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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 雨ニモマケズ
宮澤 賢治∥詩
つかさ おさむ∥絵

偕成社 2012.9 ｹﾝ/726.6/ﾂｶ ○

2
雨ニモマケズ
男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

全音楽譜出版社 2012.7 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

3
雨ニモマケズ
女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

全音楽譜出版社 2012.7 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

4 雨ニモマケズ
宮沢 賢治∥文
富田 文雄∥写真

パイインターナ
ショナル

2012.7 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

5 雨ニモマケズ風ニモマケズ 宮澤 賢治∥著
ミヤオビパブリッ
シング

2012.8 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

6
イーハトーヴ・ファンタジア
男声合唱組曲

宮沢 賢治∥作詩
鈴木 憲夫∥作曲

河合楽器製作所・
出版部

2012.12 ｹﾝ/767.08/ｽｽﾞ ○

7 蛙のゴム靴
宮沢 賢治∥作
松成 真理子∥絵

三起商行 2011.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

8
銀河鉄道の夜
混声合唱とピアノのための音画

宮澤 賢治∥詩
信長 貴富∥作曲

音楽之友社 2012.5 ｹﾝ/767.08/ﾉﾌﾞ ○

9 銀河鉄道の夜　 アニメ版
宮沢 賢治∥原作
ますむら ひろし∥原案
杉井 ギサブロー∥監督

理論社 2011.12 ｹﾝ/913.6/ﾀﾆ ○

10 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥作 角川書店 2012.6 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

11 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥著
櫻井 孝宏∥朗読

海王社 2012.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

12 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥著
坂本 真綾∥朗読

星海社 2011.7 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

13 グスコーブドリの伝記
宮沢 賢治∥作
清川 あさみ∥絵

リトルモア 2012.7 ｹﾝ/726.6/ｷﾖ ○

14
グスコーブドリの伝記
宮沢賢治未来への伝言1

宮沢 賢治∥著 書肆パンセ 2013.2 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/1 ○

15 グスコーブドリの伝記    アニメ版
宮沢 賢治∥原作
ますむら ひろし∥原案
杉井 ギサブロー∥監督

理論社 2012.6 ｹﾝ/913.6/ﾀﾆ ○

16 グスコーブドリの伝記    絵本
宮沢 賢治∥作
福田 庄助∥え

審美社 2012.2 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

17 グスコーブドリの伝記
宮沢 賢治∥原作
司 修∥文と絵

ポプラ社 2012.7 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

18 鹿踊りのはじまり
宮沢 賢治∥著
C.W.Nicol∥英訳

ものがたり文化の
会

1987.2 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

19
女声合唱とピアノのための
アノクダッチ幻想曲

宮沢 賢治∥詩
西村 朗∥作曲

全音楽譜出版社 2012.4 ｹﾝ/767.08/ﾆｼ ○

20 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
さとう あや∥絵

三起商行 2012.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

21 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥原作
藤城 清治∥影絵

講談社 2012.4 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

22 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥著 角川春樹事務所 2012.4 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

23 注文の多い料理店
宮沢 賢治∥著
宮野 真守∥朗読

海王社 2012.11 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

24 注文の多い料理店/銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥作 集英社 2011.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

25 とし子抄
宮沢 賢治∥著
井上 文勝∥編　解説

未知谷 2012.11 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

26 春の先の春へ
宮澤 賢治∥著
古川 日出男∥著

左右社 2012.1 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

27 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 ○

28 ふたごの星
宮沢 賢治∥文
松永 禎郎∥絵

新日本出版社 2013.6 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

29 双子の星
宮沢 賢治∥作
清水 慎子∥絵

文芸社 2010.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ/1 ○

30 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 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

31 宮沢賢治の全俳句 石 寒太∥著 飯塚書店 2012.6 ｹﾝ/911.362/ｲｼ ○

32
無伴奏混声合唱のための
組曲春と修羅

宮沢 賢治∥詩
鈴木 輝昭∥作曲

音楽之友社 2011.11 ｹﾝ/767.08/ｽｽﾞ ○

33 よだかの星
宮沢 賢治∥原作
横山 淳一∥書

可成屋 2006.11 ｹﾝ/728.9/ﾖﾀﾞ

34 読んでおきたいベスト集!宮沢賢治
宮沢 賢治∥[著]
別冊宝島編集部∥編

宝島社 2011.7 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

■ 新規収蔵賢治文庫 ■ 
平成23年8月1日～平成25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

35 朗読の時間宮澤賢治
宮澤 賢治∥著
長岡 輝子∥朗読

東京書籍 2011.8 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

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

36 いきものがたり
山田 有策∥編
近藤 裕子∥編

双文社出版 2013.4 ｹﾝ/913.68/ｲｷ ○

37 まんがで読む世界の名作オペラ 梅本 さちお∥著
メトロポリタンプ
レス

2012.3 ｹﾝ/766.1/ｳﾒ/10 ○

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

38 「アザリア」の仲間たち
さくら市ミュージアム 荒井
寛方記念館 ∥編集

さくら市ミュージア
ム-荒井寛方記念館-

2012.3 ｹﾝ/910.5/ｱｻﾞ ○

39 雨ニモマケズ風ニモマケズ
宮沢 賢治∥著
石 寒太∥編

求龍堂 2011.9 ｹﾝ/917/ﾐﾔ ○

40 イ－ハト－ブの石たち ー
産業技術総合研究
所地質標本館

[2010] ｹﾝ/910.268/ｲﾊ

41 いま、宮澤賢治の生き方に学ぶ 三上 満∥著 本の泉社 2012.5 ｹﾝ/910.268/ﾐｶ ○

42 カントで読み解く『春と修羅』序の世界 石川 朗∥[著] 石川朗 2012.5 ｹﾝ/911.56/ｲｼ ○

43 銀河鉄道の夜 ロジャー　パルバース∥著 NHK出版 2012.5 ｹﾝ/913.6/ﾊﾟﾙ ○

44 <銀河鉄道の夜>フィールド・ノート 寺門 和夫∥著 青土社 2013.6 ｹﾝ/913.6/ﾃﾗ ○

45
グスコーブドリの大学校報告書
第8回

ー
石と賢治のミュー
ジアム

2008.1
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/8 ○

46
グスコーブドリの大学校報告書
第9回

ー
石と賢治のミュー
ジアム

2009.1
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/9 ○

47
グスコーブドリの大学校報告書
第10回

ー
石と賢治のミュー
ジアム

2010.3
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/10 ○

48
グスコーブドリの大学校報告書
第12回

ー
石と賢治のミュー
ジアム

2012.3
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/12 ○

49
グスコーブドリの大学校報告書
第13回

ー
石と賢治のミュー
ジアム

2013.3
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/13 ○

50 賢治・嘉内と韮崎地域の文学散歩 ー つなぐ 2008.10 ｹﾝ/910.268/ｹﾝ

51 賢治から、あなたへ
ロジャー　パルバース∥著
森本 奈理∥訳

集英社インターナ
ショナル

2013.2
ｹﾝ/910.268/
ﾊﾟﾙ ○

52 賢治とイーハトーブの「豊穣学」
砂山 稔/池田 成一/山本 昭
彦∥編

大河書房 2013.3 ｹﾝ/910.268/ｹﾝ ○

53 賢治と一緒に暮らした男 鈴木 守∥著 友藍書房 2011.12
ｹﾝ/910.268/
ｽｽﾞ ○

54 賢治と嘉内ガイドブック ー つなぐ 2008.10 ｹﾝ/910.268/ｹﾝ

55 賢治と鉱物
加藤 碵一∥著
青木 正博∥著

工作舎 2011.7 ｹﾝ/910.268/ｶﾄ ○

56 賢治童話における衣服の役割 中村 晋吾∥[著]
[早稲田大学系属早
稲田実業学校]

