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

1
Miyazawa  Kenji
Selections

Kenji Miyazawa
University  of
california  press

c2007 ｹﾝ/911.56/MI ○

2
Strong  in  the  rain
Selected  poems

Kenji Miyazawa Bloodaxe  Books 2007 ｹﾝ/911.56/MI ○

3
雨ニモマケズ
混声合唱とピアノのための組曲

千原 英喜∥作曲
宮沢 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2008.6 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

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 解説

文研出版 2008.6 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

5 いちょうの実
宮沢 賢治∥作
及川 賢治∥絵

三起商行 2008.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

6
岩手軽便鉄道の一月
宮沢賢治の詩によるソングアルバム

林 光∥作曲
宮沢 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2008.8 ｹﾝ/767.08/ﾊﾔ ○

7
永訣の朝
同声（女声または男声）三部合唱と
ピアノのための組曲

西村 朗∥作曲
宮沢 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2006.12 ｹﾝ/767.08/ﾆｼ ○

8
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 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

9 オツベルと象
宮沢 賢治∥作
荒井 良二∥絵

三起商行 2007.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

10 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2008.10 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

11 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
たなか よしかず∥版画

未知谷 2008.6 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

12 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
田原 田鶴子∥絵

偕成社 2007.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

13
学校放送劇舞台劇脚本集
宮沢賢治名作童話

平野 直∥編〔著〕 東洋書院 2008.11 ｹﾝ/775.7/ﾋﾗ ○

14 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥文
あきば たまみ∥画

源流社 2009.2 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

15 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.1 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

16 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 ゴマブックス 2008.10 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

17 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 ＳＤＰ 2008.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

18 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 講談社 2009.2 ｹﾝ/913.68/ﾆｼﾞ/8 ○

19 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥原作
バラエティ アートワー
クス∥企画 漫画

イースト・プレ
ス

2007.12 ｹﾝ/726.1/ｷﾞﾝ ○

20 銀河鉄道の夜　画集
宮沢 賢治∥原作
ＫＡＧＡＹＡ∥画

河出書房新社 2009.6 ｹﾝ/726.5/ﾐﾔ ○

21
銀河鉄道の夜・風の又三郎・セロ弾
きのゴーシュ

宮沢 賢治∥著 ＰＨＰ研究所 2009.4 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

22
声に出して読みたい日本語音読テ
キスト　2

斎藤 孝∥編著 草思社 2007.8 ｹﾝ/809.4/ｻｲ ○

23
斎藤孝のイッキによめる！小学生の
ための宮沢賢治

宮沢 賢治∥〔著〕
斎藤 孝∥編

講談社 2007.8 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

24 ざしき童子のはなし
児玉 房子∥〔画〕
〔宮沢 賢治∥著〕

草の根出版会 2008.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

25 鹿踊りのはじまり
児玉 房子∥〔画〕
〔宮沢 賢治∥著〕

草の根出版会 2008.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

26
〈新〉校本宮沢賢治全集
別巻〔1〕

宮沢 賢治∥〔著〕 筑摩書房 2009.3 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/17-1 ○

27
〈新〉校本宮沢賢治全集
別巻〔2〕

宮沢 賢治∥〔著〕 筑摩書房 2009.3 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/17-2 ○
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No 資　料　名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

28
税務署長の冒険他6作品
日英語対訳

宮沢 賢治∥作
高橋 悌子∥訳

高橋悌子 2007.10 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

29 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

30 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 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

31 セロ弾きのゴーシュ　歌劇
宮沢 賢治∥原作
清水 脩∥作曲・台本

ブリランテ・
ヴォーチェ

2007.8 ｹﾝ/766.1/ｼﾐ ○

32 注文の多い料理店
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2008.10 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

33 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥著 ＳＤＰ 2008.7 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

34 月天子　混声合唱組曲
宮沢 賢治∥作詞
千原 英喜∥作曲

全音楽譜出版社 2009.7 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

35 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 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

36 なめとこ山の熊
宮沢 賢治∥作
あべ 弘士∥絵

三起商行 2007.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

37 ひかりて雲は
中塚 スマ子∥著
宮沢 賢治∥文

美研インターナ
ショナル

2009.7 ｹﾝ/723.1/ﾅｶ ○

38 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 ○

39 宮沢賢治　1896-1933 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2007.11 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

40 宮沢賢治　銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 やのまん 2009.4 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

41 宮沢賢治作品選
宮沢 賢治∥〔著〕
黒沢 勉∥編

信山社 2009.4 ｹﾝ/918.68/ｸﾛ ○

42 宮沢賢治詩集 〔宮沢 賢治∥著〕 旺文社 1971.6 ｹﾝ /911.56/ﾐﾔ

43
宮沢賢治東和の郷を詠う
心象スケッチ

〔宮沢 賢治∥著〕
詩碑除幕実行委員会∥
企画編集

詩碑除幕実行委
員会

2008.12 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

44 宮沢賢治童話集 宮沢 賢治∥著 角川春樹事務所 2009.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

45 名作童話・宮沢賢治20選
宮沢 賢治∥著
宮川 健郎∥編集

春陽堂書店 2008.11 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

46 もう一度読みたい宮沢賢治
宮沢 賢治∥〔著〕
別冊宝島編集部∥編

宝島社 2009.4 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

47 もう一度読みたい宮沢賢治 宮沢 賢治∥〔著〕 宝島社 2007.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

48 雪渡り　ゑほん
宮沢 賢治∥原作
高橋 忠弥∥挿画･装丁

文栄社 2007.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ

49 よく利く薬とえらい薬
児玉 房子∥〔画〕
〔宮沢 賢治∥著〕

草の根出版会 2008.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

50 よだかの星 宮沢 賢治∥著 ＳＤＰ 2008.11 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

51 よだかの星
宮沢 賢治∥作
ささめや ゆき∥絵

三起商行 2008.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

52 読めば読むほどおもしろい宮沢賢治 宮沢 賢治∥〔著〕 宝島社 2009.2 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○
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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 貸出

53

宇都宮短期大学音楽科研究紀要 第
15号
「語りと音楽３題「宮沢賢治の世
界」」

研究紀要編集委員会∥編集
星野和夫∥著 宇都宮短期大学 2008.2 ｹﾝ/910.268/ｳﾂ/15 ○

54 3月の風は3ノット 坂口 尚∥著 チクマ秀版社 2007.7 ｹﾝ/726.1/ｻｶ ○

55 小学校たのしい劇の本 中学年 日本演劇教育連盟∥編 国土社 2007.3 ｹﾝ/775.7/ｼﾖ ○

56 ひつじアンソロジー 小説編2 中村 三春∥編 ひつじ書房 2009.4 ｹﾝ/918.6/ﾋﾂ ○

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 貸出

57
アザリアの咲くとき 宮沢賢治と学友
たち

岡田 幸助∥監修 岩手大学 2009.6 ｹﾝ/910.268/ｵｶ ○

58 イーハトヴへの招待 遠藤 祐∥著 洋々社 2008.12 ｹﾝ/910.268/ｴﾝ ○

59
イーハトーヴの夢つづり
宮沢賢治の作品に寄せて創る峰章山
作詞作曲童謡合唱組曲楽譜集

峰 章山∥作詞作曲
ブイツーソ
リューション

2008.8 ｹﾝ/767.7/ﾐﾈ ○

60 イーハトーブ温泉学 岡村 民夫∥〔著〕 みすず書房 2008.7 ｹﾝ/910.268/ｵｶ ○

61

イーハトーブの仲間たち 最終号（平
成20年度）
第43回「賢治先生を偲ぶ会」記念第14回
「宮沢賢治」読書感想文コンクール

-

岩手県立花巻農
業高等学校「宮
沢賢治」読書感
想文コンクール
事務局

2009.1 ｹﾝ/019.25/ｲﾊ/43

62 石で読み解く宮沢賢治
細田 嘉吉∥著
鈴木 健司∥編
照井 一明∥編

蒼丘書林 2008.5 ｹﾝ/910.268/ﾎｿ ○

63
絵で読む宮沢賢治展
賢治と絵本原画の世界

-
万鉄五郎記念美
術館

2007.7 ｹﾝ/910.268/ｴﾃﾞ ○

64 英語で読み解く賢治の世界
ロジャー パルバース∥著

上杉 隼人∥訳
岩波書店 2008.6 ｹﾝ/910.268/ﾊﾟﾙ ○

65
親子で読みたい「宮沢賢治」
心を育てる名作ガイド

沢口 たまみ∥著 ＰＨＰ研究所 2009.2 ｹﾝ/910.268/ｻﾜ ○

66
風と光の散歩道
宮沢賢治の植物を訪ねて

細川 律子∥著 椋鳥書房 2007.7 ｹﾝ/910.268/ﾎｿ ○

67
今日の賢治先生
宮沢賢治３７年の生涯  全月日をたどる

佐藤 司∥著 永代印刷出版部 2008.1 ｹﾝ/910.268/ｻﾄ ○

68
研究発表記録集 第16回 宮沢賢治学会
イーハトーブセンター

-
宮沢賢治イーハ
トーブセンター

2007.3 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ/16

69
賢治イーハトヴ童話
「法華文学」の結実

井上 寿彦∥著 菁柿堂 2007.2 ｹﾝ/910.268/ｲﾉ ○

70 賢治研究 89 - 宮沢賢治研究会 2002.12 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-89 ○

71 賢治研究 90 - 宮沢賢治研究会 2003.5 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-90 ○

72 賢治研究 91 - 宮沢賢治研究会 2003.9 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-91 ○

73 賢治研究 92 - 宮沢賢治研究会 2004.2 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-92 ○

74 賢治研究 93 - 宮沢賢治研究会 2004.7 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-93 ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

75 賢治研究 94 - 宮沢賢治研究会 2004.11 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-94 ○

76 賢治研究 95 - 宮沢賢治研究会 2005.3 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-95 ○

77 賢治研究 96 - 宮沢賢治研究会 2005.7 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-96 ○

78 賢治研究 97 - 宮沢賢治研究会 2005.10 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-97 ○

79 賢治研究 98 - 宮沢賢治研究会 2006.2 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-98 ○

80 賢治研究 99 - 宮沢賢治研究会 2006.6 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-99 ○

81 賢治研究 100号記念号 - 宮沢賢治研究会 2006.10 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-100 ○

82 賢治研究 101号 - 宮沢賢治研究会 2007.5 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-101 ○

83 賢治研究 102号 - 宮沢賢治研究会 2007.9 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-102 ○

84 賢治研究 103号 - 宮沢賢治研究会 2008.2 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-103 ○

85 賢治研究 104号 - 宮沢賢治研究会 2008.6 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-104 ○

86 賢治研究 105号 - 宮沢賢治研究会 2009.3 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-105 ○

87 賢治研究 106号 - 宮沢賢治研究会 2009.7 ｹﾝ/910.268/ﾐ2/2-106 ○

88 賢治と学ぶ大磯・四季の花 下 石井 竹夫∥著 蒼天社 2006.3 ｹﾝ/472.137/ｲｼ/2 ○

89
賢治とモリスの環境芸術
芸術をもてあの灰色の労働を燃せ

大内 秀明∥編著 時潮社 2007.10 ｹﾝ/910.268/ｵｵ ○

90 賢治童話を読む 関口 安義∥著 港の人 2008.12 ｹﾝ/910.268/ｾｷ ○

91 賢治文学「呪い」の構造 山下 聖美∥著 三修社 2007.8 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ ○

92
国文学解釈と鑑賞 937
特集：宮沢賢治を読み直す

- 至文堂 2009.6 ｹﾝ/910.268/ｺｸ/937 ○

93
この人を見よ！歴史をつくった人び
と伝 16 宮沢賢治

プロジェクト新 偉人伝
∥著 編集

ポプラ社 2009.3 ｹﾝ/280/ｺﾉ/16 ○

94 知っ得宮沢賢治の全童話を読む 国文学編集部∥編 学灯社 2008.3 ｹﾝ/910.268/ｼﾂ ○

95
修羅はよみがえった 宮沢賢治没後七
十年の展開

宮沢賢治没後七十年
「修羅はよみがえっ
た」刊行編集委員会∥
編集

宮沢賢治記念会 2007.9 ｹﾝ/910.268/ｼﾕ ○

96
ジョバンニの耳
宮沢賢治の音楽世界

西崎 専一∥著 風媒社 2008.1 ｹﾝ/910.268/ﾆｼ ○

97
心友宮沢賢治と保阪嘉内
花園農村の理想をかかげて

大明 敦∥編著 山梨ふるさと文庫 2007.9 ｹﾝ/289.1/ﾀﾞｲ ○

98 全国宮沢賢治学生研究会会報 第１号 -
全国宮沢賢治学
生研究会

2008.3 ｹﾝ/910.268/ｾﾞﾝ/1 ○

99
啄木と賢治イベントカレンダー
2008-2009

盛岡市商工観光部ブラ
ンド推進課∥編集

盛岡市 〔2008〕 ｹﾝ/910.268/ﾀｸ

100 病床の賢治 看護婦の語る宮沢賢治 大八木 敦彦∥著 舷灯社 2009.3 ｹﾝ/910.268/ｵｵ ○

101 二人の銀河鉄道 嘉内と賢治 江宮 隆之∥著 河出書房新社 2008.2 ｹﾝ/913.6/ｴﾐ ○

4
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102
《文語詩稿》定稿化の方法（プロセ
ス）・試論 北村透谷「宇宙の精神」
と、宮沢賢治「宇宙感情」と

島田 隆輔∥〔著〕
〔広島大学近代
文学研究会〕

〔2008〕 ｹﾝ/911.52/ｼﾏ ○

103
文語詩稿〈盆地に白く霧よどみ〉の生成
兄妹像手帳稿の位置づけから

島田 隆輔∥〔著〕
〔島根大学教育
学部国文学会〕

〔2007〕 ｹﾝ/911.52/ｼﾏ ○

104 『法華経』に生きた宮沢賢治 大久保 好唯∥〔述〕 〔大久保好唯〕 2007.2 ｹﾝ/910.268/ｵｵ ○

105 宮沢賢治 西本 鶏介∥文 ポプラ社 2009.3 ｹﾝ/910.268/ﾆｼ ○

106 宮沢賢治あるサラリーマンの生と死 佐藤 竜一∥著 集英社 2008.9 ｹﾝ/910.268/ｻﾄ ○

107 宮沢賢治記念館年報 平成18年度 〔宮沢賢治記念館∥編〕 宮沢賢治記念館 2007 ｹﾝ/910.268/ﾐ13/2-2006 ○

108 宮沢賢治記念館年報 平成19年度 〔宮沢賢治記念館∥編〕 宮沢賢治記念館 2008 ｹﾝ/910.268/ﾐ13/2-2007 ○

109
宮沢賢治－驚異の想像力
その源泉と多様性

宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター編集委
員会∥編集

朝文社 2008.1 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

110 宮沢賢治・クラムボンの正体 石崎 仁∥著 石崎仁 2007.12 ｹﾝ/910.268/ｲｼ ○

111
宮沢賢治さん県北を歩く
賢治の碑巡り

- 〔盛岡サイエンス〕 〔出版年不明〕 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

112 宮沢賢治、ジャズに出会う 奥成 達∥著 白水社 2009.6 ｹﾝ/764.7/ｵｸ ○

113 宮沢賢治10の予言 石 寒太∥著 幻冬舎 2008.10 ｹﾝ/910.268/ｲｼ ○

114 宮沢賢治《遷移》の詩学 平沢 信一∥著 蒼丘書林 2008.6 ｹﾝ/910.268/ﾋﾗ ○

115 宮沢賢治大事典 渡部 芳紀∥編 勉誠出版 2007.8 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

