
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 イーハトーボ　03 junaida∥著 サンリード 2017.10
ｹﾝ/726.6/ｼﾞﾕ
/3 ○

2
稲作挿話
混声合唱組曲

千原 英喜∥作曲
宮沢 賢治∥詩

全音楽譜出版社 2018.4 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

3 貝の火
宮沢 賢治∥作
おくはら ゆめ∥絵

三起商行 2017.10 ｹﾝ/E/ｵｸ ○

4 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥[著] KADOKAWA 2014.5 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ

5
銀河鉄道の夜
児童合唱(女声合唱)とピアノのための組
曲

千原 英喜∥作曲
宮沢 賢治/千原 英喜∥詞

全音楽譜出版社 2019.3 ｹﾝ/767.08/ﾁﾊ ○

6 作品で読む宮沢賢治 宮沢 賢治∥[著] 新典社 2018.8 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

7 ざしき童子(ぼっこ)のはなし 宮沢 賢治∥作岡田 千晶∥絵 三起商行 2017.10 ｹﾝ/E/ｵｶ ○

8 鹿踊りのはじまり
宮沢 賢治∥作
ミロコマチコ∥絵

三起商行 2018.10 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

9 10分間で読める宮沢賢治短編集 宮沢 賢治∥著 ゴマブックス 2018.6 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

10
心象スケッチ
混声合唱組曲

高田 三郎∥作曲
宮沢 賢治∥作詩

カワイ出版 2018.6 ｹﾝ/767.08/ﾀｶ ○

11 セロ弾きのゴーシュ
宮澤 賢治∥作
毛毛 龍∥絵

文芸社 2018.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

12 注文の多い料理店
宮沢 賢治∥作
いもと ようこ∥絵

金の星社 2018.1 ｹﾝ/E/ﾐﾔ ○

13 どんぐりとやまねこ
宮澤 賢治∥作
ゆみちゃん∥絵

on the wind c2019 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

14
猫の事務所
ある小さな官衙に関する幻想

宮澤 賢治∥作
ゆみちゃん∥絵

on the wind c2019 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

15
農民芸術論
宮澤賢治の詩による混声合唱曲集

吉田 要∥作曲
宮澤 賢治∥詩

ブイツーソリューション 2019.3 ｹﾝ/767.08/ﾖｼ ○

16 春と修羅 塩川 いづみ∥絵 torch press 2018.10 ｹﾝ/726.6/ｼｵ ○

17 宮沢賢治コレクション 6 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2017.8
ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ
/6 ○

18 宮沢賢治コレクション 7 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2017.9
ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ
/7 ○

19 宮沢賢治コレクション 8 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2017.11
ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ
/8 ○

20 宮沢賢治コレクション 9 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2018.1
ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ
/9 ○

21 宮沢賢治コレクション 10 宮沢 賢治∥著 筑摩書房 2018.3
ｹﾝ/918.68/ﾐﾔ
/10 ○

22
宮沢賢治短編集
Level 2(1300‐word)

宮沢 賢治∥原著 IBCパブリッシング 2016.12 ｹﾝ/837.7/ﾐﾔ ○

23 やまなし
宮沢 賢治∥作
浅野 薫∥絵

文芸社 2018.9 ｹﾝ/E/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

24
注文の多い料理店
(10歳までに読みたい日本名作11)

宮沢 賢治∥作 /館尾 冽∥絵 ・
他/加藤 康子∥監修 /
（野ばら） 小川 未明∥作

学研プラス 2018.3 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

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

25
「赤い経巻」とは何か
宮沢賢治と法華経

吉丸 蓉子∥著 [吉丸蓉子] 2017.12
ｹﾝ/910.268/ﾖ
ｼ ○

26 あった!!風の又三郎の原風景 浅沼 利一郎∥著 浅沼利一郎 2017.12 ｹﾝ/913.6/ｱｻ ○

27
アニメーション「宮沢賢治銀河鉄道の
夜」設定資料集

ー 復刊ドットコム 2018.9 ｹﾝ/778.77/ｱﾆ ○

28
イーハトーヴの森で考える
歴史家から見た宮沢賢治

色川 大吉∥著 河出書房 2019.6
ｹﾝ/910.268/ｲ
ﾛ ○

■ 新規収集賢治文庫 ■
平成29年8月1日～令和元年7月31日受け入れ

1



No 資　料　名 編著者名等 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

平成29年8月1日～令和元年7月31日受け入れ

29

『岩手毎日新聞』「文芸欄」および関連
記事に見る文化伝播の諸相
一九一〇年代の文学・美術、及び文化の動向、
宮沢賢治の文学揺籃期に関する一考察

秋枝 美保∥著 [福山大学] 2017.3 ｹﾝ/070.21/ｱｷ

30
親子で読みたい「宮沢賢治」心を育てる
名作ガイド

澤口 たまみ∥著 PHP研究所 2009.2
ｹﾝ/910.268/ｻ
ﾜ ○

31
画家、セザンヌと宮沢賢治
盛岡地方気象台から望む岩手山

栗原 文子∥[著]
[駒澤大学コミュニティ・
ケアセンター]

2018.8
ｹﾝ/910.268/ｸ
ﾘ ○

32 カムパネルラ 山田 正紀∥著 東京創元社 2019.2 ｹﾝ/913.6/ﾔﾏ ○

33 カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 長野 まゆみ∥著 河出書房新社 2018.12 ｹﾝ/913.6/ﾅｶﾞ ○

34 銀河鉄道の彼方に 高橋 源一郎∥著 集英社 2017.8 ｹﾝ/913.6/ﾀｶ ○

35 銀河鉄道の父 門井 慶喜∥著 講談社 2017.9 ｹﾝ/913.6/ｶﾄﾞ ○

36 銀河鉄道の星
宮沢 賢治∥原作 後藤 正文∥
編 牡丹 靖佳∥絵

ミシマ社 2018.12 ｹﾝ/913.6/ﾐﾔ ○

37 銀河の通信所 長野 まゆみ∥著 河出書房新社 2017.8 ｹﾝ/913.6/ﾅｶﾞ ○

38
銀河鉄道からのメッセージ宮沢賢治の
宇宙論DVD BOOK
(NHKコズミックフロント☆NEXT)

渡部 潤一∥監修 宝島社 2017.7 ｹﾝ/913.6/ｷﾞﾝ ○

39
くじけない力
宮澤賢治も信じた法華経「自己肯定」の教
え

立花 大敬∥著 KADOKAWA 2018.1 ｹﾝ/183.3/ﾀﾁ 〇

40
グスコーブドリの大学校報告書　第18
回

ー 石と賢治のミュージアム 2017.10
ｹﾝ/910.268/ｸﾞ
ｽ/18 ○

41
グスコーブドリの大学校報告書　第19
回

ー 石と賢治のミュージアム 2018.10
ｹﾝ/910.268/ｸﾞ
ｽ/19 ○

42
グスコーブドリの太陽系
宮沢賢治リサイタル&リミックス

古川 日出男∥著 新潮社 2019.7 ｹﾝ/913.6/ﾌﾙ ○

43
京城に渡った宮沢賢治
映画『風の又三郎』の享受

近藤 健史∥[著]
[東アジア日本語教育・
日本文化研究学会]

2018.3
ｹﾝ/910.268/ｺ
ﾝ ○

44 賢治学　第4輯
岩手大学宮澤賢治センター∥
編

東海大学出版部 2017.7
ｹﾝ/910.268/ｹ
ﾝ/4 ○

45 賢治学　第5輯
岩手大学宮澤賢治センター∥
編

東海大学出版部 2018.7
ｹﾝ/910.268/ｹ
ﾝ/5 ○

46 賢治研究　133号 ー 宮沢賢治研究会 2017.11 ｹﾝ//ﾐ2/2-133 ○

47 賢治研究　134号 ー 宮沢賢治研究会 2018.3 ｹﾝ//ﾐ2/2-134 ○

48 賢治研究　135号 ー 宮沢賢治研究会 2018.7 ｹﾝ//ﾐ2/2-135 ○

49 賢治研究　136号 ー 宮沢賢治研究会 2018.11 ｹﾝ//ﾐ2/2-136 ○

50 賢治研究　137号 ー 宮沢賢治研究会 2019.3 ｹﾝ//ﾐ2/2-137 ○

51 賢治研究　138号 ー 宮沢賢治研究会 2019.7 ｹﾝ//ﾐ2/2-138 ○

52 賢治先生と石鳥谷の人々　続 板垣 寛∥著 杜陵高速印刷(印刷) 2018.9
ｹﾝ/910.268/ｲ
ﾀ/2 ○

53
賢治と石展
宮澤賢治生誕120年記念特別展

奥州団栗団∥編集 [奥州団栗団] [2017]
ｹﾝ/910.268/ｹ
ﾝ ○

54
賢治の愛した風景と音楽
無二の友,藤原嘉藤治の書斎から

栗原 文子∥[著]
[駒澤大学コミュニティ・
ケアセンター]

2017.8
ｹﾝ/910.268/ｸ
ﾘ ○

55
the座　99号
イーハトーボの劇列車

ー こまつ座 2019.2
ｹﾝ/770.5/ｻﾞｻﾞ
/99

56
集中講義宮沢賢治
ほんとうの幸いを生きる

山下 聖美∥著 NHK出版 2018.8
ｹﾝ/910.268/ﾔ
ﾏ ○

57
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 ○

58
塔建つるもの
宮沢賢治の信仰

理崎 啓∥著 哲山堂 2017.11
ｹﾝ/910.268/ﾘ
ｻﾞ ○

59
謎ニモマケズ
名探偵・宮沢賢治

鳴神 響一∥著 祥伝社 2018.4 ｹﾝ/913.6/ﾅﾙ ○

60
飛行船月光号殺人事件
謎ニモマケズ

鳴神 響一∥著 祥伝社 2018.7 ｹﾝ/913.6/ﾅﾙ ○
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61
『楢の木大学士の野宿』・「野宿第三
夜」
賢治の海岸、〔蛸の浜〕と〔浄土ヶ浜〕