[2012] ｹﾝ/910.268/ﾅｶ ○

57 賢治の言葉 山崎 博士∥編 タルタルーガ社 2011.7 ｹﾝ/910.268/ｹﾝ ○

58 賢治の旅 賢治への旅 三上 満∥著 本の泉社 2013.6 ｹﾝ/910.268/ﾐｶ ○

59 賢治研究　115号 ー 宮沢賢治研究会 2011.10
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-115 ○

60 賢治研究　116号 ー 宮沢賢治研究会 2012.3
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-116 ○

61 賢治研究　117号 ー 宮沢賢治研究会 2012.4
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-117 ○

62 賢治研究　118号 ー 宮沢賢治研究会 2012.9
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-118 ○

63 賢治研究　119号 ー 宮沢賢治研究会 2012.12
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-119 ○

64 賢治研究　120号 ー 宮沢賢治研究会 2013.4
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-120 ○

65 幸せの種をまこう
フェリシモしあわせの学校∥
著

フェリシモ 2013.2 ｹﾝ/910.268/ｼｱ ○

66 週刊マンガ世界の偉人 13
山口 正∥監修
山崎 浩∥マンガ

朝日新聞出版 2012.4 ｹﾝ/280/ｼﾕ/13 ○

67 修羅とデクノボー 滝浦 静雄∥著 東北大学出版会 2011.10 ｹﾝ/910.268/ﾀｷ ○

68 定本見田宗介著作集  9 見田 宗介∥著 岩波書店 2012.6 ｹﾝ/360.8/ﾐﾀ/9 ○

69 童話論宮沢賢治 小埜 裕二∥著 蒼丘書林 2011.7 ｹﾝ/910.268/ｵﾉ ○
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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

70 宮澤賢治 市川学園図書委員会∥著
市川学園図書委員
会

2011.3 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ

71 宮沢賢治 小林 可多入∥漫画 ポプラ社 2012.3
ｹﾝ/910.068/
ｺﾊﾞ ○

72 宮澤賢治  雨ニモマケズという祈り
重松 清/澤口 たまみ/小松
健一∥共著

新潮社 2011.7 ｹﾝ/910.268/ｻﾜ ○

73
宮沢賢治  本当のさいわいをねがった
童話作家

西本 鶏介∥文
黒井 健∥絵

ミネルヴァ書房 2012.3 ｹﾝ/910.268/ﾆｼ ○

74 宮沢賢治  素顔のわが友 佐藤 隆房∥著 富山房企畫 2012.3 ｹﾝ/910.268/ｻﾄ ○

75 宮沢賢治祈りのことば 石 寒太∥著 実業之日本社 2011.12 ｹﾝ/910.268/ｲｼ ○

76 宮澤賢治岩手山麓を行く
亀井 茂/照井 一明∥共著・
写真

盛岡タイムス社(印
刷)

2012.4 ｹﾝ/910.268/ｶﾒ ○

77 宮沢賢治を読む 荻原 桂子∥著 花書院 2012.4
ｹﾝ/910.268/
ｵｷﾞ ○

78 宮沢賢治記念館年報  平成23年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館 [2012]
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2011 ○

79 宮沢賢治記念館年報  平成22年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館 2011
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2010 ○

80 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』 ロジャー　パルバース∥著 NHK出版 2011.12
ｹﾝ/913.6/
ﾊﾟﾙ ○

81 宮沢賢治現実の遠近法 佐々木 ボグナ∥著
京都大学学術出版
会

2013.3 ｹﾝ/910.268/ｻｻ ○

82 宮沢賢治絶唱かなしみとさびしさ 小林 俊子∥著 勉誠出版 2011.8
ｹﾝ/910.268/
ｺﾊﾞ ○

83 宮澤賢治地学用語辞典 加藤 碵一∥著 愛智出版 2011.9 ｹﾝ/910.268/ｶﾄ

84 宮沢賢治と石川啄木 ー 徳間書店 2012.10 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

85 宮沢賢治と玄侑宗久 ー
こおりやま文学の
森資料館

2012.10 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

86 宮沢賢治の宇宙 三原 正資∥著 日蓮宗新聞社 2012.5 ｹﾝ/910.268/ﾐﾊ ○

87 宮沢賢治の劇世界 川村 光夫∥著
『宮沢賢治の劇世
界』刊行委員会

2011.10 ｹﾝ/775.5/ｶﾜ ○

88 宮沢賢治の心を読む　1 草山 万兎∥著 童話屋 2011.9
ｹﾝ/910.268/ｸｻ
/1 ○

89 宮沢賢治の心を読む　2 草山 万兎∥著 童話屋 2012.7
ｹﾝ/910.268/ｸｻ
/2 ○

90 宮沢賢治のことば 本田 有明∥著 サンマーク出版 2011.9 ｹﾝ/910.268/ﾎﾝ ○

91 宮澤賢治のことば
宮澤 賢治∥[著]
澤村 修治∥編　著

理論社 2012.2 ｹﾝ/917/ﾐﾔ ○

92 宮澤賢治の五輪峠 佐々木 賢二∥著 コールサック社 2013.1 ｹﾝ/911.52/ｻｻ ○

93 宮沢賢治の菜食思想 鶴田 静∥著 晶文社 2013.6 ｹﾝ/910.268/ﾂﾙ ○

94 宮澤賢治の視点と心象 東 百道∥著 木鶏社 2012.7
ｹﾝ/910.268/
ﾋｶﾞ ○

95 宮澤賢治の深層 小松 和彦∥編 法藏館 2012.3 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

96 宮沢賢治の世界 吉本 隆明∥著 筑摩書房 2012.8 ｹﾝ/910.268/ﾖｼ ○

97 宮沢賢治の農業と文学 大島 丈志∥著 蒼丘書林 2013.6 ｹﾝ/910.268/ｵｵ ○

98 宮沢賢治のユートピア志向 黄 英∥著 花書院 2009.2 ｹﾝ/910.268/ﾎｵ ○

99 八ケ岳の空から 大村 紘一郎∥著 山梨ふるさと文庫 2011.10 ｹﾝ/910.268/ｵｵ ○

100 羅須地人協会の真実 鈴木 守∥著 友藍書房 2013.2
ｹﾝ/910.268/
ｽｽﾞ ○

101 朗読『宮沢賢治が伝えること』 ー
[シス・カンパニ
－]

[2012] ｹﾝ/775.1/ﾛｳ ○

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

102 愛のことだま 山波 言太郎∥著 でくのぼう出版 2011.10 ｹﾝ/147.7/ﾔﾏ ○

103
アイリス・マードックと宮澤賢治の同質
性

室谷 洋三∥著 大学教育出版 2013.6 ｹﾝ/930.278/ﾑﾛ ○

104
青山語文  第43号
「宮澤賢治「やまなし」再論」（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