116 宮沢賢治と裁判の話 那珂川 裕次郎∥著 文芸社 2007.9 ｹﾝ/910.268/ﾅｶ ○

117
宮沢賢治とサハリン
「銀河鉄道」の彼方へ

藤原 浩∥〔著〕 東洋書店 2009.6 ｹﾝ/910.268/ﾌｼﾞ ○

118
宮沢賢治とベートーヴェン
病と恋

多田 幸正∥著 洋々社 2008.10 ｹﾝ/910.268/ﾀﾀﾞ ○

119
宮沢賢治と保阪嘉内
心の友

山梨県立文学館∥編集 山梨県立文学館 2007.3 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

120
宮沢賢治
童話のオイディプス

高山 秀三∥著 未知谷 2008.2 ｹﾝ/910.268/ﾀｶ ○

121 宮沢賢治との接点 池川 敬司∥著 和泉書院 2008.7 ｹﾝ/910.268/ｲｹ ○

122
宮沢賢治の会ブックレット
第1集第2集合併号

- 宮沢賢治の会 2008.10 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ/1 ○

123
宮沢賢治の教育入門 「グスコーブド
リの伝記」にみる人間のあり方・生
き方

風間 効∥著 あづま書房 2003.11 ｹﾝ/913.6/ｶｻﾞ ○

124 《宮沢賢治》のさらなる彼方を求めて 天沢 退二郎∥著 筑摩書房 2009.7 ｹﾝ/910.268/ｱﾏ ○

125 宮沢賢治の世界 谷川 徹三∥著 法政大学出版局 2009.5 ｹﾝ/910.268/ﾀﾆ ○

126 宮沢賢治のちから 山下 聖美∥著 新潮社 2008.9 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ ○

127
宮沢賢治のヒドリ
本当の百姓になる

和田 文雄∥著 コールサック社 2008.10 ｹﾝ/910.268/ﾜﾀﾞ ○

128 宮沢賢治「文語詩稿五十篇」評釈 10 信時 哲郎∥〔著〕 〔甲南女子大学〕 2008.3 ｹﾝ/911.52/ﾉﾌﾞ
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129 宮沢賢治「やまなし」の世界 西郷 竹彦∥著 黎明書房 2009.7 ｹﾝ/913.6/ｻｲ ○

130
宮沢賢治若き日の手紙
保阪嘉内宛七十三通

宮沢 賢治∥〔著〕
山梨県立文学館∥編集

山梨県立文学館 2007.9 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

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 貸出

131
アート･トップ 2007年9月号
「宮沢賢治  イーハトーブをめぐる冒
険」

- 芸術新聞社 2007.9 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

132 愛と自由のためのエチュード 鈴木 健∥著 文芸社 2007.6 ｹﾝ/914.6/ｽｽﾞ ○

133
愛と小さないのちのトライアングル
宮沢賢治･中村哲･高木仁三郎

斎藤 文一∥著 国文社 2007.7 ｹﾝ/281.04/ｻｲ ○

134
愛のかたち
魅力の詩人論

畠山 義郎∥著
土曜美術社出版
販売

2009.6 ｹﾝ/911.52/ﾊﾀ ○

135 愛の旅人 2
朝日新聞ｂｅ編集グ
ループ∥編

朝日新聞社 2007.8 ｹﾝ/280.4/ｱｲ ○

136

愛知大学文学論叢 第139輯
「近代化する山中異界－宮沢賢治
「どんぐりと山猫」「注文の多い料
理店」における山猫（たち）と馬車
別当をめぐって」

愛知大学文学会∥編
安智史∥著

愛知大学文学会 2009.2 ｹﾝ/910.268/ｱｲ/139 ○

137
朝日大学一般教育紀要 第34号
「宮沢賢治と環境思想  1  －「狼森と
笊森、盗森」の研究－」

田中末男∥著
朝日大学一般教
育研究協議会

2009.1 ｹﾝ/910.268/ｱｻ/34 ○

138
異郷の死
知里幸恵、そのまわり

西 成彦∥編
崎山 政毅∥編

人文書院 2007.8 ｹﾝ/929.21/ｲｷ ○

139 石牟礼道子全集･不知火 第14巻 石牟礼 道子∥著 藤原書店 2008.11 ｹﾝ/918.68/ｲｼ/14

140

岩手医科大学共通教育研究年報 第42
号（2007）
「宮沢賢治「精神歌」の心－「まこと」
を求めて「ひかり」の道を」

岩手医科大学共通教育
センター∥編集
黒沢勉∥著

岩手医科大学共
通教育センター

2007.12 ｹﾝ/377.05/ｲ2/1-42

141
岩手医科大学共通教育研究年報 第43
号（2008）
「宮沢賢治、農民活動の心」

岩手医科大学共通教育
センター∥編集
黒沢勉∥著

岩手医科大学共
通教育センター

2008.12 ｹﾝ/377.05/ｲ2/1-43 ○

142

岩手大学大学院人文社会科学研究科
研究紀要 第17号
「「銀河鉄道の夜」の「父」と子」
「ロシアから見た宮沢賢治童話の動物」

岩手大学大学院人文社
会科学研究科研究紀要
編集委員会∥編集
下家美里∥著
エフセエワ・エカテ
リーナ∥著

岩手大学大学院
人文社会科学研
究科

2008.7 ｹﾝ/377.05/ｲ1-8/1-17

143 えさしルネッサンス館メモリアル -
いわてルネッサン
ス･アカデミア

2008.9 ｹﾝ/281.22/ｴｻ ○

144 オルフェウス的主題 野村 喜和夫∥著 水声社 2008.2 ｹﾝ/902.1/ﾉﾑ ○

145
音楽が聞える
詩人たちの楽興のとき

高橋 英夫∥著 筑摩書房 2007.11 ｹﾝ/911.52/ﾀｶ ○

146 温泉文学論 川村 湊∥著 新潮社 2007.12 ｹﾝ/910.26/ｶﾜ ○

147
海保大研究報告 第52巻第1号
「宮沢賢治：宮沢賢治と子ども－
『風の又三郎』をめぐって－」

海上保安大学校∥編集
秦野一宏

海上保安大学校 2007.11 ｹﾝ/910.268/ｶｲ/52-1 ○

148
学芸国語国文学 第40号
「「無声慟哭」の〈声〉」

東京学芸大学国語国文
学会∥編集
金井二朗∥著

東京学芸大学国
語国文学会

2008.3 ｹﾝ/910.268/ｶﾞｸ/40 ○

6



No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

金沢大学国語国文　第34号
「テクストとは何か－『銀河鉄道の
夜』の読み方の再構築」

金沢大学国語国文学会
∥編集
平能一創∥著

「作法と野蛮－宮沢賢治「紫紺染に
ついて」論」

小埜裕二∥著

150 「烏の北斗七星」考 受容する“愛国” 沢井 繁男∥著 未知谷 2007.7 ｹﾝ/910.26/ｻﾜ ○

151 河本緑石 鳥取県立図書館∥編集 鳥取県立図書館 2008.3 ｹﾝ/911.362/ｶﾜ ○

152
観光文化 第185号
「特集◎宮沢賢治とイーハトーブ」

- 日本交通公社 2007.9 ｹﾝ/910.268/ｶﾝ/185 ○

153 教師と子どもの読解力を高める 岩下 修∥著 明治図書出版 2009.2 ｹﾝ/375.852/ｲﾜ ○

154

京都語文 第15号
「宗教的体験としての「実験」－宮
沢賢治『農民芸術概論綱要』と『銀
河鉄道の夜』を中心に－」

仏教大学国語国文学会
∥編集
坂井健∥著

仏教大学国語国
文学会

2008.11 ｹﾝ/910.268/ｷﾖ/15 ○

155 教養としての編集 酒井 道夫∥編
武蔵野美術大学
出版局

2009.4 ｹﾝ/021.4/ｷﾖ ○

156
キリスト教論集 第33号
「宮沢賢治の宗教体験と文学」

桃山学院大学キリスト
教学会∥編集
沼田健哉∥著

桃山学院大学総
合研究所

1997.3 ｹﾝ/910.268/ｷﾘ/33

157
近代日本文学思潮史の研究
思索的転進の諸相

河野 基樹∥著 プランニング２１ 2000.8 ｹﾝ/910.26/ｺｳ

158 雲と芸術家たち 岸野 三惠子∥著 愛知書房 2008.11 ｹﾝ/902.1/ｷｼ ○

159 経済システムと人間自然･土地自然 梅垣 邦胤∥著 勁草書房 2008.3 ｹﾝ/331/ｳﾒ ○

160

芸文攷 第13号（2008）
「日本近代文学における師弟関係－
夏目漱石、樋口一葉、田山花袋、宮
沢賢治から、中島敦「名人」まで
－」「狼森と笊森、盗森」を読む－
自然と人間、そして〈匂い〉－」

 山下聖美∥著
日本大学大学院
芸術学研究科文
芸学専攻

2008.2 ｹﾝ/910.268/ｹﾞｲ/13 ○

161

芸文攷 第14号（2009）
「日本近代文学における師弟関係－
夏目漱石、樋口一葉、田山花袋、宮
沢賢治から、中島敦「名人」まで
－」

 山下聖美∥著
日本大学大学院
芸術学研究科文
芸学専攻

2009.2 ｹﾝ/910.268/ｹﾞｲ/14 ○

言語と文化･文学の諸相
岡田仁教授笹尾道子教授退任記念論
文集
「宮沢賢治：宮沢賢治の「アレゴ
リー」？－現代思想の一焦点として
の宮沢賢治－」

松林 城弘∥編集
池田成一∥著

「宮沢賢治の童話の語法について－
副助詞「くらい」の用法を中心に
－」

小島聡子∥著

163
賢治の見た夢
農民芸術の歳月

相川 良彦∥著 日本経済評論社 2007.8 ｹﾝ/702.1925/ｱｲ ○

164
甲南大学紀要 文学編157（2008年度）
「『銀河鉄道の夜』における星のシ
ンボリズム」

上村くにこ∥著 甲南大学 2009.3 ｹﾝ/910.268/ｺｳ/157 ○

165

国文目白 第48号
「宮沢賢治『マリヴロンと少女』論
－少女像とアフリカをめぐる内村鑑
三の影響－」

日本女子大学国語国文
学会∥編
深見美希

日本女子大学国
語国文学会

2009.2 ｹﾝ/910.268/ｺｸ/48 ○

○

149
金沢大学国語国
文学会

2009.3 ｹﾝ/910.268/ｶﾅ/34 ○

162
岩手大学人文社
会科学部欧米研
究講座

2008.3 ｹﾝ/041.3/ﾏﾂ
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166
国文学 第91号
「宮沢賢治の初恋と短歌－不可解な
歌をめぐって－」

池川敬司 関西大学国文学会 2007.3 ｹﾝ/910.268/ｺｸ/91 ○

国文学年次別論文集 近代4 平成16
（2004）年
「宮沢賢治をめぐる軌条の延伸－人
骨／灼骨、焼身／星座－」

学術文献刊行会∥編集
村瀬甲治∥著

「宮沢賢治と熊本－坂本謙平のこと
－」

奥山文幸∥著

「帰ってきた少年－〈書くこと〉を
めぐっての問いー」

川島秀一∥著

「流動する「物語」－『銀河鉄道の
夜』のイメージについて－」

田中雅史∥著

「「注文の多い料理店」のグラフ、
地図、樹状図」

森田均∥著

「〈書き手〉の神出、〈声〉の鬼没－宮
沢賢治「風の又三郎」試論－」

村瀬甲治∥著

「旅するものの物語－「ガドルフの
百合」の数刻－」

遠藤祐∥著

「〈風〉のはこんだ物語-「鹿踊りのはじ
まり」の嘉十と六疋の鹿たち-」

遠藤祐∥著

「越境する身体－「注文の多い料理
店」を読む－」

川島秀一∥著

「そらと地上との対話－「めくらぶ
だうと虹」のひととき－」

遠藤祐∥著

168
ことばで織られた都市
近代の詩と詩人たち

君野 隆久∥著 三元社 2008.6 ｹﾝ/911.5/ｷﾐ ○

169
ことばたちの揺曳
日本近代詩精神史ノート

日原 正彦∥著 ふたば工房 2008.10 ｹﾝ/911.52/ﾋﾊ ○

170
語文 第83号
「宮沢賢治『なめとこ山の熊』論－
小十郎も持つ二面性－」

大阪大学国語国文学会
∥編集
西村真由美∥著

大阪大学国語国
文学会

2004.12 ｹﾝ/910.268/ｺﾞﾌﾞ/83

171
斎藤孝の親子で読む偉人の話
1年生

斎藤 孝∥著 ポプラ社 2008.7 ｹﾝ/280.8/ｻｲ/1 ○

172
佐々木喜善資料の調査と公開に関す
る総合的研究

石井 正己∥著 東京学芸大学 2009.2 ｹﾝ/289.1/ｻｻ ○

173
作家と薬
誰も知らなかった作家と薬の話

後藤 直良∥著 薬事日報社 2007.12 ｹﾝ/910.26/ｺﾞﾄ ○

174 作家の値段 出久根 達郎∥著 講談社 2007.5 ｹﾝ/024.8/ﾃﾞｸ ○

175
サテライト講義〈21講〉
いま，学問がおもしろい

熊本学園大学経済学部
∥編

ミネルヴァ書房 2008.6 ｹﾝ/002/ｻﾃ ○

176 賛美に生きる人間
白百合女子大学キリス
ト教文化研究所∥編

教友社 2008.10 ｹﾝ/190.4/ｻﾝ ○

177 ジェイムズの多元的宇宙論 伊藤 邦武∥著 岩波書店 2009.2 ｹﾝ/133.9/ｲﾄ ○

178

詩人会議 第46巻第10号（2008.10）
「人間にとっての〝農〟と〝食〟の
かかわり－宮沢賢治の童話と詩か
ら」

詩人会議∥編集
小森陽一∥著

詩人会議 2008.10 ｹﾝ/910.268/ｼｼﾞ/46-10 ○

179
詩人の面影
近代日本の抒情詩

由井 竜三∥著 春秋社 2008.6 ｹﾝ/911.52/ﾕｲ ○

180

死生学年報 2005
「宮沢賢治の悲嘆体験と立ち直りの
過程について－妹トシの死との関連
において－」

東洋英和女学院大学死
生学研究所∥編
平山正実

リトン 2005.3 ｹﾝ/910.268/ｼｾ/2005 ○

181
実践国文学 第72号
「小倉豊文の宮沢賢治研究」

栗原敦∥著 実践国文学会 2007.10 ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾂ/72 ○

167 朋文出版 2007.3 ｹﾝ/910.4/ｺｸ
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182

