治学　第1輯
岩手大学宮澤賢治センター∥
編

東海大学出版部 2014.6
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/1 ○

48 賢治学　第2輯
岩手大学宮澤賢治センター∥
編

東海大学出版部 2015.6
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/2 ○

49 賢治が住む都市の今日・2013 水野 信太郎∥[著] [北翔大学] 2014
ｹﾝ/910.268/
ﾐｽﾞ ○

50
賢治が遺したラヴ・ストーリー『シグナ
ルとシグナレス』

栗原 文子∥[著]
[駒澤大学コミュニ
ティーケアセンター]

2014.10 ｹﾝ/910.268/ｸﾘ

51 賢治先生の家・羅須地人協会の現況 水野 信太郎∥[著]
[日本建築学会北海
道支部]

2014.6
ｹﾝ/910.268/
ﾐｽﾞ ○

52 賢治とロシア正教会フィールドワーク 栗原 文子∥[著] [宮沢賢治研究会] 2014.10 ｹﾝ/910.268/ｸﾘ

53 賢治のいる岩手風景・2011年夏 水野 信太郎∥[著] [北翔大学] 2012
ｹﾝ/910.268/
ﾐｽﾞ ○

54 賢治への小道 堤 寛治∥著 緑鯨社 2013.3 ｹﾝ/910.268/ﾂﾂ ○

55 Cosmic Only　宇宙にたった一つの命 七海 晧奘∥著 歴史春秋出版 2013.8 ｹﾝ/911.56/ﾅﾅ ○

56 言葉の流星群 池澤 夏樹∥[著] 角川書店 2013.8 ｹﾝ/910.268/ｲｹ ○

57 佐々木喜善と宮沢賢治 ー 遠野市立博物館 2013.9 ｹﾝ/289.1/ｻｻ ○

58 3・11後の日本のために 青木 矩彦∥著 近代文藝社 2014.1 ｹﾝ/910.268/ｱｵ ○

59 3.11と宮沢賢治とやなせたかし 近藤 健史∥[著] 大韓日語日文學會 2014.2 ｹﾝ/910.268/ｺﾝ ○

60 新考察「銀河鉄道の夜」誕生の舞台 松本 隆∥著 ツーワンライフ 2014.3 ｹﾝ/913.6/ﾏﾂ ○

61
信仰詩篇の生成　宮沢賢治研究≪文
語詩稿≫未定稿

島田 隆輔∥著 ハーベスト出版 2015.6 ｹﾝ/910.268/ｼﾏ ○

62 定本宮澤賢治語彙辞典 原 子朗∥著 筑摩書房 2013.8 ｹﾝ/910.268/ﾊﾗ

63 泥塑賢治　宮沢賢治の原像 須藤 不志∥著 悠雲舎 2015.5
ｹﾝ/910.268/
ｽﾄﾞ ○

64
農業の未来を賢治の地イーハトーブで
語ろう

ー
岩手県生活協同組
合連合会

2014.2 ｹﾝ/615.71/ﾉｳ ○

65 拝啓宮澤賢治さま 田下 啓子∥著 彩流社 2015.2 ｹﾝ/910.268/ﾀｵ ○

66 東アジアと宮沢賢治 近藤 健史∥[著]
東アジア日本語教
育・日本文化研究学
会

2014 ｹﾝ/910.268/ｺﾝ ○

67 法子たらんと　宮沢賢治の闇と光 縣 一石∥著 ココデ出版 2013.1
ｹﾝ/910.268/
ｱｶﾞ ○

68
北海道と東北における地域資源を活
かした活動

水野 信太郎∥[著]
菊池 達夫∥[著]

[北翔大学] 2012
ｹﾝ/910.268/
ﾐｽﾞ ○

69 ミグラード　朗読劇『銀河鉄道の夜』
古川日出男/管啓次郎/柴田元
幸/小島ケイタニーラブ∥著

勁草書房 2013.9 ｹﾝ/912.6/ﾐｸﾞ ○

70 宮沢賢治記念館年報　平成24年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館 [2013]
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2012 ○

71 宮沢賢治記念館年報　平成25年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館 2014
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2013 ○
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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

72 宮沢賢治 ー 宮沢賢治記念会 2009.5 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

73
宮澤賢治　イーハトーヴォ信州からの
発信

岡田 政晴∥著 ほおずき書籍 2013.10 ｹﾝ/910.268/ｵｶ ○

74
宮澤賢治を種子とする生涯学習とまち
づくり

水野 信太郎∥[著] [北翔大学] 2012
ｹﾝ/910.268/
ﾐｽﾞ ○

75 宮沢賢治 おれはひとりの修羅なのだ ー 平凡社 2014.5 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

76 宮沢賢治「玄米四合」のストイシズム 廣瀬 正明∥著 朝文社 2013.9 ｹﾝ/910.268/ﾋﾛ ○

77 宮沢賢治　修羅と救済 ー 河出書房新社 2013.9 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

78
宮沢賢治 すべてのさいはひをかけて
ねがふ

千葉 一幹∥著 ミネルヴァ書房 2014.12
ｹﾝ/910.268/
ﾁﾊﾞ ○

79
宮沢賢治展　新発見自筆資料と『春と
修羅』ブロンズ本

秀明大学∥編集 秀明大学 2014.11 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ

80 宮澤賢治と高瀬露
上田 哲∥[著]
鈴木 守∥[著]

友藍書房 2015.2 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

81 宮澤賢治とディープエコロジー
グレゴリー　ガリー∥著
佐復 秀樹∥訳

平凡社 2014.9
ｹﾝ/910.268/
ｶﾞﾘ ○

82 宮沢賢治とでくのぼうの生き方 桑原 啓善∥話 でくのぼう出版 2015.3 ｹﾝ/147/ｸﾜ ○

83 宮沢賢治とは何か 秦野 一宏∥著 朝文社 2014.10 ｹﾝ/910.268/ﾊﾀ ○

84 宮沢賢治と法華経 松岡 幹夫∥著 昌平黌出版会 2015.3 ｹﾝ/910.268/ﾏﾂ ○

85 宮沢賢治童話の世界 牛山 恵∥著
冨山房インターナ
ショナル

2014.12 ｹﾝ/375.85/ｳｼ ○

86 宮沢賢治　日本文学アルバム 横田 正知∥編集撮影 筑摩書房 1968 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ

87 宮澤賢治のいる光景と建築物 水野 信太郎∥[著] [北翔大学] 2013
ｹﾝ/910.268/
ﾐｽﾞ ○

88 宮澤賢治の聴いたクラシック
萩谷由喜子∥著/佐藤泰平∥音源
提供・協力/クリストファ・N・野
澤∥音源提供・監修

小学館 2013.9
ｹﾝ/910.268/
ﾊｷﾞ ○

89 宮沢賢治の切り拓いた世界は何か 佐藤 泰正∥編 笠間書院 2015.5 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

90 宮澤賢治の原風景を辿る 吉見 正信∥著 コールサック 2014.7 ｹﾝ/910.268/ﾖｼ ○

91 宮澤賢治の心といそしみ 吉見 正信∥著 コールサック社 2013.9 ｹﾝ/910.268/ﾖｼ ○

92 宮沢賢治の謎をめぐって 栗谷川 虹∥著 作品社 2014.10 ｹﾝ/910.268/ｸﾘ ○

93 宮沢賢治ハンドブック 天沢 退二郎∥編 新書館 2014.7 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

94 宮沢賢治「文語詩稿 一百篇」評釈　5 信時 哲郎∥[著] ー [2015]
ｹﾝ/910.268/
ﾉﾌﾞ/5

95 宮沢賢治論 奥山 文幸∥著 蒼丘書林 2014.11 ｹﾝ/910.268/ｵｸ ○

96 宮澤賢治の環境世界 佐島 群巳∥著 国土社 2014.3
ｹﾝ/910.268/
ｻｼﾞ ○

97
宮澤商店の白色を呈する煉瓦造倉庨
2棟

水野 信太郎∥[著]
[日本建築学会北海
道支部]

2015.6
ｹﾝ/910.268/
ﾐｽﾞ ○

98 やまなし教材分析と全発問 山口 憲明∥著 本の泉社 2013.9 ｹﾝ/375.852/ﾔﾏ ○

99 羅須地人協会の終焉-その真実- 鈴木 守∥著 友藍書房 2013.11
ｹﾝ/910.268/
ｽｽﾞ ○

100 リアルなイーハトーヴ 人見 千佐子∥著 新典社 2015.3 ｹﾝ/910.268/ﾋﾄ ○

賢治に関する図書（一部掲載）
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

101
青山語文　第44号
「宮澤賢治論-『法華経』受容における「太陽」の
イメージ-」 （日置俊次著）

青山学院大学日本文学会∥編
集

青山学院大学日本
文学会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ｱｵ
/44 ○

102
青山語文　第45号
「宮澤賢治論-「雪渡り」から「やまなし」へ-」 （日
置俊次著）

青山学院大学日本文学会∥編
集

青山学院大学日本
文学会

2015.3
ｹﾝ/910.268/ｱｵ
/45 ○

103 アニメーション、折りにふれて 高畑 勲∥著 岩波書店 2013.12 ｹﾝ/778.77/ﾀｶ ○

104
アルテス リベラレス　第93号
「『銀河鉄道の夜』の「銀河鉄道」-その動力源は
なにか-」 （家井美千子著）

岩手大学人文社会科学部紀
要・図書委員会∥編集

岩手大学人文社会
科学部

2014.3
ｹﾝ/910.268/ｱﾙ
/93

105

岩手大学大学院人文社会科学研究科研
究紀要 第23号
「English Encoding of Onomatopoeic
Expressions in the Works of Kenji Miyazawa」
（奥村和己著）

岩手大学大学院人文社会科学
研究科紀要・図書委員会∥編
集

岩手大学大学院人文
社会科学研究科

2014.6
ｹﾝ/377.05/
ｲ1-8/1-23

3
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106 内村剛介著作集　第7巻
内村 剛介∥著
陶山 幾朗∥編集　構成