栗原 文子∥[著] [宮沢賢治研究会] 2019.3
ｹﾝ/910.268/ｸ
ﾘ ○

62
何となく賢治さん
心象スケッチ

滝田 恒男∥板彫り油彩 [ツーワンライフ出版] 2017.1 ｹﾝ/723.1/ﾀｷ ○

63
野の道
宮沢賢治という夢を歩く

山尾 三省∥著 野草社 2018.12
ｹﾝ/910.268/ﾔ
ﾏ ○

64
挽歌と反語
宮沢賢治の詩と宗教

富山 英俊∥著 せりか書房 2019.3 ｹﾝ/910.268/ﾄﾐ ○

65
『風景構成法』に寄せて
母と子が描き出した山と裾野の風景、そし
て賢治童話

栗原 文子∥[著]
[文教大学大学院臨床
相談研究所]

2018
ｹﾝ/910.268/ｸ
ﾘ ○

66 本統の賢治と本当の露 鈴木 守∥著 ツーワンライフ 2018.4
ｹﾝ/910.268/ｽ
ｽﾞ ○

67 宮澤賢治愛のうた 澤口 たまみ∥著 夕書房 2018.4
ｹﾝ/910.268/ｻ
ﾜ ○

68
宮沢賢治を読む
童話と詩と書簡とメモと

秋枝 美保∥著 朝文社 2017.10
ｹﾝ/910.268/ｱ
ｷ ○

69
宮沢賢治を読む、読む、読む。
平成30年度武蔵野市寄付講座講義録

武蔵野大学∥企画 武蔵野大学 2018.11
ｹﾝ/910.268/ﾐ
ﾔ ○

70 宮沢賢治記念館年報　平成28年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館
2018はじ

めに
ｹﾝ/910.268/ﾐ
13/2-2016 ○

71 宮沢賢治記念館年報　平成29年度 [宮沢賢治記念館∥編] 宮沢賢治記念館
2019はじ

めに
ｹﾝ/910.268/ﾐ
13/2-2017 ○

72 宮澤賢治「銀河鉄道の夜」の真実 岡崎 正道∥編
岩手大学宮澤賢治資料
室

2019.3
ｹﾝ/910.268/ｵ
ｶ ○

73
宮沢賢治研究文語詩稿一百篇・訳注
3
宮沢賢治・文語詩研究会資料

島田 隆輔∥著 [島田隆輔] 2017.9
ｹﾝ/911.52/ｼﾏ
/3 ○

74
宮澤賢治自耕の地「下の畑」保存会10
年の歩み

宮沢賢治自耕の地「下の畑」保
存会∥編集

宮沢賢治自耕の地「下
の畑」保存会

2019.3 ｹﾝ/610.6/ﾐﾔ ○

75
宮沢賢治詩碑「まづもろともに」建立70
年記念式典・事業記念誌

宮沢賢治詩碑「まづもろともに」
建立70年記念事業実行委員会
∥編集

宮沢賢治詩碑「まづもろ
ともに」建立70年記念事
業実行委員会

2017.8
ｹﾝ/911.162/ﾐ
ﾔ

76
宮沢賢治「西域」作品と島地大等の印
度仏蹟探検　作品「マグノリアの木」を視
座に

秋枝(青木) 美保∥著 [福山大学] 2016.3
ｹﾝ/910.268/ｱ
ｷ

77
宮沢賢治-多文化の交流する場所(トポ
ス)
第2回宮沢賢治国際研究大会記録集

宮沢賢治学会イーハトーブセン
ター編集委員会∥編集

宮沢賢治学会イーハトー
ブセンター

2001.12
ｹﾝ/910.268/ﾐ
ﾔ ○

78
宮沢賢治
土と宗教に生きた「雨ニモマケズ」の詩人

浅野 晃∥著 新学社・全家研 1988
ｹﾝ/910.268/ｱ
ｻ

79
宮沢賢治出会いの宇宙
賢治が出会い、心を通わせた16人

佐藤 竜一∥著 コールサック社 2017.8
ｹﾝ/910.268/ｻ
ﾄ ○

80
<宮澤賢治>という現象
戦時へ向かう一九三〇年代の文学運動

村山 龍∥著 花鳥社 2019.5
ｹﾝ/910.268/ﾑ
ﾗ ○

81
宮沢賢治の宇宙音感
音楽と星と法華経

中村 節也∥著 コールサック社 2017.8
ｹﾝ/910.268/ﾅ
ｶ ○

82
宮沢賢治の元素図鑑
作品を彩る元素と鉱物

桜井 弘∥著 化学同人 2018.6 ｹﾝ/431.11/ｻｸ ○

83 宮沢賢治の心を読む　4 草山 万兎∥著 童話屋 2018.1
ｹﾝ/910.268/ｸ
ｻ/4 ○

84 宮沢賢治の磁場 中野 新治∥著 翰林書房 2018.3 ｹﾝ/910.26/ﾅｶ ○

85
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 ○

86 宮沢賢治の地学教室 柴山 元彦∥著 創元社 2017.11 ｹﾝ/450/ｼﾊﾞ ○

87 宮澤賢治の「やまなし」を読む 繁田 興司∥著 大垣書店 2017.5 ｹﾝ/913.6/ｼｹﾞ ○

88 宮沢賢治「文語詩稿一百篇」評釈 信時 哲郎∥著 和泉書院 2019.2 ｹﾝ/911.52/ﾉﾌﾞ ○

89
宮沢賢治
友情のかたち

練馬区立石神井公園ふるさと文
化館分室∥編集

練馬区立石神井公園ふ
るさと文化館分室

2018.4
ｹﾝ/910.268/ﾐ
ﾔ

90
屋根の上が好きな兄と私
宮沢賢治妹・岩田シゲ回想録

岩田 シゲ∥ほか著 蒼丘書林 2017.12
ｹﾝ/910.268/ﾔ
ﾈ ○

91
よだかの星
宮沢賢治を読む

佐々木 時雄∥著 新潮社図書編集室 2017.9
ｹﾝ/910.268/ｻ
ｻ ○
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92
論文宮沢賢治の短歌と岩手県の文学
活動「心象スケッチ」への道程

秋枝 美保∥[著]
[宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター]

2015.3
ｹﾝ/910.268/ｱ
ｷ

93
わたしの宮沢賢治  １
賢治との対話

 C.Wニコル∥著  Nicol C.W. ソレイユ出版 2018.12
ｹﾝ/910.268/ﾜ
ﾀ/1 ○

94
わたしの宮沢賢治　2
豊穣の人

山下 聖美∥著 ソレイユ出版 2018.12
ｹﾝ/910.268/ﾜ
ﾀ/2 ○

95
わたしの宮沢賢治　3
賢治ことばの源泉

王 敏∥著 ソレイユ出版 2019.7
ｹﾝ/910.268/ﾜ
ﾀ/3 ○

96
わたしの宮沢賢治　4
法律家から見た賢治

作花 知志∥著 ソレイユ出版 2019.7
ｹﾝ/910.268/ﾜ
ﾀ/4 ○

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

97 アーツ・アンド・クラフツと日本 デザイン史フォーラム∥編 思文閣出版 2004.9 ｹﾝ/750.21/ｱﾂ ○

98

青山学院女子短期大学総合文化研究
所年報　第25号
比較、あるいは媒介なき他者性へ-暴力の
彼岸をめぐる、宮澤賢治の<動物>論と『革ト
ランク』、韓江(Han Kang)『菜食主義者』
(辻吉祥著)

青山学院女子短期大学総合文
化研究所∥編集

青山学院女子短期大学
総合文化研究所

2017.12
ｹﾝ/910.268/ｱ
ｵ/25 ○

99
荒俣宏妖怪探偵団ニッポン見聞録 東
北編

荒俣 宏∥著 学研プラス 2017.9 ｹﾝ/388.1/ｱﾗ ○

100 石川九楊著作集　別卷3 石川 九楊∥著 ミネルヴァ書房 2017.12
ｹﾝ/728.08/ｲｼ
/12 ○

101 海の彼方より訪れしものたち 日本ユング心理学会∥編 創元社 2017.7 ｹﾝ/146.1/ｳﾐ ○

102
愛媛経済論集　第37巻第1号
宮沢賢治:賀川豊彦と宮澤賢治-新しい人
づくり・新しい郷づくり- （松野尾裕著）

愛媛大学経済学会編集委員会
∥編

愛媛大学経済学会 2017.11
ｹﾝ/910.268/ｴ
ﾋ/37-1 ○

103
岡安大仁これからの緩和ケアとホスピ
ス・マインドを語る

岡安 大仁∥著 人間と歴史社 2017.12 ｹﾝ/490.15/ｵｶ ○

104

沖縄キリスト教短期大学紀要　第48号
(2019年)
「他者尊重」の感覚を育む言語教育Ⅰ-宮
沢賢治「よだかの星」の役割- (上原明子
著)

沖縄キリスト教短期大学∥編集 沖縄キリスト教短期大学 2019.1
ｹﾝ/910.268/ｵ
ｷ/48

105
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 ○

106

海保大研究報告　法文学系　第62巻
第1号
宮沢賢治と言葉-「注文の多い料理店」考
(泰野一宏著)

海上保安大学校∥編集 海上保安大学校 2017.10
ｹﾝ/910.268/ｶ
ｲ/62-1 ○

107

海保大研究報告　法文学系　第62巻
第2号
宮沢賢治における欲望の問題-「貝の火」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 2018.3
ｹﾝ/910.268/ｶ
ｲ/62-2 ○

108
海保大研究報告　法文学系　第63巻
第1号
宮沢賢治の異空間 (泰野一宏著)

海上保安大学校∥編集 海上保安大学校 2018.10
ｹﾝ/910.268/ｶ
ｲ/63-1 ○

109

海保大研究報告　法文学系　第63巻
第2号
<燃える>ということ-宮沢賢治「よだかの星」
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 2019.3
ｹﾝ/910.268/ｶ
ｲ/63-2 ○

110

学芸国語国文学 　第50号
「永訣の朝」の異同にみる宗教的死生観の
変容-賢治文学と宗教の相補横断的な読
みを手掛かりに- (知念遼真著)