実践国文学 第74号
「「風の又三郎」の生成－「さいか
ち淵」「種山ケ原」及び「風野又三
郎」との関わりを中心に－」

玉鴿∥著 実践国文学会 2008.10 ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾂ/74 ○

183 知っ得幻想文学の手帖 国文学編集部∥編 学灯社 2007.10 ｹﾝ/902.3/ｼﾂ ○

184 児童文学研究、そして、その先へ 下
宮川 健郎∥編
横川 寿美子∥編

久山社 2007.11 ｹﾝ/909.04/ｼﾞﾄﾞ/2 ○

185
詩友国境を越えて
草野心平と光太郎･賢治･黄瀛

北条 常久∥著 風涛社 2009.2 ｹﾝ/911.52/ﾎｳ ○

186 小説の中の先生
上田 博∥編
池田 功∥編
前芝 憲一∥編

おうふう 2008.9 ｹﾝ/910.26/ｼﾖ ○

187
女子大国文 第138号
「賢治の山男像－典拠の可能性－」

京都女子大学国文学会
∥編集
工藤哲夫∥著

京都女子大学国
文学会

2005.12 ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾖ/138

188
女性史の中の永瀬清子
戦前･戦中篇

井久保 伊登子∥著 ドメス出版 2007.1 ｹﾝ/911.52/ｲｸ ○

189
女性史の中の永瀬清子
戦後篇

井久保 伊登子∥著 ドメス出版 2009.1 ｹﾝ/911.52/ｲｸ ○

190
白百合女子大学キリスト教文化研究
論集 第9号
「宮沢賢治とキリスト教(9)」

宮沢健太郎∥著
白百合女子大学
キリスト教文化
研究所

2008.1 ｹﾝ/910.268/ｼﾗ/9 ○

191
白百合女子大学キリスト教文化研究
論集 第10号
「宮沢賢治とキリスト教(10)」

宮沢健太郎∥著
白百合女子大学
キリスト教文化
研究所

2009.1 ｹﾝ/910.268/ｼﾗ/10 ○

192

白百合女子大学児童文化研究セン
ター研究論文集 12
「宮沢賢治童話における子どものイメー
ジ－「水仙月の四日」における「童子」
と「子供」を中心に」

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
朴鍾振∥著

白百合女子大学
児童文化研究セ
ンター

2009.3 ｹﾝ/910.268/ｼﾗ/12 ○

193
資料と研究 第13輯
「保阪嘉内「社会と自分」と宮沢賢
治「大礼服の例外的効果」の間」

山梨県立文学館∥編集
栗原敦∥著

山梨県立文学館 2008.3 ｹﾝ/910.268/ｼﾘ/13 ○

194
人文･自然･人間科学研究 第17号
「宮沢賢治が生きた時代」

拓殖大学人文科学研究
所編集委員会∥編集
千葉一幹

拓殖大学人文科
学研究所

2007.3 ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾝ/17 ○

195

人文･自然･人間科学研究 第21号
「宮沢賢治が生きた時代」描かれた
父のイメージ－宮沢賢治とその時代
２－」

拓殖大学人文科学研究
所編集委員会∥編集
千葉一幹∥著

拓殖大学人文科
学研究所

2009.3 ｹﾝ/910.268/ｼﾞﾝ/21 ○

196

駿台史学 第131号
「大正期の思想潮流についての一考
察－思想運動としての『銀河鉄道の
夜』」

駿台史学会∥編集
伊勢弘志∥著

駿台史学会 2007.8 ｹﾝ/910.268/ｽﾝ/131 ○

197
世界の伝記ものがたり 3
小学生が知っておきたい偉人たち

- 学校図書 2009.7 ｹﾝ/280/ｾｶ/3 ○

198

総合政策 第9巻第1号
「宮沢賢治「猫の事務所」と郡役所
廃止  －政治的世界･民族的世界･賢治
の内面世界の重層性－」

岩手県立大学総合政策
学会∥編集
米地文夫∥著

岩手県立大学総
合政策学会

2007.12 K/051.1/ｲﾜ/9-1

199
総合政策 第10巻第1号
「銀河鉄道の「鳥捕り」狐仮説から
みた宮沢賢治の重層的世界」

岩手県立大学総合政策
学会∥編集
米地文夫∥著

岩手県立大学総
合政策学会

2008.12 K/051.1/ｲﾜ/10-1

200
贈与と交換の教育学
漱石、賢治と純粋贈与のレッスン

矢野 智司∥著 東京大学出版会 2008.2 ｹﾝ/371/ﾔﾉ ○

201
大東文化大学紀要 人文科学 第43号
「宮沢賢治の『蛙のゴム靴』の英訳
と一考察」

ジョージ･ウォレス∥著 大東文化大学 2005.3 ｹﾝ/910.268/ﾀﾞｲ/43 ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

202
大東文化大学紀要 人文科学 第46号
「宮沢賢治の『ポラーノの広場』１～
３章の英訳と一考察」

ジョージ･ウォレス∥著 大東文化大学 2008.3 ｹﾝ/910.268/ﾀﾞｲ/46 ○

203 啄木と賢治 詩物語 関 厚夫∥著 産経新聞出版 2008.9 ｹﾝ/911.162/ｾｷ ○

204 太宰治･現代文学の地平線 野口 存弥∥著 踏青社 2009.5 ｹﾝ/910.26/ﾉｸﾞ ○

205 谷川雁セレクション 2
谷川 雁∥著
岩崎 稔∥編
米谷 匡史∥編

日本経済評論社 2009.5 ｹﾝ/918.68/ﾀﾆ/2 ○

206
旅 第83巻第4号（2009年4月）
「盛岡で出会う、宮沢賢治と手仕事
と。」

- 新潮社 2009.4 ｹﾝ/910.268/ﾀﾋﾞ ○

207 食べる－－七通の手紙 ドリアン Ｔ 助川∥著 文芸春秋 2000.2 ｹﾝ/914.6/ﾄﾞﾘ

208
筑紫語文 第16号
「オノマトペの研究－宮沢賢治の作
品を通して－」

大園菜央∥著
筑紫女学園大学
日本語日本文学
科

2007.11 ｹﾝ/910.268/ﾁｸ/16 ○

209
月夜の蓄音機
吉田コト子思い出語り

吉田 コト∥著
滝沢 真喜子∥聞き書き

荒蝦夷 2008.4 ｹﾝ/289.1/ﾖｼ ○

210

飛礫 60（2008秋） 労働者の総合誌
「現代の天皇制を支える「日本学」
批判 宮沢賢治の被差別性と差別性か
ら」

『飛礫』編集委員会∥
編集
黒田伊彦∥著

つぶて書房 2008.10 ｹﾝ/051.3/ﾂﾌﾞ/60 ○

211
8分で読める！？歴史のヒーロー感動
の名場面 4巻

天沼 春樹∥監修
日本児童文芸家協会∥執筆

教育画劇 2009.4 ｹﾝ/280/ﾊﾂ/4 ○

212 「鉄都（てつのまち）」釜石の物語 小野崎 敏∥著 新樹社 2007.11 ｹﾝ/261.1/ｵﾉ ○

213 天才の時間 竹内 薫∥著 ＮＴＴ出版 2008.8 ｹﾝ/280.4/ﾀｹ ○

214 動物たちの日本史 中村 禎里∥〔著〕 海鳴社 2008.4 ｹﾝ/482.1/ﾅｶ ○

215 東北知の鉱脈 1 赤坂 憲雄∥〔著〕 荒蝦夷 2009.1 ｹﾝ/281.2/ｱｶ/1 ○

216

常葉国文 第30号
「『注文の多い料理店』の幻想に入
るための過程」子どもの認識様式と
児童文学  宮沢賢治『いてふの実』を
資料として」

常葉学園短期大学日本
語日本文学会∥編集
小野田貴夫∥著

常葉学園短期大
学日本語日本文
学会

2007.8 ｹﾝ/910.268/ﾄｺ/30 ○

217
常葉国文 第31号
「『注文の多い料理店』の幻想に入
るための過程」

常葉学園短期大学日本
語日本文学会∥編集
小野田貴夫∥著

常葉学園短期大
学日本語日本文
学会

2009.1 ｹﾝ/910.268/ﾄｺ/31 ○

218
ドン･キホーテ讃歌
世界文学練習帖

室井 光広∥著 東海大学出版会 2008.11 ｹﾝ/904/ﾑﾛ ○

219
トンデモ偉人伝
作家編

山口 智司∥著 彩図社 2006.11 ｹﾝ/280.4/ﾔﾏ ○

220
中原中也再見
もう一つの銀河

青木 健∥著 角川学芸出版 2007.11 ｹﾝ/911.52/ｱｵ ○

221 中原中也という場所 佐藤 泰正∥著 思潮社 2008.5 ｹﾝ/911.52/ｻﾄ ○

222

なぜ三ツ矢サイダーは生き残れたの
か
夏目漱石、宮沢賢治が愛した「命の
水」125年

立石 勝規∥著 講談社 2009.3 ｹﾝ/588.4/ﾀﾃ ○

223

新美南吉記念館研究紀要 第13号
（2006年）
「南吉の魅力･賢治の魅力（第十九回
新美南吉顕彰講演会）」

西田良子∥著 新美南吉記念館 2007.3 ｹﾝ/910.268/ﾆｲ/13
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

224
日蓮仏教研究 第2号
「宮沢賢治の宗教と「デクノボー」
精神に学ぶ」

常円寺日蓮仏教研究所
∥編集
和田英一∥著

常円寺日蓮仏教
研究所

2008.3 ｹﾝ/910.268/ﾆﾁ/2 ○

225
日蓮仏教の社会思想的展開
近代日本の宗教的イデオロギー

松岡 幹夫∥著 東京大学出版会 2005.3 ｹﾝ/188.92/ﾏﾂ ○

226

日本研究 国際日本文化研究センター
第36集
「宮沢賢治の作品に見られる「非暴
力主義」「自己犠牲の精神」と「菜
食主義」の一考察－インド人の観点
から」

プラット・アブラハ
ム・ジョージ∥著

人間文化研究機
構国際日本文化
研究センター

2007.9 ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ/36

227
日本社会と法律学
歴史、現状、展望

戒能 通厚∥編
原田 純孝∥編
広渡 清吾∥編

日本評論社 2009.3 ｹﾝ/321.04/ﾆﾎ

228

日本大学芸術学部紀要 第49号
「宮沢賢治：〈妹〉というキャラク
ター－その系譜から、宮沢賢治、尾
崎翠の作品をめぐって」

山下聖美∥著 日本大学芸術学部 2009.3 ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ/49 ○

229
日本病跡学雑誌 第65号
「臨床家としての宮沢賢治」

杉林実
神三矢

日本病跡学会 2003.6 ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ/65 ○

230 日本文学における生と死 中村 幸弘∥〔ほか〕著 おうふう 2009.1 ｹﾝ/910.4/ﾆﾎ ○

231
日本文学者変態論
日本史原論

爆笑問題∥著 幻冬舎 2009.3 ｹﾝ/910.26/ﾊﾞｸ ○

232
日本文学会誌 第20号
「木･賢治を駆り立てた…北天の詩
想」

盛岡大学日本文学会∥
編集
遊座昭吾∥著

盛岡大学日本文
学会

2008.3 K/910/ﾓ2/1-20

233

日本文理大学紀要 第35巻第2号
「南の国の“イーハトーブ”を目指して
－宮沢賢治に学ぶ夢創造型の環境教育か
ら地域づくりまで－」

日本文理大学紀要編集
委員会∥編集
杉浦嘉雄∥著

日本文理大学 2007.9 ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ/35-2 ○

234 猫日和版画館 畑中 純∥著 蒼天社 2008.9 ｹﾝ/733.087/ﾊﾀ ○

235
「ネタになる」名作文学33
学校では教えない大人の読み方

山下 敦史∥著 プレジデント社 2008.9 ｹﾝ/904/ﾔﾏ ○

236
伸び支度
名作に描かれた少年少女

古沢 夕起子∥編
辻本 千鶴∥編
上田 博∥監修

おうふう 2008.3 ｹﾝ/910.26/ﾉﾋﾞ ○

237

阪大近代文学研究 第5号
「宮沢賢治『シグナルとシグナレ
ス』論－〈風〉と〈近代化〉をめ
ぐって－」

大阪大学近代文学研究
会∥編集
西村真由美∥著

大阪大学近代文
学研究会

2007.3 ｹﾝ/910.268/ﾊﾝ/5

238

比較宗教思想研究 死生観･霊魂観から
見た比較研究 第9輯
「「天上と地上の往還」物語と物語様式
の変容－芥川竜之介「奉教人の死」と宮
沢賢治「雁の童子」－」

新潟大学大学院現代社
会文化研究科比較宗教
思想研究プロジェクト
∥編集
堀竜一∥著

新潟大学大学院
現代社会文化研
究科比較宗教思
想研究プロジェ
クト

2009.3 ｹﾝ/910.268/ﾋｶ/9 ○

239 東アジアと東北
歴史教育者協議会東北
ブロック∥編

「東アジアと東
北」編集委員会

2004.8 ｹﾝ/212/ﾋｶﾞ ○

240
福神 漬物から憑物まで 第12号
（2008）
特集 宮澤賢治

- 福神研究所 2008.6 ｹﾝ/188.9/ﾌｸ/12 ○

241

福山大学人間文化学部紀要 第5巻
「宮沢賢治と現代文学その1（少女文
学の系譜）－柳美里の文学に引用さ
れた宮沢賢治文学－」

秋枝（青木）美保
福山大学人間文
化学部

2005.3 ｹﾝ/910.268/ﾌｸ/5 ○

242

福山大学人間文化学部紀要 第8巻
「宮沢賢治と現代文学  その3  「銀河
鉄道の夜」と「世界の中心で、愛を
さけぶ」における死生観－ジョバン
ニとカムパネルラの変奏－」