恵雅堂出版 2013.9 ｹﾝ/081.6/ｳﾁ/7 ○

107 越境するトポス
野田 研一∥編
結城 正美∥編

彩流社 2004.7 ｹﾝ/910.26/ｴﾂ ○

108 絵本の魔法 司 修∥著 白水社 2013.8 ｹﾝ/726.601/ﾂｶ ○

109 絵本BOOK END　2013
絵本学会機関誌編集委員会∥
編集

絵本学会 2013.8
ｹﾝ/019.53/ｴﾎ
/2013 ○

110
欧米言語文化論集
「死者を想うとき:宮沢賢治と高村光太郎の挽
歌」 （中里まき子著）

大友 展也∥編集
岩手大学人文社会科学部
国際文化課程欧米言語文
化コース

2016.3 ｹﾝ/910.268/ｵｳ

111
大人の休日倶楽部ミドル
2013年7月号

ー 東日本旅客鉄道 2013.6
ｹﾝ/910.268/ｵﾄ
/2013-7

112 想うがままに 千葉 正人∥[著] [千葉正人] 2015 ｹﾝ/914.6/ﾁﾊﾞ ○

113
海保大研究報告　第57巻第2号
「宮沢賢治における自己犠牲の問題-『グスコー
ブドリの伝記』をめぐって」 （泰野一宏著）

海上保安大学校∥編集 海上保安大学校 2013.3
ｹﾝ/910.268/ｶｲ
/57-2 ○

114
海保大研究報告　第58巻第2号
「宮沢賢治と無意識-『土神ときつね』をめぐっ
て」 （泰野一宏著）

海上保安大学校∥編集 海上保安大学校 2014.3
ｹﾝ/910.268/ｶｲ
/58-2 ○

115 形の発見 内田 義彦∥著 藤原書店 2013.11 ｹﾝ/304/ｳﾁ ○

116
川口短大紀要　第27号
「宮沢賢治作品の分析-グスコーブドリの伝記-」
（永嶋浩著）

川口短期大学∥編集 川口短期大学 2013.12
ｹﾝ/910.268/ｶﾜ
/27 ○

117

鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要
第23巻
「第二次世界大戦後の国語教科書における<宮
沢賢治>像-理想的人間像の変容-」 （久保田
治助・木村陽子著）

鹿児島大学教育学部附属教育
実践総合センタ－∥編集

鹿児島大学教育学
部

2014.1
ｹﾝ/910.268/
ｶｺﾞ/23 ○

118
学芸国語教育研究　第29号
「宮澤賢治「茨海小学校」研究(一)」 （高橋幸紀
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

2011.12
ｹﾝ/910.268/
ｶﾞｸ/29

119

学芸国語教育研究　第32号
「宮澤賢治「茨海小学校」研究(二)-作品に見ら
れる「視線」の作用と「ディスコミュニケーション」
について-」 （高橋幸紀著）「セツルメントの視点
から見た宮澤賢治」 （高橋幸紀著）「宮沢賢治
『なめとこ山の熊』-語り手に注目した読みを授業
で行うために-」 （徳本隆史著）

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

2014.12
ｹﾝ/910.268/
ｶﾞｸ/32

120
九州女子大学紀要　第50巻1号(2013)
「文学教材の研究-宮沢賢治『オツベルと象』(中
学校一年)の言語表現-」 （萩原桂子著）

九州女子大学∥編集
九州女子短期大学∥編集

九州女子大学 2013.9
ｹﾝ/051.1/ｷﾕ
/50-1 ○

121
九州女子大学紀要　第51巻1号(2014)
「文学教材の研究-宮沢賢治「永訣の朝」(高等
学校)の言語表現」 （萩原桂子著）

九州女子大学∥編集
九州女子短期大学∥編集

九州女子大学 2014.9
ｹﾝ/051.1/ｷﾕ
/51-1 ○

122
九州女子大学紀要　第51巻2号(2015)
「文学教材の研究-宮沢賢治「銀河鉄道の夜」
の言語表現」 （萩原桂子著）

九州女子大学∥編集
九州女子短期大学∥編集

九州女子大学 2015.3
ｹﾝ/051.1/ｷﾕ
/51-2 ○

123
教科書では教えてくれない日本文学
のススメ

関根 尚∥著 学研教育出版 2015.3 ｹﾝ/910.26/ｾｷ ○

124
キリスト教文化研究所研究年報　第45号
「八木重吉と宮澤賢治-<病床ノート>を中心に-
」（今高義也著）

ー
宮城学院女子大学
キリスト教文化研
究所

2012.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾘ
/45

125

キリスト教文藝　第29輯
「遠藤周作と宮沢賢治死をめぐる宗教性-『深い
河』と『銀河鉄道の夜』に触れて-」 （山根道公
著）

「キリスト教文藝」編集委員
会∥編集

日本キリスト教文
学会関西支部

2013.7
ｹﾝ/910.268/ｷﾘ
/29

126 近代語研究　第18集 近代語学会∥編 武蔵野書院 2015.2
ｹﾝ/810.25/ｷﾝ
/18 ○

127
岐阜聖徳学園大学国語国文学　第32号
「宮沢賢治とカ－ライル『衣服哲学』」 （大沢正
善著）

岐阜聖徳学園大学国語国文学
会∥編集

岐阜聖徳学園大学
国語国文学会

2013.3
ｹﾝ/910.268/
ｷﾞﾌ/32 ○

128
岐阜聖徳学園大学国語国文学　第33号
「宮沢賢治とゲーテ『ファウスト』」 （大沢正善著）

岐阜聖徳学園大学国語国文学
会∥編集

岐阜聖徳学園大学
国語国文学会

2014.3
ｹﾝ/910.268/
ｷﾞﾌ/33 ○

129 銀河の森の河物語
いわて芸術文化技術共育研究
所∥編集

いわて芸術文化技
術共育研究所

2015.3
ｹﾝ/517.2122/ｷﾞ
ﾝ ○

130
研究紀要　第62・63合併号
「宮沢賢治『虔十公園林』の文学性」 （澤田文
男著）

高松大学∥編集
高松短期大学∥編集

高松大学
高松短期大学

2015.2
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/62 ○

131
研究論集　第14号
「実験記録から未決の物語へ-宮沢賢治「銀河
鉄道の夜」の改稿をめぐって-」 （閻慧著）

北海道大学大学院文学研究科
∥編集

北海道大学大学院
文学研究科

2014.12
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/14 ○

132 見聞巷談
宮本 常一∥著
田村 善次郎∥編

八坂書房 2013.11 ｹﾝ/380.4/ﾐﾔ ○

133
藝文攷　第18号(2013)
「宮澤賢治と林芙美子における、樺太(サハリ
ン)」 （山下聖美著）

ー
日本大学大学院芸術
学研究科文芸学専攻

2013.2
ｹﾝ/910.268/
ｹﾞｲ/18 ○
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134
言語と文化　第13号
「文学作品に見られる欧米と日本の動物観-H.D.
ソローと宮沢賢治を中心に-」 （関口敬二著）

ー
大阪府立大学高等
教育推進機構

2014.3
ｹﾝ/910.268/
ｹﾞﾝ/13 ○

135

現代宗教研究　第46号
「基調報告「イーハトヴと宮澤賢治」」 （三原正資
著）「基調講演宮澤賢治の仏教思想と復興の教
化学」 （正木晃著）「記念講演宮澤賢治の銀河
世界」 （宮澤和樹著）「全体会議(文科会報告)」

日蓮宗現代宗教研究所∥編集 日蓮宗宗務院 2012.3
ｹﾝ/910.268/
ｹﾞﾝ/46 ○

136
皇學館論叢　第48巻第1号
「聞こえない鐘-宮沢賢治「おきなぐさ」-」 （王静
著）

皇學館大學人文學會∥編集
皇學館大學人文學
會

2015.2
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/48-1 ○

137
甲南国文　第60号
「宮沢賢治「文語詩稿 一百篇」評釈二」 （信時
哲郎著）

ー
甲南女子大学国文
学会

2013.3
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/60 ○

138
甲南国文　第61号
「宮沢賢治「文語詩稿 一百篇」評釈四」 （信時
哲郎著）

ー
甲南女子大学国文
学会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/61 ○

139
甲南国文　第62号
「宮沢賢治「文語詩稿 一百篇」評釈六」 （信時
哲郎著）

ー
甲南女子大学国文
学会

2015.3
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/62

140
甲南女子大学研究紀要　第50号
「宮沢賢治「文語詩稿一百篇」評釈三」 （信時
哲郎著）

ー
甲南女子大学図書
委員会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/50 ○

141
甲南女子大学研究紀要　第51号
「宮沢賢治「文語詩稿一百篇」評釈五」 （信時
哲郎著）

ー
甲南女子大学図書
委員会

2015.3
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/51 ○

142
国際日本学　第10号
「賢治のみつめた東京」 （人見千佐子著）

法政大学国際日本学研究所∥
編集

法政大学国際日本
学研究センター

2013.3
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/10 ○

143 心が疲れたとき読む本 紀野 一義∥著 PHP研究所 1986.5 ｹﾝ/159/ｷﾉ

144
国立国語研究所論集　5
「宮沢賢治と浜田広介の語法に見る方言からの
影響」 （小島聡子著）

国立国語研究所論集編集委員
会∥編集

国立国語研究所 2013.5
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/5

145

駒澤大学心理臨床研究　第13号
「賢治が遺したラヴ・ストーリー『シグナルとシグナ
レス』-神田須田町旧七世橋駅「1912階段」-」
（栗原文子著）

ー
駒澤大学コミュニ
ティ・ケアセンタ－

2014.3
ｹﾝ/910.268/ｺﾏ
/13

146
COAL SACK 74号
「宮沢賢治童話の魅力」 （外村文象著）

ー コールサック社 2012.12
ｹﾝ/910.268/ｺﾙ
/74 ○

147 幸の光彩　みちのくは未来 池田 大作∥著 鳳書院 2014.3 ｹﾝ/188.984/ｲｹ ○

148
札幌大学総合論叢　第38号
「語りが見出すもう一つの物語-宮沢賢治「土神
ときつね」をテクストにして-」 （荒木奈美著）

ー
札幌大学附属総合研
究所

2014.10
ｹﾝ/910.268/ｻﾂ
/38 ○

149 書物の来歴、読者の役割 松田 隆美∥編
慶應義塾大学出版
会

2013.10 ｹﾝ/020.4/ｼﾖ ○

150

白百合女子大学言語・文学研究センタ－
言語・文学研究論集　第14号
「中国語から見た「どんぐりと山猫」-子どもにとっ
ての「どんぐりと山猫」と〈橡子與山貓〉-」 （陳瀅
如著）

白百合女子大学言語・文学研
究センタ－∥編集

白百合女子大学言
語・文学研究セン
タ－

2014.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/14 ○

151

白百合女子大学言語・文学研究センタ－
言語・文学研究論集　第15号
「宮沢賢治「黄いろのトマト」論-<私>が回想する
ことの意味/<奇体>というモチーフをめぐって-」
（矢花真理子著）

白百合女子大学言語・文学研
究センタ－∥編集

白百合女子大学言
語・文学研究セン
タ－

2015.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/15 ○

152 シリーズ日蓮　5　現代世界と日蓮
上杉清文/末木文美士∥責任
編集/小野文珖∥[ほか]著

春秋社 2015.5 ｹﾝ/188.92/ﾆﾁ/5 ○

153
信大国語教育　第23号
「山猫たちの経営戦略-宮澤賢治「注文の多い
料理店」論」 （友田義行著）

信州大学国語教育学会∥編集
信州大学国語教育
学会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾝ
/23

