
　　＜石川啄木 　いしかわたくぼく　1886－1912＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1
鷗外・啄木・荷風隠された戦い　いま明らかに
なる天才たちの輪舞

吉野 俊彦／著 ネスコ 1994.3 91026/221 一般書庫

2 石川啄木の秘密  書きかえられた天才の生涯 大沢 博／[著] 光文社 1978 91026/I76 書庫ＣＬ

3 兄啄木に背きて  光子流転 小坂井 澄／著 集英社 1986.6 91026/I76 書庫ＣＬ

4 石川啄木と明治の日本 近藤 典彦／著 吉川弘文館 1994.6 91026/ｲﾀ     1 一般書庫

5 石川啄木の手紙 石川 啄木／[著] 大修館書店 1996.12 91026/ｲﾀ     2 一般書庫

6 石川啄木 高井 有一／[ほか]著 小学館 1991.9 91026/ｲﾀ     6 一般書庫

7 人間啄木 伊東 圭一郎／著 岩手日報社 1996.7 91026/ｲﾀ     7 一般書庫

8 啄木からの手紙 [石川 啄木／著] 和泉書院 1992.8 91026/ｲﾀ    17 一般書庫

9 石川啄木入門 遊座 昭吾／編集 思文閣出版 1992.11 91026/ｲﾀ    18 一般書庫

10
啄木と教師堀田秀子  「東海の小島」は八戸・
蕪嶋

岩織 政美／著 沖積舎 1999.5 91026/ｲﾀ    25/ 一般書庫

11 石川啄木悲哀の源泉 西脇 巽／著 同時代社 2002.3 91026/ｲﾀ    32 一般書庫

12 啄木新論 大西 好弘／著 近代文芸社 2002.1 91026/ｲﾀ    35 一般書庫

13 石川啄木骨肉の怨 西脇 巽／著 同時代社 2004.1 91026/ｲﾀ    40 一般書庫

14 啄木と賢治 遊座 昭吾／著 おうふう 2004.5 91026/ｲﾀ    41/2 一般書庫

15 われ泣きぬれて  石川啄木の生涯 永田 龍太郎／著 永田書房 2005.11 91026/ｲﾀ    43 一般書庫

16 石川啄木の友人  京助、雨情、郁雨 西脇 巽／著 同時代社 2006.2 91026/ｲﾀ    44 一般書庫

17 忘れな草  啄木の女性たち 山下 多恵子／著 未知谷 2006.9 91026/ｲﾀ    47 一般書庫

18 声で読む石川啄木 岩城 之徳／著 學燈社 2007.2 91026/ｲﾀ    50 一般書庫

19 啄木への目線　鷗外・道造・修司・周平 門屋 光昭／著 洋々社 2007.12 91026/ｲﾀ    51 一般書庫

20
石川啄木という生き方  二十六歳と二ケ月の
生涯

長浜 功／著 社会評論社 2009.1 91026/ｲﾀ    55 一般書庫

21 啄木と郁雨  友の恋歌 矢ぐるまの花 山下 多恵子／著 未知谷 2010.9 91026/ｲﾀ    56 一般書庫

22 啄木と秋瑾  啄木歌誕生の真実 内田 弘／著 社会評論社 2010.11 91026/ｲﾀ    57 一般書庫

　　　千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー

　 　石 川 啄 木　と　宮 沢 賢 治       