2013.3
ｹﾝ/910.268/ｱｵ
/43 ○

105 ARTing　特別増刊号 ー ARTing福岡 2012.12 ｹﾝ/910.268/ｱﾃ

106 ウィリアム・モリスのマルクス主義 大内 秀明∥著 平凡社 2012.6
ｹﾝ/309.0233/
ｵｵ ○
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107 美しき原風景 河野 保雄∥編著 芸術現代社 2012.1 ｹﾝ/702.16/ｺｳ ○

108
桜美林世界文学　第9号
「宮沢賢治の文学における故郷」（趙秀英著）

桜美林大学世界文学会∥編集
桜美林大学世界文
学会

2013.3
ｹﾝ/910.268/ｵｳ
/9 ○

109 大村孝子詩選集一二四篇 大村 孝子∥著 コールサック社 2012.4 ｹﾝ/911.56/ｵｵ ○

110

お茶の水女子大学比較日本学教育研究
センター研究年報  第7号
「宮沢賢治の童話「セロ弾きのゴーシュ」における
音楽的な一考察-ベートーヴェン交響曲第六番
「田園」と第九番「合唱」の精神-」（黄毓倫著）

お茶の水女子大学比較日本学
教育研究センター∥編集

お茶の水女子大学比
較日本学教育研究セ
ンター

2011.3
ｹﾝ/910.268/ｵﾁ
/7 ○

111

お茶の水女子大学比較日本学教育研究
センター研究年報  第8号
「宮澤賢治とファン・ゴッホ -相互照射の試み-」
（稲賀繁美著）

お茶の水女子大学比較日本学
教育研究センター∥編集

お茶の水女子大学比
較日本学教育研究セ
ンター

2012.3
ｹﾝ/910.268/ｵﾁ
/8 ○

112 終わりなきパッション 守中 高明∥著 未來社 2012.3 ｹﾝ/104/ﾓﾘ ○

113
海外事情研究  第39巻第2号
「宮沢賢治と樺太」（奥山文幸著）

ー
熊本学園大学付属
海外事情研究所

2012.3
ｹﾝ/910.268/ｶｲ
/39-2 ○

114 鏡の国としての日本 王 敏∥著 勉誠出版 2011.10 ｹﾝ/361.5/ﾜﾝ ○

115
川口短大紀要　第25号
「リアルとヴァ－チャル-宮沢賢治作品(技術的
視点)-」（永嶋浩著）

川口短期大学∥編集 川口短期大学 2011.12
ｹﾝ/910.268/ｶﾜ
/25 ○

116
川口短大紀要　第26号
「宮沢賢治:賢治のシステム設計論」（永嶋浩著）

川口短期大学∥編集 川口短期大学 2012.12
ｹﾝ/910.268/ｶﾜ
/26 ○

117
学苑  平成23年3月号
「「狼森と笊森、盗森」を読む -〈聖なるもの〉なら
びに〈人間たち〉と〈森たち〉と-」（遠藤祐著）

ー
昭和女子大学近代文
化研究所

2011.3
ｹﾝ/910.268/
ｶﾞｸ/2011-3

118 学校改革の哲学 佐藤 学∥著 東京大学出版会 2012.3 ｹﾝ/370.4/ｻﾄ ○

119 ガリ版ものがたり 志村 章子∥著 大修館書店 2012.3 ｹﾝ/749.8/ｼﾑ ○

120
九大日文　14
「黄英著『宮沢賢治のユ－トピア志向-その生
成、崩壊と再構築-』」（頼怡真著）

九州大学日本語文学会「九大日
文」編集委員会∥編集

九州大学日本語文学
会「九大日文」編集
委員会

2009.10
ｹﾝ/910.268/ｷﾕ
/14 ○

121

九大日文　16
「「ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記」論-大
正七年からみる「ばけもの世界」とは-」（頼怡真
著）

九州大学日本語文学会「九大日
文」編集委員会∥編集

九州大学日本語文学
会「九大日文」編集
委員会

2010.10
ｹﾝ/910.268/ｷﾕ
/16 ○

122

九大日文　20
「中国雑誌「女声」の文芸欄をめぐって-宮沢賢
治の「注文の多い料理店」を中心に-」（頼怡真
著）

九州大学日本語文学会「九大日
文」編集委員会∥編集

九州大学日本語文学
会「九大日文」編集
委員会

2012.10
ｹﾝ/910.268/ｷﾕ
/20 ○

123

九大日文　21
「「ひかりの素足」論-楢夫の「子捨て」におけるグ
リム童話「ヘンゼルとグレ－テル」との関連性-」
（頼怡真著）

九州大学日本語文学会「九大日
文」編集委員会∥編集

九州大学日本語文学
会「九大日文」編集
委員会

2013.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾕ
/21 ○

124
紀要  第6号
「小鹿野町における宮沢賢治の足跡-田【ジマ】
保日記の記述から見えるもの-」 （大明敦著）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
∥編集

埼玉県立歴史と民
俗の博物館

2012.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/6 ○

125
紀要  第7号
「埼玉における賢治詠歌の一考察-「粋なもやう
の博多帯」の片岩について-」 （大明敦著）

埼玉県立歴史と民俗の博物館
∥編集

埼玉県立歴史と民
俗の博物館

2013.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/7 ○

126
京都語文  第18号
「宮沢賢治「農民芸術概論」と心霊研究-霊智
教メモの背景を中心に-」（坂井健著）

佛教大学国語国文学会∥編集
佛教大学国語国文
学会

2011.11
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/18 ○

127 キリスト教と日本の深層 加藤 信朗∥監修
オリエンス宗教研
究所

2012.3 ｹﾝ/192.1/ｷﾘ ○

128
季論21
「3・11と宮沢賢治」（三上満著）

『季論21』編集委員会∥編集
『季論21』編集委
員会

2012.4
ｹﾝ/910.268/ｷﾛ
/16 ○

129 近現代詩の可能性 フェリス女学院大学∥編集
フェリス女学院大
学

2011.3 ｹﾝ/911.52/ｷﾝ ○

130 近代化の中の伝統宗教と精神運動 岩田 文昭∥研究代表 [岩田文昭] 2012.3 ｹﾝ/188.72/ﾁｶ ○

131 近代語研究 第16集 近代語学会∥編 武蔵野書院 2012.3
ｹﾝ/810.25/ｷﾝ
/16 ○

132 近代詩雑纂 飛高 隆夫∥著 有文社 2012.3 ｹﾝ/911.52/ﾋﾀﾞ ○

133 近代の光と闇 色川 大吉∥著 日本経済評論社 2013.1 ｹﾝ/210.6/ｲﾛ ○

134
近代文学研究と資料　第2次第6集
「詩人の「プロペラ」 -全集刊行までの草野心平
による宮沢賢治評価」（大野香織著）

ー
早稲田大学大学院教
育学研究科千葉・金
井・石原研究室

2012.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾝ
/2-6 ○

135
近代文学論集　第38号
「宮沢賢治童話の「兄妹もの」-「青い鳥」「山椒
大夫」との比較-」（頼怡真著）

日本近代文学会九州支部「近代文
学論集」編集委員会∥編集

日本近代文学会九州
支部「近代文学論
集」編集委員会

2013.2
ｹﾝ/910.268/ｷﾝ
/38 ○

136 愚者の精神史きれぎれ 綱澤 満昭∥著 海風社 2011.11 ｹﾝ/289.1/ﾂﾅ ○

137 敬語の研究 藁谷 隆純∥著 おうふう 2012.11 ｹﾝ/815.8/ﾜﾗ ○
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138
研究紀要  第53号
「宮沢賢治『グスコ－ブドリの伝記』における「技
術者倫理」」(笠井哲著)