154
上越教育大学国語研究　第27号
「宮澤賢治『オホーツク挽歌』と「七葉挽歌」 」
（下西善三郎著）

上越教育大学国語教育学会∥
編集

上越教育大学国語
教育学会

2013.2
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾖ/27

155

上越教育大学国語研究　第28号
「物語教材の全体構成の把握に関する研究-宮
沢賢治童話の対比的構造に着目した指導法の
開拓-」 （今井奈なえ著）

上越教育大学国語教育学会∥
編集

上越教育大学国語
教育学会

2014.2
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾖ/28

156
上智大学キリスト教文化研究所紀要　32
「死と向き合うということ-宮沢賢治の悲しみと恵
み-」 （島薗進著）

ー
上智大学キリスト
教文化研究所

2014.3
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾖ/32 ○

157
人文学部研究論集　第31号
「宮澤賢治「注文の多い料理店」の語用論的解
釈」 （松繁弘之著）

中部大学人文学部∥編集 中部大学人文学部 2014.1
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾝ/31

158
人文・自然・人間科学研究　第33号
「宮澤賢治と東北」 （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

2015.3
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾝ/33 ○

5



No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

159

相互探究としての国際日本学研究　日中
韓文化関係の諸相
「アニメーション映画「グスコーブドリの伝記」を制
作して」 （杉井ギサブロー著）「なぜ『雨ニモマケ
ズ』が読まれているのか-再生への日本文化の
循環力-」 （王敏著）「宮沢賢治における生命倫
理」 （金容煥著）「中国においての宮沢賢治の翻
訳と普及」 （雷剛著）「「雨ニモマケズ」-日中文
化の相互補完関係について-」 （賈蕙萱著）

法政大学国際日本学研究所∥
編集

法政大学国際日本
学研究センター

2013.3 ｹﾝ/910.268/ｿｳ ○

160
拓殖大学語学研究　第129号
「宮澤賢治作品に描かれたコミュニケーションの
有り様について」 （千葉一幹著）

ー
拓殖大学言語文化
研究所

2013.12
ｹﾝ/910.268/ﾀｸ
/129 ○

161
たばこ史研究　No.127
「宮沢賢治と大迫-『風の又三郎』と南部葉」 （浅
沼利一郎著）

ー
たばこ総合研究セ
ンター

2014.2
ｹﾝ/910.268/
ﾀﾊﾞ/127 ○

162 「断念」の系譜 太田 哲男∥著 影書房 2014.5 ｹﾝ/910.26/ｵｵ ○

163
地域政策研究　第17巻第4号
「宮澤賢治童話の“生死”考-『三宝絵』の「鹿
王」と重ねながら」 （千葉貢著）

ー
高崎経済大学地域
政策学会

2015.3
ｹﾝ/910.268/ﾁｲ
/17-4 ○

164
津田塾大学紀要　No.47
「ウィリアム・モリスと宮沢賢治-「農民」の社会改
革と芸術」 （成田芙美著）

津田塾大学紀要委員会∥編集
津田塾大学紀要委
員会

2015.3
ｹﾝ/910.268/
ﾂﾀﾞ/47

165 寺山修司という疑問符
郡 千寿子∥編
仁平 政人∥編

弘前大学出版会 2014.10 ｹﾝ/910.268/ﾃﾗ ○

166 東北学/もうひとつの東北 赤坂 憲雄∥[著] 講談社 2014.11 ｹﾝ/291.2/ｱｶ ○

167
東北文学の世界　第22号
「村上昭夫と宮澤賢治」 （坂本正博著）

盛岡大学文学部日本文学科∥
編集

盛岡大学文学部日
本文学会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ﾄｳ
/22

168
同志社国文学　第79号
「宮澤賢治における「修羅」の意識-大正丂年を
めぐって-」 （植田彩郁著）

田中 励儀∥編集
垣見 修司∥編集

同志社大学国文学
会

2013.12
ｹﾝ/910.268/
ﾄﾞｳ/79 ○

169 トラウマと喪を語る文学 中里 まき子∥編 朝日出版社 2014.2 ｹﾝ/904/ﾅｶ ○

170 土着と四次元 前田 新∥著 コールサック社 2014.3 ｹﾝ/911.52/ﾏｴ ○

171 中川正文著作撰 中川 正文∥[著]
中川正文著作撰編集委員会∥編

ミネルヴァ書房 2014.2 ｹﾝ/909.04/ﾅｶ ○

172 日記で読む文豪の部屋 柏木 博∥著 白水社 2014.3 ｹﾝ/910.26/ｶｼ ○

173
日本近代文学　第89集
「「秋岸清涼居士」の<道化調>考-中原中也と
<宮沢賢治>-」 （吉田恵理著）

日本近代文学会編集委員会∥
編集

日本近代文学会 2013.11
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/89 ○

174

日本近代文学　第92集
「宮沢賢治「まなづるとダアリヤ」論-小波お伽噺
「菊の紋」との比較を中心に-」（渋谷百合絵著）
「徴用された<宮沢賢治>-総動員体制下の「雨
ニモマケズ」と文学的価値の所在-」（構大樹著）

日本近代文学会編集委員会∥
編集

日本近代文学会 2015.5
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/92 ○

175 日本語学講座　第8巻 今野 真二∥著 清文堂出版 2014.5 ｹﾝ/810.8/ｺﾝ/8 ○

176 日本サブカルチャーを読む 押野 武志∥編著 北海道大学出版会 2015.3 ｹﾝ/361.5/ｵｼ ○

177 日本史・世界史同時代比較年表 楠木 誠一郎∥著 朝日新聞出版 2014.5 ｹﾝ/209/ｸｽ ○

178 日本文化とイメージの力 日本ユング心理学会∥編 創元社 2015.3 ｹﾝ/146.1/ﾆﾎ ○

179
日本文学　No.722(2013-8)
「宮沢賢治「オツベルと象」と<第三項>」 （横山
信幸著）

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2013.8
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/62-8 ○

180
日本文学　No.726(2013-12)
「<宮沢賢治>の始まり-初期受容の転換点をめ
ぐって-」 （構大樹著）

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2013.12
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/62-12 ○

181

日夲文学会学生紀要　第22号
「宮沢賢治「雁の童子」論-なぜ須利耶は童子を
受け入れたのか-」（啄木・賢治研究会著）「宮沢
賢治研究-デクノボーの複数性-」 （阿部愛美
著）

盛岡大学日本文学会∥編集
盛岡大学日本文学
会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/22

182
日本文学会誌　第26号
「高村光太郎書「雨ニモマケズ」詩碑の碑銘考に
ついて」（矢野千載著）

盛岡大学日本文学会∥編集
盛岡大学日本文学
会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/26

183
日本文学研究　第54号
「越境の契機-宮沢賢治『オツベルと象』につい
て」 （伊東孝著）

大東文化大学日本文学会∥編
集

大東文化大学日本
文学会

2015.2
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/54 ○

184 日本文学の扉をひらく　第1の扉 立野 正裕∥著 スペース伽耶 2013.11 ｹﾝ/910.26/ﾀﾃ/1 ○

185 人間観をたずねて 眞方 忠道∥著 南窓社 2014.5 ｹﾝ/113/ﾏｶﾞ ○
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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

186

人間・植物関係学会雑誌　第12巻第2号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する幻の
匂い(前編・後篇)」 「宮沢賢治の『銀河鉄道の
夜』に登場するイチョウと二人の男の子」 （石井
竹夫著）

ー
人間・植物関係学
会

2013.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/12-2 ○

187

人間・植物関係学会雑誌　第13巻第1号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する「には
とこのやぶ」と駄々っ子」「宮沢賢治の『銀河鉄道
の夜』に登場する「りんだうの花」と悲しい思い」
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する星座
早見を飾るアスパラガスの葉(前編・後編)」 （石
井竹夫著）

ー
人間・植物関係学
会

2013.9
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/13-1 ○

188
人間・植物関係学会雑誌　第13巻第2号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する聖なる
植物(前編・中編・後編)」 （石井竹夫著）