秋枝（青木）美保∥著
福山大学人間文
化学部

2008.3 ｹﾝ/910.268/ﾌｸ/8 ○

11
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243

藤女子大学紀要 第2部  第45号
「宮沢賢治のオノマトペ－挿入歌や
囃子詞にみられるオノマトぺのリズ
ム－」

紀要編集委員会∥編集
相原啓寿∥著

藤女子大学 2008.3 ｹﾝ/910.268/ﾌｼﾞ/2-45 ○

244
舞台評論 Vol.4
「東北の音、物語の調べ 対談･林光×
森繁哉」

森 繁哉∥責任編集
東北芸術工科大
学東北文化研究
センター

2008.3 ｹﾝ/770.5/ﾌﾞﾀ/4

245
仏教とキリスト教の中の「人間」
『歎異抄』･宮沢賢治･石牟礼道子ほか

谷口 正子∥著 国文社 2007.9 ｹﾝ/914.6/ﾀﾆ ○

246
ＨＵＭＡＮＩＴＡＳ 一般教育紀要 第
30号　「生命･いのち･からだ－宮沢
賢治と環境教育について－（一）」

奈良県立医科大学一般
教育∥編集
河村厚

奈良県立医科大
学一般教育

2005.3 ｹﾝ/910.268/ﾌﾏ/30 ○

247
ブラームスと芭蕉たち
現代に生きる太古の思想

吉江 久弥∥著 思文閣出版 2007.4 ｹﾝ/104/ﾖｼ ○

248 文学を旅する地質学 蟹沢 聡史∥著 古今書院 2007.9 ｹﾝ/902.09/ｶﾆ ○

249 文学鑑賞すごい 川幡 啓太∥著 文芸社 2007.2 ｹﾝ/375.8/ｶﾜ ○

250 「文学」の精神分析 斎藤 環∥著 河出書房新社 2009.5 ｹﾝ/910.264/ｻｲ ○

251

文学部紀要 21-2
「宮沢賢治文学における地学的想像
力  1  －基礎編･珪化木(1)及び瑪瑙
－」

文教大学文学部紀要委
員会∥編集
鈴木健司∥著

文教大学 2008.3 ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ/21-2 ○

252

文学部紀要 22-1
「宮沢賢治文学における地学的想像
力  4  －楢ノ木大学士と蛋白石、
ジャータカと地学－」

文教大学文学部紀要委
員会∥編集
鈴木健司∥著

文教大学 2008.9 ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ/22-1 ○

253

文学部紀要 22-2
「宮沢賢治文学における地学的想像
力  5  －応用編：修羅意識と中生代白
亜紀－」

文教大学文学部紀要委
員会∥編集
鈴木健司∥著

文教大学 2009.3 ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ/22-2 ○

254
文教大学国文 第34号
「法華文学としての「二十六夜」考
－梟の悪業に出口はあるのか－」

大島丈志 文教大学国文学会 2005.3 ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ/34 ○

255

文教大学国文 第38号
「第三紀泥岩と影（宮澤賢治作品に
おける地学的想像力(六))－朔太郎的
不安との類似性－」

鈴木健司∥著 文教大学国文学会 2009.3 ｹﾝ/910.268/ﾌﾞﾝ/38 ○

256 文豪が愛した百名山
中川 博樹∥著
泉 久恵∥著

東京新聞出版局 2008.7 ｹﾝ/910.26/ﾅｶ ○

257
文蔵 2008-9
「〈特集〉今、読み直したい「宮沢
賢治」」

ＰＨＰ文庫「文蔵」編
集部∥編

ＰＨＰ研究所 2008.9 ｹﾝ/910.5/ﾌﾞﾝ/2008-9 ○

258
北天の詩想
啄木･賢治、それ以前･それ以後

遊座 昭吾∥著 桜出版 2008.9 ｹﾝ/910.26/ﾕｳ ○

259

北農 第74巻第2号
「宮沢賢治「雨ニモマケズ」小私考
－「サムサノナツハオロオロアル
キ」考－」

佐々木多喜雄∥著 北農会 2007.4 ｹﾝ/910.268/ﾎｸ/74-2 ○

260
北農 第74巻第4号
「宮沢賢治小私考－賢治「農聖伝
説」考－」

佐々木多喜雄∥著 北農会 2007.10 ｹﾝ/910.268/ﾎｸ/74-4 ○

261
北農 第75巻第1号
「宮沢賢治小私考－賢治「農聖伝
説」考－〈承前①〉」

佐々木多喜雄∥著 北農会 2008.1 ｹﾝ/910.268/ﾎｸ/75-1 ○

262
北農 第75巻第2号
「宮沢賢治小私考－賢治「農聖伝
説」考－〈承前②〉」

佐々木多喜雄∥著 北農会 2008.4 ｹﾝ/910.268/ﾎｸ/75-2 ○

12
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263
北農 第75巻第3号
「宮沢賢治小私考－賢治「農聖伝
説」考－〈承前③〉」

佐々木多喜雄∥著 北農会 2008.7 ｹﾝ/910.268/ﾎｸ/75-3 ○

264
北農 第75巻第4号
「宮沢賢治小私考－賢治「農聖伝
説」考－〈承前④〉」

佐々木多喜雄∥著 北農会 2008.10 ｹﾝ/910.268/ﾎｸ/75-4 ○

265
北農 第76巻第1号
「宮沢賢治小私考－賢治「農聖伝
説」考－〈承前⑤〉」

佐々木多喜雄∥著 北農会 2009.1 ｹﾝ/910.268/ﾎｸ/76-1 ○

266
北米で読み解く近代日本文学 東西比
較文化のこころみ

萩原 孝雄∥著 慧文社 2008.1 ｹﾝ/910.26/ﾊｷﾞ ○

267
「坊っちゃん」はなぜ市電の技術者
になったか
日本文学の中の鉄道をめぐる8つの謎

小池 滋∥著 早川書房 2001.10 ｹﾝ/910.26/ｺｲ ○

268

宮城学院女子大学大学院人文学会誌
第9号
「「なめとこ山の熊」論－構成や文
章は不完全か－」

宮城学院女子大学大学
院∥編集
上野貴代子∥著

宮城学院女子大
学大学院

2008.3 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ/9 ○

269
武蔵大学人文学会雑誌 第36巻第4号
「賢治とネルヴァル－日仏の臨死体験
の文学」

武蔵大学人文学会∥編
私市保彦∥著

武蔵大学人文学会 2005.3 ｹﾝ/910.268/ﾑｻ/36-4

270
武蔵野日本文学 第13号
「宮沢賢治を考える」

野口存弥
武蔵野大学国文
学会

2004.3 ｹﾝ/910.268/ﾑｻ/13 ○

271
無常という名の病
受け継がれる魂の遺伝子

山折 哲雄∥著 サンガ 2008.1 ｹﾝ/121.04/ﾔﾏ ○

272
明海大学外国語学部論集 第17集
「二人のファンタジー作家－ミヒャ
エル･エンデと宮沢賢治の幻想世界」

明海大学外国語学部紀
要編集委員会∥編集
宮川憲治

明海大学外国語
学部紀要編集委
員会

2005.3 ｹﾝ/910.268/ﾒｲ/17 ○

273 名作マンガの間取り 影山 明仁∥著
ソフトバンクク
リエイティブ

2008.8 ｹﾝ/726.101/ｶｹﾞ ○

274 名作は隠れている
千石 英世∥編著
千葉 一幹∥編著

ミネルヴァ書房 2009.1 ｹﾝ/902.3/ﾒｲ ○

275
持ってゆく歌、置いてゆく歌
不良たちの文学と音楽

大谷 能生∥〔著〕
エスクァイアマ
ガジンジャパン

2009.4 ｹﾝ/902.05/ｵｵ ○

276
桃山学院大学総合研究所紀要 第22巻
第3号
「宮沢賢治における科学と宗教」

桃山学院大学総合研究
所∥編集
沼田健哉∥著

桃山学院大学総
合研究所

1997.3 ｹﾝ/910.268/ﾓﾓ/22-3

277
山手日文論考 第25号
「宮沢賢治「文語詩稿  五十編」評釈
六」

信時哲郎∥著
神戸山手短期大
学日本語・日本
文化学科

2005.11 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ/25

278
山手日文論考 第26号
「宮沢賢治「文語詩稿  五十篇」評釈
九」

信時哲郎∥著
神戸山手短期大
学日本語・日本
文化学科

2007.3 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ/26

279
山梨大学国語･国文と国語教育 第13号
「『春と修羅』研究  1」

柏木恵∥著
山梨大学国語国
文学会

2006.8 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ/13 ○

280

山梨大学国語･国文と国語教育 第14号
「宮沢賢治：『春と修羅』研究  2  ま
ことのことばはうしなはれ－詩「春
と修羅」」

柏木恵∥著
山梨大学国語国
文学会

2007.8 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ/14 ○

281

山梨大学国語･国文と国語教育 第15号
「宮沢賢治：『春と修羅』研究  3  言
葉の力にかけた「わたくし」のねが
い－詩「永訣の朝」」

柏木恵∥著
山梨大学国語国
文学会

2008.8 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ/15 ○

13
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282

山梨県立文学館館報 第70号
「企画展「宮沢賢治若き日の手紙」
－保阪嘉内宛七十三通－」
「特別寄稿「私」詩としての賢治の
詩」

〔山梨県立文学館∥編〕
中村稔∥著

山梨県立文学館 2007.9 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ/70

283

酪農学園大学紀要 人文･社会科学編
Vol.32 No.2
「宮沢賢治の環境倫理「超平等主
義」をめぐって－人間中心主義から
生命中心主義へ－」

酪農学園大学∥編集
岩井洋∥著

酪農学園大学 2008.4 ｹﾝ/910.268/ﾗｸ/32-2 ○

284

流通経済大学流通情報学部紀要
Vol.13 No.1
「宮沢賢治「雨ニモマケズ」をどうポル
トガル語へ訳すか－ベイラ･インテリオー
ル大学アントニオ･フィダルゴ教授との対
話から－」

流通情報学部学術研究
委員会∥編集
日埜博司∥著

流通経済大学流
通情報学部

2008.10 ｹﾝ/910.268/ﾘﾕ/13-1 ○

285

臨床心理学 福岡女学院大学大学院紀
要 第6号
「アベラルドゥスと宮沢賢治－教師
像をめぐって」

福岡女学院大学大学院
人文科学研究科「臨床
心理学」紀要編集委員
会∥編集
中川憲次∥著

福岡女学院大学
大学院人文科学
研究科「臨床心
理学」紀要編集
委員会

2009.3 ｹﾝ/910.268/ﾘﾝ/6 ○

286 連塾 1 方法日本 松岡 正剛∥著 春秋社 2008.12 ｹﾝ/361.5/ﾏﾂ/1 ○

287
朗読ＣＤ付「文学のしずく」 第2巻
『あらすじで読む日本の名著』より

小川 義男∥編著 中経出版 2007.9 ｹﾝ/910.26/ｵｶﾞ ○

288
朗読ＣＤ付「文学のしずく」 第3巻
『あらすじで読む日本の名著』より

小川 義男∥編著 中経出版 2007.9 ｹﾝ/910.26/ｵｶﾞ ○

289 私 まるごとエッセイ 畑中 純∥著 文遊社 2008.9 ｹﾝ/914.6/ﾊﾀ ○
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1 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 朝日ソノラマ 1985.5 ｹﾝ/913/ﾐﾔ ○

2 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥作
佐藤 国男∥絵

福武書店 1987.5 ｹﾝ/913/ﾐﾔ ○

3 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.1 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

4 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥作
田原 田鶴子∥絵

偕成社 2000.11 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

5 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 ポプラ社 2005.10 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

6 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 ○

7 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/E/ﾐﾔ ○

8 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 くもん出版 1993.6 JK/913/ｺｳ1096/13 ○

9
銀河鉄道の夜〈初期形〉ブルカニ
ロ博士篇
賢治に一番近い火

宮沢 賢治∥原作
ますむら ひろし∥著

朝日ソノラマ 1995.10 ｹﾝ/726.1/ﾏｽ ○

10 ふたごの星
宮沢 賢治∥作
あきやま ただし∥絵

岩崎書店 2005.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

11
日本名作絵本22
（ふたごの星）

宮沢 賢治∥文
松永 禎郎∥絵

ＴＢＳブリタニ
カ

1993.1 ｹﾝ/E/ﾆﾎ/22 ○

12 双子の星
宮沢 賢治∥作
遠山 繁年∥絵

偕成社 1987.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

13
双子の星
アニメ「賢治のトランク」より

宮沢 賢治∥原作 角川書店 1996.6 JK/913/ﾃｲ1497 ○

14 双子の星 宮沢 賢治∥著 くもん出版 1993.8 JK/913/ｺｳ1096/5 ○

15 ふたごのほし
宮沢 賢治∥原作
堀尾 青史∥脚本
ユノ セイイチ∥画

童心社 1996 P/ﾕ ○

16 ふた子の星
宮沢 賢治∥作
中谷 千代子∥画

岩崎書店 1985.10 Ｊ/908/ﾁｭｳ11/79 ○

17 よだかの星
宮沢 賢治∥作
村上 康成∥絵

岩崎書店 2005.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

18 よだかの星
宮沢 賢治∥作
工藤 甲人∥絵

福武書店 1984.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

19 よだかの星
宮沢 賢治∥作
伊勢 英子∥絵

講談社 1986.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

20 よだかの星
宮沢 賢治∥作
中村 道雄∥絵

偕成社 1987.12 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

21 よだかの星
宮沢 賢治∥作
ささめや ゆき∥絵

三起商行 2008.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

22 よだかの星 宮沢 賢治∥著 くもん出版 1993.4 JK/913/ｺｳ1096/2 ○

23 よだかの星
宮沢 賢治∥作
広瀬 雅彦∥絵

講談社 1995.10 JK/913/ｺｳ1171/4 ○

24 よだかの星
宮沢 賢治∥作
赤羽 末吉∥絵

岩崎書店 1984.10 Ｊ/908/ﾁｭｳ11/69 ○

25 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 ○

３階児童コーナー　テーマ展示

『けんじのほしめぐり』展示資料
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26 よだかの星
宮沢 賢治∥原作
国松 俊英∥脚本
篠崎 三朗∥画

童心社 1996 P/ｼ ○

27 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
堀川 理万子∥絵

岩崎書店 2005.2 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

28 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
伊勢 英子∥絵

偕成社 1995.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

29 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
赤羽 末吉∥画

創風社 1997.8 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

30 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
黒井 健∥絵

三起商行 1999.1 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

31 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
高田 勲∥絵

にっけん教育出
版社

2005.1 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

32 水仙月の四日 宮沢 賢治∥著 くもん出版 1992.12 JK/913/ｺｳ1096/9 ○

33 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 ○

34 土神と狐
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 1985.12 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

35 土神と狐
宮沢 賢治∥作
中村 道雄∥絵

偕成社 1994.12 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

36 雁の童子
宮沢 賢治∥作
司 修∥絵

偕成社 2004.9 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

37 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 ○

38 賢治宇宙
宮沢 賢治∥詩
小林 敏也∥ゑ

パロル舎 1992.10 ｹﾝ/911/ﾐﾔ ○

39 あまの川 宮沢賢治童謡集
宮沢 賢治∥著
天沢 退二郎∥編

筑摩書房 2001.7 ｹﾝ/911.58/ﾐﾔ ○

40 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2008.10 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

41 雨ニモマケズ 宮沢 賢治∥著 ポプラ社 2005.11 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

42 イーハトーブふしぎなことば
宮沢 賢治∥文
松田 司郎∥写真 解説

文研出版 2008.6 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

43
少年少女のための日本名作詩選集
８ 宮沢賢治

萩原 昌好∥編 あすなろ書房 1986.7 JK/911/ｺｳ95/8 ○

44 賢治の見た星空 藤井 旭∥著 作品社 2001.12 ｹﾝ/442/ﾌｼﾞ ○

45 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 ○

46 宙の名前 林 完次∥写真・文 角川書店 1999.12 440/ﾊﾔ ○

47 星をさがす本 林 完次∥写真・文 角川書店 2002.10 443.8/ﾊﾔ ○

48 藤井旭の星座を探そう 藤井 旭∥著 誠文堂新光社 2002.9 443.8/ﾌｼﾞ ○

49 星座をさがそう 藤井 旭∥著 あかね書房 2005.4 Ｊ/408/ｶｶﾞ/4-6 ○

50 流れ星・隕石 藤井 旭∥著 あかね書房 2005.4 Ｊ/408/ｶｶﾞ/4-16 ○

51 星の世界 宮沢賢治とともに 須川 力∥著 そしえて 1979.8 Ｊ/440/ｺｳ10/ｲ ○

52
星ものがたり
星ものしり入門百科

石田 五郎∥著 講談社 1984.9 Ｊ/440/ｺｳ21 ○

53
教えて！21世紀星空探検隊８
春・夏星座図鑑

藤井 旭∥著 偕成社 2002.4 Ｊ/440/ﾌｼﾞ/8 ○
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54
教えて！21世紀星空探検隊９
秋・冬星座図鑑