福島工業高等専門学校∥編集
福島工業高等専門
学校

2012.12
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/53

139 賢治・南吉・戦争児童文学 木村 功∥著 和泉書院 2012.2 ｹﾝ/909.3/ｷﾑ ○

140

言語態　第12号
「宮沢賢治文学の中の「異人」-集団・秩序の形
成と「異人」の産出:宮沢賢治『寓話猫の事務所』
試論-」（鄭秀鎮著）

言語態研究会∥編集 言語態研究会 2012.12
ｹﾝ/910.268/
ｹﾞﾝ/12 ○

141 言語表現学叢書　第3巻
文学の言語表現学

表現学会∥編 清文堂出版 2013.6 ｹﾝ/801.6/ｹﾞﾝ/3 ○

142 幻想文学講義 東 雅夫∥編 国書刊行会 2012.8 ｹﾝ/904/ｹﾞﾝ ○

143
甲南女子大学研究紀要  第49号
「宮沢賢治「文語詩稿一百篇」評釈1」（信時哲
郎著）

ー
甲南女子大学図書
委員会

2013
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/49 ○

144
国語国文薩摩路  第53号
「佐藤春夫・宮澤賢治初期作品の構造」（廣瀬
晋也著）

ー
鹿児島大学法文学部
国語国文学研究室

2009.3 ｹﾝ/910.5/ｺｸ/53 ○

145
国際子ども図書館児童文学連続講座講義
録　平成22年度

国立国会図書館国際子ども図
書館∥編集

国立国会図書館国際
子ども図書館

2011.9
ｹﾝ/909.05/ｺｸ
/2010 ○

146
国文白百合  43号
「宮沢賢治「セロ弾きのゴ－シュ」論」（矢花真理
子著）

白百合女子大学国語国文学会
∥編集

白百合女子大学国語
国文学会

2012.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/43 ○

147 心と脳に効く名言 茂木 健一郎∥著 PHP研究所 2011.8 ｹﾝ/159.8/ﾓｷﾞ ○

148 ことばの教育 北原 保雄∥著 勉誠出版 2011.7 ｹﾝ/810.7/ｷﾀ ○

149
駒澤大学心理臨床研究  第12号
「続･オリ－ヴの園のキリスト-宮沢賢治の短歌に
あらわれたヨハネ-」（栗原文子著）

ー
駒澤大学コミュニ
ティ・ケアセンタ－

2013.7
ｹﾝ/910.268/ｺﾏ
/12

150
コンテンツ文化史研究  第1号
「「オタク文化」時代に宮沢賢治を読む -「擬人
化」の諸様態をめぐって-」（中村晋吾著）

コンテンツ文化史学会∥編集
コンテンツ文化史学
会

2009.4
ｹﾝ/910.268/ｺﾝ
/1

151 サブ・ローザ 鈴木 創士∥著 現代思潮新社 2012.1 ｹﾝ/019/ｽｽﾞ ○

152 3・11を総合人間学から考える 総合人間学会∥編 学文社 2013.6 ｹﾝ/114.04/ｻﾝ ○

153 残照の日本近代文学 佐久間 保明∥著 ゆまに書房 2013.3 ｹﾝ/910.262/ｻｸ ○

154 詩的言語論 網谷 厚子∥著 国文社 2012.12 ｹﾝ/911.04/ｱﾐ ○

155 詩的言語の現在 芳賀 章内∥著 コールサック社 2012.4 ｹﾝ/911.5/ﾊｶﾞ ○

156

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13号
「台湾では翻訳されない賢治童話「雪渡り」-異
本作業としての翻訳という観点から-」（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
－

2013.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/13 ○

157
實踐國文學　第80号記念号
「宮沢賢治の仏教とはどのようなものであったか
(上)-「法華経」との出会いまで-」（栗原敦著）

ー 実践国文学会 2011.10
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾂ/80 ○

158
實踐國文學　第81号
「「銀河鉄道の夜」ジョバンニとその家族-改稿が
もたらしたジョバンニのよりどころ-」（田嶋彩香著）

ー 実践国文学会 2012.3
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾂ/81 ○

159
實踐國文學　第82号
「意識的と無意識的と-「銀河鉄道の夜」に触れ
て-」（栗原敦著）

ー 実践国文学会 2012.10
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾂ/82 ○

160
せかい伝記図書館  36
宮沢賢治 湯川秀樹

有吉 忠行∥[ほか]著 いずみ書房 2012.6 ｹﾝ/280/ｾｶ/36 ○

161
想林　第3号
「宮沢賢治の宇宙観-四次元の世界で遊んだ地
質学者-」（朴鍾振著）

地域人間科学研究所∥編
江角学びの交流セン
タ－地域人間科学研
究所

2012.3
ｹﾝ/910.268/ｿｳ
/3 ○

162 高木仁三郎セレクション 高木 仁三郎∥著 岩波書店 2012.7 ｹﾝ/543.5/ﾀｶ ○

163 楕円幻想 武田 秀夫∥著 現代書館 2013.5 ｹﾝ/904/ﾀｹ ○

164
中央大學國文　第55号
「宮沢賢治晩年の思想-晩年の改稿をめぐる一
考察-」（大場有里子著）

中央大學國文學會∥編集 中央大學國文學會 2012.3
ｹﾝ/910.268/ﾁﾕ
/55 ○

165
地理教育研究  No.5
「地理教育への宮沢賢治思想の活用可能性に
関する考察」（八田二三一著）

全国地理教育学会∥編集 全国地理教育学会 2009.10
ｹﾝ/910.268/ﾁﾘ
/5 ○

166 地理教育・社会科教育の理論と実践 山口 幸男∥編 古今書院 2012.2 ｹﾝ/375.33/ﾁﾘ ○

167
鶴見大学紀要  第49号
「宮沢賢治『雪渡り』と幼年童話」（山田吉郎著）

ー 鶴見大学 2012.3
ｹﾝ/910.268/ﾂﾙ
/49

168 寺山修司研究  第6号 国際寺山修司学会∥編 文化書房博文社 2013.4
ｹﾝ/910.268/ﾃﾗ
/6 ○

169 東西文化の磁場 山野 英嗣∥編 国書刊行会 2013.3 ｹﾝ/702.16/ﾄｳ ○
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170