ー
人間・植物関係学
会

2014.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/13-2 ○

189
農民文学　第296号玄冬号
「地人の道を歩もうとした宮沢賢治」 （中島紀一
著）

ー 日本農民文学会 2012.2
ｹﾝ/910.5/ﾉｳ
/296

190 花美術館　Vol.39 ー 花美術館 2014.11 ｹﾝ/705/ﾊﾅ/39 ○

191 東アジアの中の日本文化 王 敏∥編著 三和書籍 2013.9 ｹﾝ/210.04/ﾜﾝ ○

192
ビオシティ　No.62(2015)
「宮沢賢治と田園都市『ポラーノの広場』にみる
ハワードの思想」 （渡辺勝道著）

糸長 浩司∥監修 ブックエンド 2015.4
ｹﾝ/910.268/
ﾋﾞｵ/62 ○

193
福岡女子短大紀要　第79号
「人魚とやまなし-宮沢賢治と小川未明」 （石井
和夫著）

ー 福岡女子短期大学 2014.2
ｹﾝ/910.268/ﾌｸ
/79

194
福島自由人　第29号
「宮沢賢治と音楽についてのエチュード」（菅野俊
之著）

ー 北斗の会 2014.11
ｹﾝ/910.268/ﾌｸ
/29

195
藤女子大学QOL研究所紀要　第8巻第1号
「宮澤賢治の心象スケッチ-まことのことばの啓
示-」 （藤井義博著）

藤女子大学QOL研究所∥編集
藤女子大学QOL研究
所

2013.3
ｹﾝ/910.268/
ﾌｼﾞ/8-1 ○

196

藤女子大学人間生活学部紀要　第52号
「宮澤賢治の“どんぐりと山猫”のすきとおったた
べもの-栄養療法の知的枠組についての研究
12-」 （藤井義博著）

紀要編集委員会∥編集 藤女子大学 2015.3
ｹﾝ/910.268/
ﾌｼﾞ/52 ○

197
文学から環境を考えるエコクリティシズ
ムガイドブック

小谷一明/巴山岳人/結城正美/豊
里真弓/喜納育江∥編

勉誠出版 2014.11 ｹﾝ/902.09/ﾌﾞﾝ ○

198

文学と環境 第16号
「境界の「食」風景に人間の主体性を探る-宮沢
賢治「注文の多い料理店」を手がかりに-」 （穴
見愼一著）

ー
ASLE-Japan/文学・
環境学会

2013.10
ｹﾝ/910.268/
ﾌﾞﾝ/16 ○

199 文学の力 佐藤 泰正∥編 笠間書院 2014.3 ｹﾝ/910.26/ﾌﾞﾝ ○

200
プール学院大学研究紀要　第54号
「絵本における画像イメージと言語表現-宮沢賢
治『注文の多い料理店』考-」 （西尾宣明著）

ー プール学院大学 2013.12
ｹﾝ/910.268/
ﾌﾟﾙ/54 ○

201
変革のアソシエ　No.19
「ウィリアム・モリスと夏目漱石、それから宮沢賢
治」 （大内秀明著）

『変革のアソシエ』編集委員
会∥編集

変革のアソシエ 2015.1
ｹﾝ/910.268/ﾍﾝ
/19 ○

202
法政大学大学院紀要　第70号
「イーハトーヴとユートピア」 （人見千佐子著）

大学院紀要編集委員会∥編集 法政大学大学院 2013.3
ｹﾝ/910.268/ﾎｳ
/70 ○

203

北翔大学北方圏学術情報センター年報
Vol.5(2013)
「北海道と東北における地域資源を活かした活
動」 （水野信太郎著・菊地達夫著）

北翔大学北方圏学術情報セン
ター∥編集

北翔大学北方圏学
術情報センター

2013.9
ｹﾝ/910.268/ﾎｸ
/5 ○

204
三田國文 第58号
「<関係>が紡ぐテクスト-宮澤賢治「土神ときつ
ね」論-」 （村山龍著）

「三田國文」編集委員会∥編
集

三田國文の会 2013.12
ｹﾝ/910.268/ﾐﾀ
/58 ○

205 麦主義者の小説論 佐伯 一麦∥著 岩波書店 2015.2 ｹﾝ/901.3/ｻｴ ○

206
山口国文　第36号
「宮澤賢治『グスコーブドリの伝記』論-永久の未
完成、これ完成なり-」 （黒田なつみ著）

山口大学人文学部国語国文学
会∥編集

山口大学人文学部
国語国文学会

2013.3
ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ
/36

207

臨床心理学部研究報告　第6集(2013年
度)
「心理臨床の意義-宮沢賢治『銀河鉄道の夜』よ
り-」 （北川明著）

ー 京都文教大学 2014.3
ｹﾝ/910.268/ﾘﾝ
/6 ○

208
論究日本文學　第99号
「宮沢賢治「オツベルと象」-関係の成立と
崩壊-」 （藤井彩夏著）

立命館大学日本文学会∥編集
立命館大学日本文
学会

2013.12
ｹﾝ/910.268/ﾛﾝ
/99 ○

7



賢治に関する雑誌
No 資　料　名 出版年等 請求記号 館外貸出

1 十代　第33巻第4号～第35巻第2号
2013.7・8～
2015.3・4

S/051/ｼﾞ2 ○

2
宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報
第47～50号

2013.9～
2015.3

KS/ｹﾝ/ﾐ3
○/期限
付禁帯

3 宮沢賢治記念館通信 第109～112号
2013.8～
2015.3

KS/ｹﾝ/ﾐ1

4 宮沢賢治研究Annual 第23～24号
2013.3～
2014.3

KS/ｹﾝ/ﾐ2
○/期限
付禁帯

5 山猫通信 180～191号
2013.8～
2015.6

KS/ｹﾝ/ﾔ1

6 論攷宮沢賢治 第12号～13号
2014.2～
2015.3

KS/ｹﾝ/ﾛ1
○/期限
付禁帯

7 ワルトラワラ 第36～38号
2013.7～
2015.2

KS/ｹﾝ/ﾜ1

賢治に関する雑誌（一部掲載）
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

8
化学　第68巻第7号通巻746号
元素で彩られた宮沢賢治の世界 : 作品のなかで元
素を多用した原点を探る

桜井 弘 化学同人 2013.7
S/430/ｶ1/
68-7

9
化学　第69巻第4号通巻755号
宮沢賢治の元素知識の謎に迫る : もう一つの『化學
本論』の存在

桜井 弘 化学同人 2014.4
S/430/ｶ1/
69-4

10
化学　第70巻第2号通巻765号
宮沢賢治は化学とどう向きあったか? : 作品から読み
取る賢治の化学観

桜井 弘 化学同人 2015.2
S/430/ｶ1/
70-2

11
Moe　第37巻第7号通巻429号
巻頭大特集 宮沢賢治賞受賞記念 藤城清治 光の
贈りもの : 宮沢賢治の世界を描く

ー 白泉社 2015.7
S/726/ｹﾞ1/
37-7

12
国語国文論集 　第43号
教材「オツベルと象」の語彙研究

河内 昭浩
安田女子大学日本文
学会

2013 S/051/ｺ15/43

13
国語と国文学 　第91巻第2号通巻第1083号
宮沢賢治「よだかの星」論 : 近代自然科学と大正期
童話の融合

渋谷 百合絵 明治書院 2014.2 S/910/ｺ791-2

14
国文白百合　44号
宮沢賢治「猫の事務所」論

矢花 真理子
白百合女子大学国
語国文学会.

2013.3 S/051/ｺ26/44

15
サムライ・平和　第1号
日本の心・世界の心賢治の理想形デクノボー : 『雨ニ
モマケズ』と『虔十公園林』

佐藤 桂子
山波言太郎総合文
化財団

2013.1 KS/28/ﾎﾞ1/1

16
サムライ・平和 　第2号
詩人論 宮沢賢治・正富汪洋1949年11月発行「四

次元」2号より転載 態度は穩和に行爲は强固に
正富 汪洋

山波言太郎総合文
化財団

2013.8 KS/28/ﾎﾞ1/2

17
サムライ・平和 　第2号
詩人論 宮沢賢治・正富汪洋共鳴する「ふることぶ
み・かみつまき」と「精神歌」

佐藤 成
山波言太郎総合文
化財団

2013.8 KS/28/ﾎﾞ1/2

18
サムライ・平和 　第2号
詩人論 宮沢賢治・正富汪洋地球を詩で「地上楽園」
に変える人 稀有の詩人、正富汪洋

桑原 啓善(山波言太郎)
山波言太郎総合文
化財団

2013.8 KS/28/ﾎﾞ1/2

19
サムライ・平和 　第4号
宮沢賢治東西デクノボー物語 : ドリトル先生と虔十

佐藤 桂子
山波言太郎総合文
化財団

2014.7 KS/28/ﾎﾞ1/4

20

サムライ・平和 　第4号
宮沢賢治ネパールにある賢治の学校〈ケンジ・イン
ターナショナル・スクール〉と、創立者ナンダ・ウプレ
ティさんの近況

小池 潮里報告
山波言太郎総合文
化財団

2014.7 KS/28/ﾎﾞ1/4

21
サムライ・平和 　第4号
宮沢賢治宮沢賢治「飢餓陣営」と「わだつみの声」

牧 三晴
山波言太郎総合文
化財団

2014.7 KS/28/ﾎﾞ1/4

22
サムライ・平和 　第4号
丌戦山崎善次郎 宮沢賢治と丌戦の祈り : 年賀状
〈1971年~2014年〉

山崎 善次郎
山波言太郎総合文
化財団

2014.7 KS/28/ﾎﾞ1/4

23
GSJ地質ニュース 　第2巻第6号
地質標本館カフェ朗読会 宮沢賢治「楢ノ木大学士の
野宿」 : イーハトーブの石たち

住田 達哉、吉田 清
香、中川 明日香他

産業技術総合研究所
地質調査総合セン
ター

2013.6
S/450/ｼﾞ1/
2-6 〇

24
GSJ地質ニュース 　第3巻第8号
温故知新 : 宮沢賢治と地震

加藤 碵一
産業技術総合研究所
地質調査総合セン
ター

2014.8
S/450/ｼﾞ1/
3-8 〇

25
実践国文学 　第84号
「銀河鉄道の夜」最終形の生成と「〔或る農学生の日
誌〕」 : 夢・現実・軌道の交錯

栗原 敦 実践国文学会 2013.10
S/051/
ｼﾞ25/84

26
実践国文学 　第86号
試論 賢治の描いた夫婦 : 子供のいない「十六日」の
場合

田嶋 彩香 実践国文学会 2014.10
S/051/
ｼﾞ25/86

27
春秋 　No.566
宮澤賢治が生みだす人名・地名

定方 晟 春秋社 2015.2・3
S/020/
ｼ10/566

山猫通信編集室

中四国宮沢賢治研究会

ワルトラワラの会

出版者等

ものがたり文化の会

宮沢賢治学会イーハトーブセンター

宮沢賢治記念館

宮沢賢治学会イーハトーブセンター

■ 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。 
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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

28
すばる　第36巻第3号
特集 東北再考2014すばるクリティーク 宮沢賢治と
大逆事件

佐藤 康智 集英社. 2014.3
S/905/ｽ2/
36-3

29
短歌　第62巻第8号通巻810号
詩の点滅 : 現代詩としての短歌 第二部(第27回)詩
歌の難解性について宮沢賢治の詩を例示

岡井 隆 Kadokawa, 2015.7
S/911/ﾀ4/
62-8

30
大法輪　第80巻6号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(1)透明な
軌道の旅人

大角 修 大法輪閣 2013.6
S/180/ﾀﾞ1/
80-6

31
大法輪　第80巻7号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(2)父よ父よ
: 小学・中学時代

大角 修 大法輪閣 2013.7
S/180/ﾀﾞ1/
80-7

32
大法輪　第80巻8号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(3)法華経
(ほけきょう)との出会い : 盛岡高農の頃

大角 修 大法輪閣 2013.8
S/180/ﾀﾞ1/
80-8

33
大法輪　第80巻9号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(4)二十五
歳の転機 : 無断上京から帰郷まで

大角 修 大法輪閣 2013.9
S/180/ﾀﾞ1/
80-9

34
大法輪　第80巻10号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(5)花巻農
学校教師時代(1)

大角 修 大法輪閣 2013.10
S/180/ﾀﾞ1/
80-10

35
大法輪　第80巻11号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(6)花巻農
学校教師時代(2)

大角 修 大法輪閣 2013.11
S/180/ﾀﾞ1/
80-11

36
大法輪　第80巻12号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(7)疾中
(しっちゅう)から

大角 修 大法輪閣 2013.12
S/180/ﾀﾞ1/
80-12

37
大法輪　第81巻1号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(8)『雨ニモ
マケズ手帳』と賢治の遺書

