
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
宮沢 賢治∥作
柚木 沙弥郎∥絵

三起商行 2016.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

2 雨ニモマケズ
宮沢 賢治∥詩
松成 真理子∥絵

あすなろ書房 2015.11 ｹﾝ/726.6/ﾏﾂ ○

3
雨ニモマケズ
児童合唱のための

千原 英喜∥作曲
宮沢 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2015.7 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

4 雨ニモマケズ
宮沢 賢治∥作
小林 マキ∥画

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ

5 イーハトーボ　02
junaida∥著
宮澤 賢治∥[著]

サンリード [2015] ｹﾝ/726.6/ｼﾞﾕ/2 ○

6
永訣の朝
混声合唱のための

千原 英喜∥作曲
宮澤 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2015.12 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

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 第2版

西村 朗∥作曲
宮澤 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2016.12 ｹﾝ/767.08/ﾆｼ ○

8 英語で読む宮沢賢治短編集

宮沢 賢治∥原作
ニーナ　ウェグナー∥英文
宇野 葉子∥日本語訳
出水田 隆文∥英語解説

IBCパブリッシング 2016.5 ｹﾝ/837.7/ﾐﾔ ○

9 オツベルと象 虔十公園林
ますむら ひろし∥作画
宮沢 賢治∥原作

三起商行 2015.7 ｹﾝ/726.1/ﾏｽ ○

10
音楽物語鹿踊りのはじまり
混声合唱・フルート・ピアノと語りによる

長澤 勝俊∥作曲
宮澤 賢治∥原作
中江 隆介∥構成
二十三和音の会∥校訂

マザーアース 2016.4 ｹﾝ/767.08/ﾅｶﾞ ○

11 カイロ団長
宮沢 賢治∥作
こしだ ミカ∥絵

三起商行 2015.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

12 風の又三郎
宮沢 賢治∥作
岩崎 美奈子∥絵

KADOKAWA 2016.1 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

13
合唱組曲「業の花びら」
混声合唱のための

小西 奈雅子∥作曲
宮澤 賢治∥作詩

マザーアース 2009.4 ｹﾝ/767.08/ｺﾆ ○

14 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治∥著
冬空 実∥イラスト

双葉社 2016.7 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

15 銀河鉄道の夜
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2015.11 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

16
銀河鉄道の夜
(マンガジュニア名作シリーズ)

宮沢 賢治∥原作
木野 陽∥マンガ

学研教育出版
学研マーケティング(発売)

2015.8 ｹﾝ/726.1/ｷﾉ ○

17
銀河鉄道の夜
かけがえのない親友と、ふしぎな鉄道の旅
へ!

宮沢 賢治∥原作
芝田 勝茂∥文
戸部 淑∥絵
加藤 康子∥監修

学研プラス 2017.5 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

18
銀河鉄道の夜
画集

KAGAYA∥画
宮沢 賢治∥原作

河出書房新社 2015.8 ｹﾝ/726.5/ｶｶﾞ ○

19 銀河鉄道の夜　上 宮沢 賢治∥著 ゴマブックス 2017.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/1 ○

20 銀河鉄道の夜　下 宮沢 賢治∥著 ゴマブックス 2017.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/2 ○

21
賢治断章
男声合唱とピアノのための

なかにし あかね∥作曲
宮沢 賢治∥作詩

河合楽器製作所・出版
部

2015.11 ｹﾝ/767.08/ﾅｶ ○

22 賢治の短歌百首カルタ解説 望月 善次∥監修
[宮沢賢治生誕120年紀念事
業実行委員会]

[2016] ｹﾝ/798/ｹﾝ

23
齋藤孝のイッキによめる!小学生のため
の宮沢賢治　新装版

宮沢 賢治∥[著]
齋藤 孝∥編

講談社 2016.6 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

24 ざしき童子のはなし
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2016.7 ｹﾝ/E/ｺﾊﾞ ○

25 シグナルとシグナレス
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2016.1 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

26 水仙月の四日
宮沢 賢治∥作
柿崎 えま∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

27 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
茂田井 武∥画

福音館書店 2001.8 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

28 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥作
綾 幸子∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

29 セロ弾きのゴーシュ
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2016.12 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

30 注文の多い料理店
宮沢 賢治∥作
Ryoojing∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ

31 月夜のでんしんばしら
宮沢 賢治∥作
泉 雅史∥画

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ

■ 新規収集賢治文庫 ■
平成27年8月1日～平成29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

32 手紙 一
宮沢 賢治∥作
中村 菜都子∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

33 どんぐりと山猫
宮沢 賢治∥作
いもと ようこ∥絵

金の星社 2017.6 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

34
どんぐりと山猫
木版画

宮沢 賢治∥作
畑中 純∥画

蒼天社 2015.9 ｹﾝ/726.6/ﾊﾀ ○

35 猫の事務所
宮澤 賢治∥作
小林 敏也∥画

好学社 2017.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

36 林の底
宮沢 賢治∥作
岩間 淳美∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

37
春と修羅
男声合唱組曲

堀 悦子∥作曲
宮澤 賢治∥作詩

マザーアース 2016.2 ｹﾝ/767.08/ﾎﾘ ○

38 ひのきとひなげし
宮沢 賢治∥作
出久根 育∥絵

三起商行 2015.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

39
ひのきとひなげし
初期形

宮沢 賢治∥作
吉澤 絵理∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ

40 双子の星
宮沢 賢治∥作
木村 晴美∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

41 フランドン農学校の豚
宮沢 賢治∥作
nakaban∥絵

三起商行 2016.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

42 マリヴロンと少女
宮沢 賢治∥作
クリタ ミノリ∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

43 宮沢賢治コレクション　1 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2016.12 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/1 ○

44 宮沢賢治コレクション　2 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2017.1 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/2 ○

45 宮沢賢治コレクション　3 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2017.3 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/3 ○

46 宮沢賢治コレクション　4 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2017.5 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/4 ○

47 宮沢賢治コレクション　5 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2017.6 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/5 ○

48 宮沢賢治童話全集　1
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/1 ○

49 宮沢賢治童話全集　2
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/2 ○

50 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 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/3 ○

51 宮沢賢治童話全集　4
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/4 ○

52 宮沢賢治童話全集　5
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/5 ○

53 宮沢賢治童話全集　6
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/6 ○

54 宮沢賢治童話全集　7
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/7 ○

55 宮沢賢治童話全集　8
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/8 ○

56 宮沢賢治童話全集　9
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/9 ○

57 宮沢賢治童話全集　10
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/10 ○

58 宮沢賢治童話全集　11
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/11 ○

59 宮沢賢治童話全集　12
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ/12 ○

60 宮沢賢治名作集
宮沢 賢治∥[著]
鬼塚 りつ子∥責任編集
保立 葉菜∥版画

世界文化社 2015.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

61 やまなし
宮沢 賢治∥作
村山 永子∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

62
やまなし ひかりの素足
(ミキハウスの本) (ますむらひろし版宮沢賢
治童話集)

ますむら ひろし∥作画
宮沢 賢治∥原作

三起商行 2015.7 ｹﾝ/726.1/ﾏｽ ○

63 雪わたり
宮沢 賢治∥著
堀内 誠一∥画

福音館書店 1998.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ

64 雪渡り
宮沢 賢治∥作
三浦 由美子∥絵

「宮沢賢治 十二色の絵本
展」GALERIE Malle

2016.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

65 雪渡り
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2017.3 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

66 よだかの星
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来社 2017.2 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○
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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

67 新編・日本幻想文学集成 ６ - 国書刊行会 2017.6 ｹﾝ/918.6/ｼﾝ/6 ○

68
日本文学全集　16
宮沢賢治　中島敦

池澤 夏樹∥個人編集 河出書房新社 2016.4 ｹﾝ/918/ﾆﾎ/16 ○

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

69
イーハトヴ・ポラン学事始
賢治心象のユーラシア時空間を探る

米地 文夫/米地 俊夫∥共著 高喜書房 2013.12 ｹﾝ/910.268/ﾖﾈ ○

70
イーハトーブの石
宮沢賢治生誕120年記念企画展

-
宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター

2016 ｹﾝ/910.268/ｲﾊ ○

71
大人の休日倶楽部　2014年12月号
イーハトヴへの招待状

ジェイアール東日本企画∥編
集

東日本旅客鉄道 2014.11
ｹﾝ/910.268/ｵﾄ
/2014-12 ○

72
大人のための宮沢賢治再入門
ほんとうの幸いを探して

山下 聖美∥著 NHK出版 2016.1 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ ○

73 化学と宮沢賢治 小野 昌弘/桜井 弘∥著 大阪市立科学館 2016.10 ｹﾝ/910.268/ｵﾉ ○

74
カントで読み解く『春と修羅』序の世界 改
訂

石川 朗∥[著] 石川朗 2016.5 ｹﾝ/911.56/ｲｼ ○

75 教師宮沢賢治のしごと 畑山 博∥著 小学館 2017.2 ｹﾝ/910.268/ﾊﾀ ○

76

擬態語・擬音語表現をめぐる一考察
日常にみられる擬態語・擬音語表現と宮沢賢治
の作品にみられる擬態語･擬音語表現を取り上げ
て

和田 竜太∥[著]
[京都大学カウンセリン
グセンター]

2013.3
ｹﾝ/910.268/
ﾜﾀﾞ ○

77
『銀河鉄道の夜』と聖書
ほんたうのさいはひ、十字架への旅

椚山 義次/富永 國比古∥共
著

キリスト新聞社 2015.6 ｹﾝ/913.6/ｸﾇ ○

78
グスコーブドリの大学校報告書
第16回

-
石と賢治のミュージア
ム

2015.12
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/16 ○

79
グスコーブドリの大学校報告書
第17回

-
石と賢治のミュージア
ム

2016.1
ｹﾝ/910.268/
ｸﾞｽ/17 ○

80 賢治 詩の世界へ 三上 満∥著 新日本出版社 2016.8 ｹﾝ/911.52/ﾐｶ ○

81 賢治学　第3輯
岩手大学宮澤賢治センター∥
編

東海大学出版部 2016.6
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/3 ○

82 賢治研究　126号 - 宮沢賢治研究会 2015.8
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-126 ○

83 賢治研究　127号 - 宮沢賢治研究会 2015.12
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-127 ○

84 賢治研究　128号 - 宮沢賢治研究会 2016.3
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-128 ○

85 賢治研究　129号 - 宮沢賢治研究会 2016.7
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-129 ○

86 賢治研究　130号 - 宮沢賢治研究会 2016.11
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-130ｲ ○

87 賢治研究　131号 - 宮沢賢治研究会 2017.3
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-131ｲ ○