藤井 旭∥著 偕成社 2002.4 Ｊ/440/ﾌｼﾞ/9 ○

55
教えて！21世紀星空探検隊10
星空ウォッチング

藤井 旭∥著 偕成社 2002.4 Ｊ/440/ﾌｼﾞ/10 ○

56 星と星座の大常識 藤井 旭∥監修 ポプラ社 2006.12 Ｊ/440/ﾎｼ ○

57 星と月のコレクション 林 完次∥著 フレーベル館 2004.11 Ｊ/442/ﾊﾔ ○

58 星座のおいたち
前川 光∥著
荒井 良二∥絵

太平出版社 1987.1 Ｊ/443/ﾁｭｳ7 ○

59 春の星座のはなし
前川 光∥著
村上 康成∥絵

太平出版社 1986.11 Ｊ/443/ﾁｭｳ13/2 ○

60 秋の星座のはなし
前川 光∥著
村上 康成∥絵

太平出版社 1986.11 Ｊ/443/ﾁｭｳ13/4 ○

61 星ものがたり 春
林 完次∥文
めるへんめーかー∥絵

小学館 1991.3 Ｊ/443/ﾁｭｳ15 ○

62 星ものがたり 夏
林 完次∥文
めるへんめーかー∥絵

小学館 1991.7 Ｊ/443/ﾁｭｳ16 ○

63 星ものがたり 秋
林 完次∥文
めるへんめーかー∥絵

小学館 1991.10 Ｊ/443/ﾁｭｳ17 ○

64 星ものがたり 冬
林 完次∥文
めるへんめーかー∥絵

小学館 1992.1 Ｊ/443/ﾁｭｳ18 ○

65 星ものがたり 星と星うらない
林 完次∥文
めるへんめーかー∥絵

小学館 1992.2 Ｊ/443/ﾁｭｳ19 ○

66 星座博物館 星座旅行 瀬川 昌男∥著 ぎょうせい 1989.6 Ｊ/443/ｺｳ9 ○

67 星座 まなぶっく 石川 勝也∥著 メイツ出版 2006.7 Ｊ/443/ｲｼ ○

68
かならず見つかる星座の本
春の星座を手でさがそう

藤井 旭∥著 偕成社 2006.4 Ｊ/443/ﾌｼﾞ/1 ○

69
かならず見つかる星座の本
夏の星座を手でさがそう

藤井 旭∥著 偕成社 2006.3 Ｊ/443/ﾌｼﾞ/2 ○

70
かならず見つかる星座の本
秋の星座を手でさがそう

藤井 旭∥著 偕成社 2006.4 Ｊ/443/ﾌｼﾞ/3 ○

71
かならず見つかる星座の本
冬の星座を手でさがそう

藤井 旭∥著 偕成社 2006.4 Ｊ/443/ﾌｼﾞ/4 ○

72 星・星座 - 学研 2006.12 Ｊ/443/ﾎｼ ○

73 ハレー彗星 科学と歴史 小尾 信弥∥著 偕成社 1985.9 Ｊ/447/ｺｳ6 ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1 いちょう 藤原 嘉藤治∥編
岩手県開拓者連
盟

1961.5 K/652/ﾌ1/1

2
岩手学事彙報 第1022-1033号
（※合冊・「唱歌研究」収録）

- 岩手県教育会 1917 KS37/ｲ1

3 岩手県戦後開拓史 岩手県∥編 岩手県 1974.3 K/611.2/ｲ3/1 ○

4 岩手の音楽教育 吉田 久五郎∥編著
岩手音楽教育学
会

1973.9 K/372/ﾖ1/1

5 太田クワルテット物語 佐藤 信夫∥著 盛岡タイムス社 1998.5 K/764.24/ｻﾄ ○

6 光炎に響く 中 ぶんな∥著 新風舎 2006.12 913.6/ﾅｶ ○

7
朔風
岩手芸術号

朔風社∥編 朔風社 1915.10 K/910/ｻ4/1

8 白沢村物語
白沢部落誌編集委員会∥
編集

白沢公民館 2003.7 K/215.2/ｼﾗ ○

9 諏訪開拓誌
諏訪開拓誌編集委員会∥
編

山口北州印刷 1973.8 K/611.2/ｽ1/1

10 セロを弾く 賢治と嘉藤治 佐藤 泰平∥編著 洋々社 1985.3 ｹﾝ/ｻ14/4 ○

11
拓魂
開拓25年の歩み

岩手県開拓２５周年記念
事業会∥編

岩手県開拓２５周
年記念事業会

1971.3 K/611.2/ｲ4/1

12 地麗人傑
“清き泉の作者”水分村鍛治屋敷の人藤原廣治

佐藤 利夫∥著 佐藤利夫 2005.6 K/911.52/ﾌｼﾞ ○

13
地方公論 39号
（「大正デモクラシーの群像 藤原草郎発
見」「藤原草郎の足どり」収録）

- 地方公論社 1984.12 KS05/ﾁ1/39

14
地方公論 36号
（吉見正信「宮沢賢治の原風景 第16回
賢治と嘉藤治の出合」収録）

- 地方公論社 1978.10 KS05/ﾁ1/36

15
朝暾に額づく
（「銀線の奏づる旋律に魂は揺ぐ」収録
 ※太田クヮルテットに関する記事として）

太田村誌編纂委員∥編 太田村役場 1935.2 K/211/ｵ1/1

16 人間の生体の比重を尋ねて六十五年 藤原 嘉藤治∥著 藤原嘉藤治 1973.6 K/090/ﾌ13/1

17
農民とともに
宮沢賢治詩集

宮沢 賢治∥著
藤原 嘉藤治∥編

十字屋書店 1951.12 ｹﾝ/15/5

18
花巻史談 第33号
（及川昭「宮沢賢治の帰農精神の実践
者、藤 原嘉藤治」収録）

- 花巻史談会 2008.3 KS20/ﾊ1 ○

19
藤原健次郎と藤原嘉藤治
宮沢賢治とゆかりの矢巾の二人

松本 隆∥〔著〕 松本隆 1996 ｹﾝ/910.26/ﾏﾂ

20
藤原健次郎と藤原嘉藤治
宮沢賢治が愛した南昌山と矢巾の友人

松本 隆∥著 松本隆 2002.9 ｹﾝ/910.26/ﾏﾂ ○

21
北流 第8号
（「対談 回想の賢治」収録）

-
岩手教育会館北流
編集委員会

1974.10 KS90/ﾎ4/8

22 宮沢賢治 第５号
（「対談 音楽観･人生観をめぐって」収録）

- 洋々社 1985.4 ｹﾝ/ﾐ9/5 ○

23
宮沢賢治初期研究資料集成 〔3〕
（※「宮沢賢治追悼」復刻版）

- 国書刊行会 1987 ｹﾝ/ｺ8/1-3

４階テーマ展示

『宮沢賢治をめぐるひとびと』展示資料

　藤原 嘉藤治
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

24
宮沢賢治資料 1
（「藤原嘉藤治氏にきく」収録）

- 盛岡一高文研部 1974 ｹﾝ/ﾓ4/1

25 宮沢賢治の音楽 佐藤 泰平∥著 筑摩書房 1995.3 ｹﾝ/ｻ14/7 ○

26 私の音楽教育学研究ノート 吉田 久五郎∥著 吉田久五郎 1993.7 K/375/ﾖ1/1 ○

No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

27 宮沢賢治友への手紙
保阪 庸夫∥編著
小沢 俊郎∥編著

筑摩書房 1979 ｹﾝ/6/1 ○

28
宮沢賢治とアザリア
（「有明工業高等専門学校紀要 第3号」
所収）

境 忠一∥著 有明工業高等専門学校 1967.12 ｹﾝ/ｻ4/11

29 宮沢賢治と「アザリア」の友たち さいたま文学館∥編集 さいたま文学館 2003.4 ｹﾝ/910.268/ｻｲ

30
宮沢賢治の『アザリア』時代
（※「福岡大学人文論叢 第7巻第1号」所
収）

境 忠一∥著 福岡大学研究所 1975.6 ｹﾝ/ｻ4/5

31
宮沢賢治の『アザリア』時代 その2
（※「福岡大学人文論叢 第7巻第2号」所
収）

境 忠一∥著 福岡大学研究所 1975.9 ｹﾝ/ｻ4/5-2

32 宮沢賢治の青春
“ただ一人の友”保阪嘉内をめぐって

菅原 千恵子∥著 宝島社 1994.8 ｹﾝ/ｽ19/1

33

山梨学院生涯学習センター研究報告
第21輯
（「甲斐の国人物伝・外伝ー保阪嘉内・
林清継と山梨ー」収録）

山梨学院生涯学習セン
ター∥編集

山梨学院生涯学
習センター

2009.3 041/ﾔﾏ/21 ○

34 小沢俊郎宮沢賢治論集 1
（「宮沢賢治、保阪嘉内との交友」収録）

小沢 俊郎∥著 有精堂 1987.3 ｹﾝ/ｵ/21/2-1 ○

35
〈賢治〉の心理学
（「保阪嘉内の長い影」収録）

矢幡 洋∥著 彩流社 1996.9 ｹﾝ/ﾔ33/1

36 満天の蒼い森 菅原 千恵子∥著 角川書店 1997.4 ｹﾝ/913.6/ｽｶﾞ ○

37 よくわかる宮沢賢治 1
（「親友との訣別と修羅の慟哭」収録）

宮沢 賢治∥〔ほか〕著 学研 1996.6 ｹﾝ/ﾖ15/1 ○

38 梅原猛著作集 12
（「賢治と保阪嘉内の親交」収録）

梅原 猛∥著 小学館 2003.6 081.6/ｳﾒ/12 ○

参
考

アザリアの咲くとき 岡田 幸助∥監修 岩手大学 2009.6 ｹﾝ/910.268/ｵｶ ○

参
考

心友宮沢賢治と保阪嘉内
大明 敦∥編著
保阪 善三∥監修
保阪 庸夫∥監修

山梨ふるさと文
庫

2007.9 ｹﾝ/289.1/ﾀﾞｲ ○

参
考

宮沢賢治と保阪嘉内 山梨県立文学館∥編集 山梨県立文学館 2007.3 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

参
考

二人の銀河鉄道 江宮 隆之∥著 河出書房新社 2008.2 ｹﾝ/913.6/ｴﾐ ○

No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

39 店頭 森 荘已池∥著 三芸書房 1940.12 K/913/ﾓ1/3

　森 荘已池

　保阪 嘉内

※上記資料のうち「No」の欄が「参考」になっている資料は、「第29回賢治資料展」展示資料としてケース外に展示
しております。
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

40 山師 森 荘已池∥著 新元社 1947.8 K/913/ﾓ1/2

41
私残記
大村治五平に拠るエトロフ事件

森 荘已池∥著 大和書房 1943.5 K/913/ﾓ1/1

42 蛾と笹舟 森 荘已池∥著 文芸岩手の会 1974.1 K/913/ﾓ1/4

43 カエルの学校 森 荘已池∥著 未知谷 2003.3 K/913.6/ﾓﾘ ○

44 浅岸村の鼠 森 荘已池∥著 未知谷 2002.10 K/913.6/ﾓﾘ ○

45 ふれあいの人々 森 荘已池∥著 熊谷印刷出版部 1988.10 ｹﾝ/ﾓ1/17 ○

46 賢治と盛岡 牧野 立雄∥著
賢治と盛岡刊行委
員会

2009.8 ｹﾝ/910.268/ﾏｷ ○

47 森荘已池年譜 浦田 敬三∥著 熊谷印刷出版部 1995.3 K/289/ﾓ7/1 ○

48 宮沢賢治の肖像 森 荘已池∥著 津軽書房 1979 ○

49 文芸岩手 第38号 - 文芸岩手の会 1999.9 K/910/ﾌﾞ1/38

50 宮沢賢治声聞縁覚録 小倉 豊文∥著 文泉堂出版 1980 ｹﾝ/ｵ1/3

51
山村食料記録
森荘已池詩集

森 荘已池∥著 未知谷 2003.11 K/911.56/ﾓﾘ ○

52 生活者賢治を語る 森 荘已池∥〔述〕
岩手県教職員組合
岩手支部葛巻支会

1985.9 ｹﾝ/ﾓ1/16

53 宮沢賢治年譜 堀尾 青史∥編 筑摩書房 1991.2 ｹﾝ/ﾎ1/6

54
土が産んだ宇宙思想
宮沢賢治『農民芸術概論』解説

森 荘已池∥著 熊谷印刷出版部 1972.1 ｹﾝ/ﾓ1/12

55 宮沢賢治を語る 森 荘已池∥著
全国鉄川柳人連
盟

1982.5 ｹﾝ/ﾓ1/9

56 野の教師 宮沢賢治 森 荘已池∥著 普通社 1960.11 ｹﾝ/ﾓ1/4 ○

57 宮沢賢治を創った男たち 米村 みゆき∥著 青弓社 2003.12 ｹﾝ/910.268/ﾖﾈ ○

58 岩手の近代文芸家名鑑 浦田 敬三∥編
杜陵高速印刷株式
会社出版部

2003.3 K/910.26/ｳﾗ ○

59 クリップ 創刊号 -
杜陵高速印刷出版
部

1981.8 KS90/ｸ1

60 クリップ 第2号 秋 -
杜陵高速印刷出版
部

1981.10 KS90/ｸ1

61 クリップ 第7号 春 -
杜陵高速印刷出版
部

1983.5 KS90/ｸ1

62 いわて
自昭和45年6月至昭和54年3月

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1970-1979 K/016.1/ｲ1/2-65-93

63
雑記帳
第1巻第1号創刊号　10月号

- 総合工房 1936.10 KS905/ｻﾞ1

64
雑記帳
第2巻第3号通巻第6号　3月号

- 総合工房 1937.3 KS905/ｻﾞ1

65
雑記帳
第2巻第7号通巻第10号　8月号

- 総合工房 1937.8 KS905/ｻﾞ1
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

66
季節風
第10巻第5号通巻50号　9月号

- 季節風短歌会 1967.9 KS91.1/ｷ2

67
季節風
第19巻第6号通巻104号　12月号

- 季節風短歌会 1976.12 KS91.1/ｷ2

68 岩手の保健 通巻第121号 -
岩手県国民健康保
険団体連合会

1984.3 KS36/ｲ4

69
岩手の農協
第32巻第4号通巻366号

-
岩手県農業共同組
合中央会

1985.4 KS61/ｲ4

70 白堊紀 第1冊-第3冊 - 白堊紀発行所 1939-1940 KS90/ﾊ1

71 がらくた文庫 - 岩手CCSW広報部 KS90/ｶﾞ1

72 岩手の警察 -
岩手県警察本部警
務部教養課

KS31/ｲ3

貴重資料
No 資　料　名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1 春と修羅 （初版） 宮沢 賢治∥著 関根書店 1924 ｹﾝ/15/1/ｲ

2 春と修羅 （復刻版） 宮沢 賢治∥著 日本近代文学館
1985.4
/1924

ｹﾝ/3/105/3

3 注文の多い料理店 （初版） 宮沢 賢治∥著 杜陵出版部 1924.12 ｹﾝ/3/92ｲ/

4 注文の多い料理店 (復刻版） 宮沢 賢治∥著 日本近代文学館
1985.4

/1924.12
ｹﾝ/3/105/1

5 宮沢賢治手帳（復元版） 宮沢  賢治∥〔著〕 筑摩書房 1983.10 ｹﾝ/8/22-19

6 国訳妙法蓮華経（限定版） - 宮沢清六 1934.6 ｹﾝ/9/5/

7
漢和対照妙法蓮華経
（復刻版）

島地 大等∥著 国書刊行会
1987.9

/1918.11
K/180/ｼ2/2
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賢治に関する雑誌
No 資　料　名 出版年 請求記号 貸出