東北学院大学キリスト教文化研究所紀要
第30号
「杉山元治郎と宮澤賢治-宗教的遍歴と甲種
農学校出身者としての使命感-（1）」（岩
本由輝著）

ー
東北学院大学キリス
ト教文化研究所

2012.6
ｹﾝ/910.268/ﾄｳ
/30 ○

171

東洋大学人間科学総合研究所紀要  第14
号
「『注文の多い料理店』論-〈山〉の異界について
-」（高橋直美著）

東洋大学人間科学総合研究所
紀要編集委員会∥編集

東洋大学人間科学
総合研究所

2012.3
ｹﾝ/910.268/ﾄｳ
/14 ○

172 渚と修羅 高橋 郁男∥著 コールサック社 2013.3 ｹﾝ/369.31/ﾀｶ ○

173 永瀬清子とともに 藤原 菜穂子∥著 思潮社 2011.6 ｹﾝ/911.52/ﾌｼﾞ ○

174
長野県短期大学紀要  第67号
「擬音語・擬態語の考察-『注文の多い料理店』
を通して-」（清水登/周桂芳著）

図書館・紀要委員会∥編集 長野県短期大学 2013.2
ｹﾝ/910.268/
ﾅｶﾞ/67 ○

175 西一知 詩と詩論集 西 一知∥著
編集工房ぼくらの
理由

2012.6 ｹﾝ/911.56/ﾆｼ ○

176 西本鶏介児童文学論コレクション 西本 鶏介∥著 ポプラ社 2012.8 ｹﾝ/909/ﾆｼ/2 ○

177
日本一の雑穀産地花巻市の紹介と雑穀料
理レシピ集

岩手県県南広域振興局農政部花巻
農林振興センター∥編集

花巻市農業振興対策
本部雑穀振興対策室

2011.3 ｹﾝ/616.6/ﾆﾎ ○

178
二松學舍大学人文論叢  第90輯
「宮沢賢治「なめとこ山の熊」の深層構造-<読み
>の再創成の試み-」（大谷哲著）

ー
二松學舍大学人文
学会

2013.3
ｹﾝ/910.268/ﾆｼ
/90 ○

179

日本語・日本学研究  vol.2
「賢治作品にみられるキリスト教的モチ－フ-十
字架とマリア像について-」（プラット・アブラハム・
ジョ－ジ著）「ジョ－ジ報告コメント」（柴田勝二
著）「プラット・アブラハム・ジョ－ジ報告-質問と
討論の要旨-」（中野敏男著）

東京外国語大学国際日本研究
センタ－∥編集

東京外国語大学国
際日本研究センタ
－

2012.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/2 ○

180 日本の作家が語るボルヘスとわたし 野谷 文昭∥編 岩波書店 2011.9 ｹﾝ/960.2/ﾆﾎ ○

181
日本文学　No.560(2000-2)
「「イーハトヴ」の近代-「東北」の記憶と忘却-」
（段裕行著）

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2000.2
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/49-2

182

日本文学　No.720(2013-6)
「もの足りない農本主義-宮沢賢治「ポラーノの
広場」における産業組合と『家の光』-」（五嶋千
夏著）

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2013.6
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/62-6 ○

183
日夲文学会学生紀要  第21号
「宮沢賢治「貝の火」論-ホモイ失明の理由-」
（啄木・賢治研究会著）

盛岡大学日本文学会∥編集
盛岡大学日本文学
会

2013.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/21

184 日本文学史  近代・現代篇8
ドナルド　キーン∥著
新井 潤美∥訳

中央公論新社 2012.9 ｹﾝ/910.2/ｷﾝ ○

185

人間・植物関係学会雑誌
第12巻第1号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する農業
(前篇・後篇)」（石井竹夫著）

ー
人間・植物関係学
会

2012.9
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/12-1 ○

186 花巻へ行こう ー 花巻市観光課 2011.12 ｹﾝ/291.22/ﾊﾅ ○

187 反原発の思想史 絓 秀実∥著 筑摩書房 2012.2
ｹﾝ/309.021/
ｽｶﾞ ○

188 ひとりっきりの戦争機械 鈴木 創士∥著 青土社 2011.6 ｹﾝ/914.6/ｽｽﾞ ○

189

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大
学部研究紀要  第4号
「宮沢賢治「農民芸術概論綱要」にみる共生-賢
治と法華経、そして重症心身障がい福祉-」（遠
藤六朗著）

びわこ学院大学/びわこ学院
大学短期大学部∥編集

びわこ学院大学・び
わこ学院大学短期大
学部

2013.3
ｹﾝ/910.268/
ﾋﾞﾜ/4 ○

190

藤女子大学人間生活学部紀要
第50号
「宮澤賢治の聖い資糧-栄養療法の知的枠
組についての研究10-」（藤井義博著）

紀要編集委員会∥編集 藤女子大学 2013.3
ｹﾝ/910.268/
ﾌｼﾞ/50 ○

191 ふくしまと文豪たち 菅野 俊之∥著 歴史春秋出版 2013.2 ｹﾝ/910.26/ｶﾝ ○

192 文学が教育にできること 田中 実/須貝 千里∥編 教育出版 2012.3 ｹﾝ/375.85/ﾌﾞﾝ ○

193 文学の径(こみち)を歩く 片山 晴夫∥著 蒼丘書林 2012.11 ｹﾝ/910.26/ｶﾀ ○

194

文学部企画学術講演会・シンポジウム報
告書
「宮澤賢治とキリスト教者との交流:作品中のキリ
スト教的モチーフを中心に」（P.A.ジョージ著）

國學院大學文学部∥編集 國學院大學 2013.3 ｹﾝ/910.23/ﾌﾞﾝ ○

195

文学部紀要　25-1
「『宮沢賢治イーハトヴ学事典』を検証する-先行
研究の無視は「研究」足り得るか-」（鈴木健司
著）

文教大学文学部紀要委員会∥
編集

文教大学 2011.9
ｹﾝ/910.268/
ﾌﾞﾝ/25-1 ○
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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

196
文学部紀要　26-2
「宮沢賢治文学における地学的想像力・補遺二
題 -<種山ケ原><鬼越山>-」（鈴木健司著）

文教大学文学部紀要委員会∥
編集

文教大学 2013.3
ｹﾝ/910.268/
ﾌﾞﾝ/26-2

197
文藝と批評  第11巻第3号
「「他者の言葉」で語ること -賢治童話における
「擬人法」の成立-」（中村晋吾著）

文藝と批評の会∥編集 文藝と批評の会 2011.5
ｹﾝ/910.264/
ﾌﾞﾝ/11-3 ○

198 凡夫の救済 林 正文∥著 ツーワンライフ 2013.4 ｹﾝ/910.268/ﾊﾔ ○

199

宮城学院女子大学大学院人文学会誌
第13号
「宮沢賢治のオノマトペ研究-童話作品を中心
に-」（ 関口麻穂著）

宮城学院女子大学大学院∥編
集

宮城学院女子大学大
学院

2012.3
ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ
/13

200 冥顕論
池見 澄隆∥編著
安藤 佳香∥[ほか著]