88 賢治研究　132号 - 宮沢賢治研究会 2017.7
ｹﾝ/910.268/
ﾐ2/2-132ｲ ○

89 賢治さんのイーハトヴ　宮沢賢治試論 井上 寿彦∥著 風媒社 2015.9 ｹﾝ/910.268/ｲﾉ ○

90 賢治詩歌の宙(そら)を読む 関口 厚光∥著 ツーワンライフ(印刷) 2017.5 ｹﾝ/911.52/ｾｷ ○

91 賢治童話ビジュアル事典 中地 文∥監修 岩崎書店 2016.9 ｹﾝ/910.268/ﾅｶ ○

92 賢治童話を読む　続 関口 安義∥著 港の人 2015.7
ｹﾝ/910.268/ｾｷ
/2 ○

93
賢治と山下りん
詩や短歌,イコン,そして交響曲

栗原 文子∥[著]
[駒澤大学コミュニ
ティーケアセンター]

2015.8 ｹﾝ/910.268/ｸﾘ ○

94
賢治の読者は山猫を見たか
「解離コード」で読み解くもうひとつの世界

中井 孝章∥著 日本教育研究センター 2016.4 ｹﾝ/913.6/ﾅｶ ○

95
賢治の盛岡もりおかの啄木
第15回盛岡市先人記念館企画展

- 盛岡市先人記念館 1996 ﾀｸ/910.268/ｹﾝ

96
Kenji Life
賢治さんをもっと知るためのガイドブック

- 宮沢賢治記念会 [2016] ｹﾝ/910.268/ｹﾝ ○

97
幻想のモナドロジー
日本近代文学試論

奥山 文幸∥著 翰林書房 2015.9 ｹﾝ/910.26/ｵｸ ○

98 黄瀛展　企画展 -
宮沢賢治学会イーハトーブ
センター・宮沢賢治イーハ
トーブ館

[2016] ｹﾝ/910.268/ｺｳ ○
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99
詩の練習
宮沢賢治特集

天沢 退二郎ほか∥著
明星大学教育学部平澤
信一研究室

2015.12 ｹﾝ/901.1/ｼﾉ ○

100
清水正の宮沢賢治論
解体・再構築批評によるケンジ童話論の革命

山下 聖美∥著 D文学研究会 2017.4 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ ○

101 清水正・宮沢賢治論全集　2 清水 正∥著 D文学研究会 2017.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾐ
/2 ○

102
ジョバンニの銀河カムパネルラの地図
「銀河鉄道の夜」の宇宙誌

椿 淳一∥著 同時代社 2015.8 ｹﾝ/913.6/ﾂﾊﾞ ○

103
チェロと宮沢賢治
ゴーシュ余聞

横田 庄一郎∥著 岩波書店 2016.3 ｹﾝ/910.268/ﾖｺ ○

104 遂にカンパネルラが 金田 幸子∥著 ツーワンライフ 2017.4 ｹﾝ/913.6/ｶﾈ

105 「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い 鈴木 守∥著 [鈴木守] 2016.3
ｹﾝ/910.268/
ｽｽﾞ ○

106 マンガで読み解く宮沢賢治の童話事典
山下 聖美∥著
中村 美公∥マンガ

東京堂出版 2015.11 ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ ○

107
宮澤賢治
童話と<挽歌><疾中>詩群への旅

宮澤 哲夫∥著 蒼丘書林 2016.9 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

108
宮沢賢治イーハトーブ読本
賢治に触れる。学ぶ。読む。

- 宮沢賢治記念会 [2016] ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

109 宮沢賢治「宇宙意志」を見据えて 長沼 士朗∥著 コールサック社 2016.3
ｹﾝ/910.268/
ﾅｶﾞ ○

110 宮沢賢治　科学と祈りのこころ 北海道文学館∥編集 北海道立文学館 2016.9 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

111
宮沢賢治「風の又三郎」現幻二相ゆらぎ
の世界

西郷 竹彦∥著 黎明書房 2016.2 ｹﾝ/913.6/ｻｲ ○

112 宮沢賢治記念館年報　平成26年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館 2015
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2014ｲ ○

113 宮沢賢治記念館年報　平成27年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館 2017
ｹﾝ/910.268/
ﾐ13/2-2015ｲ ○

114
宮沢賢治研究文語詩稿一百篇・訳注Ⅰ
宮沢賢治・文語詩研究会資料

島田 隆輔∥著 [島田隆輔] 2017.1 ｹﾝ/911.52/ｼﾏ ○

115
宮沢賢治研究文語詩稿一百篇・訳注Ⅱ
宮沢賢治・文語詩研究会資料

島田 隆輔∥著 [島田隆輔] 2017.5 ｹﾝ/911.52/ｼﾏ ○

116 宮沢賢治サラリーマンの歌 佐藤 守徳∥著 [佐藤守徳] [2016] ｹﾝ/910.268/ｻﾄ

117 宮沢賢治　新装版
岡田 純也∥著
福田 清人∥編

清水書院 2016.8 ｹﾝ/910.268/ｵｶ ○

118
宮沢賢治秩父路を行く
二十歳の旅・地質旅行のルートをたどる

さいたま文学館∥編集 さいたま文学館 2016.7 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

119
宮沢賢治という生き方
本当の幸せとは-宮沢賢治・修羅の哲学

- 宝島社 2016.6 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

120 宮沢賢治童話論集 中野 隆之∥著 図書出版のぶ工房 2016.7 ｹﾝ/910.268/ﾅｶ ○

121 宮沢賢治とクリスチャン　花巻篇 雜賀 信行∥著 雜賀編集工房 2015.9 ｹﾝ/910.268/ｻｲ ○

122 宮澤賢治と法華経宇宙 渡邊 寶陽∥著 大法輪閣 2016.9 ｹﾝ/910.268/ﾜﾀ ○

123
宮沢賢治と法華経展　雨ニモマケズとデ
クノボー

本門佛立宗∥著作 本門佛立宗宗務本庁 2014.3 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

124
宮沢賢治と森荘已池の絆　森三紗評論
集

森 三紗∥著 コールサック社 2017.4 ｹﾝ/910.268/ﾓﾘ ○

125 宮沢賢治の声　啜り泣きと狂気 綱澤 満昭∥著 海風社 2015.1 ｹﾝ/910.268/ﾂﾅ ○

126 宮沢賢治の心を読む　3 草山 万兎∥著 童話屋 2015.7
ｹﾝ/910.268/ｸｻ
/3 ○

127
宮沢賢治の浄土ケ浜
岡田家に宿泊,白亜の岩礁,エルミタージュ美
術館

栗原 文子∥[著]
[駒澤大学コミュニ
ティ・ケアセンター]

2016.8 ｹﾝ/910.268/ｸﾘ ○

128
宮沢賢治の浄土ケ浜フィールドワーク
岡田家に宿泊、短歌ら、遠野へ一〇〇キロ
メートル

栗原 文子∥[著] [宮沢賢治研究会] 2017.7 ｹﾝ/910.268/ｸﾘ ○

129 宮沢賢治の食卓 魚乃目 三太∥著 少年画報社 2017.4 ｹﾝ/726.1/ｳｵ ○

130 宮澤賢治の「序」を読む 淺沼 圭司∥著 水声社 2016.9 ｹﾝ/910.268/ｱｻ ○

131 宮沢賢治の真実　修羅を生きた詩人 今野 勉∥著 新潮社 2017.2 ｹﾝ/910.268/ｺﾝ ○

132
宮沢賢治の鳥
BIRDS LIVING IN IHATOV

国松 俊英∥文
舘野 鴻∥画

岩崎書店 2017.2 ｹﾝ/910.268/ｸﾆ ○
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133 宮沢賢治のヒドリ　続 和田 文雄∥著 コールサック社 2015.12
ｹﾝ/910.268/
ﾜﾀﾞ/2 ○

134 宮沢賢治氾濫する生命 鈴木 貞美∥著 左右社 2015.8
ｹﾝ/910.268/
ｽｽﾞ ○

135
宮沢賢治100の言葉
人生に希望を見出すための羅針盤

鈴木 宗男∥監修
宝島取材班∥編

宝島社 2016.7 ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

136 宮沢賢治「文語詩稿 一百篇」評釈　7 信時 哲郎∥[著] 甲南女子大学 2016.3
ｹﾝ/911.52/ﾉﾌﾞ
/7

137 宮澤賢治、山の人生
澤村 修治∥編著
よこて けいこ∥絵

エイアンドエフ 2016.1 ｹﾝ/910.268/ｻﾜ ○

138
宮澤賢治を追って
イーハトーボの虫たち

南部 敏明∥著 すずさわ書店 2016.5 ｹﾝ/910.268/ﾅﾝ ○

139 宮沢清六展　企画展 -
宮沢賢治学会イーハトーブ
センター・宮沢賢治イーハ
トーブ館

[2016] ｹﾝ/910.268/ﾐﾔ ○

140 森荘已池ノート 森 荘已池∥著
盛岡出版コミュニ
ティー

2016.8 ｹﾝ/910.268/ﾓﾘ ○

141
「羅須地人協会時代」再検証
「賢治研究」の更なる発展のために

鈴木 守∥著 [鈴木守] 2017.3
ｹﾝ/910.268/
ｽｽﾞ ○

142 私が友保阪嘉内　宮澤賢治全書簡 岩手県立美術館∥編集 岩手県立美術館 2015.6 ｹﾝ/910.268/ﾜﾀ

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

143
愛知教育大学大学院国語研究　第24号
「宮沢賢治「セロ弾きのゴーシュ」の受容-児童劇の
脚本の検討-」（服部裕子著）

愛知教育大学大学院国語教
育専攻∥編集

愛知教育大学大学院国
語教育専攻

2016.3
ｹﾝ/910.268/ｱｲ
/24 ○

144
あいち国文　第9号
「「永訣の朝」の位相-宮沢賢治の挽歌をどう読む
か-」（吉良幸生著）

-
愛知県立大学日本文化学部
国語国文学科内あいち国文
の会

2015.9
ｹﾝ/910.268/ｱｲ
/9 ○

145
朝日大学一般教育紀要　第37号
「宮澤賢治論(6)-<トキーオ>から<イーハトブ>
へ-」（田中末男著）

-
朝日大学教養教育委員
会研究成果専門部会

2012.1
ｹﾝ/910.268/ｱｻ
/37

146
アニメーションの想像力
文字テクスト/映像テクストの想像力の往還

禧美 智章∥著 風間書房 2015.10 ｹﾝ/778.77/ﾖｼ ○

147
生きている道
ソローの非日常空間と宇宙

小野 和人∥著 金星堂 2015.9 ｹﾝ/930.268/ｵﾉ ○

148
祈りと再生のコスモロジー
比較基層文化論序説

滝澤 雅彦/柑本 英雄∥編
成文堂 2016.10 ｹﾝ/389.04/ｲﾉ ○

149
今成元昭仏教文学論纂　第5巻
法華経・宮澤賢治

今成 元昭∥著 法藏館 2015.9 ｹﾝ/910.8/ｲﾏ/5

150

岩手大学教育学部研究年報　第76巻(2016)
「宮沢賢治「雨ニモマケズ」の教材としての本文決
定の意義-井伏鱒二『黒い雨』の「雨ニモマケズ」の
引用に注目しつつ-」（田中成行著）