1 イーハトーブ短信 37号 2009.3 KS/ｹﾝ/ｲ2 

2 雲の信号 7号 2008.9 KS/ｹﾝ/ｸ1

3 十代 27巻4号～29巻3号
2007.8～
2009.6

S/051/ｼﾞ2 ○

4
宮沢賢治学会イーハトーブセンター
会報 35～38号

2007.9～
2009.3

KS/ｹﾝ/ﾐ3 ○

5 宮沢賢治記念館通信 96～100号
2007.12
～2009.3

KS/ｹﾝ/ﾐ1

6 宮沢賢治研究annual 18～19号
2008.3～
2009.3

KS/ｹﾝ/ﾐ2 ○

7
宮沢賢治センター通信（岩手大学
内） 3～6号

2007.9～
2009.3

KS/ｹﾝ/ﾐ5

8 山猫通信 145～156号
2007.9～
2009.7

KS/ｹﾝ/ﾔ1

9 論攷宮沢賢治 8号 2007.12 KS/ｹﾝ/ﾛ1/8 ○

10 ワルトラワラ 26～29号
2008.1～
2009.5

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 貸出

11
岩手県立博物館友の会会報 72号
宮沢賢治と新渡戸稲造 -エスペラン
トをめぐって

佐藤 竜一
岩手県立博物館
友の会事務局

2008.4 KS/46/ｲ2

いわてねんりんクラブ 129号
宮澤賢治とアザリアの花(6)

向井田 薫

賢治作品にみる音楽･自然観の考察
(42)

板谷 栄城

13
いわてねんりんクラブ 130号
宮澤賢治とアザリアの花(7)

向井田 薫 ねんりん舎 2007.9 KS/36/ﾈ5/130

14
いわてねんりんクラブ 131号
宮澤賢治とアザリアの花(8)

向井田 薫 ねんりん舎 2007.11 KS/36/ﾈ5/131

15
いわてねんりんクラブ 132号
宮澤賢治とアザリアの花(9)

向井田 薫 ねんりん舎 2007.12 KS/36/ﾈ5/132

16
いわてねんりんクラブ 133号
宮澤賢治とアザリアの花(10)

向井田 薫 ねんりん舎 2008.2 KS/36/ﾈ5/133

17
いわてねんりんクラブ 134号
宮澤賢治とアザリアの花(11)

向井田 薫 ねんりん舎 2008.3 KS/36/ﾈ5/134

18
いわてねんりんクラブ 135号
宮澤賢治とアザリアの花(12)

向井田 薫 ねんりん舎 2008.5 KS/36/ﾈ5/135

いわてねんりんクラブ 136号
宮澤賢治とアザリアの花(13)

向井田 薫

賢治作品にみる音楽･自然観の考察
(43)

板谷 栄城

20
いわてねんりんクラブ 137号
宮澤賢治とアザリアの花(14)

向井田 薫 ねんりん舎 2008.8 KS/36/ﾈ5/137

21
いわてねんりんクラブ 138号
宮澤賢治とアザリアの花(15)

向井田 薫 ねんりん舎 2008.9 KS/36/ﾈ5/138

22
いわてねんりんクラブ 139号
宮澤賢治とアザリアの花(16)

向井田 薫 ねんりん舎 2008.11 KS/36/ﾈ5/139

23
いわてねんりんクラブ 140号
宮澤賢治とアザリアの花(17)

向井田 薫 ねんりん舎 2008.12 KS/36/ﾈ5/140

出　版　者

千葉賢治の会

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

宮沢賢治記念会

19 ねんりん舎 2008.6

宮沢賢治センター（岩手大学内）

山猫通信編集室

ワルトラワラの会

12 ねんりん舎

宮沢賢治学会イーハトーブセン
ター

中四国宮沢賢治研究会

KS/36/ﾈ5/129

KS/36/ﾈ5/136

2007.8
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いわてねんりんクラブ 141号
宮澤賢治とアザリアの花(18)

向井田 薫

韮崎市の保阪氏を迎えて 向井田 薫

賢治作品にみる音楽･自然観の考察
(44)

板谷 栄城

25
いわてねんりんクラブ 142号
宮澤賢治とアザリアの花(19)

向井田 薫 ねんりん舎 2009.3 KS/36/ﾈ5/142

26
いわてねんりんクラブ 143号
宮澤賢治とアザリアの花(20)

向井田 薫 ねんりん舎 2009.5 KS/36/ﾈ5/143

27
オール読物 63巻8号
文士が愛した温泉 宮沢賢治と温泉ロ
マン

山崎 まゆみ 文芸春秋 2008.8 S/910/ｵ1/63-8

28
大妻国文 40号
宮沢賢治「二七 鳥の遷移」論

海老原 有希
大妻女子大学国
文学会

2009.3 S/051/ｵ4/40

29
学苑 802号
月と梟と<私>と--「林の底」で起き
たこと

遠藤 祐 昭和女子大学 2007.8 S/370/ｶﾞ1/802

30
学苑 804号
(かま猫)と「猫の事務所」のなりゆき
--ある語り手のもの語る

遠藤 祐 昭和女子大学 2007.10 S/370/ｶﾞ1/804

31
学苑 814号
(逢魔がとき)の物語--「ひのきとひ
なげし」評釈

遠藤 祐 昭和女子大学 2008.8 S/370/ｶﾞ1/814

32
学苑 816号
「ひのきとひなげし」--その(初期
形)の語り

遠藤 祐 昭和女子大学 2008.10 S/370/ｶﾞ1/816

33

学苑 821号
「旅立ちの日」を迎えて--「いてふ
の実」の「お日様」と<母>と<子供
たち>

遠藤 祐 昭和女子大学 2009.3 S/370/ｶﾞ1/821

34
岳人 10月号別冊秋山2008
賢治の歩いたイーハトーブの山を訪ねて
花巻を旅する(特集2 物語のある山旅)

- 東京新聞出版局 2008.10 S/786/ｶﾞ1 ○

35
現代詩手帖 52巻5号
特集 中也・賢治・朔太郎--創刊50周
年記念 復刻・現代詩手帖

- 思潮社 2009.5 S/911/ｹﾞ3/52-5

36
佼成 59巻1号～60巻7号
マンガ･イーハトーブ農学校の賢治先
生 1～19回

原作 佐藤 成
作画 魚戸 おさむ

佼成出版社 2008.1～2009.7 S/ ○

37
国文学 解釈と鑑賞 73巻2号
宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」
におけるブドリの年譜

黄 英 至文堂 2008.2 S/910/ｺ4/73-2

38
国文学 解釈と鑑賞 73巻7号
「注文の多い料理店」の二項対立を超え
て--須貝千里氏の読みを検証する

五十嵐 淳 至文堂 2008.7 S/910/ｺ4/73-7

39
国文学 解釈と鑑賞 74巻2号
宮沢賢治と仏教

秋枝 美保 至文堂 2009.2 S/910/ｺ4/74-2

40
国文学 解釈と鑑賞 74巻5号
菩薩行への執心--宮沢賢治「雨ニモ
マケズ」の読解

須藤 与志 ぎょうせい 2009.5 S/910/ｺ4/74-5

41

国文学 解釈と教材の研究 53巻11号
「花鳥童話集」中の二つの<死>--
『よだかの星』と『おきなぐさ』を
めぐって

竜口 佐知子 學燈社 2008.8 S/907/ｺ1/53-11

42
国文学 解釈と教材の研究 53巻13号
伝記教材の中の宮沢賢治

 葛西 まり子 學燈社 2008.9 S/907/ｺ1/53-13

43
国文学 解釈と教材の研究 53巻14号
東北方言的宮沢賢治オノマトペ考察

川越 めぐみ 學燈社 2008.10 S/907/ｺ1/53-14

24 ねんりん舎 2009.2 KS/36/ﾈ5/141
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44
国文学 解釈と教材の研究 54巻1号
鬼の思想--その周辺(第3回)宮沢賢治
と東北縄文・鬼

綱澤 満昭 學燈社 2009.1 S/907/ｺ1/54-1

45

サライ 21巻12号
特集・新緑と景勝を愛でる全国13コース
-第2部 宮沢賢治の"道"、霊峰…薫風に吹
かれ自然歩道の道をゆく

- 小学館 2009.6 S/051/ｻ3/21-12

46
白い国の詩 600号
特集 もうひとつの宮沢賢治論 里山と
奥山の動物たち

河合 雅雄
東北電力地域交
流部

2007.10 S/051/ｶ2/600

47
白い国の詩 601号
特集 もうひとつの宮沢賢治論 賢治の
サイエンス・コズモス

力丸 光雄
東北電力地域交
流部

2008.1 S/051/ｶ2/600-2

48
新潮 104巻11号
第39回新潮新人賞評論部門受賞作 宮
澤賢治の暴力

大澤 信亮 新潮社 2007.11 S/905/ｼ3/104-11

49
新潮 105巻6号
サハリンへ 宮沢賢治の足跡を追いな
がら

天沢 退二郎 新潮社 2008.6 S/905/ｼ3/105-6

50
すばる 30巻4号
ボルヘス会 講演 ボルヘスと宮沢賢治

吉田 文憲 集英社 2008.4 S/905/ｽ2/30-4

51

正論 433号
西舘好子のにっぽん子守唄紀行--こ
ころの原風景をたずねて(第15回)親
鸞と賢治と・宗教の中の子守唄

西舘 好子 産経新聞社 2008.4 S/051/ｾ10/433

52
大法輪 75巻5号
宮沢賢治作品にみられる心

鎌田 東二 大法輪閣 2008.5 S/180/ﾀﾞ1/75-5

53
大法輪 75巻10号
宮澤賢治の手紙

渡辺 宝陽 大法輪閣 2008.10 S/180/ﾀﾞ1/75-10

54

ダ・ヴィンチ 16巻2号
特集・『走れメロス』も『銀河鉄道
の夜』も-世界はBL(ボーイズラブ)に
満ちている

-
メディアファク
トリー

2009.2 S/019/ﾀﾞ1/16-2

55
長野国文 16号
「やまなし」--(幻燈)の内に広がる世界

佐藤 未佳
長野県短期大学
日本語日本文学
会

2008.3 S/051/ﾅ3/16

56
比較文化研究年報 18号
第16回盛岡大学比較文化研究センター公
開セミナー 啄木と賢治--世界の中で

-
盛岡大学比較文
化研究センター

2008.3 KS/05/ﾋ1/18

57
Biblia 50号
宮沢賢治再考(10) 賢治と霊性的宗教

瀬上 正仁 山形Bibliaの会 2008.1 S/905/ﾋﾞ1/50

58
文学 9巻4号
地球温暖化時代に賢治詩編とどう向
き合うか

高橋 世織 岩波書店 2008.7 S/905/ﾌﾞ7/9-4

59
文学界 61巻12号
宮澤賢治の筆蹟を読む(上)雨ニモマケ
ズ手帳

石川 九楊 文芸春秋 2007.12 S/905/ﾌﾞ6/61-12

60
文学界 62巻1号
宮澤賢治の筆蹟を読む(下)「銀河鉄道
の夜」

石川 九楊 文芸春秋 2008.1 S/905/ﾌﾞ6/62-1

61
文学界 63巻7号
文字の向こうに(第19回)宮沢賢治が
聞いた音(1･自然の音編)

三宮 麻由子 文芸春秋 2009.7 S/905/ﾌﾞ6/63-7

62
文学界 63巻8号
文字の向こうに(最終回)宮沢賢治が聞
いた音(2･文明の音編)

三宮 麻由子 文芸春秋 2009.8 S/905/ﾌﾞ6/63-8
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街もりおか 476号
賢治と盛岡 第九回 啄木の贈り物