法藏館 2012.3 ｹﾝ/162.1/ｲｹ ○

201 名詩の美学 西郷 竹彦∥著 黎明書房 2011.8 ｹﾝ/911.5/ｻｲ ○

202
民医連医療  No.484(2012-12)
「震災に生きる宮沢賢治の世界観」（三上満著）

ー
全日本民主医療機関
連合会

2012.12
ｹﾝ/910.268/ﾐﾝ
/484 ○

203 もの食う本 木村 衣有子∥著 筑摩書房 2011.12 ｹﾝ/596.04/ｷﾑ ○

204 森田療法のいま 青木 薫久∥編著 批評社 2011.10 ｹﾝ/493.72/ｱｵ ○

205
やまかわうみ　2011.冬
「宮澤賢治と東日本大震災-自然観察者のまな
ざし-」（澤口たまみ著）

ー
アーツアンドクラ
フツ

2011.12
ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ
/2011-4 ○

206 豊かな言語生活者を育てる 桑原 隆∥編著 東洋館出版社 2012.2 ｹﾝ/375.8/ｸﾜ ○

207
横浜国大国語教育研究　第35号
「『宮沢賢治追悼』の戦略-詩人ス－ルダツタと
<宮沢賢治>の相互交通-」（構大樹著）

横浜国立大学国語教育研究会
∥編集

横浜国立大学国語教
育研究会

2011.10
ｹﾝ/910.268/ﾖｺ
/35 ○

208 ライプニッツのモナド論とその射程 酒井 潔∥著 知泉書館 2013.5 ｹﾝ/134.1/ﾗｲ ○

209 流砂　06(2013) 『流砂』編集委員会∥編集 『流砂』編集委員会 2013.3 ｹﾝ/051.3/ﾘﾕ/6 ○

210 私自身であろうとする衝動 倉数 茂∥著 以文社 2011.9 ｹﾝ/910.262/ｸﾗ ○
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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　31巻4・5号～33巻3号
2011.7～
2013.6

S/051/ｼﾞ2 ○

2
宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報
43～46号

2011.9～
2013.3

KS/ｹﾝ/ﾐ3 ○

3 宮沢賢治記念館通信 105～108号
2011.9～
2013.3

KS/ｹﾝ/ﾐ1

4 宮澤賢治『銀河苹果』通信　創刊号 2011.9 KS/ｹﾝ/ミ6
期限付
禁帯

5 宮沢賢治研究Annual 22号 2012.3 KS/ｹﾝ/ﾐ2
期限付
禁帯

6
宮沢賢治センター通信 （岩手大学内）
13～17号

2011.11～
2013.3

KS/ｹﾝ/ミ5

7 山猫通信 168～179号
20118～
2013.6

KS/ｹﾝ/ﾔ1

8 論攷宮沢賢治 10号～11号
2012.1～
2013.1

KS/ｹﾝ/ﾛ1 ○

9 ワルトラワラ 34～35号
2012.4～
2012.11

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

10
AERA 25巻19号
「万物への哀憎」忘れた近代化の末に　宮沢
賢治の「伝言」に耳を澄ます

高橋　郁男 朝日新聞出版 2012.5
S/051/ｱ5/
25-19

11
岩手経済研究　357号
賢治と田野畑と震災と　復興の精神と防災
意識を子々孫々へ

ー 岩手経済研究所 2012.7 KS/33/ｲ3/357

12
化学　68巻7号
元素で彩られた宮沢賢治の世界ー作品のな
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

13
キネマ旬報　1615号
宮沢賢治世界を再び　グスコーブドリの伝記

ー キネマ旬報社 2012.7 S/778/ｷ1/1615

14

現代詩手帖　54巻8号
宮沢賢治、妹からの視線②　極点に記され
た二つの言葉　「無声慟哭」三部作をめぐっ
て

吉田　文憲 思潮社 2011.8
S/911/ｹﾞ3/
54-8

15
現代詩手帖　54巻9号
宮沢賢治、妹からの視線③　二つの野原
「風林」「白い鳥」の位置

吉田　文憲 思潮社 2011.9
S/911/ｹﾞ3/
54-9

16
現代詩手帖　54巻10号
宮沢賢治、妹からの視線④　「尋常一年生」
の叫び　「青森挽歌」を読む１

吉田　文憲 思潮社 2011.10
S/911/ｹﾞ3/
54-10

17
現代詩手帖　54巻11号
宮沢賢治、妹からの視線⑤　対立のむこう側
「青森挽歌」を読む２

吉田　文憲 思潮社 2011.11
S/911/ｹﾞ3/
54-11

18
現代詩手帖　55巻3号
朗読劇　銀河鉄道の夜　宮沢賢治「銀河鉄
道の夜」から

古川　日出男
管　啓次郎

思潮社 2012.3
S/911/ｹﾞ3/
55-3

19
月刊天文ガイド　47巻9号
藤井旭が見に行く　宮澤賢治「銀河鉄道の
夜」と親友・保阪嘉内

藤井　旭 誠文堂新光社 2011.8
S/440/ｹﾞ1/
47-9

20
現代思想　40巻8号
吉本隆明と自然史　マルクス・ランボー・宮
沢賢治

檜垣　立哉 青土社 2012.6
S/105/ｹﾞ1/
40-8

21
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

22
国立国会図書館月報　624号
天沢退二郎さんに聞く  21世紀の宮沢賢治

宮川　健郎
天沢　退二郎

国立国会図書館 2013.3 S/010/ｺ4/624

23
詩とファンタジー　5巻2号
特集　宮沢賢治の「春と修羅」

ー かまくら春秋社 2012.6 S/911/ｼ15/5-2

24

書斎の窓　613号
児童文学の宗教的ロジック第１回　銀河鉄
道のスピリチュアリティとドグマ　宮沢賢治
「銀河鉄道の夜」（一）

中村　圭志 有斐閣 2012.4 S/020/ｼ6/613 ○

25
書斎の窓　614号
児童文学の宗教的ロジック第2回　消えたブ
ルカニロ博士　宮沢賢治「銀河鉄道の夜」

中村　圭志 有斐閣 2012.5 S/020/ｼ6/614 ○

出版者等

宮沢賢治センター （岩手大学内）

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

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

宮澤賢治『銀河苹果』の会

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

26
白百合女子大学キリスト教文化研究論集
13号
賢治とキリスト教(13)

宮澤　健太郎
白百合女子大学キリ
スト教文化研究所

2012.2 S/051/ｼ39/13

27
白百合女子大学キリスト教文化研究論集
14号
賢治とキリスト教(14)

宮澤　健太郎
白百合女子大学キリ
スト教文化研究所

2013.3 S/051/ｼ39/14

28

白百合女子大学児童文化研究センター研
究論文集　15号
「注文の多い料理店」の絵本化に見る異本
作業

陳　瀅如
白百合女子大学児童
文化研究センター

2012.3 S/051/ｼ40/15

29
新潮45　31巻2号
「共死」を想え 最終回　宮沢賢治末期の声

山折　哲雄 新潮社 2012.2 S051/ｼ27/31-2

30
GSJ地質ニュース　1巻10号
温故知新・宮沢賢治と保阪嘉内の「秩父巡
検」考

加藤　碵一
産業技術総合研究所
地質調査総合セン
ター

2012.10
S/450/ｼﾞ1/
1-10 ○

31
すばる　33巻8号
宮澤賢治からの新たな通信

鈴木　貞美 集英社 2011.7
S/905/ス2/
33-8

32
短歌　60巻7号
若手歌人による近代短歌研究（十五）宮沢
賢治

染野　太朗 角川学芸出版 2013.5
S/911/ﾀ4/
60-7

33
大法輪　78巻10号
金子みすゞと宮沢賢治

槌賀　七代 大法輪閣 2011.10
S/180/ﾀﾞ1/
78-10

34
大法輪　79巻4号
特集　宮沢賢治と仏教

― 大法輪閣 2012.4
S/180/ﾀﾞ1/
79-4

35
大法輪　80巻6号
大法輪カルチャー講座[新連載] ≪宮沢賢
治≫入門①－透明な軌道の旅人ー

大角　修 大法輪閣 2013.6
S/180/ﾀﾞ1/
80-6

36
大法輪　80巻7号
大法輪カルチャー講座≪宮沢賢治≫入門②
父よ父よー小学・中学時代―

大角　修 大法輪閣 2013.7
S/180/ﾀﾞ1/
80-7

37
美術手帖　975号
足裏の記憶ー思想家を旅する(第９回)宮沢
賢治×花巻[岩手]