- 岩手大学教育学部 2017.3
ｹﾝ/910.268/ｲﾜ
/76

151
ウィリアム・モリスの遺したもの
デザイン・社会主義・手しごと・文学

川端 康雄∥著 岩波書店 2016.12 ｹﾝ/289.3/ﾓﾘ

152
うちゅう　Vol.33 No.9
「企画展「化学と宮沢賢治」のこれも知ってほしい!」
（小野昌弘著）

-
大阪科学振興協会大阪
市立科学館

2016.12
ｹﾝ/910.268/ｳﾁ
/33-9 ○

153 尾崎翠を読む　講演編2
尾崎翠フォーラム実行委員会
∥編

尾崎翠フォーラム実行
委員会

2016.2 ｹﾝ/910.268/ｵｻ ○

154

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13号
「詩「小岩井農場」の「自由射手」とウェーバーの歌
劇≪魔弾の射手≫-宮沢賢治の「魔界」イメージを
めぐって-」（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

2017.3
ｹﾝ/910.268/ｵﾁ
/13 ○

155
海保大研究報告　法学文系　第60巻第2号
「宮沢賢治と<礼儀作法>-『どんぐりと山猫』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 2016.3
ｹﾝ/910.268/ｶｲ
/60-2 ○

156
海保大研究報告　法学文系　第61巻第2号
「はじまりの風景-宮沢賢治『狼森と笊森、盗森』
考」（泰野一宏著）

海上保安大学校∥編集 海上保安大学校 2017.3
ｹﾝ/910.268/ｶｲ
/61-2 ○

157 環境人文学
野田 研一/山本 洋平/森田
系太郎∥編著

勉誠出版 2017.4 ｹﾝ/041/ｶﾝ/2 ○

158
関東教育学会紀要　第42号
「宮沢賢治の教育実践の本質-賢治の人間観・世
界観を探って-」（下田好行著）

関東教育学会紀要編集委員
会∥編集

関東教育学会 2015.10
ｹﾝ/910.268/ｶﾝ
/42 ○

159
学芸国語教育研究　第34号
「賢治文学における「まこと」に対する一考察-詩と
童話の双方から見る賢治の思想-」（知念遼真著）

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

2016.12
ｹﾝ/910.268/
ｶﾞｸ/34 ○

160

季刊地理学　第67巻第3号
「宮沢賢治の戯曲「飢餓陣営」に秘められた反戦と
災害克服への地理的メッセージを探る」（米地文夫
著）

東北地理学会∥編集 東北地理学会 2015.12
ｹﾝ/910.268/ｷｶ
/67-3 ○
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161

九大日文　25
「童話作家・あまんきみこにおける、宮沢賢治作品
の影響について-「林」「金色」のモチーフを中心
に-」（髙橋亮著）

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

2015.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾕ
/25 ○

162
九大日文　29
「宮沢賢治「種山ケ原」と夏目漱石『夢十夜』-「楢
の木」、「篝火」、「民俗学」」（賴怡真著）

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

2017.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾕ
/29 ○

163
紀要　第11号
「宮沢賢治の埼玉来訪ルート再訪-さいたま文学
館の収集資料から-」（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

2017.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/11 ○

164
紀要　第55号(2016)
「宮沢賢治、異界への入り込み～『雪渡り』における
わらべ歌の力」（藤田晴央著）

東北女子大学紀要編集委員
会∥編集

東北女子大学 2017.2
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/55 ○

165
紀要　第57号
「宮澤賢治が求めた光-法華文学としての「やまな
し」-」（日置俊次著）

青山学院大学文学部∥編集 青山学院大学文学部 2016.3
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/57 ○

166
共感覚から見えるもの
アートと科学を彩る五感の世界

北村 紗衣∥編 勉誠出版 2016.3 ｹﾝ/141.26/ｷﾖ ○

167
京都語文　第22号
「研究ノート宮澤賢治の生前評価-『日本詩人』誌
上で展開される同時代批評」（玉井晶章著）

佛教大学国語国文学会∥編
集

佛教大学国語国文学会 2015.11
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/22 ○

168

京都語文　第23号
「宮澤賢治「蠕虫舞手」と<ナチラナトラ>の意味-
『春と修羅』刊行初期の生前批評に触れつつ-」
（玉井晶章著）

佛教大学国語国文学会∥編
集

佛教大学国語国文学会 2016.11
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/23 ○

169

京都教育大学国文学会誌　第44号
「多様な読みを通して学習者が国語科学習の意義
を実感する授業-童話『オツベルと象』を通して-」
（中山莉麻著）

京都教育大学国文学会∥編
集

京都教育大学国文学会 2016.7
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/44 ○

170
京都教育大学国文学会誌　第45号
「幻燈会としての「やまなし」(宮沢賢治)-教材「やま
なし」の可能性」-」（仁禮愛著）

京都教育大学国文学会∥編
集

京都教育大学国文学会 2017.7
ｹﾝ/910.268/ｷﾖ
/45 ○

171
近代画説　25
明治美術学会誌

明治美術学会∥編集 三好企画(製作) 2016.12
ｹﾝ/910.268/ｷﾝ
/25

172 近代文学の認識風景 松村 友視∥著 インスクリプト 2017.1 ｹﾝ/910.26/ﾏﾂ ○

173 岐阜聖徳学園大学国語国文学　第35号
「宮沢賢治とアレニウスの宇宙観」（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

2016.3
ｹﾝ/910.268/
ｷﾞﾌ/35

174
研究紀要　第28号
「宮沢賢治の大正十一年-宮沢賢治と鳥羽源蔵の
出会い-」（近藤健史著）

-
日本大学通信教育部通
信教育研究所

2015.3
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/28 ○

175

研究論集　第15号
「宮沢賢治文学における植民地主義と越境への意
志-「鹿踊りのはじまり」、「狼森と笊森、盗森」、「な
めとこ山の熊」-」（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

2016.1
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/15 ○

176
研究論集　第96号
「二人のケンジ:宮沢賢治と中上健次-パラドックス
と四次元芸術の世界-」（高屋敷真人著）

関西外国語大学∥編集 関西外国語大学 2012.9
ｹﾝ/910.268/ｹﾝ
/96

177
藝文攷　第22号(2017)
「宮沢賢治の芸術論～「農民芸術概論綱要」を読
む～」（山下聖美著）

-
日本大学大学院芸術学
研究科文芸学専攻

2017.2
ｹﾝ/910.268/
ｹﾞｲ/22 ○

178 言語文化　第34号
特集●2016宮沢賢治生誕120年

-
明治学院大学言語文化
研究所

2017.3
ｹﾝ/910.268/
ｹﾞﾝ/34 ○

179
現代社会学理論研究　第9号(2015年)
「転回点としての『宮沢賢治』-1980年代と見田宗
介」（片上平二郎著）

日本社会学理論学会編集委
員会∥編集

日本社会学理論学会 2015.3
ｹﾝ/910.268/
ｹﾞﾝ/9 ○

180 <交感>自然・環境に呼応する心 野田 研一∥編著 ミネルヴァ書房 2017.3 ｹﾝ/041/ﾉﾀﾞ

181
甲南国文　第63号
「宮沢賢治「文語詩稿 一百篇」評釈八」（信時哲
郎著）

- 甲南女子大学国文学会 2016.3
ｹﾝ/910.268/ｺｳ
/63

182

國學院雑誌　第118巻 第1号
「宮澤賢治作品に顕現している「自己犠牲」の一考
察-「グスコーブドリの伝記」の主人公ブドリの殉死を
中心に-」（プラット・アブラハム・ジョージ著）

- 國學院大學 2017.1
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/118-1 ○

183 国語教育学研究の創成と展開
『国語教育学研究の創成と展
開』編集委員会∥編

溪水社 2015.3 ｹﾝ/375.8/ｺｸ

184
国語国文研究　第149号
「宮沢賢治における産業組合と北海道-「ポラーノ
の広場」を中心に-」（閻慧著）

北海道大学国語国文学会∥
編集

北海道大学国語国文学
会

2016.10
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/149 ○

185 国際学研究　Vol.6 No.2
「宮澤賢治の協同組合構想」（中嶋信著）

国際学研究フォーラム機関誌
編集委員会∥編集

関西学院大学国際学研
究フォーラム

2017.3
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/6-2 ○

186

国際文化学部論集　第16巻第3号
「公開講座「宮沢賢治入門!トーク&パフォーマンス
イーハトーヴ特別法廷《宮沢賢治裁判》への召喚
状」実施報告」（村瀬士朗著）

-
鹿児島国際大学国際文
化学部

2015.12
ｹﾝ/910.268/ｺｸ
/16-3 ○

187
国文学年次別論文集
近代1平成24(2012)年

学術文献刊行会∥編集 朋文出版 2017.3 ｹﾝ/910.4/ｺｸ ○

6



No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

188
駒沢女子大学研究紀要　第23号
「宮沢賢治『銀河鉄道の夜』における「そらの孔」の
臨床心理学的考察」（松岡努著）

- 駒沢女子大学 2016.12
ｹﾝ/910.268/ｺﾏ
/23 ○

189
駒澤大学心理臨床研究　第15号
「宮沢賢治の浄土ヶ浜-岡田家に宿泊,白亜の岩
礁,エルミタージュ美術館-」（栗原文子著）

-
駒澤大学コミュニ
ティ・ケアセンタ－

2016.8
ｹﾝ/910.268/ｺﾏ
/15

190
駒澤大学心理臨床研究　第14号
「宮沢賢治の浄土ヶ浜-岡田家に宿泊,白亜の岩
礁,エルミタージュ美術館-」（栗原文子著）

-
駒澤大学コミュニ
ティ・ケアセンタ－

2015.8
ｹﾝ/910.268/ｺﾏ
/14

191 COAL SACK　63号
「宮沢賢治の愛でた花」(森三紗著)

- コールサック社 2009.4
ｹﾝ/910.268/ｺﾙ
/63

192
COAL SACK　64号
「宮沢賢治:宮沢賢治と同人雑誌(第一回)-「アザリ
ア」「反情」「女性岩手」-」 （森三紗著）

- コールサック社 2009.8
ｹﾝ/910.268/ｺﾙ
/64

193
語文研究　第123号
「宮沢賢治「注文の多い料理店」論 -面白さに注目
した作品解釈-」(河内重雄著）

九州大学国語国文学会∥編
集

九州大学国語国文学会 2017.6
ｹﾝ/910.268/
ｺﾞﾌﾞ/123 ○

194 埼玉学園大学紀要 経済経営学部篇 第15号
「賢治のマーケティング」（永嶋浩著）

- 埼玉学園大学 2015.12
ｹﾝ/910.268/ｻｲ
/15 ○

195 埼玉学園大学紀要 経済経営学部篇 第16号
「賢治の思考空間」（永嶋浩著）

- 埼玉学園大学 2016.12
ｹﾝ/910.268/ｻｲ
/16 ○

196
唱歌・童歌・寮歌
近代日本の国語研究

若井 勲夫∥著 勉誠出版 2017.2 ｹﾝ/810/ﾜｶ ○

197

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16号
「宮澤賢治「貝の火」論-権力と無縁のまなざしを
取り戻すことは出来るか-」（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－

