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No. タイトルなど 著者 出版者 出版年 資料室請求記号

1 新宮澤賢治語彙辞典 原子朗 著 東京書籍 1999.7 YZ-913.6-ミヤ52
2 宮沢賢治大事典 渡部芳紀 編 勉誠出版 2007.8 YZ-913.6-ミヤ227

3 宮澤賢治イーハトヴ学事典
天沢退二郎, 金子務,
鈴木貞美 編

弘文堂 2010.12 YZ-913.6-ミヤ256

4 国語教育と現代児童文学のあいだ 宮川健郎 著 日本書籍 1993.4 YZ-375-ミヤ

5 YZ-910-コク

6 授業に生きる宮沢賢治
日本国語教育学会
編

図書文化社 1996.6 YZ-913.6-ミヤ122

7 <注文の多い料理店>伝 高橋康雄 著 春秋社 1996.7 YZ-913.6-ミヤ129

8 拡がりゆく賢治宇宙
宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター図録編
集委員会 編

宮沢賢治イー
ハトーブ館

1997.8 YZ-913.6-ミヤ130

9 宮沢賢治、めまいの練習帳 宮川健郎 著 久山社 1995.1 YZ-913.6-ミヤ141

10 宮沢賢治・童話の世界展
茨城県近代美術館
編

茨城県近代美
術館

c1991 YZ-913.6-ミヤ156

11 宮沢賢治を創った男たち 米村みゆき 著 青弓社 2003.12 YZ-913.6-ミヤ181
12 宮沢賢治が面白いほどわかる本 小柳学 著 中経出版 2004.11 YZ-913.6-ミヤ190
13 素顔の宮沢賢治 板谷栄城 著 平凡社 1992.6 YZ-913.6-ミヤ196
14 《ゴーシュ》という名前 梅津時比古 著 東京書籍 2005.12 YZ-913.6-ミヤ213
15 宮澤賢治の地的世界 加藤碵一 著 愛智出版 2006.11 YZ-913.6-ミヤ223
16 宮沢賢治「やまなし」の世界.  増補 西郷竹彦 著 黎明書房 2009.7 YZ-913.6-ミヤ243
17 《宮沢賢治》のさらなる彼方を求めて 天沢退二郎 著 筑摩書房 2009.7 YZ-913.6-ミヤ244

18 図説宮沢賢治.  新装版
上田哲, 関山房兵, 大
矢邦宣, 池野正樹 著

河出書房新社 2009.8 YZ-913.6-ミヤ250

19 年譜宮沢賢治伝 堀尾青史 著 中央公論社 1991.2 YZ-913.6-ミヤ253

20 兄のトランク 宮沢清六 著 筑摩書房 1991.12 YZ-913.6-ミヤ254

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 YZ-913.6-ミヤ255

22 図説宮澤賢治
天沢退二郎, 栗原敦,
杉浦静 編

筑摩書房 2011.5 YZ-913.6-ミヤ259

23 YZ-913.6-ミヤ265

24 Z13-450

25 絵本よもやま話.  改訂版 赤羽末吉 著 偕成社 1983.12 YZ-726.61-アカ

26
茂田井武. (らんぷの本. 思い出の名作
絵本 )

茂田井武 著 河出書房新社 2001.2 YZ-726.61-モタ

27
宮沢賢治の映像世界 : 賢治はほとん
ど映画だった

キネマ旬報社 1996.1 YZ-913.6-ミヤ209

28
日本発・子どもの本、海を渡る
　pp.74-76

国立国会図書館国際
子ども図書館 編

国立国会図書
館国際子ども
図書館

2010.2 YZ-910-ニホ

★☆賢治の事典☆★

★☆賢治研究☆★

★☆賢治の作品を絵にする☆★

★☆国境を越える宮沢賢治☆★

宮川 健郎.   賢治童話と子ども読者.  国際子ども図書館児童文学連続講座講義録 / 国
立国会図書館国際子ども図書館 編..  2010年度.  pp.6～22,図巻頭1枚

特集 宮沢賢治--東北、大地と祈り.  ユリイカ..  43(8) (通号 598) 2011.7  pp.61～233

特集 いま,賢治童話を読む.  日本児童文学 / 日本児童文学者協会 編..  42(11) 1996.11.
13～79
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29 ほるぷ出版 1974 YZ-918-ニホ

30
日本近代文学
館 ; 図書月販
(発売)

1969 YZ-918-キン

31

日本近代文学
館 ; ほるぷ出
版 (製作) ; 図
書月販 (発売)

1972 YZ-918-ニホ

32 ほるぷ出版 1971 YZ-918-ニホ

日本児童文学館 : 名著複刻. 第2集 30
 グスコー・ブドリの伝記 : 童話 / 宮沢賢治 著.
(羽田書店昭和16年刊の複製)

近代文学館 : 名著複刻全集.
注文の多い料理店 / 宮沢賢治 著.
(杜陵出版部大正13年刊の複製)

近代文学館 : 名著複刻全集. 精選 [20]
春と修羅 : 心象スケッチ / 宮沢賢治 著.
(関根書店大正13年刊の複製)

日本児童文学館 : 名著複刻. 29
風の又三郎 / 宮沢賢治 著 ; 小穴隆一 画.
 (羽田書店昭和14年刊の複製)

★☆複製版で作品を読む☆★

☆★上記の他、宮沢賢治の研究書は、第一資料室の書架「YZ‐913.6‐ミヤ」にあります。

★☆『<新>校本宮沢賢治全集』は、第一資料室の書架「YZ‐918‐ミヤ」にあります。
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