北川　フラム 美術出版社 2012.11 S/705/ﾋﾞ3/975

38
月刊MOE　33巻10号
東北応援企画・生誕115周年　宮沢賢治　詩
と童話と旅

ー 白泉社 2011.9
S/726/ｹﾞ1/
33-10

39
ユリイカ　44巻11号
岩手で、宮城で、福島で賢治を待ちながら
朗読劇『銀河鉄道の夜』をめぐって

柴田 元幸/管 啓次郎/
古川 日出男/和倉 亮一

青土社 2012.9
S/905/ﾕ1/
44-11

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

40 イーハトーヴ交響曲 冨田  勲∥作詞  作曲 日本コロムビア 2013.1 CK/R01/ﾐﾔ ○

41 永遠に残したい日本の詩歌大全集2 真野  響子∥朗読 ポニーキャニオン 2012.6 CK/G08/ﾐﾔ ○

42 「風の又三郎」「虔十公園林」他5編 ｗｉｓ∥朗読 響林社 2012.5 CK/G08/ﾐﾔ ○

43 がんばろう！日本  宮沢賢治シリーズ
川越  芳雄∥作曲・編集・
演奏

エッセンス（制
作）

2013 DK/910.2/ﾐﾔ ○

44 銀河の森とわたしたちのくらし ー
いわて芸術文化技術
共育研究所（制作）

2012 DK/163.1/ｷﾞﾝ ○

45 銀河鉄道の夜 ｗｉｓ∥朗読 響林社 2013.4 CK/G08/ﾐﾔ ○

46 グスコーブドリの伝記 ｗｉｓ∥朗読 響林社 2012.9 CK/G08/ﾐﾔ ○

47 グスコーブドリの伝記 宇井  孝司∥監督 サザンウインド 〔2012.12〕 DK/778.7/ｸﾞｽ ○

48 告別
高橋  悌子∥作曲  朗読
歌唱

高橋悌子（製作） 2012.2 CK/G08/ﾐﾔ ○

49 宮沢賢治の生涯 小山  哲哉∥監督
キャピタルピク
チャーズ

2011.8 DK/910.2/ﾐﾔ ○
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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 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 ○

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

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

27 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 ○

28 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 ○

29 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 ○

30 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 ○

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

32 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 ○

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

34 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 ○

35 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 ○

【3階児童コーナー 】 
■ けんじさんのせかい ■ 
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36 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 ○

37 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 ○

38 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 ○

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

40 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 ○

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

42 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 ○

43 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 ○

44 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 ○

45 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 ○

46 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 ○

47 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 ○

48 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

さんこう社 2009.5 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ ○

49 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
太田 大八∥絵

講談社 2009.3 JK/913/ﾐﾔ ○

50 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 ○

51 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 ○

52 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 ○

53 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 ○

54 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 ○

55
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 ○

56
注文の多い料理店 セロ弾きのゴー
シュ 猫の事務所

宮沢 賢治∥原作
湖東 美朋∥漫画

金の星社 2011.1 JK/913/ﾐﾔ ○

57 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 ○

58 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 ○

59 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 ○

60 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 ○

61 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 ○

62 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 ○

63 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 ○

64 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 ○

65 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 ○

66 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 ○

67 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 ○

68 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 ○

69 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 ○

70 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 ○

71 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 ○

72 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 ○

73 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 ○
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74 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 ○

75 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 ○

76 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 ○

77 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 ○

78 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 ○

79 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 ○

80 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 ○

81 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 ○

82 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 ○

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

84 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 ○

85 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 ○

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

87 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 ○

88 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 ○

89 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 ○

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

91 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 ○

92 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 ○

93 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 ○

94 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 ○

95 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 ○

96 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 ○

97 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 ○

98 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 ○

99 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

100 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 ○

101 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 ○

102 岩手県ポラン町字七つ森へ
和順 高雄∥文
中里 和人∥写真

偕成社 1995.1 JK/289/ｺｳ152 ○

103 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 ○

104 “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 ○

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

106 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 ○

107 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 ○

108 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 ○

109 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 ○
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110 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 ○

111
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 ○

112 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 ○

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

114 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 ○

115 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 ○

116 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 ○

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

118 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 ○

119 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 ○

120 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 ○

121 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 ○

122 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 ○

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

124 宮沢賢治
保永　貞夫∥著
市川　禎男∥絵

講談社 1980.3 JK/289/ﾃｲ12 ○

125 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 ○

126 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 ○

127 わが心の宮沢賢治 屋比久 貞雄∥著 郁朋社 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 1924～25 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

賢治のオノマトペ
オノマトペとは

No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

18 宮沢賢治キーワード図鑑 ー 平凡社 1996.7 ｹﾝ/ﾐ56ｲ ○

19 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 ○

20 オノマトペ擬音・擬態語をたのしむ 田守 育啓∥著 岩波書店 2002.9 814/ﾀﾓ ○

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

22
宮沢賢治オノマトペ索引　童話篇（昭和
55年度卒業論文）

松田 嗣敏∥[著] ー 1981.3 ｹﾝ/ﾏ6/1

双子の星
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

23 宮沢賢治　風を織る言葉 小林 俊子∥著 勉誠出版 2003.6
ｹﾝ/910.268/
ｺﾊﾞ ○

24 宮沢賢治歌曲集 宮沢　賢治∥著 宮沢賢治の会 ー ｹﾝ/15/24

25 双子の星
宮沢　賢治∥作
遠山　繁年∥絵

偕成社 1987.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

26 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 ○

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

かしわばやしの夜

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」

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」

【4階展示コーナー 】 
■ 賢治 ことばのふしぎ ■ 
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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 注文の多い料理店　イーハトブ童話
宮沢 賢治∥著