2016.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾗ
/16 ○

198
實踐國文學　第91号
「<若い家族>を書く意味-晩年の宮沢賢治を巡る
一考察-」（田嶋彩香著）

- 實踐國文學会 2017.3
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾂ/91 ○

199
上越教育大学国語研究　第31号
「ジャータカの形式と賢治童話-『よだかの星』にふ
れて-」（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

2017.2
ｹﾝ/910.268/
ｼﾞﾖ/31 ○

200
StarPeople　Vol.63(2017Summer)
特集宮澤賢治 ほんとうの幸を求めて

- ナチュラルスピリット 2017.6
ｹﾝ/910.268/ｽﾀ
/63 ○

201
青函を旅した文人たち
特別展

青森県近代文学館∥編集 青森県近代文学館 2016.7 ﾀｸ/910.26/ｾｲ ○

202
占領下の児童出版物とGHQの検閲
ゴードンW.プランゲ文庫に探る

谷 暎子∥著 共同文化社 2016.6 ｹﾝ/019.5/ﾀﾆ ○

203

総合政策　第18巻第2号
「賢治の詩「原体剣舞連」と達谷窟毘沙門堂-悪路
王とアルペン農の謎-」（米地文夫著・神田雅章
著）

岩手県立大学総合政策学会
∥編集

岩手県立大学総合政策
学会

2017.3
ｹﾝ/910.268/ｿｳ
/18-2

204
相逢(そうふ)の人と文学
長塚節・宮澤賢治・白鳥省吾・淺野晃・佐藤
正子

千葉 貢∥著 コールサック社 2016.3 ｹﾝ/910.26/ﾁﾊﾞ ○

205
地域政策研究　第18巻第1号
「宮澤賢治童話の“生死”考(2)-『三宝絵』の「鹿
王」と重ねながら」（千葉貢著）

-
高崎経済大学地域政策
学会

2015.8
ｹﾝ/910.268/ﾁｲ
/18-1 ○

206

地域文化研究　地域文化研究所紀要

第29・30・31合併号
「心象スケッチ～賢治と八十とみすゞ～」（木原豊
美著）

梅光学院大学地域文化研究
所∥編集

梅光学院大学地域文化
研究所

2016.9
ｹﾝ/910.268/ﾁｲ
/29 ○

207

筑紫語文　第22号
「食と命 生命観の相異-宗教的見地から考える宮
沢賢治文学作品「ビジテリアン大祭」-」（藤久保知
世著）

-
筑紫女学園大学日本語･
日本文学科

2013.10
ｹﾝ/910.268/ﾁｸ
/22 ○

208
地図中心　通巻527号(2016-8)
特集宮沢賢治生誕120年

- 日本地図センター 2016.8
ｹﾝ/910.268/
ﾁｽﾞ/527 ○

209
ディズマル・スワンプのアメリカン・ルネ
サンス　ポーとダークキャノン

伊藤 詔子∥著 音羽書房鶴見書店 2017.3 ｹﾝ/930.268/ｲﾄ ○

210 伝統と革新　23号 四宮 正貴∥責任編集 たちばな出版 2016.7
ｹﾝ/910.268/
ﾃﾞﾝ/23 ○

211 東北学　08(2016)
東北文化研究センター∥責任
編集

東北芸術工科大学東北
文化研究センター

2016.8 ｹﾝ/212/ﾄｳ/8 ○

212 東北ロマン主義研究　第2号
「宮沢賢治とイギリス・ロマン主義」（鈴木瑠璃子著）

東北ロマン主義文学・文化研
究会∥編集

東北ロマン主義文学・
文化研究会

2015.5
ｹﾝ/910.268/ﾄｳ
/2 ○

213
富大比較文学　第8集
「宮澤賢治論-恋愛・結婚観の変遷と童話作品へ
の反映(下)-」（表千尋著）

富山大学比較文学会編集委
員会∥編集

富山大学比較文学会 2016.2
ｹﾝ/910.268/
ﾌﾀﾞ/8

214 道元禅の参究 杉尾 玄有∥著 春秋社 2015.10 ｹﾝ/188.82/ﾄﾞｳ

215
同志社国文学　第83号
「宮澤賢治における<流れ><揺らぎ>-「修羅」意識
をめぐって」（植田彩郁著）

- 同志社大学国文学会 2015.12
ｹﾝ/910.268/
ﾄﾞｳ/83 ○

216
同志社国文学　第84号
「宮沢賢治「土神と狐」の授業を作る-理想と現実
の不一致を中心に-」（篠原武志著）

- 同志社大学国文学会 2016.3
ｹﾝ/910.268/
ﾄﾞｳ/84 ○
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217

奈良教育大学紀要　人文・社会科学　第62巻
第1号
「宮沢賢治:詩の教材開発-「松の針」(宮沢賢治)に
着目して-」（宮久保ひとみ/松川利広著）

奈良教育大学∥編集 奈良教育大学 2013.11
ｹﾝ/910.268/ﾅﾗ
/62-1 ○

218

21世紀アジア学研究　第14号
「宮澤賢治と三人の天童子-西域モチーフがいか
に重要であったかに関する一考察・「宮澤賢治の観
じた西域」補遺-」（濱田英作著）

国士舘大学21世紀アジア学会
∥編

国士舘大学21世紀アジ
ア学会

2016.3
ｹﾝ/910.268/
ﾆｼﾞ/14 ○

219 日本教育会叢書　第41集
「今に伝える宮沢賢治の想い」（宮澤 和樹[述]）

- 日本教育会 2016.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/41 ○

220 日本近代文学　第95集
「生誕一二〇年の宮沢賢治」（平澤信一著）

日本近代文学会編集委員会
∥編集

日本近代文学会 2016.11
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/95 ○

221
日本近代文学会北海道支部会報　17
「宮沢賢治<風の又三郎>論-異人の変奏曲:風の
精霊・又三郎と新参者の間-」（閻慧著）

日本近代文学会北海道支部
∥編集

日本近代文学会北海道
支部

2014.5
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/17 ○

222

日本女子大学大学院文学研究科紀要　第18

号
「小菅健吉と文芸同人誌『アザリア』-宮沢賢治他
同人との関わりを中心に-」（深見美希著）

- 日本女子大学 2012.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/18

223 日本人の魂の古層
金山 秋男/金山 秋男∥編著
居駒 永幸/岩野 卓司/中沢 新
一∥[著]

明治大学出版会 2016.3 ｹﾝ/041/ｶﾈ ○

224
日本文学　No.751(2016-1)
「教材「やまなし」(宮沢賢治)の意義を問う」（横山
信幸著）

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2016.1
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/65-1 ○

225
日夲文学会学生紀要　第24号
「宮澤賢治『氷河鼠の毛皮』論-完了した「入植」-」
（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 2016.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/24

226
日夲文学会学生紀要　第25号
「宮沢賢治『茨海小学校』論-底流する人間批判-
」（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 2017.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾎ
/25

227

人間・植物関係学会雑誌　第14巻第1号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する光り輝く
ススキと絵画的風景(前編・後編)」「宮沢賢治の
『銀河鉄道の夜』に登場する赤い実と悲劇的風景
(前編・後編)」（石井竹夫著）

- 人間・植物関係学会 2014.9
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/14-1 ○

228

人間・植物関係学会雑誌　第14巻第2号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する楊と炎の
風景(前編・後編)」「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』
に登場するススキと鳥を捕る人の類似点」（石井竹
夫著）

- 人間・植物関係学会 2015.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/14-2 ○

229

人間・植物関係学会雑誌　第15巻第1号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場するクルミの
実の化石(前編・後編)」「宮沢賢治の『銀河鉄道の
夜』に登場する桔梗色の空と三角標」（石井竹夫
著）

- 人間・植物関係学会 2015.9
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/15-1 ○

230

人間・植物関係学会雑誌　第15巻第2号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場するアスパラ
ガスとジョバンニの家(前編・後編)」「宮沢賢治の
『銀河鉄道の夜』に登場する列車の中のリンゴと乳
幼児期の記憶」（石井竹夫著）

- 人間・植物関係学会 2016.3
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/15-2 ○

231

人間・植物関係学会雑誌　第16巻第1号
「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場するリンゴと
十字架(前編・後編) 」「宮沢賢治の『銀河鉄道の
夜』に登場する絹で包んだリンゴ」（石井竹夫著）

- 人間・植物関係学会 2016.10
ｹﾝ/910.268/ﾆﾝ
/16-1 ○

232

ノートルダム清心女子大学紀要　第40巻第1
号(2016) 外国語・外国文学編 文化学編 日

本語・日本文学編
「宮澤賢治に影響を与えた妹トシの信仰-絶対者を
求めて-」（山根知子著）

-
ノートルダム清心女子
大学

2016.3
ｹﾝ/910.268/ﾉﾄ
/40-1 ○

233
梅花児童文学　第22・23号
「宮沢賢治の演劇体験と演劇観の研究-大正六年
から大正一〇年までを中心に」（藤田なお子著）

-
梅花女子大学・大学院
児童文学会

2016.3
ｹﾝ/910.268/
ﾊﾞｲ/22 ○

234
梅花児童文学　第24号
「同人誌『アザリア』の研究-宮沢賢治をとりまく
人々-」（藤田なお子著）

-
梅花女子大学・大学院
児童文学会

2016.6
ｹﾝ/910.268/
ﾊﾞｲ/24 ○

235

藤女子大学人間生活学部紀要　第53号
「宮澤賢治の“注文の多い料理店”と“山男の四
月”の相補性-栄養療法の知的枠組についての研
究13-」（藤井義博著）

紀要編集委員会∥編集 藤女子大学 2016.3
ｹﾝ/910.268/
ﾌｼﾞ/53 ○

236

藤女子大学人間生活学部紀要　第54号
「宮澤賢治の童話“かしはばやしの夜”の画描きの
正体-栄養療法の知的枠組についての研究14-」
（藤井義博著）

紀要編集委員会∥編集 藤女子大学 2017.3
ｹﾝ/910.268/
ﾌｼﾞ/54 ○

237
Buddha 英語 文化　3
田中泰賢選集

田中 泰賢∥著 あるむ 2017.2 ｹﾝ/930.29/ﾀﾅ/3 ○

238 文学における宗教と民族をめぐる問い 中里 まき子∥編 朝日出版社 2017.2 ｹﾝ/902.09/ﾌﾞﾝ ○

239
文学の力とは何か
漱石・透谷・賢治ほかにふれつつ

佐藤 泰正∥著 翰林書房 2015.6 ｹﾝ/910.26/ｻﾄ ○

8



No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

240
文藝と批評　第12巻第4号
「「誤認」の変遷-賢治童話の「擬人法」の展開-」
（中村晋吾著）

文藝と批評の会∥編集 文藝と批評の会 2016.11
ｹﾝ/910.268/
ﾌﾞﾝ/12-4 ○

241

変革のアソシエ　No.26
｢「青雲の志｣-宮沢賢治と高橋秀松」（千葉文夫
著）「宮沢賢治の｢羅須地人協会｣ 仙台」（羅須地
人協会著）

『変革のアソシエ』編集委員会
∥編集

変革のアソシエ 2016.10
ｹﾝ/910.268/ﾍﾝ
/26 ○

242
変革のアソシエ　No.27
「宮沢賢治と「産業組合」-「イーハトーヴォ」が目指
したもの」（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 2017.1
ｹﾝ/910.268/ﾍﾝ
/27 ○