東京学芸大学国語国文学会∥
編集

東京学芸大学国語国文
学会

2018.3
ｹﾝ/910.268/ｶﾞ
ｸ/50

111
語り紡ぐべきもの
<文学の力>とは何か

中野 新治∥編 笠間書院 2018.3 ｹﾝ/910.4/ｶﾀ ○

112
學海　総合文化研究所所報　第4号
宮澤賢治文学における<西城>の表象 （王
麗華著）

上田女子短期大学総合文化研
究所∥編集

上田女子短期大学総合
文化研究所

2018.3
ｹﾝ/910.268/ｶﾞ
ﾂ/4 ○

113
学校教育センター年報　第3号
宮沢賢治作品の「王様」について-「双子の
星」を中心に- (山口豊著)

武庫川女子大学学校教育セン
ター∥編集

武庫川女子大学学校教
育センター

2018.2
ｹﾝ/910.268/ｶﾞ
ﾂ/3 ○
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114
翰苑　思想・文学・歴史　vol.9(2018.3)
宮沢賢治と縄文の風 (綱澤満昭著)

姫路大学人文学 人権教育研究
所∥編集

海風社 2018.3
ｹﾝ/910.268/ｶ
ﾝ/9 ○

115 感性の方言学 小林 隆∥編 ひつじ書房 2018.5 ｹﾝ/818.04/ｶﾝ ○

116

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

117
求真　第20号(2014)
関東大震災と『銀河鉄道の夜』 (牧野静著)
巻頭

求真会∥編 求真会 2015.3
ｹﾝ/910.268/ｷ
ﾕ/20 ○

118
求真　第22号(2016)
賢治童話における本生譚 (牧野静著)

求真会∥編 求真会 2017.3
ｹﾝ/910.268/ｷ
ﾕ/22 ○

119
求真　第24号(2018)
宮沢賢治の菜食主義-同時代との比較か
ら- (牧野静著)

田辺元記念哲学会求真会∥編
田辺元記念哲学会求真
会

2019.3
ｹﾝ/910.268/ｷ
ﾕ/24 ○

120
教化学研究　8
今、宮沢賢治を考える (齋藤宣裕著)

日蓮宗現代宗教研究所∥編集 日蓮宗宗務院 2017.3
ｹﾝ/910.268/ｷ
ﾖ/8 ○

121
京都産業大学論集　人文科学系列
宮沢賢治の科学と農村活動-農業をめぐる
知識人の葛藤- (並松信久著) 巻頭

ー 京都産業大学 2019.3
ｹﾝ/910.268/ｷ
ﾖ ○

122

キリスト教文学研究　第34号
宮沢賢治の<信仰と教育>および「大宗教」
に関する思想-宮澤トシが学んだ成瀬仁蔵
の思想から (山根知子著)

『キリスト教文学研究』編集委員
会∥編集

日本キリスト教文学会事
務局

2017.5
ｹﾝ/910.268/ｷ
ﾘ/34 ○

123 金属伝説で日本を読む 井上 孝夫∥著 東信堂 2018.4 ｹﾝ/388.1/ｲﾉ ○

124 近代語研究　第20集 近代語学会∥編 武蔵野書院 2018.3
ｹﾝ/810.25/ｷﾝ
/20 ○

125

近代文学合同研究会論集　第14号
「宮沢賢治-<農>という視座について」ディ
スカッサントとして (大島丈志著) 賢治にお
ける「ユートピア」と「農」‐「銀河鉄道の夜」
「黄いろのトマト」を中心に (中村晋吾著) <
詩的アナキズム>との共鳴-一九二六年前
後の宮澤賢治への一考- (村山龍)  宮澤
賢治「北守将軍と三人兄弟の医者」再考-
改稿問題を中心に-(張永嬌)

近代文学合同研究会∥編 近代文学合同研究会 2017.12
ｹﾝ/910.268/ｷ
ﾝ/14 ○

126

熊本学園大学経済論集　第24巻第1-4
合併号
宮沢賢治と<農>-農業技術者の側面- (奥
山文幸著)

ー 熊本学園大学経済学会 2018.3
ｹﾝ/910.268/ｸ
ﾏ/24-1 ○

127

熊本県立大学 国文研究　第63号
宮沢賢治「ペンネンネンネンネン・ネネムの
伝記」-賢治が求めた<異世界>との交信-
(塚本春奈著)

熊本県立大学日本語日本文学
会∥編集

熊本県立大学日本語日
本文学会

2018.9
ｹﾝ/910.268/ｸ
ﾏ/63 ○

128

言語と文化　第30号
宮沢賢治作品のペルシャ語訳における諸
課題 アスィエ・サベル・モガッダム （鈴木健
司著）

文教大学大学院言語文化研究
科付属言語文化研究所∥編集

文教大学大学院言語文
化研究科付属言語文化
研究所

2018.3
ｹﾝ/910.268/ｹﾞ
ﾝ/30 ○

129

言語と文化　第31号
宮沢賢治作品における<権力>の在り処-
「山男の四月」「なめとこ山の熊」を手がかり
に- （鈴木健司著）

文教大学大学院言語文化研究
科付属言語文化研究所∥編集

文教大学大学院言語文
化研究科付属言語文化
研究所

2019.3
ｹﾝ/910.268/ｹﾞ
ﾝ/31 ○

130
現代文学は「震災の傷」を癒やせるか
3・11の衝撃とメランコリー

千葉 一幹∥著 ミネルヴァ書房 2019.3
ｹﾝ/910.26/ﾁ
ﾊﾞ ○

131
高校生と考える人生のすてきな大問
題

桐光学園中学校　高等学校∥
編

左右社 2017.4 ｹﾝ/041/ｺｳ ○

132 鉱物 人と文化をめぐる物語 堀 秀道∥著 筑摩書房 2017.12 ｹﾝ/459.04/ﾎﾘ ○

133

国語教育思想研究　第15号
現代の文学教育における言葉の強度-村
上春樹・小川洋子・宮澤賢治作品を中心と
して- (中村三春著)

国語教育思想研究会∥編集 国語教育思想研究会 2017.10
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/15 ○

134
国語と教育　第41号
「なめとこ山の熊」論-忘れられたもう一つの
集大成 (稲尾一彦著)

長崎大学国語国文学会∥編集 長崎大学国語国文学会 2016.11
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/41 ○
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135

国語論集　16
『春と修羅』の「永訣の朝」における思考の
多面体-賢治が「修羅」を生きるという宗教
的なる「心象スケッチ」論とは- （荒木美智
雄著）

『国語論集』編集委員会∥編
北海道教育大学釧路校
国語科教育研究室

2019.3
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/16 ○

136

国際日本学　第14号
法政大学国際日本学研究所研究成果報
告集
宮沢賢治からの宿題-西遊記と孫悟空、そ
して禹 王敏著)

法政大学国際日本学研究所∥
編集

法政大学国際日本学研
究所

2017.1
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/14 ○

137
国文　第127号
宮沢賢治・宗教テクストの言語戦略(2)-溶
媒としての太陽光- (大塚常樹著)

お茶の水女子大学国語国文学
会∥編集

お茶の水女子大学国語
国文学会

2017.7
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/127 ○

138
国文　第129号
宮沢賢治と浅草オペラ-詩「函館港春夜光
景」を例に- （黄毓倫著）

お茶の水女子大学国語国文学
会∥編集

お茶の水女子大学国語
国文学会

2018.7
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/129 ○

139
国文　第130号
宮沢賢治:宮沢賢治の言語戦略(3)-語りの
戦略- （大塚常樹著）

お茶の水女子大学国語国文学
会∥編集

お茶の水女子大学国語
国文学会

2018.12
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/130 ○

140
国文学研究　第181集
夢の中での<北方>-宮沢賢治｢花椰菜｣に
おける｢戦間期｣の内面- (中村晋吾著)

ー 早稲田大学国文学会 2017.3
ｹﾝ/910.268/ｺ
ｸ/181 ○

141

子どもの文化　第50巻7号(2018.7+8)
宮沢賢治童話を幼児に語る-リーディングシ
アターの実践から- (上田信道著) 『セロ弾
きのゴーシュ』の絵本化をめぐって（藤本朝
巳著)

ー 子どもの文化研究所 2018.8
ｹﾝ/910.268/ｺ
ﾄﾞ/50-7 ○

142 この人から受け継ぐもの 井上 ひさし∥著 岩波書店 2019.4 ｹﾝ/914.6/ｲﾉ ○

143
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 ○

144
駒澤大学心理臨床研究　第16号
賢治の愛した風景と音楽-無二の友,藤原
嘉藤治の書斎から- (栗原文子著)

ー
駒澤大学コミュニティ・ケ
アセンタ－

2017.8
ｹﾝ/910.268/ｺ
ﾏ/16

145
駒澤大学心理臨床研究　第17号
画家、セザンヌと宮沢賢治-盛岡地方気象
台から望む岩手山- （栗原文子著）

ー
駒澤大学コミュニティ・ケ
アセンタ－

2018.8
ｹﾝ/910.268/ｺ
ﾏ/17

146
ゴルディオンの結び目
水・環境・経済問答

稲場 紀久雄∥著 日本下水文化研究会 1997 ｹﾝ/519/ｲﾅ

147
三人の論集
宮澤賢治 大西民子 田江岑子

石川 朗∥著 石川朗 2019.8
ｹﾝ/910.268/ｲ
ｼ ○

148
四国学院大学論集　156号(2019)
『セロ弾きのゴーシュ』を読む-「個性化」の
物語として- (丹羽章著)

四国学院大学文化学会∥編集 四国学院大学文化学会 2019.3
ｹﾝ/910.268/ｼ
ｺ/156 ○

149
しししし　1(2017)
特集宮沢賢治

ー
双子のライオン堂出版
部

2017.12 ｹﾝ/905/ｼｼ/1 ○

150
詩人会議　第57巻第3号
宮沢賢治の詩と小説 (小森陽一講演)