展示期間:平成２８年６月２３日（木）～８月２８日（日）

全て東部図書館所蔵
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

23 啄木日記を読む 池田 功／著 新日本出版社 2011.2 91026/ｲﾀ    58 一般書庫

24 啄木新しき明日の考察 池田 功／著 新日本出版社 2012.3 91026/ｲﾀ    61 一般書庫

25
石川啄木と杉村楚人冠  閉塞の時代とその親
愛

碓田 のぼる／著 光陽出版社 2013.7 91026/ｲﾀ    66 一般開架

26 啄木うたの風景  碑でたどる足跡 小山田 泰裕／著 岩手日報社 2013.9 91026/ｲﾀ    67 一般開架

27
『啄木日記』公刊過程の真相  知られざる裏
面の検証

長浜 功／著 社会評論社 2013.1 91026/ｲﾀ    68/2 一般開架

28 鎮魂  石川啄木の生と詩想 遊座 昭吾／[著] 里文出版 2013.12 91026/ｲﾀ    69 一般開架

29 啄木ふるさと人との交わり 森 義真／著 盛岡出版コミュニティー 2014.3 91026/ｲﾀ    70 一般開架

30 石川啄木 不愉快な事件の真実 西脇 巽／著 桜出版 2015.8 91026/ｲﾀ    71 一般開架

31 啄木の手紙を読む 池田 功／著 新日本出版社 2016.1 91026/ｲﾀ    72/2 一般開架

32 石川啄木 ドナルド・キーン／著 新潮社 2016.2 91026/ｲﾀ    73 一般開架

33 石川啄木全集　第5巻　日記１ 石川 啄木／著 筑摩書房 1978 91868/ｲﾀ     2 一般書庫

34 石川啄木全集　第6巻　日記２ 石川 啄木／著 筑摩書房 1979 91868/ｲﾀ     2 一般書庫

石川啄木

生誕130年

歌人、詩人。本名 一（はじめ）。 

明治19年、岩手県岩手郡日戸村に、曹洞宗常光寺の住職石川一禎の長

男として生まれる。 

 

明治31年、盛岡中学校入学、中退して、35年上京。与謝野鉄幹の知遇

を得て、新詩社同人となり、明星派の詩人として活躍。 

38年、処女詩集『あこがれ』刊。 

39年、母校の代用教員、40年北海道に渡り、函館、札幌、小樽、釧路

と新聞社勤めを転々。 

42年、朝日新聞校正係、45年4月、小石川の下宿で二十七年の生涯を

閉じた。 

  

【代表歌集】 『一握の砂』（明治43）『悲しき玩具』（明治45） 

  

        

啄木の短歌は、旭近隣地域で使用している中学校の国語教

科書に掲載。誰もが一度は味わったはず。 

 

『伝え合う言葉 中学国語２』教育出版 近代の短歌               

『国語２』光村図書 短歌を味わう 

 
※小･中･高の教科書は雑誌棚Ｇにあります。貸出はできませんがぜひご覧下さい。 

啄木の故郷 渋民村は 

    現在の 盛岡市 

賢治の故郷は花巻市 
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　　＜宮沢賢治　みやざわけんじ　1896-1933＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