大角 修 大法輪閣 2014.1
S/180/ﾀﾞ1/
81-1

38
大法輪　第81巻2号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(9)銀河鉄
道の旅

大角 修 大法輪閣 2014.2
S/180/ﾀﾞ1/
81-2

39
大法輪　第81巻3号
大法輪カルチャー講座 《宮沢賢治》入門(10・最終
回)最後の作品群・文語詩(ぶんごし)を読む

大角 修 大法輪閣 2014.3
S/180/ﾀﾞ1/
81-3

40

大法輪　第81巻10号
特集 近現代 著名人の信仰 ; 作家・芸術家宮沢賢
治(みやざわけんじ)(1896~1933) : 雨ニモマケズの
求道者

大角 修 大法輪閣 2014.10
S/180/ﾀﾞ1/
81-10

41
大法輪　第82巻3号
宮沢賢治の「春と修羅」と法華経

渡辺 宝陽 大法輪閣 2015.3
S/180/ﾀﾞ1/
82-3

42
ちくま　通巻506号
煩悶と超国家(9)宮澤賢治と「どこまでだって行ける切
符」

中島 岳志 筑摩書房. 2013.5 S/020/ﾁ1/506

43
日本現代詩歌研究　第11号
特集 人間と自然風の想像力 : 立原道造と宮澤賢治

大塚 常樹
日本現代詩歌文学
館

2014
KS/90/
ﾆ2/11

44
悲劇喜劇　第68巻第3号No.773
SPAC-静岡県舞台芸術センター グスコーブドリの伝
記

宮沢 賢治作,山崎 ナオ
コーラ脚本

早川書房 2015.3
S/770/
ﾋ2/68-3

45
文學界　第68巻第4号
生きる哲学(第10回)燃える : 宮澤賢治と献身の秘儀

若松 英輔 文藝春秋 2014.4
S/905/
ﾌﾞ6/68-4

46
文學界　第68巻第7号
胎児の夢 : 宮沢賢治と夢野久作

安藤 礼二 文藝春秋 2014.7
S/905/
ﾌﾞ6/68-7

47
未来　第566号
災害史のなかの宮澤賢治 : その詩と「グスコーブドリ
の伝記」(上)

太田 哲男 未来社 2013.11
S/020/
ﾐ2/506

48
未来　第567号
災害史のなかの宮澤賢治 : その詩と「グスコーブドリ
の伝記」(下)

太田 哲男 未来社 2013.12
S/020/
ﾐ2/507

49
レコード芸術 　第63巻第4号通巻763号
宇野功芳の見たり、聞きたり(16)『宮澤賢治の聴いた
クラシック』を聴く

宇野 功芳 音楽之友社 2014.4
S/760/ﾚ1/
63-4

50
レコード芸術 　第63巻第7号通巻766号
宇野功芳の見たり、聞きたり(19)ぼくのぬる湯温泉遍
歴 : 『宮澤賢治の聴いたクラシック』後日談

宇野 功芳 音楽之友社 2014.7
S/760/ﾚ1/
63-7

視聴覚資料
No 資　料　名 出演者名等 発行者 発行年等 請求記号 館外貸出

51 銀河鉄道の夜 久石  譲∥演奏 日本コロムビア 2013.7 CK/Y06/ﾐﾔ ○

52 銀河鉄道の夜 杉井  ギサブロー∥監督
アスミック・エー
ス

2014.11 DK/778.7/ｷﾞﾝ ○

53 グスコーブドリの伝記
杉井  ギサブロー∥監督
脚本

バンダイビジュア
ル

2014.11 DK/778.7/ｸﾞｽ ○

54 虔十公園林
宮沢  賢治∥作
田野  聖子∥朗読

ｂｕｄｏｒｉ 2014.7 CK/G08/ﾐﾔ ○

55 どんぐりと山猫
宮沢賢治∥原作/鶴田真由
∥朗読/守時タツミ∥音楽

ｄｅｃｉｂｅｌ
（販売）

2013.3 CK/G08/ﾐﾔ ○
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記　事   年　月　日　　面

賢治生誕に思いはせ　花巻　産湯の井戸お披露目 2013.08.02  24

賢治の通信簿公開　花巻 2013.08.02  28

賢治のまち案内　ＤＶＤ３枚寄贈　花巻商議所、市に 2013.08.03  25

賢治への思い賛歌に　花巻・石鳥谷　地元合唱団が初披露 2013.08.05  23

賢治４施設を再整備　花巻市・３カ年　ゾーン化、機能明確に　記念館は来年度改修　入場者数回復期す 2013.08.16  4

賢治の世界彩る語りと音楽　盛岡で２０日と来月　アナウンサーら出演 2013.08.17  12

異次元的な魅力触れて　賢治の交響曲作曲した冨田勲さん　積年の思いを形に　花巻で２９日公演 2013.08.17  12

★郷土の本棚★　宮沢賢治の菜食思想　鶴田　静著　独自視点で心象風景に光 2013.08.18  9

★おいしい時間★　宮沢賢治　読むたび新たな発見　寂しさと希望が胸打つ 2013.08.19  8

風に乗せ賢治表現　花巻　屋外舞台で歌や演劇 2013.08.25  23

賢治世界　朗読に乗せ　花巻・フェスティバルきょうまで 2013.08.25  26

賢治にみる宇宙の思い　山折さん（宗教学者）、川口さん（ＪＡＸＡ教授）対談　希望持つ大切さ説く　花巻でフェス
ティバル

2013.08.26  21

最高賞に後藤さん（花巻）　宮沢賢治全国俳句 2013.08.28  24

賢治作品の魅力～賢治フェスティバル（花巻）出演の２人に聞く　松山ケンイチさん　坂本　真綾さん 2013.08.28  17

古里に賢治の交響曲　花巻　「イーハトーヴ」公演 2013.08.30  29

歌って賢治’Ｓ　ＳＯＮＧ　精神歌／星めぐりの歌　花巻・元教諭の平賀さん　教え子と英訳ＣＤ 2013.09.01  27

光と影　幻想の世界　影絵作家・藤城清治作品展　賢治童話中心に１５０点　７日から花巻市博物館　本県では
初開催

2013.09.04  11

賢治の白菜　３市結ぶ　「ポラーノの広場」に登場　花巻「下ノ畑」　南城小児童ら苗植え　仙台の団体企画　塩釜
の種、交流導く

2013.09.04  23

賢治の世界映す　光と影　花巻　藤城清治展が開幕 2013.09.08  29

幸せ運ぶ賢治の歌　花巻で全国大会　１８組、思い思いに 2013.09.10  26

賢治賞に冨田さん（シンセサイザー奏者）　花巻市　片田さん（群馬大教授）も表彰 2013.09.11  28

米国ニ居リマス　賢治　花巻姉妹都市にモニュメント　米団体企画、来月１９日除幕　交流２０年のシンボル 2013.09.12  25

賢治の地質調査地図　盛岡の沢井さん所有　書き込み、直筆と判明 2013.09.12  30

力込めた「風の又三郎」　花巻で作品展　影絵作家・藤城清治さんに聞く　絵は劇場、臨場感感じて 2013.09.16  8

雨ニモマケズ　堂々朗読　花巻で全国大会 2013.09.17  17

「雨ニモマケズ」英訳者　野間文芸翻訳賞（講談社）を受賞 2013.09.19  17

「賢治の地質図」に光　２２、２３日に花巻で学会　筆跡鑑定の経緯報告 2013.09.19  17

★特集★　賢治世界　光の幻想　花巻で影絵作家・藤城清治展 2013.09.21  11

没後８０年　賢治精神脈々　朗読や合唱、花巻で催し 2013.09.22  1

賢治研究の４人１団体表彰　花巻で２賞贈呈式 2013.09.23  21

★ズームアップいわて★　遠野で佐々木喜善祭　伝承の絆　心つなぐ　先人の思い　脈々と 2013.09.30  16

★ズームアップいわて★　遠野で佐々木喜善祭　伝承の絆　心つなぐ　先人の思い　脈々と 2013.09.30  17

★郷土の本棚★　宮澤賢治の聴いたクラシック　萩谷　由喜子著　愛した音楽が物語る生涯 2013.10.06  11

賢治研究　印で深まる　初の海外セミナー　望月善次さん（岩手大名誉教授）寄稿　「けん引者」一堂に　貴重な体
験意義大きく

2013.10.08  14

賢治さん　ナシ豊作だよ　花巻で収穫祭 2013.10.10  20

賢治愛した盛岡描く　川崎在住の画家　田原さん　１３日まで展示会 2013.10.10  19

★ひと★　「雨ニモマケズ」の英訳で野間文芸翻訳賞を受賞したオーストラリアの作家　ロジャー・パルバースさん 2013.10.14  8

朗読や劇　賢治しのぶ　花巻・石鳥谷で葛丸祭 2013.10.16  24

雨ニモマケズ　国際友好２０年　米でモニュメント除幕　花巻から訪問団 2013.10.21  26

賢治の心、劇や朗読で　盛岡尐年院の文化祭 2013.10.27  21

継ごう賢治の優しさ　花巻小　１４０周年記念し集会 2013.11.03  25

新鮮、賢治の擬音語　盛岡の県立図書館　資料展で魅力紹介 2013.11.06  16

★郷土の本棚★　宮澤賢治の心といそしみ　　吉見　正信著　作品、逸話から人物像結ぶ 2013.11.10  11

２０年ぶり県内上演　こまつ座「イーハトーボの劇列車」　盛岡で２８日 2013.11.14  12

賢治の創作　その宇宙　２９日から盛岡で没後８０年企画展　自筆手帳、絵含む３００点　影響不えた作家作品も 2013.11.26  14

賢治展あす開幕　盛岡　自筆水彩画や手帳展示 2013.11.28  32

賢治展きょう開幕　盛岡 2013.11.29  26

「世界における賢治」シンポ　花巻で来月１日 2013.11.29  14

詩や絵　賢治の世界　没後８０年　盛岡で作品展開幕 2013.11.30  30

■ 賢治関係新聞記事索引(岩手日報) ■ 
※平成25年8月～平成27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　　面