詩人会議∥編 詩人会議 2019.3
ｹﾝ/910.268/ｼ
ｼﾞ/57-3 ○

151 死者の民主主義 畑中 章宏∥著 トランスビュー 2019.7 ｹﾝ/380.4/ﾊﾀ ○

152
<児童文学ファンタジー>の星図
アンデルセンと宮沢賢治

大澤 千恵子∥著 東京学芸大学出版会 2019.1
ｹﾝ/910.268/ｵ
ｵ ○

153 詩と出会う 詩と生きる 若松 英輔∥著 NHK出版 2019.7 ｹﾝ/901.1/ﾜｶ ○

154

島大国文　第36号
"たったひとりのほんたうのほんたうの神様"
小考-宮沢賢治『銀河鉄道の夜』覚え書き
(島田隆輔著)

ー 島大国文会 2019.1
ｹﾝ/910.268/ｼ
ﾏ/36 ○

155 清水正・ドストエフスキー論全集 10 清水 正∥著 D文学研究会 2018.3
ｹﾝ/980.2/ｼﾐ
/10 ○

156
JunCture
超域的日本文化研究　09(2018)

ー

名古屋大学大学院人文
学研究科附属「アジアの
中の日本文化」研究セ
ンター

2018.3
ｹﾝ/210.05/ｼﾞ
ﾔ/9 ○

157
小説は書き直される
創作のバックヤード

日本近代文学館∥編 秀明大学出版会 2018.12 ﾀｸ/910.26/ｼﾖ ○

158
女性学評論　第3号
賢治と「女性」(Ⅰ) （浜下昌宏著）

ー
神戸女学院大学女性学
インスティチュート

1989.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾞ
ﾖ/3 ○

159
女性学評論　第4号
賢治と「女性」(Ⅱ) （浜下昌宏著）

ー
神戸女学院大学女性学
インスティチュート

1990.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾞ
ﾖ/4 ○
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160
女性学評論　第14号
宮沢賢治:賢治と女性(3)-文語詩に見る<
女たち>への眼差し- （浜下昌宏著）

ー
神戸女学院大学女性学
インスティチュート

2000.3
ｹﾝ/910.268/ｼﾞ
ﾖ/14 ○

161
一九四〇年代の<東北>表象
文学・文化運動・地方雑誌

高橋 秀太郎∥編 東北大学出版会 2018.10
ｹﾝ/910.264/ｾ
ﾝ ○

162
占領は終わっていない
核・基地・冤罪そして人間

中村 尚樹∥著 緑風出版 2017.8
ｹﾝ/210.762/ﾅ
ｶ ○

163
総合政策　第19巻
宮沢賢治の反戦童話「烏の北斗七星」 (米
地文夫著)

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

2018.3
ｹﾝ/910.268/ｿ
ｳ/19

164
総合政策　第20巻
宮沢賢治が描いた架空の島「三稜島」の手
書き地形図 (米地文夫著)

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

2019.3
ｹﾝ/910.268/ｿ
ｳ/20

165 題名の喩楽 はんざわ かんいち∥著 明治書院 2018.9 ｹﾝ/910.4/ﾊﾝ ○

166 田口昭典先生を偲んで ー 宮沢賢治の会 2017.12 ｹﾝ/289.1/ﾀｸﾞ

167
玉藻　第52号
宮沢賢治『ポラーノの広場』論-つめくさのあ
かりを求めて- (佐藤桃花著)

フェリス女学院大学国文学会∥
編集

フェリス女学院大学国文
学会

2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾀ
ﾏ/52 ○

168

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 ○

169

点から線へ 第64号
「ほんとうのさいわひ」をさがして-宮沢賢治
と『銀河鉄道の夜』を中心に- (鎌田東二
著)

ー
石川県西田幾多郎記念
哲学館

2015.3
ｹﾝ/910.268/ﾃ
ﾝ/64 ○

170
点から線へ　第66号
日本の宗教性-幾多郎・大拙・賢治- （山
折哲雄著）

ー
石川県西田幾多郎記念
哲学館

2017.3
ｹﾝ/910.268/ﾃ
ﾝ/66 ○

171
東北文学の世界　第27号
門井慶喜『銀河鉄道の父』論 -政次郎の
信条と羨望- (田村萌著)

盛岡大学文学部日本文学科∥
編集

盛岡大学文学部日本文
学会

2019.3
ｹﾝ/910.268/ﾄ
ｳ/27

172

常葉大学短期大学部紀要　第47号
(2016)
宮沢賢治「やまなし」の視点とイメージ (小
野田貴夫著)
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』における日英比
較対象-英語翻訳の相違点- (新妻明子
著)

常葉大学短期大学部∥編集 常葉大学短期大学部 2016.12
ｹﾝ/910.268/ﾄ
ｺ/47 ○

173

常葉大学短期大学部紀要　第49号
(2018)
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』におけるオノマト
ぺ-日英比較対照と解釈のプロセス- (新妻
明子著)

常葉大学短期大学部∥編集 常葉大学短期大学部 2019.2
ｹﾝ/910.268/ﾄ
ｺ/49 ○

174
共にあることの哲学と現実
家族・社会・文学・政治

岩野 卓司∥[ほか著] 書肆心水 2017.11 ｹﾝ/135.5/ﾄﾓ ○

175
長崎純心比較文化学会会報　第11号
謎のような男-宮澤賢治 (張鑫著)

ー 長崎純心比較文化学会 2017.5
ｹﾝ/910.268/ﾅ
ｶﾞ/11 ○

176 西川徹郎研究 第1集 ー 西川徹郎記念文學館 2018.7
ｹﾝ/911.362/ﾆ
ｼ/1 ○

177

日夲文学会学生紀要　第26号
宮沢賢治「毒もみの好きな署長さん」論-共
同体に潜む暴力性- (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 2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾆ
ﾎ/26

178
日夲文学会学生紀要　第27号
宮沢賢治「土神と狐」論-色彩に現れる内
面- 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 2019.3
ｹﾝ/910.268/ﾆ
ﾎ/27

179
日本文学　No.770(2017-8)
<かくされたとし子>を求めて-宮沢賢治のエ
クリチュール- (岩見照代著)

日本文学協会∥編集 日本文学協会 2017.8
ｹﾝ/910.268/ﾆ
ﾎ/66-8 ○

180

人間・植物関係学会雑誌　第16巻第2
号
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場するケ
ンタウルス祭の植物と黄金と紅色で彩られ
たリンゴ(前編・中編・後編) (石井竹夫著)

ー 人間・植物関係学会 2017.3
ｹﾝ/910.268/ﾆ
ﾝ/16-2 ○

7
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181

人間・植物関係学会雑誌　第17巻第1
号
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する野
ばらと赤い点々を打った測量旗 (石井竹夫
著) 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場す
る赤い腕木の電信柱(前編・後編)  （石井
竹夫著）

ー 人間・植物関係学会 2017.9
ｹﾝ/910.268/ﾆ
ﾝ/17-1 ○

182

人間・植物関係学会雑誌　第17巻第2
号
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の発想の原点
としての橄欖の森-カムパネルラの恋(前
編・中編・後編) (石井竹夫著)

ー 人間・植物関係学会 2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾆ
ﾝ/17-2 ○

183

人間・植物関係学会雑誌　第18巻第2
号
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の発想の原点
としての橄欖の森-イチョウと二人の男の子
- (石井竹夫著) 宮沢賢治の『銀河鉄道の
夜』の発想の原点としての橄欖の森-アワと
ジョバンニの故郷(前編・後編)- (石井竹夫
著)

ー 人間・植物関係学会 2019.3
ｹﾝ/910.268/ﾆ
ﾝ/18-2 ○

184

梅花児童文学　第25号
「銀河鉄道の夜」の水死と改稿の研究-河
本緑石の死の影響について- (藤田なお子
著)
 研究ノート宮沢賢治「銀河鉄道の夜」の一
考察-河本義行(緑石)の死が触発したもの
- (畠山兆子著)

ー
梅花女子大学・大学院
児童文学会

2017.6
ｹﾝ/910.268/
ﾊﾞｲ/25 ○

185
梅花児童文学　第26号
戯曲「種山ヶ原の夜」の研究 （藤田なお子
著）

ー
梅花女子大学・大学院
児童文学会

2018.6
ｹﾝ/910.268/
ﾊﾞｲ/26

186
阪神近代文学研究　第19号
宮沢賢治「なめとこ山の熊」-「狐けん」から
の一考察 (ベルチャ・アドリアン著)

ー 阪神近代文学会 2018.5
ｹﾝ/910.268/ﾊ
ﾝ/19 ○

187
兵庫自治学　第24号
新しいひろばをつくる-賢治の祈り、東北の
祈り- (平田オリザ講演)

兵庫自治学会事務局∥編集 兵庫自治学会事務局 2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾋ
ﾖ/24 ○

188

藤女子大学人間生活学部紀要　第55
号
宮澤賢治の童話“水仙月の四日”における
雪童子の叫び-栄養療法の知的枠組につ
いての研究15- (藤井義博著)

紀要編集委員会∥編集 藤女子大学 2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾌ
ｼﾞ/55 ○

189

藤女子大学人間生活学部紀要　第56
号
宮澤賢治の“雨ニモマケズ”の組織化され
た構造-栄養療法の知的枠組についての
研究16- (藤井義博著)

紀要編集委員会∥編集 藤女子大学 2019.3
ｹﾝ/910.268/ﾌ
ｼﾞ/56 ○

190

文教大学国文　第47号
宮沢賢治における1926(大正15)年という
結節点 -「オツベルと象」における<白象>
の告白- (鈴木健司著)

ー 文教大学国語研究室 2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾌﾞ
ﾝ/47 ○

191

文教大学国文　第48号
宮沢賢治は、なぜ「南昌山」で水晶を採取
できたのか (鈴木健司著)
 雑誌『新建設者 報徳青年』における宮沢
賢治「精神歌」の受容 (大島丈志著)

ー 文教大学国語研究室 2019.3
ｹﾝ/910.268/ﾌﾞ
ﾝ/48 ○

192 文豪ストレイドッグス公式国語便覧 佐柄 みずき∥著 KADOKAWA 2016.12
ｹﾝ/778.77/ｻ
ｶﾞ

193
ペデルペスの足跡
日本近代詩史考

近藤 洋太∥著 書肆子午線 2018.12 ｹﾝ/911.52/ｺﾝ ○

194

北翔大学短期大学部研究紀要　第56
号
セロ弾きのゴーシュ水車小屋の新旧平面
(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 2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾎ
ｸ/56 ○