243
北翔大学短期大学部研究紀要　第55号
「最小限「注文の多い料理店」復元の試み」（水野
信太郎著）

北翔大学短期大学部∥編集 北翔大学短期大学部 2017.3
ｹﾝ/910.268/ﾎｸ
/55 ○

244

北翔大学北方圏学術情報センター年報 生活

福祉研究・生涯学習研究 Vol.8(2016)
「彫刻家・詩人・書家:高村光太郎の“方丈”-岩手
の啄木と賢治への連なり-」（水野信太郎著）

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

2016.10
ｹﾝ/910.268/ﾎｸ
/8 ○

245

マンガ世界の偉人　1
大人になるまでに学びたい夢・情熱・好奇心
エジソン ナイチンゲール 宮沢賢治 キュリー
夫人 ガンディー

- 朝日新聞出版 2016.9 ｹﾝ/280/ﾏﾝ/1 ○

246 水木しげる漫画大全集　060 水木 しげる∥著 講談社 2016.6
ｹﾝ/726.1/ﾐｽﾞ
/60 ○

247
物語が伝えるもの
『ドラえもん』と『アンデルセン童話』他

佐藤 義隆∥著 近代文藝社 2017.3 ｹﾝ/901.3/ｻﾄ ○

248

山梨大学国語・国文と国語教育　第21号
「「すきとほつたほんたうのたべもの」は「幸福」の
「糧」-「注文の多い料理店」(宮澤賢治)における
「国語」の軋み、「日本語」との抗い-」（須貝千里
著）

- 山梨大学国語国文学会 2016.3
ｹﾝ/910.268/ﾔﾏ
/21 ○

249 吉本隆明全集　1 吉本 隆明∥著 晶文社 2016.6 ｹﾝ/081.6/ﾖｼ/1 ○

250
話者の言語哲学　日本語文化を彩るバリ
エーションとキャラクター

泉子　K.メイナード∥著 くろしお出版 2017.4 ｹﾝ/810.1/ﾒｲ ○

9



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35巻第4号～第35巻第5号
2015.10～
2015.12

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
51～54号

2015.9～
2017.3

KS/ｹﾝ/ﾐ3
○/期限付

禁帯

3 宮沢賢治記念館通信 第113～116号
2015.8～
2017.3

KS/ｹﾝ/ﾐ1

4 宮沢賢治研究Annual 第25～26号
2015.3～
2016.3

KS/ｹﾝ/ﾐ2
○/期限付

禁帯

5 山猫通信 193～204号
2015.9～
2017.7

KS/ｹﾝ/ﾔ1

6 論攷宮沢賢治 第14号～15号
2016.3～
2017.3

KS/ｹﾝ/ﾛ1
○/期限付

禁帯

7 ワルトラワラ 第39～41号
2015.11～
2017.2

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
現代思想　第43巻 第19号
宮沢賢治のりんご：見田宗介の試みを受けて

内田 隆三 青土社 2015.12
S/105/ｹﾞ1/
43-19

9
国文白百合　48号
宮澤賢治「気のいい火山弾」論：「生き物」と「歴史」：変
化を映し出すベゴ石

矢花 真理子
白百合女子大学国
語国文学会

2017.3 S/051/ｺ26/48

10
語文論叢　第31号
宮澤賢治作品と戦争をめぐって：「烏の北斗七星」を中
心に

張 永嬌
千葉大学文学部日
本文化学会

2016.7 S/910/ｺﾞ1/31

11
サムライ・平和　第6号
続・我がつれづれ考（その3）賢治と偶蹄類のこと

佐藤 成
山波言太郎総合文
化財団

2015.7 KS/28/ﾎﾞ1/6

12
サムライ・平和　第6号
ネパールの賢治の学校〈ケンジ・インターナショナル・ス
クール〉義援金活動について

小池 潮里
山波言太郎総合文
化財団

2015.7 KS/28/ﾎﾞ1/6

13
サムライ・平和　第7号
続、我がつれ・づれ考（私論・賢治）「宮沢賢治」彼は
生涯農業教師であった

佐藤 成
山波言太郎総合文
化財団

2016.1 KS/28/ﾎﾞ1/7

14
サムライ・平和　第8号
続、我がつれ・づれ考（賢治生誕120年・啄木生誕
130年に念う）「宮沢賢治」と「石川啄木」随想

佐藤 成
山波言太郎総合文
化財団

2016.7 KS/28/ﾎﾞ1/8

15
サムライ・平和　第8号
宮沢賢治の劇を読む－『飢餓陣営』考

佐藤 桂子
山波言太郎総合文
化財団

2016.7 KS/28/ﾎﾞ1/8

16
サムライ・平和　第9号
特集「雨ニモマケズ」を生きる

ー
山波言太郎総合文
化財団

2017.1 KS/28/ﾎﾞ1/9

17
サムライ・平和　第9号
続、続、我がつれ・づれ考（賢治の教師愛）「福田パン」
と「マント」のこと

佐藤 成
山波言太郎総合文
化財団

2017.1 KS/28/ﾎﾞ1/9

18
サライ　第28巻 第6号 通巻第613号
生誕120年 今こそ、宮沢賢治

ー 小学館 2016.5
S/051/ｻ3/
28-6 ○

19
GSJ地質ニュース　第4巻 第7号
宮澤賢治が学んだ鉱物標本

青木 正博
加藤 碵一

産業技術総合研究所
地質調査総合セン
ター

2015.7
S/450/ｼﾞ1/
4-7 ○

20
GSJ地質ニュース　第4巻 第7号
温故知新：宮澤賢治作品における「鉱物性色彩語」考

加藤 碵一
産業技術総合研究所
地質調査総合セン
ター

2015.7
S/450/ｼﾞ1/
4-7 ○

21
実践国文学　第91号
〈若い家族〉を書く意味：晩年の宮沢賢治を巡る一考
察

田嶋 彩香 実践国文学会 2017.3
S/051/
ｼﾞ25/91

22
自由思想　第144号
シュルレアリスト・宮沢賢治の見た〈二重の風景〉

三原 正資 石橋湛山記念財団 2017.3
S/309/
ｼﾞ1/144

23
清心語文　第17号
「よだかの星」論：よだかにおける神とその飛翔

竹原 陽子
ノートルダム清心女
子大学日本語日本文
学会

2015.11 S/377/ｾ1/17

24
地理　60巻 3号 通巻716号
賢治と旅するイーハトーブの地質：古い写真帳から

蟹澤 聰史 古今書院 2015.3
S/290/ﾁ1/
60-3

25
美術屋百兵衛　通巻39号
生誕120年 宮沢賢治

ー 麗人社 2016.10 S/705/ﾋ1/39

26
文学　第17巻 第1号
特集 宮沢賢治生誕120年

ー 岩波書店 2016.1
S/905/ﾌﾞ7/
17-1

27
文学　第17巻 第2号
「風の又三郎」論：心象を問う少年小説

岡村 民夫 岩波書店 2016.3
S/905/ﾌﾞ7/
17-2

28
文芸　第55巻 第4号
新連載　長野まゆみ「銀河の通信所」（前篇）

長野 まゆみ 河出書房新社 2016.11
S/905/ﾌﾞ9/
55-4

29
文芸　第56巻 第1号
新連載　長野まゆみ「銀河の通信所」（後篇）

長野 まゆみ 河出書房新社 2017.2
S/905/ﾌﾞ9/
56-1

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

山猫通信編集室

■ 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

30
宮城教育大学紀要　第51巻
小十郎と金天狗：宮沢賢治「なめとこ山の熊」の時代

渡辺 善雄 宮城教育大学 2017.1 S/051/ﾐ2/51

31
ライフデザイン学研究　第12号
宮沢賢治作品における狐：昔話や民話、伝承との関係

髙橋 直美
東洋大学ライフデ
ザイン学部

2017.3 S/051/ﾗ1/12

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

32
印度の虎狩り
長谷川恭一が描く宮沢賢治の世界

長谷川  恭一∥作曲 編
曲 ピアノ

〔販売者不明〕 〔2016〕 CK/R04/ﾊｾ ○

33
オペラ「銀河鉄道」  音楽童話「星の王子さ
ま」

稲垣  卓三∥脚本・作
曲・指揮

〔販売者不明〕 〔2016〕 CK/R06/ｵﾍﾟ ○

34
音楽童話「セロ弾きのゴーシュ」「如意宝
珠」

稲垣  卓三∥脚色・作曲・
指揮
浪  宏友∥語り
室内オーケストラ∥演奏

ナミ・レコード ウェ
イヴ・ディストリ
ビューション（販
売）

1996.7 CK/G02/ｵﾝ

35 風の又三郎 宮沢  賢治∥著 ことのは出版 2015.10 CK/G08/ﾐﾔ ○

36 花鳥図譜、八月、早池峯山巓＜訳＞ 宮沢  賢治∥原作
いわて芸術文化技術
共育研究所（制作）

2016 CK/G08/ﾐﾔ ○

37 銀河鉄道の夜 宮沢  賢治∥著 ことのは出版 2015.10 CK/G08/ﾐﾔ ○

38 セロ弾きのゴーシュ 宮沢  賢治∥著 ことのは出版 2015.10 CK/G08/ﾐﾔ ○

39 宮沢賢治小話集 宮沢  賢治∥著 ことのは出版 2015.10 CK/G08/ﾐﾔ ○

40 宮沢賢治童話全集 1 宮沢  賢治∥〔著〕 パンローリング 〔2016〕 CK/G08/ﾐﾔ/1 ○

41 宮沢賢治童話全集 2 宮沢  賢治∥〔著〕 パンローリング 〔2016〕 CK/G08/ﾐﾔ/2 ○

42 宮沢賢治童話全集 3 宮沢  賢治∥〔著〕 パンローリング 〔2016〕 CK/G08/ﾐﾔ/3 ○

43 宮沢賢治童話全集 4 宮沢  賢治∥〔著〕 パンローリング 〔2016〕 CK/G08/ﾐﾔ/4 ○

44 よだかの星 宮沢  賢治∥原作
「よだかの星」制
作班（制作）

2016 CK/G08/ﾐﾔ ○

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

45 賢治の短歌百首かるた -
[宮沢賢治生誕120年紀念
事業実行委員会]