杜陵書院 1947.10 ｹﾝ/3/7

29
名著初版本複刻珠玉選  9-[1]
注文の多い料理店

宮沢 賢治∥著 日本近代文学館 1985.4 ｹﾝ/3/105/1

30 かしわばやしの夜
宮沢　賢治∥文
佐藤　国男∥画

福武書店 1987.12 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

31 二十六夜
宮沢　賢治∥著
宮沢 清六∥編

日本書院 1948.4 ｹﾝ/3/10

32 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/ﾁｭｳ
/177 ○

雪渡り
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

33 雪わたり
宮沢　賢治∥著
堀内　誠一∥画

福音館書店 1969 J/913/ﾁｭｳ52 ○

34 雪わたり　新装版
宮沢　賢治∥作
いもと ようこ∥絵

白泉社 2003.11 ｹﾝ/E/ｲﾓ ○

35 宮沢賢治幻想紀行
畑山 博/石 寒太∥編著
中村 太郎∥写真

求龍堂 1996.5 ｹﾝ/ﾊ14/12 ○

やまなし
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

36 やまなし
宮沢　賢治∥文
安藤　徳香∥絵

福武書店 1986.5 JK/ｴﾎﾝ/ｺｳ45 ○

37 やまなし
宮沢　賢治∥作
はやし　ほじろう∥絵

ペンギン社 1985.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

38 鏡をつるし　宮沢賢治遺稿抜萃
宮沢 賢治∥[著]
宮沢 清六∥編輯

宮沢清六 1933.11 ｹﾝ/8/3

39 宮沢賢治イーハトヴ自然館 ネイチャー　プロ編集室∥編 東京美術 2006.8
ｹﾝ/910.268/
ﾐﾔ ○

40 或る日の記録 照井　謹二郎∥著 照井謹二郎 1986.4 K/914/ﾃ1/1

41
先生はほほ～っと宙に舞った 宮沢賢
治の教え子たち

塩原 日出夫∥写真
鳥山 敏子∥文

自然食通信社 1992.7 ｹﾝ/ｼ22/1 ○

No 新聞名 館外貸出

42 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

〔丁丁丁丁丁〕
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

43 宮沢賢治必携 別冊国文学No.6 佐藤 泰正∥編 学灯社 1980 ｹﾝ/ｻ11/1

44 新修　宮沢賢治全集　第5巻 宮沢　賢治∥著 筑摩書房 1979.12 ｹﾝ/8/25/5

45 「疾中」稿論(Kyoritsu review No.15) 川島　裕子∥著
共立女子大学大学院
文芸学研究科

1987.2 ｹﾝ/ｶ19/3

46 宮沢賢治 吉本 隆明∥著 筑摩書房 1996.6
ｹﾝ/910.268/
ﾖｼ

賢治のオノマトペに魅せられた人々
別役実

No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

47
宮沢賢治生誕百年（新聞「読書人」
1996年1月5日掲載）

見田　宗介∥著
別役　実∥著

読書人 1996.1 ｹﾝ/ﾐ23/4

48 ちくま　通巻304号 ー 筑摩書房 1996.7 S/020/ﾁ1

49 華音 Vol.03(2006Summer) ー
美研インターナショ
ナル

2006.6 ｹﾝ/910.5/ｶﾉ ○

50 ジョバンニの父への旅 別役実戯曲集 別役 実∥著 三一書房 1988.2 ｹﾝ/ﾍﾞ1/1

51
宮沢賢治　銀河鉄道の夜　アニメーション
演出台本＆絵コンテ集

別役　実∥著
杉井　ギサブロー∥著

朝日ソノラマ 1985.6 ｹﾝ/9/13

52 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

齋藤孝
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

53
子ども版声に出して読みたい日本語
1

齋藤 孝∥編 草思社 2004.8
ｹﾝ/809.4/ｺｴ
/1 ○

内容

大正12年(1923)4月8日「童話 やまなし」
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54 宮沢賢治という身体 齋藤 孝∥著 世織書房 1997.2
ｹﾝ/910.268/
ｻｲ ○

55 雨ニモマケズ にほんごであそぼ 齋藤 孝∥著 集英社 2005.4 ｹﾝ/816.8/ｻｲ ○

56
声に出して読みたい日本語音読テキ
スト　2

齋藤 孝∥編著 草思社 2007.8 ｹﾝ/809.4/ｻｲ ○

57 声に出して読みたい日本語 齋藤 孝∥著 草思社 2001.9 809.4/ｻｲ/1 ○

Roger Pulvers(ロジャー パルバース)
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

58 雪渡り(Snow Crossing)
宮沢 賢治∥原作
司 修∥絵
英語:Roger Pulvers

ラボ教育センター 1998.12 ｹﾝ/E/ﾂｶ ○

59
セロ弾きのゴーシュ(GAUCHE THE
CELLIST)

宮沢 賢治∥原作
司 修∥絵
英語:Roger Pulvers

ラボ教育センター 1998.12 ｹﾝ/E/ﾂｶ ○

60 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 ○

61 英語で読む宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著
ロジャー　パルバース∥訳

筑摩書房 1997.4 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

62 英語で読む銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著
ロジャー　パルバース∥訳

筑摩書房 1996.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

井上ひさし
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

63 どんぐりと山ねこ 宮沢 賢治∥著 大日本図書 1977 ｹﾝ/3/35

64 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

65 宮沢賢治に聞く 井上 ひさし/こまつ座∥編著 ネスコ 1995.9
ｹﾝ/910.268/
ｲﾉ ○

66 へるめす　1996年7月号 ー 岩波書店 1996.7 ｹﾝ/ﾍ2/96-7 ○

67 どんぐりと山猫
宮沢　賢治∥作
高野　玲子∥絵

偕成社 1989.2 ｹﾝ/3/168ｲ ○

68 どんぐりと山猫　ともだち文庫1 宮沢 賢治∥著 中央公論社 1942 ｹﾝ/3/18

69 どんぐりと山猫 脚本集
宮沢 賢治∥原作
照井 登久子∥脚色

十字屋書店 1950.8 ｹﾝ/3/17

賢治のことば
よだかの星

No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

70 イーハトーヴォ物語 宮沢 賢治∥著 小山書店 1948.12 ｹﾝ/3/16

71 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 ○

72 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 ○

貝の火
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

73 宮沢賢治童話選集　第1巻 宮沢 賢治∥著 大日本雄弁会講談社 1948.7 ｹﾝ/3/11/1

74
貝の火
宮沢賢治動物童話集1 復刻版

宮沢 賢治∥著
宮沢 清六∥編

シグロ 1995 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

75 貝の火
宮沢 賢治∥文
ユノ セイイチ∥画

童心社 1991.11
JK/913/ﾁｭｳ
1262 ○

ポラーノの広場
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 ポラーノの広場
宮沢 賢治∥作
小林 敏也∥画

パロル舎 2001.5 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

77 ポラーノの広場 宮沢　賢治∥〔著〕 角川書店 1984.4 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○
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78 ポラーノの広場
宮沢 賢治∥作
箕田　源二郎∥画

岩崎書店 1989.12
J/908/ﾁｭｳ
11/112 ○

79 ポラーノの広場 宮沢　賢治∥著 新潮社 1995.2 ｹﾝ/3/219

No 新聞名 館外貸出

80 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

81 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

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

82 宮沢賢治全集 第3巻 宮沢 賢治∥著 文圃堂書店 1924 ｹﾝ/8/1-3

83 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 新潮社 1941.12 ｹﾝ/3/45

84 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 三十書房 1950.2 ｹﾝ/3/3

85
宮沢賢治「銀河鉄道の夜」の原稿のす
べて

監修・解説∥入沢康夫 宮沢賢治記念館 1997.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

86 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 ○

87 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
JK/913/ｺｳ
1096/13 ○

88
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 ○

グスコーブドリの伝記
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

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

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

91 グスコーブドリの伝記 アニメ版 宮沢 賢治∥原作 金の星社 1994.3
JK/913/ﾁｭｳ
1340 ○

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

くもん出版 1993.7
JK/913/ｺｳ
1096/10 ○

93
グスコーブドリの伝記
賢治に一番近い波

宮沢　賢治∥原作
ますむら　ひろし∥著

朝日ソノラマ 1983.9 JK/726/ｺｳ2 ○

内容

大正13年(1924)8月5日「花巻の素人田園劇」

大正13年(1924)8月12日夕刊「花巻農校の田園劇」
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