195

北海学園大学人文論集　第64号
『オツベルと象』、「多元的謎」における試論
-新「読み」論とその思考プリズム- (荒木美
智雄著)

ー 北海学園大学人文学部 2018.3
ｹﾝ/910.268/ﾎ
ﾂ/64 ○

196
北海道文教大学論集　第19号
宮沢賢治の童話とJ.S.バッハの音楽-「雪渡
り」と「フランス組曲」- (西野美穂著)

北海道文教大学∥編集 北海道文教大学 2018.2
ｹﾝ/910.268/ﾎ
ﾂ/19 ○

197 マンガ名言で読む感動の偉人伝　3 ー 学研プラス 2019.2 ｹﾝ/280/ﾏﾝ/3 ○
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198 明治の光・内村鑑三 新保 祐司∥著 藤原書店 2018.1
ｹﾝ/198.992/ｳ
ﾁ ○

199
物語を旅する
夢物語と妖怪物語

佐藤 義隆∥著 あさ出版パートナーズ 2018.10 ｹﾝ/901.3/ｻﾄ ○

200
有機農業研究　Vol.10 No.1(2018)
有機農業に内在する芸術性:宮沢賢治「農
民芸術概論綱要」をめぐって (舘野廣幸著)

日本有機農業学会∥編集 日本有機農業学会 2018.9
ｹﾝ/910.268/ﾕ
ｳ/10-1 ○

201

リベラシオン　no.167(2017秋)
人権研究ふくおか
映画「ある女工記」を観る観点-葉山嘉樹
「淫売婦」と宮澤賢治『注文の多い料理
店』・短編「山男の四月」の共通性=「六神
丸のことなど」- (大崎哲人著)

福岡県人権研究所∥編集 福岡県人権研究所 2017.9
ｹﾝ/910.268/ﾘ
ﾍﾞ/167 ○
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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 通巻第317号～第320号
2017.9～
2019.5

S/051/ｼﾞ2 〇

2
宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報
第55～58号

2017.9～
2019.3

KS/ｹﾝ/ﾐ3
○/期限
付禁帯

3 宮沢賢治記念館通信 第117～120号
2017.9～
2019.3

KS/ｹﾝ/ﾐ1

4 宮沢賢治研究Annual 第27～29号
2017.3～
2019.3

KS/ｹﾝ/ﾐ2
○/期限
付禁帯

5 山猫通信 205～216号
2017.9～
2019.7

KS/ｹﾝ/ﾔ1

6 論攷宮沢賢治 第16～17号
2018.3～
2019.3

KS/ｹﾝ/ﾛ1
○/期限
付禁帯

7 ワルトラワラ 第42～44号
2017.11～

2019.3
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
オール読物　第73巻 第3号　通巻1031号
第158回直木賞　銀河鉄道の父（抄）

門井 慶喜 文芸春秋 2018.3 S/910/ｵ1

9
オール読物　第73巻 第3号　通巻1031号
グラビア 盛岡、賢治の足跡を訪ねて

ー 文芸春秋 2018.3 S/910/ｵ1

10
岳人　通巻846号
水仙月の四日

宮沢 賢治
ネイチュアエンタープラ
イズ

2017.12 S/786/ｶﾞ1 ○

11
学校図書館　通巻第802号
用語から知る賢治童話　－『賢治童話ビジュア
ル事典』－

松岡 由紀
全国学校図書館協議
会

2017.8 S/017/ｶﾞ3

12
月刊天文ガイド　第53巻 9号 通巻643号
「銀河鉄道の夜」のナゾ解きに：「銀河鉄道の
夜」の舞台　岩手県矢巾町・南昌山に登る

藤井 旭 誠文堂新光社 2017.9 S/440/ｹﾞ1

13
子どもの本棚　第47巻 第3号 通巻593号
被災地への思い　宮沢賢治と海：東日本大震
災から7年

牛崎 敏哉 日本子どもの本研究会 2018.3 S/909/ｺ3

14
サムライ・平和　第10号
真附子出島物語素論：宮沢賢治と五大博士

一戸 良行
山波言太郎総合文化
財団

2017.8 KS/28/ﾎﾞ1

15
サムライ・平和　第10号
多摩川べりの「春と修羅」

小野寺 市朗
山波言太郎総合文化
財団

2017.8 KS/28/ﾎﾞ1

16
サムライ・平和　第11号
花巻・石鳥谷紀行　宮沢賢治と「稲作挿話」の
少年をたずねて

ー
山波言太郎総合文化
財団

2018.2 KS/28/ﾎﾞ1

17
サムライ・平和　第12号
「愛」と「戦」と「死」：宮沢賢治「烏の北斗七星」
に関連して

佐々木 八郎
山波言太郎総合文化
財団

2018.8 KS/28/ﾎﾞ1

18
サムライ・平和　第12号
宮澤賢治の人と思想

菊池 清麿
山波言太郎総合文化
財団

2018.8 KS/28/ﾎﾞ1

19
サムライ・平和　第13号
初出「リラ自然音楽」2月号（2002年）『こころで
読む宮沢賢治』所収　氷る月「なめとこ山の熊」

熊谷 えり子
山波言太郎総合文化
財団

2019.2 KS/28/ﾎﾞ1

20
サムライ・平和　第13号
特集　宮沢賢治の童話を読む

ー
山波言太郎総合文化
財団

2019.2 KS/28/ﾎﾞ1

21
サムライ・平和　第13号
岩手ミニ紀行　東北砕石工場と石鳥谷

牧 三晴
山波言太郎総合文化
財団

2019.2 KS/28/ﾎﾞ1

22

サンデー毎日　第96巻 第37号 通巻5413号
増大号
とことん1日旅 街ものがたり　花巻 岩手県　－
今も“賢治さん”に出会う街－

ー 毎日新聞出版 2017.8 S/051/ｻ2 ○

23
詩界　No.266
2018年11月例会講演　賢治の詩とリズム雑俎

中村 節也 日本詩人クラブ 2019.4 S/911/ｼ14

24
詩界　No.266
2018年12月例会講演　宮沢賢治のフィロソ
フィーー詩(心象スケッチ)と宗教－

栗原 敦 日本詩人クラブ 2019.4 S/911/ｼ14

25
週刊朝日　第122巻 第45号　通巻5458号
親友が語る 宮沢賢治の素顔　－盛岡高等農
林学校の同人誌創刊メンバーの「肉声」初公開

ー 朝日新聞出版 2017.9 S/051/ｼ10 ○

26
新潮　第114巻 第10号　通巻1353号
太平洋にタイタンは要らない　－新しい宮沢賢
治<1>－

今福 龍太 新潮社 2017.10 S/905/ｼ3

27
新潮 第114巻 第12号　通巻1355号
模倣の悦び　－新しい宮沢賢治<2>－

今福 龍太 新潮社 2017.12 S/905/ｼ3

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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28
新潮　第115巻 第2号　通巻1357号
風聞と空耳　－新しい宮沢賢治<3>－

今福 龍太 新潮社 2018.2 S/905/ｼ3

29
新潮　第115巻 第4号　通巻1359号
石-天と内臓をむすぶもの　－新しい宮沢賢治
<4>－

今福 龍太 新潮社 2018.4 S/905/ｼ3

30
新潮　第115巻 第6号　通巻1361号
愚者たちの希望　－新しい宮沢賢治<5>－

今福 龍太 新潮社 2018.6 S/905/ｼ3

31
新潮　第115巻 第8号　通巻1363号
心象のレンブラント光線　－新しい宮沢賢治<6>
－

今福 龍太 新潮社 2018.8 S/905/ｼ3

32
新潮　第115巻 第10号
<方角の旅人>たち　－新しい宮沢賢治<7>－

今福 龍太 新潮社 2018.10 S/905/ｼ3

33
新潮 第115巻 第12号　通巻1367号
終わらない植民地　－新しい宮沢賢治<8>ー

今福 龍太 新潮社 2018.12 S/905/ｼ3

34
新潮　第116巻 第2号　通巻1369号
無何有郷からの通信　－新しい宮沢賢治<9>ー

今福 龍太 新潮社 2019.2 S/905/ｼ3

35
新潮 第116巻 第3号　通巻1370号
三たび文学に着陸する : 古事記・銀河鉄道の
夜・豊饒の海

古川 日出男 新潮社 2019.3 S/905/ｼ3

36
新潮 第116巻 第4号　通巻1371号
血、虹、半影の夢　－新しい宮沢賢治<10>ー

今福 龍太 新潮社 2019.4 S/905/ｼ3

37
新潮 第116巻 第4号　通巻1371号
銀河通信所に宇宙が点る　『カムパネルラ版
銀河鉄道の夜』－長野まゆみ

暁方 ミセイ 新潮社 2019.4 S/905/ｼ3

38
新潮 第116巻 第6号　通巻1373号
宮沢賢治は宇宙の半分　－幻想イーハト－ヴ紀
行－

今福 龍太 新潮社 2019.6 S/905/ｼ3

39
日本児童文学 第65巻 第3号 通巻641号
児童文学から〈未来〉へ(3)「銀河鉄道の夜」と物
語読解の「ルール」

井上 乃武 日本児童文学者協会 2019.5 S/909/ﾆ1

40
文芸 第56巻 第4号
カムパネルラの恋

長野 まゆみ 河出書房新社 2017.11 S/905/ﾌﾞ9

41
文芸 第57巻 第2号
カムパネルラ版 銀河鉄道の夜<前篇>

長野 まゆみ 河出書房新社 2018.5 S/905/ﾌﾞ9

42
文芸 第57巻 第3号
カムパネルラ版 銀河鉄道の夜<後篇>

長野 まゆみ 河出書房新社 2018.8 S/905/ﾌﾞ9

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

43
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

ナミ・レコード 1996.7 CK/R02/ｵﾝ

44
Ｓａｍ āｄｈｉ
宮沢賢治・追想に基づくクラシック

Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｖａｌｌｅｙ Ｐｒｉｖ
ａｔｅ Ｒｅｃｏｒｄ

2019 CK/R10/ﾐﾔ 〇

45
ジャズ 夏のはなしです
宮沢賢治が出会った洋楽はやり歌・ジャズ

Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｖａｌｌｅｙ Ｐｒｉｖ
ａｔｅ Ｒｅｃｏｒｄ

2017.8 CK/W01/ﾐﾔ 〇

46
宮澤賢治
音楽と詩の世界

神武 夏子∥ピアノ 朗読 スターシア 2017.5 CK/Y10/ﾐﾔ 〇

47 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 〇

48 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 〇

49 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 〇

50 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 〇

51 宮澤賢治と音楽 佐藤 泰平∥制作
パンプオルガンの会（発
行）

〔発売日不
明〕

CK/W01/ﾐﾔ 〇

52
宮沢賢治ベスト
雨ニモマケズ

宮沢 賢治∥原作 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ 2017.5 CK/G08/ﾐﾔ 〇
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記　事   年　月　日　　面