2016
あいさつ

ｹﾝ/798/ｹﾝ
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記　事   年　月　日　　面

宮沢賢治産湯の井戸公開始まる　花巻・２７日まで 2015.08.01  25

賢治記念館　入館７００万人　花巻　３３年目、展示一新効果 2015.08.02  18

賢治英訳の才人　歌や朗読を披露　東京・パルバースさん囲む会 2015.08.06  11

★ひと★　第２５回宮沢賢治賞に選ばれた　吉見　正信（よしみ　まさのぶ）さん 2015.08.18  4

賢治の街　歩いて満喫　花巻　ツーデーマーチ開幕 2015.08.23  20

風の又三郎　幻想世界　盛岡　わらび座が２９日上演 2015.08.27  11

最高賞に菅野さん（奥州・前沢）　宮沢賢治全国俳句 2015.08.28  27

高畑、片渕監督、来月招き　花巻でアニメフェス　上映、トーク　賢治朗読も 2015.09.06  20

命日　賢治を思う　花巻　情感たっぷり　童話や詩朗読 2015.09.22  17

命日　賢治を思う　花巻　詩碑前で児童　清らかな歌声 2015.09.22  17

賢治賞、イーハトーブ賞　受賞者ら５人表彰　花巻市 2015.09.23  19

賢治と普代つなぐ詩碑　村が新たに建立　除幕、ファンら祝う 2015.09.24  22

賢治研究　多様な視座　花巻で発表会　５人が考察や持論 2015.09.29  13

恋　賢治作品モチーフ　宮城出身　歌手・千葉げん太　４０周年「花巻の女」発売 2015.10.03  21

賢治　アニメ”幻灯会”　花巻でフェス　ファン、野外上映満喫　高畑監督講演　元さんライブ 2015.10.12  24

賢治を思い詩朗読　盛岡・岩手公園で碑前祭 2015.10.19  24

賢治の詩歌に導かれ　盛岡　渡部さん（中央大名誉教授）講話 2015.10.20  11

教会に響く賢治作品　盛岡で来月　柴川さん（同市出身）語りの会 2015.10.24  9

賢治の精神　劇や朗読で　盛岡少年院文化祭 2015.11.01  23

筆に見る賢治の交友　盛岡てがみ館　洋画家、測候所長ら　書簡や図書４５点 2015.11.06  13

★東京発　トレンドいわて★　「きのこ帝国」ボーカル・ギター　佐藤千亜妃さん（盛岡出身）　賢治の世界から影
響

2015.11.08  10

★盛岡広域　まち歩記★　小岩井農場（雫石町）　賢治のように心洗う 2015.12.06  20

賢治の願い　平和の調べ　花巻で国際音楽祭　国内外歌手ら一堂に 2015.12.09  23

★２０１５　いわて学芸回顧★（３）　文芸　啄木、賢治の話題続々　県人作家、意欲的に出版 2015.12.12  9

賢治３作品　想像広げて　盛岡　黒猫舎、２６日舞台上演 2015.12.22  11

「グスコンブドリ」表現豊か　花巻の児童生徒　賢治童話を舞台発表 2015.12.24  19

★啄木　賢治の肖像★（１）　誕生～幼少期　親の愛情、期待一身に／啄木　人を楽しませる才能／賢治 2016.01.06  11

★啄木　賢治の肖像★（２）　少年・青春時代（上）　級友と共に文学志す／啄木　権威的な学校に反発／賢治 2016.01.13  11

「賢治の詩」朗読で全国大会　花巻で来月　生誕１２０周年飾る 2016.01.18  20

★啄木　賢治の肖像★（３）　少年・青春時代（下）　東京生活　大きな挫折／啄木　友や師と出会い開花／賢
治

2016.01.20  10

★啄木　賢治の肖像★（４）　識者に聞く　石川啄木記念館長・森義真さん（盛岡）／文芸評論家・吉見正信さん
（盛岡）

2016.01.27  13

賢治生誕１２０年ロゴを募集　花巻市、来月８日から 2016.01.29  25

★啄木　賢治の肖像★（５）　友（上）　金田一京助と啄木　保阪嘉内と賢治 2016.02.03  13

朗々　雨ニモマケズ　賢治生誕１２０年　花巻で全国大会 2016.02.07  24

★啄木　賢治の肖像★（６）　友（下）　宮崎郁雨と啄木／藤原健次郎、藤原嘉藤治と賢治 2016.02.10  11

賢治作品ＣＤアルバムに　盛岡の作曲家・長谷川さん　生誕１２０年記念、制作進む 2016.02.10  19

★啄木　賢治の肖像★（７）　恩師　富田小一郎、新渡戸仙岳と啄木／八木英三、関　豊太郎と賢治 2016.02.17  11

★啄木　賢治の肖像★（８）　両親　住職罷免で一家暗転　啄木／絶えず衝突も絆固く　賢治 2016.02.24  14

助け合い　賢治の心　作曲・指揮の高橋裕さんに聞く　盛岡で来月オペラ公演　復興に向かう活力に 2016.02.27  11

賢治短歌に啄木の影響　盛岡　記念館館長が講演 2016.02.29  25

★啄木　賢治の肖像★（９）　きょうだい　感情さらけ出せた妹　啄木／信仰や生き方に影響　賢治 2016.03.02  11

関心高まる石と賢治　一関・東山　青木さん（産業技術総合研究所）講演 2016.03.07  24

和洋楽器が賢治の世界　花巻・トークとコンサート 2016.03.08  19

★啄木　賢治の肖像★（１０）　女性（上）　文学観変えた妻節子　啄木／ときめく恋心　題材に　賢治 2016.03.09  13

★啄木　賢治の肖像★（１１）　女性（下）　北海道の思い出深く／啄木　禁欲課す中　結婚話も／賢治 2016.03.16  9

賢治・啄木　岩手山への愛　八幡平市博物館展　作品との関わり紹介 2016.03.17  23

★盛岡広域　まち歩記★　雫石町・雫石駅―雫石川園地　賢治の世界が広がる 2016.03.20  26

賢治の感想文の児童、生徒表彰　雫石 2016.03.23  28

■ 賢治関係新聞記事索引(岩手日報) ■
※平成27年8月～平成29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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★啄木　賢治の肖像★（１２）　識者に聞く　前国際啄木学会会長・望月善次さん（盛岡）／宮沢賢治研究家・牧
野立雄さん（盛岡）