賢治作品は時空超え　花巻で没後８０年記念シンポ　詩英訳の豪作家が講演 2013.12.02  24

賢治童話　心躍る絵本　装丁・装画、工夫凝らし　盛岡で企画展 2013.12.03  16

★詩と絵の宇宙　宮沢賢治没後８０年展★（上）　「雨ニモマケズ」手帳　自己への願い込める 2013.12.04  17

賢治とジオパーク関連学ぶ　大船渡でシンポジウム 2013.12.05  22

★詩と絵の宇宙　宮沢賢治没後８０年展★（中）　高村光太郎の書　最初の石碑用に揮毫 2013.12.05  12

★詩と絵の宇宙　宮沢賢治没後８０年展★（下）　銀河鉄道の夜　時代を超え心に響く 2013.12.06  12

★特集★　賢治の世界　時代超え　盛岡で２３日まで　没後８０年「詩と絵の宇宙～雨ニモマケズの心」展　理想郷
求めた心象風景

2013.12.13  11

松埜さん（一戸出身）賢治世界表現　花巻で絵画展 2013.12.13  17

★２０１３　いわて学芸回顧★（３）　文芸　没後８０年賢治に脚光　県人作家ら活躍相次ぐ 2013.12.13  17

プロが読む賢治世界　盛岡　ＩＢＣアナら朗読会 2013.12.15  22

賢治の世界醸す油彩　盛岡で２５日まで　渡辺芳文さん作品展 2013.12.21  12

★大地の記憶　生命の軌跡　三陸ジオパーク★（２）　宮沢賢治とジオ　地質学と想像力共鳴　種山ケ原、作品の
原風景

2013.12.22  11

啄木と賢治　心の旅　近衛はな　県内被災地巡る番組 2013.12.29  13

「賢治の理想郷」追う　ＩＢＣ開局６０周年　１８日に特別番組 2014.01.15  13

賢治が愛した三陸海岸　花巻・記念館で企画展　３度の旅、印象つづる　詩、はがき、石碑を紹介 2014.01.17  17

東和に「賢治の会」　花巻　来月発足へ講演会　全市に顕彰組織整う 2014.02.11  21

賢治のバイオリン演奏　京都で弟のひ孫 2014.02.16  30

有機農業　賢治に学ぶ　全国集会　雫石で開幕　シンポ／作品からヒント　分科会／放射能など議論 2014.02.24  28

葉タバコ産地の歴史に光　花巻・大迫企画展　賢治との関わりも 2014.02.28  24

花巻・東和に「賢治の会」　発会式で会員意欲新た 2014.03.03  19

賢治の世界　誘う舞台　花巻で子ども劇　「銀河鉄道の夜」上演 2014.03.17  23

賢治作品感想文　入賞者２３人表彰　雫石のコンクール 2014.03.24  19

賢治朗読　有終の１００回目　もりおか青春館　畑中さん（フリーアナウンサー）１０年　盛岡弁で童話を紹介 2014.03.24  19

改修へ市民の声募集　花巻の宮沢賢治記念館　合併後の民意反映 2014.03.31  23

賢治の世界　沿道で感じて　新花巻駅―記念館　市がモニュメント 2014.04.01  21

躍動の「風の又三郎」　わらび座、花巻で２６日　音楽中心の舞台に 2014.04.02  19

賢治の肥料設計書探す　「農の神」伝記映画制作　東京の監督 2014.04.15  15

賢治童話の考察を紹介　盛岡　研究家の松本さん 2014.05.16  20

賢治思いチェロ披露　盛岡出身渡部さん　２４日に演奏会 2014.05.16  12

「銀河鉄道」の秘話紹介　先輩がモデル／舞台は南昌山　賢治研究家（矢巾）が考察　盛岡・青春館　７月まで企
画展

2014.05.20  16

もっと知りたい賢治の世界　花巻　本年度セミナー開講 2014.05.27  21

賢治作品軸に熱演　一関　「マリィヴォロン」朗読劇 2014.05.27  11

★盛岡広域　まち歩記★　特別編　旧秋田街道（盛岡市の夕顔瀬橋～雫石町春木場）　賢治の道たどる　当時を
思い「青春夜行」

2014.07.06  23

復興に向け熱い思い　１０月、盛岡で主宰劇団が公演　渡辺　えりさんに聞く　賢治の精神、東北の魂 2014.07.09  24

★郷土の本棚★　賢治学【第１輫】　岩手大学宮澤賢治センター編　　新たな視点、研究広く紹介 2014.07.13  9

賢治の月　独創的に　二戸市　物語題材の作品展 2014.07.15  22

「賢治産湯の井戸」を公開　花巻・２７日まで 2014.08.02  23

賢治賞に藤城清治さん（影絵作家）　イーハトーブ賞は三鉄　花巻市 2014.08.05  20

花巻で１０月アニメフェス　高畑勲監督招きジブリ作品上映　「賢治」題材にトーク 2014.08.27  21

大会賞に佐々木さん（花巻）　賢治祭全国俳句 2014.08.28  23

下ノ畑ニ絆マスマス　花巻・南城小　３市リレー白菜今年も 2014.09.04  23

歌で触れる賢治の心　花巻・全国大会　１０組が世界表現 2014.09.07  24

賢治の世界それぞれ　東京で美術展　本県出身作家も出品 2014.09.19  21

賢治の足跡たどる日　花巻 2014.09.22  20

賢治作品楽しんで　盛岡　渡辺えりさん講演　来月の劇団公演ＰＲ 2014.09.23  14

３人１団体たたえる　花巻　賢治賞・イーハトーブ賞 2014.09.23  25

宮沢賢治の新資料発見　「春と修羅」ブロンズ本／南洋の友への手紙 2014.09.25  2

賢治の新資料１１点　秀明大（千葉）が発表　はがきと封筒、写真　交友関係や人柄伝える 2014.09.25  1

両手に力込めて　賢治のナシ収穫　花巻で園児ら 2014.10.09  23

★特集★　色・音　輝く賢治世界　花巻でイーハトーブ・アニメフェスティバル　高畑勲監督、魅力語る 2014.10.12  13

賢治さんへ思い届け　花巻・石鳥谷　葛丸祭　手紙や童話作品発表 2014.10.15  29
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記　事   年　月　日　　面
賢治の世界は映画的　花巻「アニメフェス」対談　命見詰める細かい描写／ジブリ・高畑監督　生と死結ぶ注目の
「風」／宗教学者・山折さん

2014.10.18  13

盛岡で音楽劇「天使猫」　心揺さぶる賢治の半生　渡辺えりさんら熱演 2014.10.21  14

賢治顕彰の新拠点　肥料相談所跡地に開所　花巻・石鳥谷 2014.10.26  26

美術誌「花美術館」　啄木と賢治を特集　論考や作品など掲載 2014.11.20  13

宮沢賢治／高村光太郎　２記念館模様替え　花巻　来月１日閉館　来春オープン 2014.11.28  21

「賢治の星空」探してみよう　花巻で６日観察会 2014.12.02  19

★いわて　２０１４学芸回顧★（３）　文芸　高橋昭八郎さん逝く　賢治の新資料１１点発見 2014.12.13　14

賢治の思い　どう継承　花巻市民講座　まちづくり考える 2014.12.16  27

「風の又三郎」題材、児童生徒ら童話劇　花巻で２３日 2014.12.21  18

風の又三郎　表情豊かに　花巻で賢治童話劇発表会 2014.12.24  19

「技師賢治」発信して　一関・東山　鈴木さん　書簡２０点、市に寄託 2015.01.07  19

「雨ニモマケズ」思い込め　花巻で朗読全国大会　油井さん（福島）大賞 2015.02.08  24

★ふるさとステージ★　賢治の思い　あふれて　２１、２２日　花巻市民劇場　時空超えた物語発信 2015.02.19  19

堂々舞台　観客を魅了　花巻で市民劇　賢治の作品世界鮮やか 2015.02.23  20

ノッポさんが賢治作品上演　東京で４月４日 2015.02.27  14

生誕の地で「賢治の調べ」　東北農民オケ、初の花巻公演　ゆかりの曲、美しく　合唱が彩り 2015.03.02  20

賢治の世界　学生が熱演　西和賀で演劇祭 2015.03.09  22

初版の賢治詩集公開　花巻市博物館　昭和大津波で被災　がれきの中、釜石で発見 2015.03.19  25

賢治の心象　映し出す　花巻　記念館来月リニューアル　大型スクリーン導入 2015.03.26  23

賢治の世界観　子どもが表現　宮古、音楽劇上演 2015.03.30  27

★郷土の本棚★　宮沢賢治　すべてのさいはひをかけてねがふ　　千葉　一幹著　世界見つめる信徒の側面 2015.04.05  9

賢治の世界　多面的に　花巻の記念館　内覧会　２５日から一般公開 2015.04.23  28

賢治記念館　新たな門出　リニューアル祝う　花巻　きょうから一般公開 2015.04.25  27

★ズームアップいわて★　賢治世界　より深く　花巻・記念館　初の大規模リニューアル　文化継承　愛と誇り 2015.04.26  17

★ズームアップいわて★　賢治世界　より深く　花巻・記念館　初の大規模リニューアル　文化継承　愛と誇り 2015.04.26  16

友に見せた賢治の心　県立美術館特別展　保阪嘉内宛て書簡 2015.04.28  13

★ひと★　今春リニューアルした宮沢賢治記念館の学芸員　宮沢　明裕（みやざわ　あきひろ）さん 2015.05.12  4

★郷土の本棚★　石川啄木と宮沢賢治の人間学　佐藤　竜一著　比べて迫る等身大の魅力 2015.05.17  9

賢治と友の絆を思う　県立美術館特別展記念　関係者ら座談会 2015.05.20  10

賢治の世界　中国を魅了　北京で交響曲公演 2015.05.21  2

賢治の世界思う二重奏　渡部さん（盛岡出身）３０日演奏会 2015.05.22  10

作品彩る「賢治の愛」　澤口たまみさん企画展　盛岡　詩２編に新たな読解　ヤスの写真、手紙など紹介 2015.06.03  13

賢治舞台に岩手の子　花巻・合唱隊５人　都内劇団公演に出演　９月、「銀河鉄道の夜」 2015.06.08  22

賢治ノート　全て直筆　０１年発見、旧制盛岡中時代の資料　表紙以外の筆跡鑑定完了 2015.06.20  30

賢治ノート詳細報告　矢巾の藤原健次郎生家で　筆跡の特徴解説 2015.06.24  11

賢治ゆかりのバラ知って　花巻の団体　記念館前庭に定植 2015.06.25  25

賢治の魅力　逸話に耳傾け　和洋女子大同窓会サミット　盛岡で開幕 2015.06.28  28

賢治の草稿出品へ　グスコーブドリの伝記　東京・きょう開幕の古書オークション　関連資料も　最低価格３５０七円 2015.07.03  26

★特集★　第１０回啄木・賢治のふるさと　岩手日報随筆賞　鮮やかに日常切り取る 2015.07.12  19

イギリス海岸　７月出現　２１年ぶり　花巻　尐雨で川の水位低下 2015.07.16  29

賢治賞に吉見さん（盛岡）　イーハトーブ賞、高畑さん選出　花巻市 2015.07.28  21
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けんじさんがかいたおはなし
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 雨ニモマケズ 宮沢 賢治∥著 ポプラ社 2005.10 JK/913/ﾐﾔ ○

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 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 ○

4
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 ○

5
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 ○

6
狼森(オイノもり)と笊森、盗森(ぬすとも
り)