賢治の峠道復活へ　岩石採集、詩群にも登場　滝沢のＮＰＯ　森林整備、憩いの場に 2017.08.04  21

【花巻】　イーハトーブ賞　色川さん（山梨）選出　渋谷さん（インド）ら奨励賞 2017.08.08  23

【花巻】　「歩きたい」そんな道に　イギリス海岸を整備 2017.08.11  20

賢治の心　感じよう　花巻・２６、２７日にイーハトーブフェス　「この世界の片隅に」「君の名は。」　野外上映、ライブ
も

2017.08.15  19

賢治作中の洋楽　ＣＤに　１５曲を復刻録音　北上出身・佐々木さん 2017.08.17  19

★一度はおいで　観光マルシェ★（６８）　賢治最中本舗末広（花巻・大通り）　孫が改装　温かな空間 2017.08.19  19

【花巻】　賢治のまち　歩いて体感　ツーデーマーチ 2017.08.20  24

「この世界の片隅に」原作者　賢治へ思い　花巻でフェス　こうのさんらトーク 2017.08.27  23

最高賞に菅原さん（盛岡）　宮沢賢治生誕祭全国俳句大会 2017.08.28  21

★ひと★　宮沢賢治ゆかりの峠道を整備するＮＰＯ法人「馬と曲（まが）り家のおおさわ村」事務局長　藤倉　恭一
（ふじくら　きょういち）さん

2017.09.01  4

★学校ぐるり★（３６）　花巻・南城小　賢治先生の心つなぐ 2017.09.10  24

賢治の青春　鮮明に　花巻の記念館が「アザリア」１００周年展　同人誌や草稿を公開 2017.09.14  13

【花巻】　賢治を感じて下ノ畑に白菜　南城小と笹間二小　自耕の地で苗植え作業 2017.09.14  21

賢治作品の評価考察　宮川さん（大阪国際児童文学振興財団理事長）　花巻で講演　絵本化の流れなど語る 2017.09.23  19

賢治の精神　今もなお　【花巻】　命日　思い寄せて　賢治祭 2017.09.23  21

賢治の精神　今もなお　【花巻】　功績　思い継いで　イーハトーブ賞贈呈式 2017.09.23  21

★郷土の本棚★　宮沢賢治　出会いの宇宙　佐藤　竜一著　影響与えた１６人に光 2017.09.24  11

【花巻】　賢治へ思い　歌に乗せ　花巻農高　しのぶ会、鹿踊部演舞も 2017.09.30  26

【花巻】　大地彩る芸術　実りの秋　田んぼアート収穫作業 2017.10.02　22

★日ロ最前線　―開発進む極東★（上）　日本の足跡　賢治の旅路　思いはせ 2017.10.04  6

【花巻】　取れたよ賢治のナシ　ゆかりの木　園児ら収穫 2017.10.13  29

【花巻】　聞かせる賢治の世界　南城中　防災落語とチェロ共演 2017.10.22  24

【滝沢】　秋色の森　賢治と歩む　大沢坂峠散策会　学生時代ゆかりの道 2017.10.22  23

【花巻】　賢治の庭　卒業制作　花巻農高３年生　創立１１０周年を飾る 2017.10.28　20

★郷土の本棚★　銀河鉄道の父　門井　慶喜著　親子を描く賢治物語 2017.10.29  19

【一関】　「雨ニモマケズ」　個性豊かに表現　ミュージアム朗読会 2017.11.04  17

【花巻】　賢治の心　校史と共に　花巻農高　創立１１０周年祝う 2017.11.04  17

雫石にオペラ響け　地元出身歌手の田中さんら　あす初のコンサート　啄木、賢治題材の曲など 2017.11.18  22

賢治は超時代的　「ニッポン見聞録―」荒俣宏さん　岩手、不思議で面白い 2017.11.28  10

賢治妹の回想録出版へ　岩田シゲ執筆　「永訣の朝」逸話も 2017.12.06  23

【雫石】　賢治の生涯　感動、驚き　御所小で先人講話　雫石との関わりも 2017.12.07  20

賢治の童話楽しむ舞台　盛岡　劇団黒猫舎２３、２４日公演 2017.12.15  13

「本当の幸い」問うオペラ　２０日盛岡　賢治の世界、祈り込め 2017.12.16  15

賢治の恋、音楽に乗せ発信　盛岡で２０日コンサート 2017.12.17  10

【二戸】　「銀河鉄道の夜」　表現豊かな演技　演劇協会公演 2017.12.26  20

【大船渡】　色あせぬ賢治の魅力　市民講座　牛崎さん（記念館学芸員）解説 2018.01.13  19

若竹さん（遠野出身）芥川賞　本県２回連続　２番目の年長受賞　直木賞「銀河鉄道の父」門井さん 2018.01.17  1

★時の人★　第１５８回直木賞に決まった　門井　慶喜（かどい　よしのぶ）さん 2018.01.17  9

若竹さん　言葉に勢い　選考経過　芥川賞／味とパワー、２新人　直木賞／賢治像、歯切れ良く 2018.01.18  13

震災ショック　失った意欲　創作支えた賢治作品　芥川賞候補・本県ゆかり木村さん（東京）　「思い込み捨て切れ
た」　沿岸で活動、題材の一つに

2018.01.21  23

賢治作品朗々１００編目　花巻・石鳥谷の音読会　約１１年半で達成　言葉の面白さ共有 2018.01.23  23

★名店はここに★（１）　光原社　可否館（盛岡）　息づく「童話の世界」 2018.01.28  8

★郷土の本棚★　よだかの星―宮沢賢治を読む―　佐々木時雄著　作品に浮かぶ人間性 2018.01.28  11

★学芸余聞★　父と賢治の交流読み解く 2018.01.31  11

★学校ぐるり★（５６）　花巻小　先輩賢治の短歌勉強 2018.02.04  23

【花巻】　息合わせ「雨ニモマケズ」　朗読全国大会　桜台小５年生が大賞 2018.02.04  23

戦時の沖縄描いた映画　「ＳＴＡＲ　ＳＡＮＤ―星砂物語―」　賢治研究のパルバース監督　２４日から盛岡上映 2018.02.07　19

★ひと★　１００編目の音読を達成した花巻市石鳥谷町の賢治作品音読会の会長　板垣　寛（いたがき　ひろし）さ
ん

2018.02.15  4

■ 賢治関係新聞記事索引(岩手日報) ■
※平成29年8月～令和元年7月までに「岩手日報」に掲載された関係記事を収録しています。
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記　事   年　月　日　　面