2016.03.23  11

賢治の心　オペラで堪能　盛岡公演 2016.03.23  14

★啄木　賢治の肖像★（１３）　山　信仰心と望郷の思い／啄木　畏敬抱く創作の舞台／賢治 2016.03.30  12

★啄木　賢治の肖像★（１４）　川　故郷や幸福映す象徴／啄木　知識習得、物語の源泉／賢治 2016.04.06  9

★啄木　賢治の肖像★（１５）　識者に聞く　日本歌人クラブ会長・三枝昂之さん（川崎）／宮沢賢治記念館副館
長・牛崎敏哉さん（花巻）

2016.04.13  11

賢治の世界　光で表現　花巻の童話村　２９日からライトアップ 2016.04.14  19

声で広がる賢治世界　二戸市で朗読劇の公演 2016.04.18  24

★啄木　賢治の肖像★（１６）　仕事（上）　最先端の「人間」教育／啄木　生徒が慕う熱血先生／賢治 2016.04.20  11

童話彩るガラス絵　遠野　賢治の絵本原画紹介　展示館、今季スタート 2016.04.23  21

賢治が学んだ鉱物世界探究　一関　東山　きょうから特別展 2016.04.23  21

賢治の足跡　遺産に　奥州・江刺の人首町地区　地域詠んだ詩碑建立　歴史を後世に伝える 2016.04.25  24

詩人黄瀛　激動の軌跡　中国の賢治研究第一人者　花巻で企画展　作品や生い立ち紹介 2016.04.26  12

賢治の世界　散りばめ　花巻市　生誕１２０年ロゴ発表 2016.04.26  22

★啄木　賢治の肖像★（１７）　仕事（下）　鋭いジャーナリスト／啄木　病自覚も肥料に情熱／賢治 2016.04.27  10

賢治の世界きらめく　花巻・童話村ライトアップ 2016.04.30  27

賢治の森　光彩放つ　生誕１２０年　花巻・童話村ライトアップ　作品世界にいざなう 2016.05.01  25

恐竜を賢治の世界で　久慈琥珀博物館企画展　童話に絡め１３３点展示　地元発掘の化石初公開 2016.05.01  26

賢治　嘉藤治の精神紡ぐ　紫波町で碑前祭　歌を披露、作品朗読 2016.05.01  22

★啄木　賢治の肖像★（１８）　音楽　ワーグナーに「共感」／啄木　鑑賞、演奏　創作の糧に／賢治 2016.05.04  7

★啄木　賢治の肖像★（１９）　お金　多額借金　メモに詳細／啄木　貧しい人へ救済の手／賢治 2016.05.11  11

賢治童話の彫像を贈る　花巻　石のセガワ 2016.05.14  20

★郷土の本棚★　宮澤賢治、山の人生　澤村　修治編著　よこてけいこ絵　ありふれた景色一変 2016.05.15  11

大槌に賢治の詩碑　「ゆかり」２編建立へ　地元研究会　費用寄付呼び掛け 2016.05.17  22

★啄木　賢治の肖像★（２０）　東京（上）　「文学で成功」に挫折／啄木　父と対立　無断で上京／賢治 2016.05.18  9

長谷川さん（盛岡、作曲家）　ＣＤ完成で演奏会　２１日、賢治作品題材に 2016.05.18  14

「雨ニモマケズ」の手帳　８月に現物公開へ　花巻・宮沢賢治記念館 2016.05.18  26

賢治の世界表現　幸せ願う曲鑑賞　盛岡　長谷川さんの作品演奏 2016.05.24  13

★啄木　賢治の肖像★（２１）　東京（下）　孤独、望郷の念　歌に／啄木　理想郷願い深く学ぶ／賢治 2016.05.25  13

★啄木　賢治の肖像★（２２）　識者に聞く　山下多恵子さん／啄木　杉浦静さん／賢治 2016.06.01  9

★啄木　賢治の肖像★（２３）　手紙と日記（上）　小説のような味わい／啄木　赤裸々な思い親友へ／賢治 2016.06.08  9

★啄木　賢治の肖像★（２４）　手紙と日記（下）　人間の苦悩、喜び克明／啄木　手帳に他者への祈り／賢治 2016.06.15  10

賢治の足跡感じて　矢巾町・語る会　ゆかりの地をツアー　名作舞台や先輩の生家 2016.06.20  21

★啄木　賢治の肖像★（２５）　時代（上）　反骨精神で世に問う／啄木　独自の世界観を追求／賢治 2016.06.22  18

賢治愛　瓦せんべいに　愛知の老舗菓子会社・今泉さん企画　珍しい写真入り包装　熱意実り許可受け販売 2016.06.29  26

★啄木　賢治の肖像★（２６）　時代（下）　大逆事件の真相追求／啄木　疲弊する農村に希望／賢治 2016.06.29  21

啄木と賢治、魅力探る　東京で講座　パルバースさんら対談 2016.07.05  13

賢治との関係考察　「黄瀛展」ギャラリートーク　花巻で研究者３人講演　詩壇で正当評価を／佐藤さん　軍人と
しても注目／守屋さん　異言語化に独自性／岡村さん

2016.07.05  13

★啄木　賢治の肖像★（２７）　宗教　仏教的な影響色濃く／啄木　法華経が文学の要に／賢治 2016.07.06  10

賢治の青春　思い浮かべ　雫石　「秋田街道夜行」フォーラム　作品の背景講演 2016.07.10  21

★啄木　賢治の肖像★（２８）　病と死　体調悪化克明に記す／啄木　農民思い信仰を貫く／賢治 2016.07.13  15

賢治思う心　地域超え　花巻　石鳥谷と東和の会　初の交流会で親睦 2016.07.14  25

★展望台★　啄木と賢治伝え続ける 2016.07.16  23

★盛岡県北　まち歩記★　滝沢市・大釜風林　賢治ゆかり　思いはせ 2016.07.17  18

★啄木　賢治の肖像★（２９）　没後の評価　普遍的な感情に共感／啄木　読み継がれる「祈り」／賢治 2016.07.20  13

イーハトーブ賞　司さん（東京）を選出　花巻市　賢治賞該当者なし 2016.07.26  21

賢治３作品　舞台で楽しむ　劇団黒猫舎　３０、３１日に盛岡公演 2016.07.26  13

★啄木　賢治の肖像★（３０）　識者に聞く　国際啄木学会会長　池田　功さん（東京）／宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター代表理事　栗原　敦さん（東京）

2016.07.27  9

賢治の産湯　ここから　花巻・鍛治町商店街　井戸の公開開始 2016.08.02  21

賢治詩碑囲む竹垣を新しく　花巻農高生が作業 2016.08.03  21

膨らむ賢治交流　奥州・米里地区　埼玉大生　今年も訪問　学習や熊本応援ライブ 2016.08.06  22

賢治生誕の節目　朗読、合唱で祝う　花巻　やまなし祭 2016.08.08  28

賢治の世界へ思い　イーハトーブフェス　花巻で２６日開幕　高畑、岩井両監督ら　トークやライブ 2016.08.13  22
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「イギリス海岸」自然露出　花巻の北上川　雨量少なく２年連続 2016.08.13  26

渡部さん（盛岡出身）、賢治思いチェロ演奏会　花巻で２１日 2016.08.17  10

花巻で２７日から賢治国際大会 2016.08.19  11

「雨ニモマケズ」手帳公開　花巻・宮沢賢治記念館　きょうから特別展 2016.08.20  27

★アンテナ★　賢治の学校　魅力をさらに 2016.08.21  4

「賢治の学校」入館２００万人　花巻　開館２０年控え達成 2016.08.21  25

賢治の歩みに思いはせ　生誕１２０年切手　花巻市に贈呈　日本郵便東北支社 2016.08.23  21

賢治の歩みに思いはせ　愛した音色を蓄音機で堪能　花巻市博物館コンサート 2016.08.23  21

賢治世界描くチェロ　花巻　渡部さん（盛岡出身）演奏会 2016.08.23  9

賢治が見た秩父路　埼玉で来訪１００年記念展　地質旅行　資料で紹介　短歌のはがきなど１２０点 2016.08.25  11

宮沢賢治生誕１２０年フェス　花巻で開幕　熱狂　雨にも負けず 2016.08.27  24

★特集★　賢治愛　共に感じて　生誕１２０年・イーハトーブフェス（花巻）　クリエーター　ファンと一体　ライブや
トーク、上映

2016.08.28  25

最高賞に和田さん（盛岡）　宮沢賢治・全国俳句大会 2016.08.28  27

賢治の理想郷探究　花巻で国際研究大会開幕　講演や翻訳朗読 2016.08.28  27

「学生」賢治の卒論に光　岩手大で企画展 2016.08.30  24

★イーハトーブは今どこに　花巻・第４回賢治国際大会★（上）　記念講演　アーサー・ビナードさん（詩人・翻訳
家）／「人間の本質伝える」　平田オリザさん（劇作家・演出家）／「不条理を乗り越え」

2016.08.30  11

★イーハトーブは今どこに　花巻・第４回賢治国際大会★（下）　シンポ　ホイト・ロングさん（米シカゴ大教授）「終
わらぬプロセス」　佐々木・ボグナ・アグネシカさん（京都大大学院）「動物界と契約の場」　岡村民夫さん（法政大
教授）「二面性を持つ世界」

2016.08.31  17

「賢治の原点に啄木」　盛岡　旧渋民尋常小校舎で講座 2016.09.04  20

★郷土の本棚★　賢治　詩の世界へ　　三上　満著　「心羽ばたく」豊かさ 2016.09.04  11

盛岡出身の直木賞作家　森荘已池が触れた賢治　３０年ぶり随筆集再刊 2016.09.08  13

生誕１２０年　賢治がテーマ　岩手大　シニアカレッジ開講 2016.09.08  26

「雨ニモマケズ」賢治自らの思い　岩手大で清六さんの孫が講演 2016.09.13  26

賢治の世界シャンソンに　１８日、盛岡　伊藤さん（盛岡出身）リサイタル 2016.09.15  11

賢治の本尊　鎌倉に　望月・岩手大名誉教授が確認　日々礼拝、曼荼羅の原本　宗教的背景研究の成果に期
待

2016.09.16  11

賢治のチェロ　節目に花添え　花巻で生誕１２０年記念祭 2016.09.17  27

賢治詩碑完成　復興の支えに　大槌の研究会 2016.09.20  23

賢治を思い朗読や合唱　花巻　命日の催し 2016.09.22  23

賢治を語り功績顕彰　東京でイベント　生誕１２０年を記念 2016.09.23  18

受賞者３人を表彰　花巻　宮沢賢治賞・イーハトーブ賞 2016.09.23  21

★ひと★　大槌町に宮沢賢治の詩碑を建立した大槌宮沢賢治研究会会長　佐々木　格（ささき　いたる）さん 2016.09.28  4

賢治作品の背景解く　花巻で研究発表会　学会会員・根本さん／銀河鉄道の考察深く　学会理事・加藤さん／
ダルゲの人物像模索

2016.09.29  14

賢治学会新代表理事に富山さん 2016.09.29  14

賢治の名編　秋空へ　盛岡・岩手公園　碑前祭で詩朗読 2016.10.17  21

母校へ贈る賢治詩碑　東京在住の工藤さん　岩手町・川口小児童、厚意に感謝 2016.10.25  23

★県南記者が行く　路線バスの旅★（２９）　大迫花巻線（早池峰と賢治の展示館）　懐かしい童話の世界 2016.10.30  29

賢治の短歌　カルタで光　花巻・生誕１２０年事業実行委　百首選び作製、英訳も　市内小中高校に配布へ 2016.11.04  15

賢治　ユニークな一面も　清六さんの孫素顔語る　奥州市で文学講演会 2016.11.09  19

賢治の生涯　長編映画に　吉田さん（盛岡）監督・脚本　構想３９年、県内で撮影 2016.11.12  10

賢治作品の翻訳拡大　ニューデリー・日本文学セミナー報告　望月さん（岩手大名誉教授）寄稿　「雨ニモマケ
ズ」　印１０言語で朗読

2016.11.17  13

白菜”実り”大きく　花巻・笹間二小　育てて売って　児童が体験学習　賢治に触れ食育 2016.11.19  20

賢治の世界　輝く酒蔵　花巻・石鳥谷で電飾点灯 2016.11.28  24

啄木・賢治　切り口多彩　盛岡で岩手デザイナー協会展 2016.12.08  13

賢治の心をオペラに　盛岡で２１、２２日　県人結集し「ゴーシュ」 2016.12.14  13

田中さん（ソプラノ）ら聴く見る演奏会　２６日盛岡で　啄木、耕筰、賢治を記念 2016.12.17  21

宇宙の神秘と賢治作品重ね　花巻　毛利衛さん講演会 2016.12.17  22

２４、２５日に賢治３作品　盛岡　劇団黒猫舎が公演 2016.12.20  13

県内の音楽家ら力結集　賢治生誕１２０年記念　盛岡でオペラ「ゴーシュ」 2016.12.27  13

啄木、賢治らの魅力　音楽と写真で表現　盛岡でコンサート 2016.12.28  18

★誠をつなぐ　岩手医大１２０年★（１５）　追憶の岩手病院 2017.01.25  9
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啄木派　賢治派　あなたは？　盛岡で企画展　テーマ別に２人対比　共通点や違い興味深く 2017.01.29  22