牧野 立雄

小学校に入る前後の宮沢賢治 本堂 寛

64
街もりおか 477号
賢治と盛岡 第十回 生命の森の開拓者

牧野 立雄 杜の都社 2007.9 KS/05/ﾏ2/477 ○

65
街もりおか 478号
賢治と盛岡 第11回 哀しき野球少年

牧野 立雄 杜の都社 2007.10 KS/05/ﾏ2/478 ○

66
街もりおか 479号
賢治と盛岡 第12回 南昌山と銀河鉄道

牧野 立雄 杜の都社 2007.11 KS/05/ﾏ2/479 ○

街もりおか 480号
賢治と盛岡 第13回 ほんたうの盛岡
の美しさ

牧野 立雄

宮沢賢治の夢を育んだエスペラント 佐藤 竜一

68
街もりおか 481号
賢治と盛岡 第14回 岩手山に挑む

牧野 立雄 杜の都社 2008.1 KS/05/ﾏ2/481 ○

69
街もりおか 482号
賢治と盛岡 第15回 地球の華族

牧野 立雄 杜の都社 2008.2 KS/05/ﾏ2/482 ○

70
街もりおか 483号
賢治と盛岡 第16回 スズランの歌

牧野 立雄 杜の都社 2008.3 KS/05/ﾏ2/483 ○

71
街もりおか 484号
賢治と盛岡 第17回 ウメバチソウの夢

牧野 立雄 杜の都社 2008.4 KS/05/ﾏ2/484 ○

72
街もりおか 485号
賢治と盛岡 第18回 郊外の丘

牧野 立雄 杜の都社 2008.5 KS/05/ﾏ2/485 ○

73
街もりおか 486号
賢治と盛岡 第19回 活字を拾う少年

牧野 立雄 杜の都社 2008.6 KS/05/ﾏ2/486 ○

74
街もりおか 487号
賢治と盛岡 第20回 寺町通りの新伝
説

牧野 立雄 杜の都社 2008.7 KS/05/ﾏ2/487

75
街もりおか 488号
賢治と盛岡 第21回 癒しの丘

牧野 立雄 杜の都社 2008.8 KS/05/ﾏ2/488 ○

76
街もりおか 489号
賢治と盛岡 第22回 初恋の記憶

牧野 立雄 杜の都社 2008.9 KS/05/ﾏ2/489 ○

77
街もりおか 490号
賢治と盛岡 第23回 みどりの晨光

牧野 立雄 杜の都社 2008.10 KS/05/ﾏ2/490

78
街もりおか 491号
賢治と盛岡 第24回 盛岡に寄せる賛歌

牧野 立雄 杜の都社 2008.11 KS/05/ﾏ2/491 ○

79

月刊MOE 30巻10号
宮沢賢治が綴ったカナダの童話
（『赤毛のアン』出版100周年記念
赤毛のアンの島へ）

- 白泉社 2008.10 S/726/ｹﾞ1/30-10

80
山と渓谷 867号
哭く山河 第８回 保阪嘉内

福島 泰樹 山と渓谷社 2007.8 S/786/ﾔ1/867

81
山と渓谷 868号
哭く山河 第9回 賢治と嘉内

福島 泰樹 山と渓谷社 2007.9 S/786/ﾔ1/868

82
山と渓谷 869号
哭く山河 第10回 賢治と嘉内Ⅳ

福島 泰樹 山と渓谷社 2007.10 S/786/ﾔ1/869

83
山と渓谷 870号
哭く山河 第11回 賢治と嘉内Ⅴ

福島 泰樹 山と渓谷社 2007.11 S/786/ﾔ1/870

視聴覚資料・その他の資料
No 資 料 名 出 演 者 等 発　行　者 発行年 請求記号 貸出

84 銀河鉄道の夜 影絵劇
藤城 清治∥影絵
演出
宮沢 賢治∥原作

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 ○

○KS/05/ﾏ2/4762007.8杜の都社63

67 ○KS/05/ﾏ2/4802007.12杜の都社

25



No 資　料　名 出版年 請求記号 貸出出　版　者

85
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち 総
集編
先生はほほーっと宙に舞った

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/ ○

86
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の１ 種山ケ原

-
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/1 ○

87
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち 別
巻2 昔ばなし語り

長坂 俊雄∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/10 ○

88
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の2 雨ニモマケズ

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/2 ○

89
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の3 心象スケッチ

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/3 ○

90
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の4 イギリス海岸

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/4 ○

91
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の5 稲作挿話

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/5 ○

92
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の6 精神歌

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/6 ○

93
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の7 クラムボン

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/7 ○

94
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち そ
の8 バナナン大将

鳥山 敏子∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/8 ○

95
賢治の学校 宮沢賢治の教え子たち 別
巻1 艶笑小咄

長坂 俊雄∥語り
東京賢治の学校
（制作）

〔2008〕 DK/370/ｹﾝ/9 ○

96 シグナルとシグナレス
高橋 悌子∥脚色
演出 歌語り
宮沢 賢治∥原作

高橋悌子 2009.5 DK/778.7/ｼｸﾞ ○

97 小学校道徳 雪わたり 17
監修：伴三男 萩
原武雄

東京書籍（制作） 2007 DK/375.3/ｼﾖ/17 ○

98 たいしたもんだ

佐藤 守男∥イン
タビュー
菅原 喜重郎∥
〔ほか〕インタ
ビュー

宮沢賢治メモリ
アルＤＶＤ制作
実行委員会（制
作）

〔2008〕 DK/913.2/ﾀｲ ○

99 注文の多い料理店 四分一 節子∥監督
ティアンドケイ
テレフィルム

〔2001.11〕 DK/778.7/ﾁﾕ ○

100 猫の事務所 福富 博∥監督
ティアンドケイ
テレフィルム

〔2001.11〕 DK/778.7/ﾈｺ ○

101 氷河ねずみの毛皮 四分一 節子∥監督
ティアンドケイ
テレフィルム

〔2001.11〕 DK/778.7/ﾋﾖ ○

102 双子の星 中村 隆太郎∥監督
ティアンドケイ
テレフィルム

〔2001.11〕 DK/778.7/ﾌﾀ ○

103
賢治・ぶらてく・大街道
もうひとつの賢治展

-
〔もうひとつの
賢治展実行委員
会〕

〔2007〕 ｹﾝ/291.22/ｹﾝ/ ○

104
宮沢賢治作品対応山水図 銀河大橋北
側駐車場からの一望

- 〔出版者不明〕 〔2007〕 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ/ ○

105 宮沢賢治全集 BOX1 第1集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-1 ○

106 宮沢賢治全集 BOX1 第2集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-2 ○

107 宮沢賢治全集 BOX1 第3集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-3 ○

108 宮沢賢治全集 BOX1 第4集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-4 ○

109 宮沢賢治全集 BOX1 第5集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-5 ○

110 宮沢賢治全集 BOX1 第6集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-6 ○
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No 資　料　名 出版年 請求記号 貸出出　版　者

111 宮沢賢治全集 BOX1 第7集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-7 ○

112 宮沢賢治全集 BOX1 第8集 宮沢 賢治∥著 〔アップルウェイ〕 〔2007.10〕 CK/G08/ﾐﾔ/1-8 ○

113
宮沢賢治の世界 映像で綴る宮沢賢治
の37年の生涯

小山 哲哉∥製作
監督

キャピタルＡＢ
Ｃインターナ
ショナル

2007.8 DK/910.2/ﾐﾔ ○

114
名作の風景 2 宮沢賢治
絵で読む珠玉の日本文学

- スバック 2006 DK/913.6/ﾒｲ/2 ○

115
名作の風景 7 宮沢賢治2
絵で読む珠玉の日本文学

- スバック 2007 DK/913.6/ﾒｲ/7 ○

116 盛岡散策つれづれ 啄木＋賢治 - 〔大場印刷工業〕 c2008 ｹﾝ/910.268/ﾓﾘ

117 やまなし 宮沢 賢治∥原作 光村教育図書 〔2009.3〕 DK/778.7/ﾔﾏ ○

118 雪渡り 四分一 節子∥監督
ティアンドケイ
テレフィルム

〔2001.11〕 DK/778.7/ﾕｷ ○

119 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 ○

120 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 ○
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賢治関係新聞記事索引（岩手日報）
記　事 　年 月 日　　朝夕刊  ﾍﾟｰｼﾞ

賢治・産湯の井戸お披露目　花巻　きょうから一般公開 2007.08.01    朝刊    20

賢治賞に菊池さん（紫波町）　花巻市の賢治・イーハトーブ賞　奨励賞に
は４人

2007.08.02    朝刊    19

賢治に託す平和への願い　花巻　広島の主婦３人展 2007.08.08    朝刊    22

賢治の愛した地に歌碑　滝沢の柳沢地区　古里の魅力　次代へ１０月に除
幕式

2007.08.23    朝刊    18

[風土計]賢治作品に登場する森を訪れる 2007.08.28    朝刊     1

絵本作家ら表現多彩　宮沢賢治の童話世界　萬鉄五郎美術館９日まで 2007.08.29    夕刊     2

賢治童話　地域の指針に　陸前高田の八木沢商店　創業２００年迎え朗読
会　来月８日　俳優の林さん出演

2007.08.30    朝刊    15

林隆三さん　「賢治」朗読　６日に盛岡 2007.08.30    夕刊     2

映画で振り返ろう　賢治が愛した江刺　奥州・あす催し 2007.08.31    朝刊    23

子ども劇　街に元気　花巻・東和　賢治の童話を上演 2007.09.03    朝刊    15

賢治テーマ　短歌を募集　小中高、大学生対象 2007.09.07    朝刊    21

賢治童話の世界“味わう”　陸前高田気仙中　俳優の林さん朗読会 2007.09.08    朝刊    15

賢治で祝う創業２００年　陸前高田の八木沢商店　林隆三さん朗読劇 2007.09.09    朝刊    17

受け継ぐ賢治精神　奥州・江刺　花巻 2007.09.13    朝刊    23

大迫　生き生き新拠点　花巻市交流センター　来月、オープン　旧稗貫郡
役所を復元　賢治ゆかりの品展示も

2007.09.15    朝刊    23

[日報アンテナ]賢治の心　ハーモニーで発信 2007.09.17    朝刊     2

賢治の歌　古里に響く　花巻　初の全国大会に１５０人　伊藤君（花巻中
３年）堂々と独唱

2007.09.17    朝刊    14

賢治の心に思いはせ　命日控え地元でイベント 2007.09.21    朝刊    17

賢治への思い　歌に込め　花巻で命日祭　作品朗読や座談会も 2007.09.22    朝刊    19

菊池さん（紫波）ら表彰　花巻で賢治賞など贈呈式 2007.09.23    朝刊    21

春と修羅　銀河鉄道の夜　新たに考察　宮沢賢治研究発表から 2007.09.26    夕刊     2

賢治感じて一歩一歩　雫石、滝沢で足跡体験ツアー　詩碑やゆかりの地訪
問

2007.10.01    朝刊    22

大学生、熱く賢治語る　盛岡で全国大会 2007.10.07    朝刊    20

賢治思う心届け！　花巻・石鳥谷　児童ら劇や手紙を披露 2007.10.09    朝刊    17

賢治思想脈々と　ゆかりの一関・東山で講演会 2007.10.11    朝刊    19

賢治と嘉内　友情の木　ご縁　本県から山梨へ「ギンドロ」　生誕１１０
年　懸け橋に

2007.10.11    夕刊     7

「賢治のナシ」甘い　花巻　園児ら収穫、味わう 2007.10.13    朝刊    19

賢治と友情のギンドロ植樹　本県から３本　山梨の嘉内生家近くに 2007.10.14    朝刊    28

いわて人物散歩　芸術･文化　イーハトヴの童話作家宮沢賢治 2007.10.20    別刷     5

[支局日誌]花巻　土地に根付く宮沢賢治　先人の精神胸に刻み 2007.10.21    朝刊    18

賢治の碑お披露目　滝沢の柳沢小・中で除幕式　作品の原風景　児童ら誇
りに

2007.10.27    朝刊    20

啄木と同じ空を眺めて　盛岡・玉山恒例の教室　碑やゆかりの地巡る　母
校で賢治講演会も

2007.10.29    朝刊    20

賢治の心に触れて　県立図書館企画展　初版本や資料展示 2007.10.30    朝刊    21

賢治風景　案内します　花巻のボランティアガイド　釜淵の滝で研修 2007.11.03    朝刊    21

賢治の一生を歌語りで紹介　釜石・高橋さん講演会 2007.11.04    朝刊    13

賢治記した山並み紹介　花巻の佐藤さん　登場作品　山水図に　絶景展望
地「伝えたい」

2007.11.07    朝刊    16
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記　事 　年 月 日　　朝夕刊  ﾍﾟｰｼﾞ

賢治に学んだ教育観を紹介　県立児童館長が講演　盛岡 2007.11.11    朝刊    23

賢治精神　ＤＶＤに　一関・東山の住民有志　詩碑建立時回想し撮影 2007.11.14    朝刊    19

３０日に啄木・賢治講座　盛岡大比較文化研究センター 2007.11.24    夕刊     2

小中生熱演　賢治の童話　花巻・大迫で劇発表会　歌、踊り交え元気に
約３０人練習成果披露

2007.11.26    朝刊    14

賢治顕彰ＤＶＤ制作　一関・東山の住民有志　碑建立青年団に光　５年越
し　思いを継承

2007.12.03    朝刊    14

世界の目で把握　「啄木と賢治」セミナー　盛岡 2007.12.03    夕刊     2

[学芸余聞]盛岡大の遊座元教授講演　仏作家作品と「虔十の林」比較 2007.12.05    夕刊     2

花巻駅の待合室　一新　完成祝いセレモニー　賢治のオブジェも 2007.12.07    朝刊    17

[岩手学芸この1年]1 文芸 2007.12.12    夕刊     2

５周年祝う趣の朗読　もりおか啄木・賢治青春館　畑中さん（フリーアナ
ウンサー）披露

2007.12.16    朝刊    16

賢治没後７０年たどる　記念会が本出版　評価や顕彰幅広く 2007.12.19    夕刊     2

雨ニモマケズ朗読しよう　参加者を広く募集　楽器の伴奏外国語でも　自
由に賢治表現を

2007.12.20    夕刊     7

[郷土の本棚]細川律子著『風と光の散歩道－宮沢賢治の植物を訪ねて－』 2007.12.22    朝刊     9

賢治の挽歌紹介　盛岡で来月から 2007.12.24    朝刊    23

[いわてお宝拝見]４０　宮沢賢治「イーハトヴ童話『注文の多い料理
店』」広告ちらし

2007.12.30    朝刊     6

[学芸余聞]賢治研究書を多くの人に 2008.01.04    夕刊     3

[トークネット]賢治の言葉かみしめ　遊座昭吾さん 2008.01.10    朝刊    10

賢治詩の“結晶”きらり　パネル展　盛岡で開幕 2008.01.10    夕刊     7

妹哀惜を再照明　宮沢賢治　盛岡で「挽歌」詩展 2008.01.21    夕刊     2

[日報論壇]いわて平泉年に生きて 2008.01.21    夕刊     6

[学芸余聞]青春館で開催中の「宮沢賢治『挽歌』詩展」 2008.01.25    夕刊     3

私の「雨ニモマケズ」表現 花巻で第１回朗読全国大会 2008.02.03    朝刊    17

賢治の世界　ガラス絵に　児玉さん（遠野）東京で作品展　出版記念し原
画１００点

2008.02.11    朝刊    14

奏でる啄木・賢治の青春　盛岡で２３日　演奏家２人コンサート 2008.02.18    朝刊    16

「岩手山」賢治はどう表現　花巻の記念館企画展　貴重な自筆原稿公開
「春と修羅」にスポット

2008.02.22    夕刊     5

[声]温暖化対策に賢治作品一役 2008.02.22    夕刊     6

賢治の生涯「日誌」に　佐藤さん（盛岡）出版　９月２１日→出張で発
熱、２年後死去　出来事　月日ごと紹介

2008.02.29    夕刊     3

[いわてお宝拝見]５０　タッピングのオルガン　賢治が聴いた音今も 2008.03.09    朝刊     6

「感想画」で読み解く賢治　盛岡で学生研究会　市民と作品解釈 2008.03.16    朝刊    16

最優秀賞に古舘、細川さん　雫石・賢治読書コンクール　入賞者を表彰 2008.03.17    朝刊    20

[学芸余聞]本で触れる賢治の想像力 2008.03.19    夕刊     2

賢治への思い　ＤＶＤに　一関・東山　住民有志が試写会　詩碑建立当時
伝える

2008.03.25    朝刊    25

啄木・賢治　音楽で彩り　盛岡の作曲家・長谷川さん　青春館にピアノ寄
贈　３０日に記念コンサート

2008.03.27    夕刊     7

賢治世界　写真で紹介　一関東山　奥田さん（福島）企画展 2008.03.30    朝刊    18

[いわてお宝拝見]５３　賢治の書簡 2008.03.30    朝刊     6

賢治の詩　ピアノに乗せ　盛岡の青春館　寄贈記念コンサート 2008.03.31    朝刊    18
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記　事 　年 月 日　　朝夕刊  ﾍﾟｰｼﾞ