宮沢 賢治∥作
小野 かおる∥画

古今社 2003.11 JK/913/ﾐﾔ ○

7 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 ○

8 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 ○

9 オツベルと象
宮沢 賢治∥作
荒井 良二∥絵

三起商行 2007.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

10 オツベルと象
宮沢 賢治∥作
長谷川 義史∥絵

岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

11 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 ○

12 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 ○

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

14 蛙のゴム靴
宮沢 賢治∥作
松成 真理子∥絵

三起商行 2011.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

15 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 ○

16 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 ○

17 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 ○

18 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.9 JK/913/ﾐﾔ ○

19 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2008.10 JK/913/ﾐﾔ ○

20 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
田原 田鶴子∥絵

偕成社 2007.9 JK/913/ﾐﾔ ○

21 風の又三郎 宮沢 賢治∥著 ポプラ社 2005.10 JK/913/ﾐﾔ ○

22 雁の童子
宮沢 賢治∥作
司 修∥絵

偕成社 2004.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

23 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 ○

24 画本風の又三郎
藤城 清治∥影絵
宮沢 賢治∥原作

講談社 2014.1 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

25 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 ○

26 銀河鉄道の夜 宮澤 賢治∥原作 理論社 2011.12 JK/913/ﾀﾆ ○

27 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥原作 ぎょうせい 2010.4 JK/913/ﾐﾔ ○

28 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.9 JK/913/ﾐﾔ ○

29 グスコーブドリの伝記
宮澤 賢治∥原作
司 修∥文と絵

ポプラ社 2012.7 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

30 グスコーブドリの伝記　アニメ版 宮澤 賢治∥原作 理論社 2012.6 JK/913/ﾀﾆ ○

31 賢治草紙
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1995.8
JK/913/ｺｳ
1162 ○

32 賢治童話 宮沢 賢治∥著 翔泳社 1995.9
JK/913/ｺｳ
1166 ○

33 賢治のトランク　アニメ版 宮沢 賢治∥原作 角川書店 1996.6
JK/913/ﾃｲ
1499 ○

34 虔十公園林
宮沢 賢治∥作
伊藤 秀男∥絵

三起商行 2014.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

35 虔十公園林 児玉 房子∥[画] 草の根出版会 2005.3 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

【3階児童コーナー 】 

■ けんじさん、こんにちは ■ 
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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

36 虔十公園林/ざしきぼっこのはなし
宮沢 賢治∥作
はた こうしろう∥絵

岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

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（ボツコ）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 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 ○

40 シグナルとシグナレス
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1994.4 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ98 ○

41 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 ○

42 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 ○

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

44 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 ○

45 すいせん月の四日
宮沢 賢治∥作
堀川 理万子∥絵

岩崎書店 2005.2 JK/913/ﾐﾔ ○

46 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 ○

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∥原作
植田 真∥絵

あすなろ書房 2015.1 JK/913/ﾐﾔ ○

49 セロ弾きのゴーシュ
藤城 清治∥影絵
宮沢 賢治∥原作

講談社 2012.4 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

50 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.9 JK/913/ﾐﾔ ○

51 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 ○

52 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.3 JK/913/ﾐﾔ ○

53 セロ弾きのゴーシュ
宮澤 賢治∥作
畑中 純∥版画

響文社 2005.8 JK/913/ﾐﾔ ○

54 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
ささめや ゆき∥絵

岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

55 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 ○

56 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 ○

57 注文の多い料理店/銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥作
北沢 夕芸∥絵

集英社 2011.9 JK/913/ﾐﾔ ○

58
注文の多い料理店 セロひきのゴー
シュ

宮沢 賢治∥作
たちもと みちこ∥絵

角川書店 2010.6 JK/913/ﾐﾔ ○

59
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 美朊∥漫画

金の星社 2011.1 JK/913/ﾐﾔ ○

60 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 ○

61 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 ○

62 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 ○

63 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 ○

64 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 ○

65 土神と狐
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2015.2 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

66 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 ○

67 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 ○

68 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 ○

69 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 ○

70 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 ○

71 どんぐりと山猫
宮沢 賢治∥作
本間 ちひろ∥絵

にっけん教育出版社 2004.8 JK/913/ﾐﾔ ○

72 どんぐりと山ねこ
宮沢 賢治∥作
高畠 純∥絵

岩崎書店 2004.11 JK/913/ﾐﾔ ○

73 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 ○
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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

74 なめとこ山の熊
宮澤 賢治∥作
高田 勲∥絵

にっけん教育出版社 2005.9 JK/913/ﾐﾔ ○

75 猫の事務所
宮沢 賢治∥作
黒井 健∥絵

偕成社 1994.10
JK/913/ﾁﾕｳ
1371 ○

76 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 ○

77 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 ○

78 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 ○

79 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 ○

80 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 ○

81 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 ○

82 氷河鼠の毛皮
宮沢 賢治∥作
堀川 理万子∥絵

三起商行 2011.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

83 ふたごの星
宮沢 賢治∥文
松永 禎郎∥絵

新日本出版社 2013.6 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

84 ふたごの星
宮沢 賢治∥作
あきやま ただし∥絵

岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

85 双子の星　アニメ版 宮沢 賢治∥原作 角川書店 1996.6
JK/913/ﾃｲ
1497 ○

86 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 ○

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

88 洞熊学校を卒業した三人
宮沢 賢治∥作
大島 妙子∥絵

三起商行 2012.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

89 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 ○

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

91 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 ○

92 宮沢賢治やまなし
宮沢 賢治∥作
田原 田鶴子∥絵

小学館 2015.4 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

93 めくらぶどうと虹
近藤　弘明∥絵
宮沢　賢治∥文

福武書店 1987.10 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ71 ○

94 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 ○

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

96 やまなし
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2013.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

97 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 ○

98 やまなし/いちょうの実
宮沢 賢治∥作
川村 みづえ∥絵

岩崎書店 2004.12 JK/913/ﾐﾔ ○

99 雪渡り
宮沢 賢治∥作
たかし たかこ∥絵

偕成社 1990.6 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

100 雪わたり
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2013.10 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

101 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 ○

102 雪わたり
宮沢 賢治∥作
とよた かずひこ∥絵

岩崎書店 2004.12 JK/913/ﾐﾔ ○

103 雪渡り＋十力の金剛石
宮沢　賢治∥原作
ますむら　ひろし∥著

朝日ソノラマ 1987 JK/726/ｺｳ5 ○

104 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 ○

105 よだかの星
宮沢 賢治∥作
村上 康成∥絵

岩崎書店 2005.3 JK/913/ﾐﾔ ○

106 よだかの星
宮沢 賢治∥原作
吉田 教子∥絵と文

吉田教子 1997.9 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

107 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ｲ ○

けんじさんについて
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

108 イーハトーブ農学校の賢治先生 魚戸 おさむ∥作 小学館 2010.9 JK/726/ｳｵ ○

109 イーハトーブロマン 天沢 退二郎/萩原 昌好∥監修 くもん出版 1993.10
JK/913/ｺｳ
1096/15 ○
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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

110 岩手県ポラン町字丂つ森へ
和順 高雄∥文
中里 和人∥写真

偕成社 1995.1 JK/289/ｺｳ152 ○

111 兄(えな)さん宮沢賢治
藤井 逸郎∥作
小林 敏也∥絵

あすなろ書房 1995.2 JK/289/ﾁﾕｳ80 ○

112 “銀河鉄道”にもとめた幸せ
木暮　正夫∥作
太田　大八∥絵

佼成出版社 1986.2 JK/910/ｺｸﾞ ○

113 銀河の旅人 堀尾　青史∥著 岩崎書店 1984.4 JK/289/ｺｳ84 ○

114 けんじ先生
畑山 博∥作
狩野 富貴子∥絵

PHP研究所 1999.8 JK/910/ﾐﾔ ○

115 賢治と歩く盛岡 牧野 立雄∥編集 盛岡観光協会 1995.7 JK/289/ｺｳ155 ○

116 賢治の宇宙
梅原　猛∥著
松生　歩∥画

佼成出版社 1985.7 JK/913/ｺｳ815 ○

117 賢治の神秘
紀野　一義∥著
中野　弘彦∥画

佼成出版社 1985.7 JK/913/ｺｳ816 ○

118 賢治の風光
山折　哲雄∥著
池田　一憲∥画

佼成出版社 1985.7 JK/913/ｺｳ814 ○

119
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝
16

プロジェクト新　偉人伝∥著
編集

ポプラ社 2009.3 JK/280/ｺﾉ/16 ○

120 小学生のための宮沢賢治
宮沢賢治副読本編集委員会∥
編集

花巻市教育委員会 1990.3 JK/289/ｺｳ136 ○

121 図説宮沢賢治 上田 哲ほか∥著 河出書房新社 2009.8 JK/910/ﾐﾔ ○

122 宮沢賢治
西本 鶏介∥文
黒井 健∥絵

ミネルヴァ書房 2012.3 JK/910/ﾐﾔ ○

123 宮沢賢治
小林 可多入∥漫画
佐藤 竜一∥監修

ポプラ社 2012.3 JK/910/ﾐﾔ ○

124 宮沢賢治
柊 ゆたか∥漫画
三上 修平∥シナリオ

集英社 2010.10 JK/910/ﾐﾔ ○

125 宮沢賢治 西本 鶏介∥文 ポプラ社 2009.3 JK/910/ﾆｼ ○

126 宮沢賢治
西本 鶏介∥文
柿本 幸造∥絵

ひさかたチャイルド 2006.12 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

127 宮沢賢治
畑山 博∥監修
村野 守美∥まんが
西原 和海∥シナリオ

小学館 1996.8 JK/289/ｺｳ164 ○

128 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 ○

129 宮沢賢治
泉 秀樹∥原作
山田 えいし∥作画

岩手日報社 1989.5 JK/289/ｺｳ124 ○

130 宮沢賢治
宮沢　賢治∥著
紀野　一義∥編集　解説

春秋社 1985.4 JK/913/ｺｳ803 ○

131 宮沢賢治 伊藤　佐喜雄∥著 偕成社 1984 JK/289/ﾁﾕｳ73 ○

132 宮沢賢治
保永　貞夫∥著
市川　禎男∥絵

講談社 1980.3 JK/289/ﾃｲ12 ○

133 宮沢賢治　星の図誌
斎藤　文一∥著
藤井　旭∥写真

平凡社 1988.8 JK/443/ｺｳ8 ○

134 みやざわけんじ物語
さくらい　のぶお∥ぶん
なかじま　やすひこ∥え

あすなろ書房 1979.3 JK/289/ﾃｲ9 ○

135 わが心の宮沢賢治 屋比久 貞雄∥著 郁朊社 2002.11 JK/910/ﾐﾔ ○
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賢治の生涯
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 第20～24号合冊 ー
岩手県立盛岡中学校校
友会雑誌部

1912～14 KS/37/ﾓ2

2
校友会雑誌　第21～23,25～26号
合冊

ー
岩手県立盛岡中学校校
友会雑誌部

1913～15 KS/37/ﾓ2

3 漢和対照妙法蓮華経 島地　大等∥著 三樹一平・明治書院 1922.1 183.3/ﾑﾗ2

4
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 1918.11
K/377.3/ﾓ1/
1-18-19