被災地思い「雨ニモマケズ」　花巻　朗読全国大会　佐藤さん（福島）大賞 2017.02.05  21

★アンテナ★　賢治の精神さらに広める 2017.02.06  4

★ふるさとステージ★　賢治世界　幸せ探しの旅へ　あすから花巻市民劇場　童話の投影色濃く 2017.02.24  25

被災地癒やす音の力　釜石　賢治ゆかりの曲披露 2017.03.13  20

震災　詩歌で次代へ　作品の中に答えがある／事実を残すことは大切　盛岡・文化復興支援フォーラム　啄木と
賢治にも言及

2017.03.14  13

賢治の青春　演劇で表現　盛岡中学時代描く 2017.03.19  25

賢治に学ぶ地方創生　岩手大でフォーラム　講演や意見交換 2017.03.22  17

賢治作品感想文　児童、生徒を表彰　雫石 2017.03.27  21

「世界人」賢治を表現　東京　佐藤さん（奥州出身）墨彩画展 2017.04.04  11

「賢治の米」玄米茶に　盛岡の繁田園　板垣農場（花巻）とコラボ 2017.04.08  5

鈴木亮平、賢治に挑む　来月ドラマ開始　「人間くさく演じる」 2017.05.09  19

誇りの賢治詩碑７０年　一関・東山　来月４日に記念行事　谷川俊太郎さんら参加 2017.05.14  19

【奥州】　郷土の詩人　故佐伯郁郎さん　貴重な書簡や史料２０３点　江刺で企画展　賢治全集初版本も 2017.05.19  21

亮平さんの「賢治」見て　来月放送ドラマ　監督がトークショー 2017.05.25  28

★首都圏発　いわて物語★　プロデューサー　佐藤　幹也さん（北上市出身）　「食」を通じ賢治描く 2017.06.04  8

詩碑７０年　賢治を顕彰　一関・東山で記念式典　谷川俊太郎さん参加　揮毫した父振り返る　児童が合唱 2017.06.05  24

★郷土の本棚★　宮沢賢治と森荘已池の絆　森　三紗著　つながりの深さ解説 2017.06.11  9

★こどもの本★　宮沢賢治の鳥　国松俊英文　舘野鴻（ひろし）画 2017.06.15  14

「心に残る温かな作品」　あすから連続ドラマ「宮沢賢治の食卓」　試写会　主役の鈴木さんあいさつ 2017.06.16  24

感情豊か新賢治像　御法川監督、原作の魚乃目さんインタビュー　あすから連続ドラマ「宮沢賢治の食卓」
「食」の視点で描く

2017.06.16  17

【花巻】　下ノ畑ニ植エマス　保存会　賢治設計の花壇に 2017.06.19  20

賢治の心象風景　追求　研究家の故吉田さん写真展　花巻 2017.06.21  17

人間らしさ感じて　ドラマ「宮沢賢治の食卓」鈴木亮平さんに聞く　愛される作品目指す 2017.06.22  13

【盛岡】　家族が知る賢治の姿　弟の孫、和樹さん語る　ユネスコ協会講演 2017.06.24  24

【北上】　化学で味わう賢治の世界　実験し再現　あす講座 2017.06.24  23

【盛岡】　賢治詩碑　より身近に　盛岡一高ＯＢ団体　説明板設置し除幕 2017.06.26  19

【北上】　賢治の世界　楽しく実験　化学講座　四ケ浦さん（金沢高講師）再現 2017.06.27  20

賢治の青春　１００年後踏破　本紙記者が盛岡―雫石２０キロ夜行　道程　重なる作品世界 2017.07.09  19

【花巻】　賢治の世界きらやか　童話村　今年もライトアップ 2017.07.16  23

賢治の世界　花巻に響け　山形交響楽団、２３日演奏会 2017.07.21  13

賢治童話３作品上演　盛岡・劇団黒猫舎　２９日から県内３会場 2017.07.22  10

【花巻】　念願、賢治の古里公演　東京から劇団 2017.07.24  24

【奥州】　「人首町」に賢治訪ねて　江刺　「大学校」で作品体感 2017.07.27  21
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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 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

2 春と修羅（初版） 宮沢 賢治∥著 関根書店 1924 ｹﾝ/15/1

3
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

4 国訳妙法蓮華経 ー 宮沢清六 1934.6 ｹﾝ/9/5

5 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

6
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

7 風の又三郎 宮沢 賢治∥著 羽田書店 1949.6 ｹﾝ/3/13

石の不思議
岩石・鉱物・化石

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

8 目をみはる伊藤若冲の『動植綵絵』
伊藤 若冲∥[画]
狩野 博幸∥著

小学館 2000.8 721.4/ｲﾄ ○

No 岩石・鉱物・化石名 館外貸出

9 角閃石黒雲母花崗閃緑岩

10 蛇紋岩

11 石英（アメトリン）

12 石英(黄水晶)

13 蛍石 2点

14 孔雀石

15 鋼玉(ルビー)

16 人工ルビー

17 磁鉄鉱

18 琥珀

19 床板サンゴ シェドハリシテス

20 珪化木

人と石のかかわり
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

21 岩石・鉱物図鑑
R.F.シムス∥著
舟木 嘉浩∥日本語版監修

あすなろ書房 2004.1 458/ｻｲ ○

22 日本山海名物図会
平瀬 徹斎∥著
長谷川 光信∥画

名著刊行会 1969 602.1/ﾋ2/1 ○

23
陸中国鹿角郡尾去沢鉱山地図並坑業
順序図(パネル)

ー ー
国立国会図書館デジ
タルコレクション

No 岩石・鉱物・化石名 館外貸出

24 含自然金含灰重石石英脈

25 自然金(砂金)

岩手で産出される石
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

26 郷土伝説絵物語 １～3
深沢　紅子∥文
深沢　省三∥画

岩手日報社 1952.4
K/388/ﾌ1/2-1
～3

27 遠野物語 増補版 柳田　国男∥著 郷土研究社 1938.2 K/388/ﾔ2/3

岩手県盛岡市乙部 岩手県立博物館

産出場所 所蔵者

コンゴ民主共和国 岩手県立博物館

岩手県洋野町 岩手県立博物館

ー 個人所蔵

岩手県立博物館

岩手県立博物館

中国/メキシコ 岩手県立博物館

マダガスカル

(ロシア製造)

岩手県大船渡市 岩手県立博物館

産出場所 所蔵者

岩手県遠野市宮守町 岩手県立博物館

岩手県釜石市 岩手県立博物館

岩手県都宮古市 岩手県立博物館

ボリビア 岩手県立博物館

ブラジル 岩手県立博物館

岩手県盛岡市乙部 岩手県立博物館

【4階展示コーナー 】

■石と賢治の世界■
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No 岩石・鉱物・化石名 館外貸出

28 鋼玉(コランダム)

29 石英（両錘水晶）

30 石英(紫水晶)

31 バラ輝石

32 琥珀大塊

33 雲母状赤鉄鉱

34 岩手山火山噴出物(パネル)

石に魅せられた賢治
幼少期～盛岡農林高等学校時代

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

35 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

36
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

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

38
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

39
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

40
賢治在学当時の土性調査用器材及び教
材(検土杖・硬度計・クリノメーター)(パネル)

ー ー ー 岩手大学農学部附属
農業教育資料館

41
偏光顕微鏡と賢治が作成した「岩根橋・輝
石角閃岩」剥片標本の偏光顕微鏡写真(パ
ネル)

ー ー ー 岩手大学農学部附属
農業教育資料館

42 宮沢賢治全集 1 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 1968 ｹﾝ/8/16-1 ○

43 蛇紋岩(パネル) ー ー ー 岩手大学農学部附属
農業教育資料館

44 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

No 新聞名 館外貸出

45 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

教員時代～東北砕石工場時代
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

46 花巻・イギリス海岸のクルミの化石(パ
ネル)

ー ー ー 岩手大学農学部附属
農業教育資料館

47 地学雑誌 第443～454合冊 ー 東京地学協会 1926 S/450/ﾁ1

48 宮沢賢治科学の世界
高村　毅一∥編
宮城　一男∥編

筑摩書房 1984.9 ｹﾝ/9/10 ○

49 グスコー・ブドリの伝記 宮沢 賢治∥著 羽田書店 1941.4 ｹﾝ/3/19

50 グスコーブドリの伝記
宮沢 賢治∥原作
ますむら ひろし∥著

朝日ソノラマ 1983.9 ｹﾝ/3/77ｲ ○

No 新聞名 館外貸出

51 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

52 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

石と賢治の世界
詩の中の石

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 宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著 創元社 1948 ｹﾝ/15/3

54 宮沢賢治詩集
宮沢 賢治∥著
浅野 晃∥編

白凰社 1970.3 ｹﾝ/15/13 ○

55
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

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」

産出場所 所蔵者

岩手県一関市大東町 岩手県立博物館

岩手県陸前高田市 岩手県立博物館

内容

宮城県栗原市 岩手県立博物館

大正7年(1918)5月27日「『土性調査』の経過」

岩手県 岩手県立博物館

内容

岩手県久慈市 岩手県立博物館

岩手県西和賀町 岩手県立博物館

岩手県 岩手県立博物館
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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

56 宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著 角川春樹事務所 1998.4 ｹﾝ/911.56/ﾐﾔ ○

童話の中の石

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

57 貝の火 水野　英子∥著 潮出版社 1984.9 ｹﾝ/9/9-14

58 貝の火
宮沢 賢治∥文
ユノ　セイイチ∥画

童心社 1991.11 JK/913/ﾐﾔ ○

59 貝の火
宮沢 賢治∥文
宮沢 清六∥編

シグロ 1995 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

No 岩石・鉱物・化石名 館外貸出

60 オパール(パネル)

61 石英(玉髄)の被覆仮晶

気のいい火山弾

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 宮沢賢治全集　第3巻
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六∥[ほか]編輯

十字屋書店 1946 ｹﾝ/8/4-3Bｲ

63 気のいい火山弾
宮沢 賢治∥作
たなか よしかず∥版画

未知谷 2003.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

64 気のいい火山弾
宮沢 賢治∥作
田中 清代∥絵

三起商行 2010.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

No 岩石・鉱物・化石名 館外貸出

65 紡錘状火山弾

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

66 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥著 新潮社 1941 ｹﾝ/3/45

67 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 ○

68 銀河鉄道の夜　改訂復刻版
佐藤 国男∥木版画
宮沢 賢治∥原作
斉藤 征義∥編

北海道新聞社 1996.4 ｹﾝ/913/ﾐﾔ ○

十力の金剛石
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

69 宮沢賢治全集　7 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 1967
ｹﾝ/918.6/ﾐ2/2-
7 ○

70 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/ﾐ ○

71 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/ﾏｽ ○

台川
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 新修　宮沢賢治全集　第14巻 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 1980.5 ｹﾝ/8/25/14

73 宮沢賢治全集　6 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 1986.5
ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ
/6

○

74 宮沢賢治童話全集　7　新装版
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六/堀尾青史∥編集

岩崎書店 2016.9
ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ
/7

○

楢ノ木大学士の野宿
No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

75 宮沢賢治全集  第5巻　校訂版
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六∥[ほか]編輯

十字屋書店 1947 ｹﾝ/8/4-5B

76 宮沢賢治全集 第7巻 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 1956 ｹﾝ/8/13-7

77 校本宮沢賢治全集　第8巻 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 1978 ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ/8 ○

まなづるとダアリヤ

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 宮沢賢治文庫 組合版 第7冊
宮沢 賢治∥著
宮沢 清六∥[ほか]編

日本読書購買利用組
合

1948.8 ｹﾝ/8/5-7

79 宮沢賢治童話全集　1
宮沢 賢治∥[著]
宮沢 清六/堀尾 青史∥編集

岩崎書店 1974
ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ
/1

○

岩手県立博物館

産出場所 所蔵者

ー
岩手大学農学部附属農
業教育資料館

岩手県西和賀町

秋田県駒ヶ岳 岩手県立博物館

産出場所 所蔵者
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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

80 宮沢賢治童話大全 宮沢 賢治∥著 講談社 1988.9 ｹﾝ/3/162 ○

81 賢治童話 宮沢 賢治∥著 翔泳社 1995.9 ｹﾝ/3/228 ○

82 まなづるとダアリヤ 宮沢 賢治∥著 角川書店 1996.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

No 岩石・鉱物・化石名 館外貸出

83 「加藤碵一コレクション展」展示資料※

84 化石※ ー
石と賢治のミュージア
ム

産出場所 所蔵者

ー
石と賢治のミュージア
ム

※No.83は9月22日(金)～10月15日(日）まで、No.84は10月16日(月)～11月12日(日)までの限定展示となります。
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