[小中学生こども新聞]啄木賢治に関心高める　盛岡の「青春館」ゆかりの
地を調査

2008.04.12    夕刊     4

賢治と親友　交流に光　盛岡で藤原嘉藤治展 2008.04.20    朝刊    16

[郷土の本棚]高山秀三著『宮澤賢治童話のオイディプス』 2008.04.26    朝刊    15

宮沢賢治の校友　保阪嘉内の故郷（山梨韮崎）訪問へ　岩手大学長ら　次
男らと面会、交流深める

2008.04.26    朝刊    21

保阪嘉内（賢治の校友）の古里訪問　山梨・韮崎に岩手大学長ら　親族ら
と交流

2008.04.30    朝刊    19

賢治ゆかりのバイオリン聴いて　あす盛岡・青春館で 2008.05.04    朝刊    18

賢治の調査掘り起こす　花巻・石鳥谷の団体　野宿の炭焼き場跡特定 2008.05.04    朝刊    16

早池峰と賢治伝え１万人　花巻の展示館　開館７カ月で達成 2008.05.05    朝刊    15

友情奏でる　バイオリン　賢治から嘉藤治へ紡いだ音色　胸うつ演奏　盛
岡

2008.05.06    朝刊    18

賢治の歌をジャズ風に　板橋さん（ピアノ）室舘さん（ボーカル）　１６
日、岩手大資料館で共演

2008.05.07    夕刊     2

賢治全集支えた功績に光　盛岡「青春館」で藤原嘉藤治展　苦労示す手紙
も

2008.05.07    夕刊     2

賢治、嘉内の縁これからも　山梨の親族、花巻を訪問 2008.05.08    朝刊    19

啄木・賢治　盛岡絵はがきで共演　大場印刷発売　写真と文章調和 2008.05.17    朝刊    18

賢治の世界　ジャズで表現　ピアノ・板橋さん　歌・室舘さん　岩手大資
料館で公演

2008.05.20    夕刊     2

啄木、賢治に親しんで　盛岡市　行事カレンダー作製 2008.06.06    朝刊    18

[郷土の本棚]吉田コト著　滝沢真喜子・聞き書き『月夜の蓄音機』　「賢
治名作選」の裏話紹介

2008.06.07    朝刊    15

賢治の世界　新作能に　北上・和賀の慶昌寺　本堂舞台に上演 2008.06.11    朝刊    17

歌の交流　賢治が縁　花巻の２中学校　宇佐元さん熱唱 2008.06.11    朝刊    16

嘉藤治さんへ歌声届け　紫波町できょう音楽会 2008.06.14    朝刊    18

入館者６００万人を達成　花巻・宮沢賢治記念館 2008.06.14    朝刊    19

[日報アンテナ]賢治精神継承、節目に決意 2008.06.14    朝刊     2

賢治の直筆文字でロゴマーク　岩手大が作製　文具や資料に活用 2008.06.18    朝刊    16

碑文　嘉藤治が助言　花巻市桜町・賢治詩碑　選定経緯の手紙発見　瀬川
さん（紫波町）調査で判明

2008.06.23    朝刊    17

[学芸余聞]賢治と福田パンを話題に 2008.06.30    夕刊     2

賢治が訪れた縁北海道から支援　苫小牧絵手紙の会 2008.07.06    朝刊    16

賢治テーマにチェロ公演　盛岡出身の渡部さん　５回目、１３日埼玉で 2008.07.10    夕刊     2

「賢治の世界」表現に挑戦　盛岡劇場「６０歳からの芝居」　２０日に発
表会

2008.07.18    夕刊     2

「賢治の朗読」古里で　桑島法子さん（金ケ崎出身）９月１４日奥州公演
詩の心象風景追求　貫くものをシンプルに

2008.07.18    夕刊     3

[郷土の本棚]細田嘉吉著　鈴木健司・照井一明編『石で読み解く宮沢賢
治』　童話の舞台を鉱物で探る

2008.07.19    朝刊     9

賢治の天文観たどる　一関・東山顕彰団体　旧観測所（奥州）を見学 2008.07.28    朝刊    17

賢治作品と鳥テーマに展示　盛岡の「青春館」 2008.08.05    朝刊    20

つるべ引き　賢治身近に　花巻・産湯に使用の井戸　２７日まで一般公開 2008.08.06    朝刊    21

[郷土の本棚]岡村民夫著『イーハトーブ温泉学』　賢治作品と深いかかわ
り

2008.08.09    朝刊    19

１７日まで閉館を１時間遅く　花巻の賢治記念館 2008.08.09    朝刊    23

大好きな賢治　独自アートに　盛岡・南昌荘　写真や絵画１３点展示 2008.08.09    朝刊    24
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記　事 　年 月 日　　朝夕刊  ﾍﾟｰｼﾞ

賢治感じる鉱物の輝き　一関東山　作品登場の１１点展示 2008.08.13    朝刊    18

色彩豊か　賢治の世界　盛岡・絵画展　松埜さん（一戸出身）　力作披露 2008.08.17    朝刊    22

賢治賞パルバースさん（川崎市）　イーハトーブ賞高嶋さん（ＵＮＨＣ
Ｒ）に　花巻市発表

2008.08.22    朝刊    23

絵画で触れる賢治の風景　花巻の滝田さん　宮野目中生に講座 2008.08.27    朝刊    15

[声]賢治の世界が見事な舞台に 2008.08.28    夕刊     6

３１日に花巻で賢治の歌全国大会　７人５団体参加 2008.08.29    朝刊    17

最高賞、盛岡の古澤貞夫さん　宮沢賢治俳句大会 2008.08.29    夕刊     2

[学芸余聞]大阪の松田さん　賢治童話を題材にした写真絵本を出版 2008.08.29    夕刊     3

耳澄ませば賢治世界　花巻で全国大会　１２人・団体が歌披露 2008.09.01    朝刊    25

「賢治の米」伝えたい　奥州・前沢の三浦さん　陸羽１３２号　栽培の情
熱今に　「ロマンの味わい」

2008.09.06    夕刊     1

伝統文化受け継ごう　奥州・田原小フェス　剣舞と神楽披露　賢治の詩朗
読も

2008.09.07    朝刊    16

シニアライフに賢治の心　岩手大　「カレッジ」開講・入学式 2008.09.09    朝刊    17

古楽器リュートと賢治世界のコラボ　２７日盛岡で企画 2008.09.19    夕刊     3

賢治世界　語りで魅了　奥州　桑島さん、古里初公演 2008.09.19    夕刊     3

イギリス海岸現れるか　国交省・あす初の試み　賢治祭合わせ水位調整 2008.09.20    朝刊    19

賢治先生の教え胸に　花巻農高で偲ぶ会　心一つに精神歌 2008.09.20    朝刊    16

賢治精神受け継ごう　花巻・命日祭　イギリス海岸現れず 2008.09.22    朝刊    17

賢治の精神　国内外へ発信　花巻市が２賞贈呈式　３人、１団体に 2008.09.23    朝刊    15

[学芸余聞]賢治に思い　心温まる共演誓う 2008.09.24    夕刊     2

啄木、賢治が見た風景　盛岡　画家・むらいさん作品展 2008.10.08    夕刊     2

賢治のナシ　今年も豊作　花巻農学校果樹園跡地　園児、住民ら収穫祭 2008.10.09    朝刊    19

[郷土の本棚]佐藤竜一著『宮澤賢治　あるサラリーマンの生と死』　懸命
に奔走する姿を描く

2008.10.11    朝刊    11

留学生　賢治の足跡たどる　盛岡・研修会　ゆかりの岩手大見学 2008.10.13    朝刊    19

賢治の心語り継ごう　花巻・葛丸祭　詩の音読や劇発表 2008.10.15    朝刊    21

賢治作品の合唱次々　盛岡　岩手公園で碑前祭 2008.10.20    朝刊    16

賢治卒業１００周年祝う　花巻小　歌や劇で思い新たに 2008.10.26    朝刊    17

葛藤こそ賢治の魅力　花巻　斎藤さん（北上出身医学博士）講演 2008.10.27    朝刊    17

賢治の縁、集う笑顔　岩手町・南山形小　滝沢の団体が訪問 2008.10.28    朝刊    15

賢治作品、学生の視点で　全国大会　盛岡で開幕 2008.11.02    朝刊    21

賢治の生き方　熱演　滝沢・劇団ゆう定期公演　子どもたち躍動 2008.11.04    朝刊    16

[湯けむり慕情パートⅡ]（５）大沢温泉（花巻）　賢治など先人も魅了 2008.11.12    朝刊    17

賢治への思い熱く討論　小中高生らがディスカッション　盛岡・第３回全
国学生大会

2008.11.15    夕刊     5

賢治への思い熱く　ピアノ・シンガー宇佐元さん　新アルバムを発表 2008.11.19    夕刊     3

賢治作品に親しんで　花巻・石鳥谷小にファンの会　ヤマナシの苗木贈る 2008.11.23    朝刊    17

舞台いっぱいに賢治の世界表現　３０日・盛岡の劇団 2008.11.28    夕刊     3

賢治の世界　演じよう　花巻市民劇場が旗揚げ 2008.11.30    朝刊    18

あべ弘士さんが賢治の童話原画展　北海道・１２日まで 2008.12.01    夕刊     2

手製はがき　県特産品に　盛岡・Ｙｏｕ―Ｍｅゆいっこ　県市長会長賞を
受賞　写真に賢治や啄木の詩　牛乳パック再利用

2008.12.03    朝刊    16

賢治の縁　山梨と交流促進　校友・嘉内の次男来県　県庁で知事と懇談 2008.12.06    朝刊    19
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土沢詠んだ賢治の詩碑　花巻・東和　朗読、歌で完成祝う 2008.12.08    朝刊    16

朗読と生演奏で賢治の世界に浸る　久慈で音楽物語公演 2008.12.09    朝刊    14

賢治の詩　朗読しよう　来年２月花巻で大会　参加者、団体を募集 2008.12.09    朝刊    17

賢治詩碑建立　ＤＶＤで回顧　一関東山・試写会 2008.12.11    朝刊    19

賢治作品読み伝え５０回　盛岡「モリーオ童話館」　２１日に節目の朗読
劇　月１回、方言で魅力表現

2008.12.16    朝刊    18

賢治の世界を堪能　特別劇やピアノ演奏　盛岡・青春館　朗読５０回記念 2008.12.22    朝刊    16

竹下さん賢治朗読　３１日に大阪で 2009.01.05    朝刊     6

賢治の風景　絵手紙に　花巻で展示会 2009.01.07    朝刊    16

[郷土の本棚]関口安義著『賢治童話を読む』　新たな視点、八つの切り口 2009.02.07    朝刊    13

[日報アンテナ]賢治の精神　高らかに響け 2009.02.08    朝刊     2

雨ニモマケズ　思い思い朗読　花巻・全国大会　聴衆３００人、賢治の魅
力に浸る

2009.02.08    朝刊    20

[郷土の本棚]澤口たまみ著『親子で読みたい「宮沢賢治」』　像結ぶ童話
のメッセージ

2009.02.14    朝刊    11

[ふるさとステージ]人と自然　賢治の世界　２１、２２日　花巻市民劇場
公演　ミュージカル仕立て　手話で通訳も

2009.02.15    朝刊    17

[声]賢治作品の絵　科学的に証明 2009.02.16    夕刊     6

[声]「雨ニモ」朗読幸せな気分に 2009.02.17    夕刊     6

北上川に賢治の足跡　花巻で企画展　詩や童話の舞台紹介　写真添え情景
鮮明に　貴重な自筆原稿も公開

2009.02.28    夕刊     2

岩手大６０周年　盛大に　６月に記念事業　ノーベル賞の益川教授講演
賢治の資料展示も

2009.03.06    朝刊    23

[学芸余聞]賢治記念館で企画展「北上川と賢治」 2009.03.06    夕刊     3

[郷土の本棚]北条常久著『詩友　国境を越えて　草野心平と光太郎・賢
治・黄瀛』　交わる運命の糸を温かく

2009.03.14    朝刊    15

「賢治の広場」移転へ　花巻・街なか観光拠点　ＧＷ前再開目指す 2009.03.18    朝刊    20

盛岡と賢治を特集　新潮社雑誌「旅」　ゆかりの地など紹介 2009.03.19    朝刊    13

石と賢治のミュージアム　あす開館１０周年記念講演　一関 2009.03.20    朝刊    23

賢治と宗教、かかわり探る　一関・東山のミュージアム　田中さん（国柱
会）講演

2009.03.23    朝刊    14

響き合う死への思い　映画「その日のまえに」　大林監督に聞く　賢治の
視点で心映す　表裏一体で「生」見つめる

2009.03.24    夕刊     2

苦悩の賢治像に迫る　奥州宇宙遊学館　海部氏（国立天文台前台長）が講
演

2009.03.30    朝刊    16

賢治の未発表詩発見　生家（花巻）の蔵から草稿　猊鼻渓付近舞台か　執
筆から約８０年

2009.04.08    夕刊     1

賢治の未発表詩発見　８０年の時越えてファンに贈り物　一関東山や花巻
の関係者　今後の研究を注目

2009.04.09    朝刊    21

[学芸余聞]「White lime Stone over the river」未発表詩の草稿本文下方に 2009.04.17    夕刊     3

権現堂山に賢治詩碑建立へ　花巻・石鳥谷の会０９年度総会　事業計画決
める

2009.04.25    朝刊    17

[展望台]文学にサイダーの香り 2009.04.25    夕刊     2

「仮想賢治」に会おう　盛岡の青春館　電子人形　聞き手に合わせ朗読 2009.04.26    朝刊    16

特産売って花巻に元気　中心街に「一番店」開店　「賢治の広場」も隣に
移転

2009.04.29    朝刊    24

賢治の命名、理由も紹介　花巻・イギリス海岸でパネル展 2009.05.03    朝刊    14
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賢治の歌で千厩元気に　「雨ニモマケズ」人気の宇佐元さん 2009.05.04    朝刊    14

情感豊かに「雨ニモマケズ」 宇佐元さんの歌楽しむ 2009.05.18    朝刊    15

銀河鉄道の夜ほんわか　あきばさん絵本を出版 2009.05.18    朝刊     6

見つけた　賢治の青春　盛岡　親子で足跡たどる　学校時代の資料を見学 2009.05.24    朝刊    18

賢治愛した音色に心酔　紫波町・野村胡堂記念館　レコードを鑑賞 2009.05.31    朝刊    25

「賢治と盛岡」講話を月１回　１０月まで青春館 2009.05.31    朝刊    24

宮沢賢治　はがきの複製　山梨の保阪さん　奥州の４郵便局へ寄贈 2009.06.02    朝刊    17

学校での賢治を今に　岩手大で６０周年記念展　初公開の資料も 2009.06.02    朝刊    17

賢治世界　衣装に表現　盛岡の服飾作家西條さん　室舘さん（ジャズ歌
手）舞台用に

2009.06.04    朝刊    11

賢治との親交に感慨　寮で同室　山中（元小山市長）の遺族来県　初公開
の書簡見学　岩手大記念展

2009.06.08    朝刊    20

藤原嘉藤治をしのぼう　賢治を世に広めた先人　紫波町　きょう音楽会
地元児童の童話劇も

2009.06.13    朝刊    22

郷土の先人　嘉藤治しのぶ　紫波町　賢治の全集出版に尽力　歌や童話劇
通じ

2009.06.14    朝刊    22

賢治の足取りたどって検証　花巻でファンらが探索会　詩に登場、権現堂
山へ　高等農林時代に土性調査　往時に思いはせる

2009.06.22    朝刊    14

「花巻行き」貸し切り新幹線　来月４、５日に賢治イベント　首都圏など
から誘客１０００人規模

2009.06.22    夕刊     7

賢治の心で足跡を巡る　雫石でツアー　旧網張街道や七ツ森　作品朗読し
解説

2009.06.29    朝刊    22

「宮沢賢治と歩いた」　秋田街道夜行をルポ　青春の軌跡たどる 2009.07.05    朝刊    18

賢治祭　盛り上げよう　花巻・南城中で夢明かり製作 2009.07.09    朝刊    15

賢治の世界　美しく奏で　花巻・石鳥谷でイベント　物語の朗読も 2009.07.12    朝刊    19

[日報論壇]世界に響け　賢治の詩 2009.07.13    夕刊     6

賢治作品　迫力の映像　「銀河鉄道の夜」１８日から上映　盛岡の子ども
科学館プラネタリウム　桑島法子さん朗読

2009.07.14    朝刊    18

賢治童話　英語で紹介　奥州・水沢の高橋さん　自らの翻訳を冊子に　朗
読と歌収録ＤＶＤも　「教育に活用を」

2009.07.16    朝刊    17

賢治ゆかりの川辺に植樹　花巻・石鳥谷　児童らヤマナシ７本 2009.07.26    朝刊    17

賢治の譜面台を複製、寄贈　本物に触れた　東京・日原さん　花巻の記念
館に

2009.07.28    朝刊    15

*2007(平成19)年8月～2009(平成21)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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