5 化学本論 訂正版 片山　正夫∥著 内田老鶴圃 1920.8 430/ｶ1/1

6 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

7
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 1920.11
K/377.3/ﾓ1/
1-20-21

8 春と修羅（初版） 宮沢 賢治∥著 関根書店 1924 ｹﾝ/15/1

9
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

1924.12 ｹﾝ/3/92

10
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

11 国訳妙法蓮華経 ー 宮沢清六 1934.6 ｹﾝ/9/5

12 宮沢賢治全集 第1～3巻 宮沢 賢治∥著 文圃堂書店 1934～35 ｹﾝ/8/1-1～3

13 風の又三郎 宮沢 賢治∥著 羽田書店 1949.6 ｹﾝ/3/13

No 新聞名 館外貸出

14 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

15 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

16 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

17 岩手日報

賢治の生きた時代と鉄道
日本の鉄道

No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

18
東京汐留鉄道舘蒸汽車待合之図
(パネル)

立斎広重
いせ喜・
伊勢屋喜三郎

1873
国立国会
図書館

19 日本鉄道史 上篇 ー 鉄道省 1921 686.21/ﾊﾗ2/1

20
明治大正時刻表[1]汽車汽船旅行案
内[明治27年11月号]復刻版

ー
新人物往来社
庚寅新誌社

1998.9
明治27年刊

の復刻
686.55/ﾒｲ/1 ○

21 旅のつれづれ 第1号 西庫太∥編 精美社 1904.1 291.09/ｾ1/1

22 日本鉄道案内記 松岡　広之∥著 松岡広之 1899.5 291.09/ﾏ2/1

23 日本全国鉄道線路図 明治44年度 鉄道院∥編 鉄道院 1912.3 686.5/ﾊﾗ1/11

24 鉄道統計図表 明治39年度 逓信省鉄道局∥編 逓信省鉄道局 ー
686.035/
ﾊﾗ3/6

25 鉄道院統計図表 明治43年度 鉄道院∥編 鉄道院 1912.2
686.05/ﾃ1/
3-10-1

26
鉄道院年報 明治43年度
私設及軽便鉄道の部

鉄道院∥編 鉄道院 1912.2
686.05/ﾃ1/
4-10-2

27
本邦鉄道の社会及経済に及ほせる影
響 附図

鉄道院∥編 鉄道院 1916.6 686.1/ﾊﾗ1

28 鉄道旅行案内 鉄道院∥編 鉄道院 1914.6 291.09/ﾃ1/3

29 全国鉄道沿線名所旅行案内 全国名所案内社∥編 岡村書店 1918.7 291.09/ｾﾞ1/2

30 汽車の旅 全国名所案内社∥編 岡村書店 1921.6 291.09/ｾﾞ1/1

内容

大正7年(1918)3月16日「高農得業式 荘厳裡に挙行」

大正7年(1918)5月27日「『土性調査』の経過」

大正15年(1926)4月1日「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」

昭和2年(1927)1月31日夕刊「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」

【4階展示コーナー 】 

■ 切符を拝見! 賢治と鉄道■ 
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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

31 汽車の窓から 東北部 谷口　梨花∥著 博文館 1924.4
291.09/ﾀ3/
1-2

32 鉄道統計要覧 鉄道院∥編 鉄道院 1917.12序 686.035/ﾊﾗ5

33 鉄道院所管綜路図 ー ー [1919か] 686.5/ﾊﾗ2

34 上野浅草間開通記念 東京地下鉄道株式会社∥編 東京地下鉄道 1927.12 686.21/ﾄ1/1

No 新聞名 館外貸出

35 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

36 東京朝日新聞
（マイクロフィルム複製）

岩手の鉄道のはじまり/賢治の乗った鉄道
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

37
岩手県鉄道沿線名勝図巻　(盛岡停車
場)(パネル)

川口 月村 画 ー 明治期
もりおか歴史
文化館

38 鉄道旅行案内 ー 鉄道省 1921 291.09/ﾃ1/9

39 鉄道旅行案内 鉄道省∥[編] 博文館 1924 291.09/ﾃ1/4

40 車窓図絵 東北線の巻 仙台鉄道局∥編 仙台鉄道局 1927.6 686.21/ｾ1/1

41 日本案内記 東北篇 鉄道省∥[編] 博文館 1929 291.9/ﾃ1/2

42 山水名光 ー 鉄道省 1934 291.09/ﾃ1/7

43 軽便鉄道橋場線建設概要 鉄道省盛岡建設事務所∥編
鉄道省盛岡建設事務
所

1922.7 K/686/ﾃ2/1

44 花輪線工事要覧 鉄道省∥編 鉄道省 1931.10 K/686/ﾃ2/2

45 工塲要覧 昭和6年度末現在 仙台鉄道局盛岡工場∥編 ー ー
K/686/ｾ1/
1-31

46 仙台鉄道局要覧 昭和10年度 仙台鉄道局∥編 仙台鉄道局 〔1936〕
686.05/ｾ1/
1-35

47 岩手軽便鉄道案内　復刻版 植田　啓次∥著
〔出版者丌明〕
成文社

[出版年丌
明]/大正4年
刊の復刻

ｹﾝ/686/ｳｴ

48 岩手軽便鉄道概況 ー 〔出版者丌明〕
〔出版年
丌明〕

K/686/ｲ1/1

49 岩手軽便鉄道概況 ー
岩手軽便鉄道株式会
社

1928.9 K/686/ｲ1/2

50 花巻温泉遊園地御案内 ー 盛岡電気工業 1926.3 K/291.22/ﾊﾅ

51
一七哩記念 鉄道競争すごろく　大正14年
(1925)1月1日「大阪毎日新聞」付録　複製
(『図説日本の鉄道クロニクル1』付録)

ー 講談社 2011.1 686.21/ｽﾞｾ/1 ○

52
絵葉書アルバム 6 より
鉄道開通記念絵葉書

ー ー ー K/290.7/ｴ1/6

No 新聞名 館外貸出

53 巖手公報
（マイクロフィルム複製）

54 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

55 和賀新聞
（マイクロフィルム複製）

56 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

57 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

賢治作品の中の鉄道
詩の中の鉄道

No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

58 宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著 創元社 1948 ｹﾝ/15/3

59
名著初版本複刻珠玉選9-[3]　春と修
羅

日本近代文学館∥編集
宮沢 賢治∥著

日本近代文学館
関根書店

1985.4
大正13年刊

の復刻
ｹﾝ/3/105/3

60 宮沢賢治詩画館 宮沢 賢治∥著 くもん出版 1993.10 ｹﾝ/3/209/14 ○

大正14年(1925)7月18日夕刊「けふ盛岡駅で 自動連結器 取りつけを行ふ」

昭和2年(1927)12月14日「党臭たっぷりの鉄道新線計画」

内容

明治23年(1890)11月1日「鉄道開通式」

大正6年(1917)7月28日「風清く砂白き 東の海岸へ(一)」

大正13年(1924)11月15日「横黒線全通記念号」

大正14年(1925)8月1日「花巻温泉台遊園地 鉄道開通」

昭和4年(1929)8月1日「大船渡線折壁気仙沼間 鉄道開通式挙行」

内容

18 



No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

61 雲の信号
宮沢 賢治∥詩
黒井 健∥画

偕成社 1995.9 ｹﾝ/15/32

童話の中の鉄道

氷河鼠の毛皮
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

62 氷河鼠の毛皮 たむら　しげる∥著 潮出版社 1985.4 ｹﾝ/9/9-18

63 氷河ねずみの毛皮
宮沢 賢治∥作
木内 達朗∥絵

偕成社 2008.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

64 氷河鼠の毛皮
宮沢 賢治∥作
堀川 理万子∥絵

三起商行 2011.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

No 新聞名 館外貸出

65 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

シグナルとシグナレス
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

66 風の又三郎
宮沢 賢治∥著
春日部 たすく∥画

岩波書店 1979 ｹﾝ/3/27 ○

67 シグナルとシグナレス
[宮沢 賢治∥著]
天沢 退二郎/萩原 昌好∥監修

くもん出版 1993.2 ｹﾝ/3/209/8 ○

68 シグナルとシグナレス
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1994.4 ｹﾝ/3/44/11 ○

69 宮沢賢治童話全集  3
宮沢  賢治∥著
宮沢  清六/堀尾  青史∥編集

岩崎書店 1974 ｹﾝ/8/14-3 ○

No 新聞名 館外貸出

70 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

月夜のでんしんばしら
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

71 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥著 杜陵書院 1947.10 ｹﾝ/3/7

72 宮澤賢治・漫画館 1
宮澤 賢治∥原作
スズキ　コージ∥著

潮出版社 1985.8
ｹﾝ/726.1/ﾐﾔ
/1 ○

73 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 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

二十六夜
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

74 二十六夜
宮沢　賢治∥著
宮沢 清六∥編

日本書院 1948.4 ｹﾝ/3/10

75 宮澤賢治集 宮澤 賢治∥著 新潮社 1951.5 ｹﾝ/8/10

化物丁場
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

76 宮沢賢治童話全集  8 宮沢 賢治∥著 岩崎書店 1979 ｹﾝ/8/24/8 ○

77 むかしの汽車旅 出久根 達郎∥編 河出書房新社 2012.7 ﾀｸ/915.6/ﾑｶ ○

氷と後光（習作）
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

78 宮沢賢治全集  第5巻 宮沢 賢治∥著 十字屋書店 1940 ｹﾝ/8/4-5

79 宮沢賢治作品集  1
宮沢 賢治∥著
沼田　純子∥編注

和泉書院 1985.4 ｹﾝ/8/30 ○

銀河鉄道の夜
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

80 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 新潮社 1941.12 ｹﾝ/3/45

81 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 三十書房 1950.2 ｹﾝ/3/3

82 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 ｹﾝ/3/71 ○

83 銀河鉄道の夜
宮沢　賢治∥作
小林　敏也∥画

パロル舎 1984.9 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

84 銀河鉄道の夜
[宮沢 賢治∥著]
天沢 退二郎/萩原 昌好∥監修

くもん出版 1993.6 ｹﾝ/3/209/13 ○

内容

大正12年(1923)5月11日「シグナルとシグナレス（一）」

内容

大正12年(1923)4月15日「童話 氷河鼠の毛皮」
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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

85
銀河鉄道の夜 最終形・初期形<ブルカ
ニロ博士篇>

ますむら ひろし∥作画
宮沢 賢治∥原作

偕成社 2001.7 ｹﾝ/726.1/ﾏｽ ○

その他
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

86 イーハトーボゆき軽便鉄道 別役 実∥著 リブロポート 1990.1 ｹﾝ/ﾍﾞ1/2

87 イーハトーボの劇列車 井上　ひさし∥著 新潮社 1980.12 ｹﾝ/9/3

20 