【花巻】　来場者１０万人達成　早池峰と賢治の展示館 2018.02.21  25

地元の賢治愛に驚嘆　直木賞受賞　来県の門井さん　好意的反応喜び 2018.02.27  14

賢治の精神　大切な時代に　豪在住のパルバースさん　盛岡で初監督映画上映 2018.02.28  19

賢治の言葉　歌に乗せて　オペラシアターこんにゃく座　１０日花巻公演 2018.03.03  13

賢治の心触れて　卒業１００年記念フォーラム　岩手大で２４日 2018.03.08  11

「春と修羅」のクラシック　北上出身の佐々木さん　賢治イメージ、ＣＤ第２弾 2018.03.15  17

賢治の会　思想普及に貢献　故田口さん顕彰　ブックレット発刊 2018.03.16  17

★一度はおいで　観光マルシェ★（９６）　石と賢治のミュージアム（一関市東山町）　鉱物の魅力たっぷり 2018.03.17  21

賢治との交流なぞる　友人・藤原嘉藤治所蔵レコード　音を復元、リスト作成　紫波町の畠山さん　きょう初公開コン
サート

2018.03.22  18

賢治作品の源流たどる　岩手大で卒業１００年記念フォーラム　詩歌中心に作家鼎談 2018.03.28  21

★郷土の本棚★　屋根の上が好きな兄と私　宮沢賢治妹・岩田シゲ回想録　岩田シゲほか著　栗原敦監修　宮
沢明裕編　兄妹ならではの逸話

2018.04.01  13

賢治に深い愛　作品映像化も　高畑勲さん死去　「ゴーシュ」８２年に監督 2018.04.07  26

【花巻】　賢治作品の植物観察　市民ら胡四王山散策 2018.04.16  24

賢治の心　音楽に乗せ　盛岡　２３日、ライブ「愛のうた」 2018.04.21  11

【花巻】　賢治の世界　木版画に　東京の画家　１００点展示　童話や詩が題材 2018.04.22  23

【一関】　石と賢治のミュージアム　来場１５万人達成 2018.04.23  22

【花巻】　聴衆と声合わせ　賢治の「精神歌」　うたう会コンサート 2018.04.24  21

【花巻】　賢治が野宿したこの地へ　１００周年　住民有志、日帰り体験 2018.05.04  17

★学校ぐるり★（６９）　雫石・七ツ森小　賢治の思い学ぶ植栽 2018.05.13  17

豊沢橋　８月２７日開通　花巻　「親柱」賢治をイメージ 2018.05.29  19

秘密の恋に再び迫る　「宮澤賢治　愛のうた」　澤口たまみさん新版 2018.06.08  11

賢治ゆかりの人々に焦点　東京で特別展　交友や研究を紹介 2018.06.13  15

【花巻】　賢治の肥料相談所　開設９０周年で講座　石鳥谷、きょうまで 2018.06.17  22

【花巻】　賢治に思いはせ、児童ら花苗植え　下ノ畑の花壇 2018.06.18  28

賢治が愛した音楽　佐藤さん（仙台）ＣＤ集制作 2018.06.23  12

【矢巾】　賢治の親友・健次郎を顕彰　町民ら　南昌山巡り、生家で学ぶ 2018.06.25  25

久石譲さん、鈴木敏夫さん出演　花巻で８月イーハトーブフェス　賢治顕彰、「ナウシカ」上映も 2018.06.28  28

１００回の節目、菜食題材に　岩手大　宮澤賢治センター　研究会２０日に開催 2018.07.05  16

歩いて実感　賢治の世界　盛岡―雫石　秋田街道青春夜行　２０キロの道のり追体験　県内外から１９人参加 2018.07.08  23

「銀河鉄道の夜」　２８、２９日に上演　盛岡で劇団黒猫舎 2018.07.19  11

【一関】　透き通る賢治の世界　ガラス作家・大下さん　２年ぶり作品展 2018.07.22  22

【花巻】　賢治の世界へ導く光　童話村の森　ライトアップ開始 2018.07.29  23

【滝沢】　賢治ゆかり　峠道完成　整備後初の自然観察会 2018.07.30  19

【花巻】　佐藤さん（立教女学院短大名誉教授）　賢治賞に決まる　イーハトーブ賞は北海道農民管弦楽団 2018.07.31  25

賢治の心象スケッチ分析　花巻でセミナー　異空間テーマに発表 2018.08.02  12

【花巻】　産湯の井戸に賢治誕生思う　公開始まる 2018.08.02  24

★ひと★　宮沢賢治の世界を描くガラス作家　大下　邦弘（おおした　くにひろ）さん 2018.08.03  4

「ゴーシュ」創作の変遷　花巻・賢治記念館特別展　直筆稿に推敲の跡 2018.08.03  12

賢治の音楽　ＣＤ第３弾　北上出身、佐々木さん　クラシック曲集制作 2018.08.04  11

【花巻】　宮沢賢治の童話　東京の劇団公演　来月２日 2018.08.21  21

★学芸余聞★　「星めぐりの歌」考察寄稿 2018.08.23　12

【奥州】　賢治を縁に児童と交流　埼玉大・学生団体　研究で人首小訪問 2018.08.24  24

作曲家久石さん　賢治の魅力語る　花巻でフェス 2018.08.26  27

賢治とまち結ぶ豊沢橋　花巻・開通式　親柱　作品モチーフ 2018.08.28  23

最高賞に岡部さん（盛岡）　宮沢賢治生誕祭全国俳句大会 2018.08.28  26

賢治を語る　ジブリの目　花巻・イーハトーブフェス　プロデューサー・鈴木敏夫さん／宮崎作品の音楽担当・久石
譲さん　高畑監督の思い出話も

2018.08.29  14

「賢治学」を刊行　岩手大のセンター 2018.08.31  11

【西和賀】　多彩な賢治　幻想舞台　銀河ホール　きょうまで演劇祭 2018.09.02  22

【花巻】　賢治作品の世界　表情豊かに語る　東京の劇団公演 2018.09.04  17

【盛岡】　岩手の自然　書に表現　地元出身・小原さん（東京在住）個展　賢治や遠野物語題材に 2018.09.05  20

【花巻】　イギリス海岸一部出現　２年ぶり　賢治命日に放水調整 2018.09.22  23

【花巻】　賢治ゆかりの人々つづる　板垣さん自費出版 2018.09.22  23
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記　事   年　月　日　　面

【紫波】　命日に賢治、嘉藤治思う　作品を朗読、追悼と感謝 2018.09.22  24

賢治の精神しのび法要　大津市・延暦寺 2018.09.22  26

【花巻】　継いだ精神　輝く栄誉　宮沢賢治・イーハトーブ賞贈呈式 2018.09.23  21

【花巻】　賢治の世界　歌で楽しむ　命日に催し 2018.09.23  21

賢治がつなぐ縁育て　花巻農高・しのぶ会　札幌の生徒が初参加　ゆかり作品を副読本に 2018.09.26  24

★地宝創生★（９４）　花巻農学校精神歌　賢治の教え受け継ぐ 2018.09.29  20

「雨ニモマケズ」心込め　新井選手（プロ野球広島）の生き方重ねて　吉田さん（花巻・石鳥谷出身）朗読　賢治葛
丸祭　絵本挿絵制作の縁

2018.10.10  23

【花巻】　賢治と踊るミュージカル　劇団わらび座　イベントで元気発信 2018.10.10  23

【花巻】　「賢治の梨」甘いょ　ゆかりの木、園児が収穫 2018.10.11  25

【花巻】　「永訣の朝」をジャズと読む　あすコンサート 2018.10.26  21

１２月まで公演　「賢治童話館」　県内各地で劇団黒猫舎 2018.10.27  17

【花巻】　賢治の世界にジャズ重ね　「永訣の朝」コンサート 2018.10.28  24

★地域スポット★　◆演劇通して賢治の精神胸に刻む 2018.11.05  18

賢治作品モチーフ　演劇出演４人募集　盛岡のＮＰＯ法人 2018.11.20  13

【花巻】　「注文の多い料理店」原画優しく　大迫図書館展示 2018.11.20  21

森荘已池さんの足跡探る　盛岡で企画展　直筆原稿など並ぶ 2018.12.18  13

【花巻】　賢治の里で「ゴーシュ」　２３日、わらび座ミュージカル　太鼓体験も 2018.12.20  25

【花巻】　賢治世界　軽やかに　秋田・劇団わらび座　「ゴーシュ」上演 2018.12.25　19

ネコと渡る漫画世界　県立美術館「ますむらひろし展」　賢治や北斎題材　５５０点、画業展望 2019.01.10　12

賢治詩碑を大槌駅に　三鉄開業控え住民有志の研究会　建立へ資金協力募る　ファン訪れる場目指す 2019.01.18  20

賢治イメージ　書の空間　盛岡　書家沢村さんが企画展示 2019.01.23  12

【花巻】　賢治まな弟子　農村指導実践者　松田甚次郎（山形県出身）描く　２７日に演劇「土に叫ぶ人」 2019.01.25  23

★体感ふるさと★（９４）　一関・「賢治を読む会」　物語の世界語り合う 2019.01.27  23

【花巻】　賢治の教え実践　再現　松田甚次郎（山形出身）描き演劇 2019.01.29  23

【花巻】　村上さん（一関一高）最高賞　「雨ニモマケズ」朗読大会 2019.02.03  21

盛岡一高寮　伝統に幕　利用減で来春廃止へ　開設１２０年超　賢治も寄宿 2019.02.24  25

★体感ふるさと★（９９）　西和賀・錦秋湖畔「雪渡り」　賢治の童話さながら 2019.03.03  24

★学芸余聞★　賢治映画へ思いひとしお 2019.03.13　20

【花巻】　賢治が見た情景を思い「三月」群読　石鳥谷の顕彰団体 2019.03.13  25

賢治重ねレクイエム　本県と東京の演劇人集う　盛岡と久慈で公演へ 2019.03.16  14

新玄関口に賢治詩碑　三鉄大槌駅　心のよりどころ期す 2019.03.17  26

【雫石】　佐々木君（七ツ森小）ら４人最高賞　小中学生が賢治作品感想文 2019.03.18  21

【久慈】　古里初舞台へ胸躍る　俳優の古舘さん　賢治題材劇　稽古に熱気　２９、３０日 2019.03.21  32

賢治の世界、鎮魂の舞台　盛岡で公演　「アンソロジー宮沢賢治　イーハトーヴォ発　ジョバンニの切符」 2019.03.26  14

賢治と方言を考察　花巻で学会春季セミナー　研究者らが講演 2019.03.27  14

賢治追想のクラシック　北上出身・佐々木さん　復刻録音ＣＤ第４弾 2019.04.04  16

「賢治オペラ」７月上演　釜石市民ホール　チケット販売開始 2019.04.18  22

■一関　賢治の精神伝え２０年　東山町のミュージアム　きょう記念行事 2019.04.21  23

■一関　石っこ賢さん愛さらに　ミュージアム開館２０周年　朗読披露し祝う 2019.04.23  17

賢治を語る場　復活　花巻・イギリス海岸近く「無料お休み処」　「残したい」住民熱意　全国のファン集う 2019.05.08  19

★こんにち話★　宮沢　明裕さん（宮沢賢治記念館学芸員）　次世代へ作品伝える　大伯父の世界観研究 2019.05.25  9

賢治の畑　つなぐ思い　花巻の保存会　発足１０年　花の苗植え　活動継続願い記念誌も 2019.05.28  19

■陸前高田　賢治の世界と生き方に共感　住民ら詩歌朗読会 2019.05.31  26

幼なじみが見た賢治　岩手大資料室　貴重な手記収録、刊行 2019.05.31  14

★三陸防災復興プロジェクト2019★　「賢治オペラ」思い熱く　音楽プロデューサー　小林武史さんPR 2019.06.15  26

■一関　賢治ゆかり　美しい景色　研究家・故吉田さんの写真展示　東山ミュージアム 2019.06.20  19

朗読と名曲　賢治の世界　花巻で23日コンサート 2019.06.21  12

■花巻　賢治ゆかりのバラ寄贈　花巻ばら会　童話村で苗植え 2019.06.22  21

■花巻　賢治感じるハーモニー　詩の朗読と名曲楽しむ 2019.06.25  21

休館の菊水館－新　花巻・大沢温泉「昔ギャラリー」開館　道具や賢治の写真展示 2019.06.30  23

花巻（１３日）、盛岡（１４日）で公演　仙台の演劇Ｗｈｉｔｅプロジェクト 2019.07.10  12

啄木と賢治　世界の宝　盛岡で講演　豪の作家が高く評価 2019.07.10  12
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記　事   年　月　日　　面

★三陸防災復興プロジェクト２０１９★　幸せ願う賢治の世界　釜石・オペラ 2019.07.14  29

■金ケ崎　賢治の足跡知る企画展　町立図書館 2019.07.20  30

■一関　色彩輝く賢治の世界　大下さん（滋賀・ガラス作家）作品展 2019.07.21  24

賢治童話３作品　触れて　盛岡・黒猫舎　２７日から４市で上演 2019.07.23  22

猊鼻渓彩る賢治の舟　一関などでグスコーブドリの大学校　作品にちなみ命名　開催２０回の節目祝う 2019.07.23  27

賢治の情景　見納め　「…のっそり白い五輪峠…」～詩「人首町」の舞台～　菊慶旅館（奥州・江刺）解体へ　来月
１４日まで　土日に客室公開

2019.07.25  25

■花巻　賢治しのび第９歌おう　東北農民管弦楽団　来春公演、出演者を募集 2019.07.27  23
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序章　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3巻 宮沢 賢治∥著 文圃堂書店 1935 ｹﾝ/8/1-3

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

第1章　賢治が生きた時代の思潮
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 芸術論
トルストイ∥著
有馬 祐政∥訳

博文館 明39.10 081/ﾃ1/155

9 新しき村の今後 武者小路 実篤∥著 新しき村出版部 1924.4 914.6/ﾑ1/1

10 芸術の恐怖
井リアム モリス∥著
大槻 憲二∥訳

小西書店 1923 704/ﾓ1/1

11 民主主義の方へ 詩集
カアペンタア∥著
富田 砕花∥訳

天弦堂書房 1916.3 K/090/ﾄ1/3

12 政治の理想
バートランド ラッセル∥著
松本 悟朗∥訳

日本評論社出版部 1920 310.4/ﾗ1/1

13 エマーソン論文集 上巻
エマーソン∥著
戸川 秋骨∥訳

玄黄社 1925.10
133.92/ｴ
1/1-1

14 先駆者
ロマン ロラン∥著
細木 盛枝∥訳

世界思潮研究会 1921 954/ﾛ1/3

15 審美綱領 上巻
[ハルトマン∥原著]
森 林太郎∥同編
大村 西崖∥同編

春陽堂 1899 701/ﾓ1/1-1

16 審美綱領 下巻
[ハルトマン∥原著]
森 林太郎∥同編
大村 西崖∥同編

春陽堂 1899 701/ﾓ1/1-2

17 油画のスケッチ 山本 鼎∥著及画 アルス 1921.12 724.3/ﾔ2/1

18 中央公論　第37年 第13号 第416号 ー 中央公論社 1922
S051/ﾁ
2/37-13

第2章　羅須地人協会での活動
  

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

19 岩手日報（マイクロフィルム複製）

20 羅須地人協会［パネル］ ー ー ー
花巻農業高等
学校

21 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

22 年譜宮沢賢治伝 堀尾　青史∥著 図書新聞社 1966 ｹﾝ/ﾎ1/1ｲ ○

23 羅須地人協会建物（当時）［パネル］ ー ー ー
宮沢賢治記念
館

24 写真集 明治大正昭和 花巻 熊谷 章一∥編 国書刊行会 1980
K/221.1/ｸ
1/4 ○

25 宮沢賢治の肖像 森 荘巳池∥著 津軽書房 1979 ｹﾝ/ﾓ1/7ｲ ○

26 限界芸術論 鶴見　俊輔∥〔著〕 勁草書房 1975 914.6/ﾂ9/2 ○

27 賢治随聞 関　登久也∥著 角川書店 1970 ｹﾝ/ｾ1/3

28 集会案内状［パネル］ ー ー ー 林風舎

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澤先生」

【4階展示コーナー 】

■農民芸術～賢治の理想と実践■
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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

29 自筆教材絵図［パネル］ ー ー ー
宮沢賢治記念
館

30 自筆教材絵図［パネル］ ー ー ー
宮沢賢治記念
館

31 宮沢賢治 森 荘已池∥著 小学館 1943.1 ｹﾝ/ﾓ1/13

32 花農八十年史 花巻農業高等学校∥編
岩手県立花巻農業高等
学校同窓会

1985.3
K/376.42/ﾊ
1/2 ○

33 宮沢賢治の生涯と作品 東 光敬∥著 百華苑 1949.4
ｹﾝ/910.268/
ｱｽﾞ

34 羅須地人協会［パネル］ ー ー ー
花巻農業高等
学校

35 賢治とモリスの環境芸術 大内 秀明∥編著 時潮社 2007.10
ｹﾝ/910.268/
ｵｵ ○

36 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 ○

37 宮沢賢治という生き方 ー 宝島社 2016.6
ｹﾝ/910.268/
ﾐﾔ

○

38 校本宮沢賢治全集 資料第3 宮沢 賢治∥[著] 筑摩書房 1983.10
ｹﾝ/918.68/ﾐ
ﾔ/15-3 ○

39 校本 宮沢賢治全集 第13巻 宮沢 賢治∥[著] 筑摩書房 1978
ｹﾝ/918.68/ﾐ
ﾔ/13 ○

40 セロ学習ノート［パネル］ ー ー ー
宮沢賢治記念
館

41 チェロと宮沢賢治 横田 庄一郎∥著 音楽之友社 1998.7
ｹﾝ/910.268/
ﾖｺ ○

42 宮澤賢治の聴いたクラシック 萩谷 由喜子∥著 小学館 2013.9
ｹﾝ/910.268/
ﾊｷﾞ ○

43 自筆楽譜［パネル］ ー ー ー
宮沢賢治記念
館

44 羅須地人協会［パネル］ ー ー ー
花巻農業高等
学校

45 宮沢賢治素描  関 登久也∥著 協栄出版社 1943 ｹﾝ/ｾ1/4

46 宮沢賢治研究 草野 心平∥編 十字屋書店 1948 ｹﾝ/ｸ1 /1

47 宮沢賢治の世界 写真集 新装版 ー 筑摩書房 1985.9 ｹﾝ/ﾐ32 ○

48 校本 宮沢賢治全集 第4巻 宮沢 賢治∥[著] 筑摩書房 1978
ｹﾝ/918.68/ﾐ
ﾔ/4

○

49 宮沢賢治名作選
宮沢 賢治∥著
松田 甚次郎∥編

羽田書店 1939 ｹﾝ /8 /2

50 自筆教材絵図［パネル］ ー ー ー
宮沢賢治記念
館

51 宮沢賢治の世界展
朝日新聞社文化企画局東京企
画部∥編集

朝日新聞社文化企画局
東京企画部

1995 ｹﾝ/ｱ8/3 ○

52 宮沢賢治全集 第2巻
宮沢 賢治∥著
高村 光太郎∥[ほか]編輯

文圃堂書店 1935.9 ｹﾝ/8/1-2

53 宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著 創元社 1948 ｹﾝ/15/3

54 伊藤信吉著作集 第6巻 伊藤 信吉∥著 沖積舎 2002.11
ｹﾝ/910.268/
ｲﾄ/6

55 宮沢賢治名作選 上
宮沢 賢治∥著
松田 甚次郎∥編

羽田書店 1939.3 ｹﾝ/8/7-1

56 宮沢賢治名作選 下
宮沢 賢治∥著
松田 甚次郎∥編

羽田書店 1939.3 ｹﾝ/8/7-2

57 雨中謝辞 詩集 宮沢 賢治∥著 創元社 1952 ｹﾝ/15/4

58 宮沢賢治研究 1 草野 心平∥編 筑摩書房 1981.2 ｹﾝ/ｸ1/7-1

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

60
グスコー・ブドリの伝記 童話
P.T.A文庫 日本童話名作集 2

宮沢 賢治∥著 羽田書店 1941.4 ｹﾝ/3/19

61 宮沢賢治研究 草野　心平∥編 宮沢賢治友の会
1935.4-
1936.12

ｹﾝ/ﾐ1/1

62 宮沢賢治全集 第1巻
宮沢 賢治∥著
高村 光太郎∥[ほか]編輯

文圃堂書店 1935.7 ｹﾝ/8/1-1

63 銅鑼 １～１６号 復刻版 ー 日本近代文学館 1978.3 ｹﾝ/ﾄﾞ3/1/17
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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

64 岩手日報（マイクロフィルム複製）

65 宮沢賢治 地人への道 佐藤 成∥編著 川嶋印刷 1984 ｹﾝ/ｻ15/3 ○

66 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

○

67 宮沢賢治研究 2 草野 心平∥編 筑摩書房 1981.2 ｹﾝ/ｸ1/7-2

68 羅須地人協会の終焉 鈴木 守∥著 友藍書房 2013.11
ｹﾝ/910.268/
ｽｽﾞ

○

第3章　受け継がれる精神
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

69 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

70 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 〇

71 土に叫ぶ 松田 甚次郎∥著 羽田書店 1938 ｹﾝ/ﾏ1/1b

72
「賢治精神」の実践 松田甚次郎の共
働村塾

安藤 玉治∥著 農山漁村文化協会 1992.7 ｹﾝ/ｱ19/1 〇

73 修羅の渚 宮沢賢治拾遺 真壁 仁∥著 法政大学出版局 1995.12 ｹﾝ/ﾏ11/4 〇

74 野の自叙伝 真壁　仁∥著 民衆社 1984.6
910.28/ﾏ
11/1 〇

75
賢治の学校  宮沢賢治の教え子たち
総集編

― 東京賢治の学校（制作） 〔2008〕 DK/370/ｹﾝ 〇

76
先生はほほ～っと宙に舞った 宮沢賢
治の教え子たち 写真集

塩原 日出夫∥写真
鳥山 敏子∥文

新泉社(発売) 1992.7 ｹﾝ/ｼ22/1 〇

77 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 〇

78 教諭宮沢賢治 賢治と花巻農学校 佐藤 成∥編集執筆
岩手県立花巻農業高等
学校同窓会

1982.10 ｹﾝ/ｻ15/1 〇

昭和2年(1927）1月31日付
「農村文化の創造に努む」
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