35 宮沢賢治宝石の図誌 板谷 栄城／著 平凡社 1994.5 91026/ﾐｹ     2 一般書庫

36 宮沢賢治イーハトーヴの光と影 高野 建三／写真 山と渓谷社 1996.5 91026/ﾐｹ     5 一般書庫

37 宮沢賢治幻想紀行 畑山 博／編著 求龍堂 2011.7 91026/ﾐｹ     9 一般書庫

38 イーハトーブ幻想  賢治の遺した風景 河北新報社編集局／編 河北新報社 1996.1 91026/ﾐｹ    25 一般書庫

39 教師宮沢賢治のしごと 畑山 博／著 小学館 1992.8 91026/ﾐｹ    35 一般書庫

40 宮沢賢治を読む 西田 良子／編 創元社 1992.2 91026/ﾐｹ    41 一般書庫

41 徹底比較賢治VS南吉 日本児童文学者協会／編 文渓堂 1994.6 91026/ﾐｹ    43 一般書庫

42 素顔の宮沢賢治 板谷 栄城／著 平凡社 1992.6 91026/ﾐｹ    52 一般書庫

43 宮沢賢治碑真景 吉田 精美／写真 文 単独舎 1993.6 91026/ﾐｹ    66 一般書庫

44 宮沢賢治の謎 宗 左近／著 新潮社 1995.9 91026/ﾐｹ    70 一般書庫

45 宮沢賢治のお菓子な国 中野 由貴／文 平凡社 1998.4 91026/ﾐｹ    71 一般書庫

46 ケンジ童話劇場  ミステリーゾーン 清水 正／著 鳥影社 2001.3 91026/ﾐｹ    90 一般書庫

47 宮沢賢治の全童話を読む 国文学編集部／編 学灯社 2003.5 91026/ﾐｹ   108 一般書庫

48 賢治と啄木 米田 利昭／著 大修館書店 2003.6 91026/ﾐｹ   109 一般書庫

49 異次元夢旅行  宮沢賢治のリアルをはしる 白石 秀人／著 春風社 2004.4 91026/ﾐｹ   115 一般書庫

50 隣に居た天才  盛岡中学生宮沢賢治 小川 達雄／著 河出書房新社 2005.5 91026/ﾐｹ   122 一般書庫

51 宮沢賢治と法華経について  宮沢賢治入門 田口 昭典／著 でくのぼう出版 2006.9 91026/ﾐｹ   139 一般書庫

52 石で読み解く宮沢賢治 細田 嘉吉／著 蒼丘書林 2008.5 91026/ﾐｹ   152 一般開架

53 宮沢賢治のちから 山下 聖美／著 新潮社 2008.9 91026/ﾐｹ   156 一般開架

54 宮澤賢治あるサラリーマンの生と死 佐藤 竜一／著 集英社 2008.9 91026/ﾐｹ   157 一般開架

55 病床の賢治  看護婦の語る宮澤賢治 大八木 敦彦／著 舷燈社 2009.3 91026/ﾐｹ   162 一般開架

56 宮沢賢治読者論 西田 良子／著 翰林書房 2010.3 91026/ﾐｹ   169 一般開架

57 宮沢賢治と天然石 北出 幸男／著 青弓社 2010.8 91026/ﾐｹ   172 一般開架

58
イーハトーブ悪人列伝  宮沢賢治童話のおか
しなやつら

大角 修／著 勉誠出版 2011.2 91026/ﾐｹ   176 一般開架

59 宮澤賢治  雨ニモマケズという祈り 重松 清／著 新潮社 2011.7 91026/ﾐｹ   180 一般開架

60
宮沢賢治祈りのことば  悲しみから這い上が
る希望の力

石 寒太／著 実業之日本社 2011.12 91026/ﾐｹ   186 一般開架

61 宮沢賢治の世界 吉本 隆明／著 筑摩書房 2012.8 91026/ﾐｹ   190 一般開架

全て東部図書館所蔵
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

62
賢治から、あなたへ  世界のすべてはつな
がっている

ロジャー・パルバース／著 集英社インターナショナル 2013.2 91026/ﾐｹ   191 一般開架

63 宮沢賢治の菜食思想 鶴田 静／著 晶文社 2013.6 91026/ﾐｹ   194 一般開架

64 宮沢賢治「玄米四合」のストイシズム 廣瀬 正明／著 朝文社 2013.9 91026/ﾐｹ   198 一般開架

65
イーハトーブ・ガーデン  宮沢賢治が愛した樹
木や草花

赤田 秀子／写真・文 コールサック社 2013.9 91026/ﾐｹ   199 一般開架

66 宮澤賢治の環境世界 佐島 群巳／著 国土社 2014.3 91026/ﾐｹ   200 一般開架

67 宮沢賢治のオノマトペ集 宮沢 賢治／著 筑摩書房 2014.12 91026/ﾐｹ   209 一般開架

68 宮沢賢治と法華経  日蓮と親鸞の狭間で 松岡 幹夫／著 昌平黌出版会 2015.3 91026/ﾐｹ   210 一般開架

69 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 91026/ﾐｹ   214 一般開架

70 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 91026/ﾐｹ   215 一般開架

　　宮沢賢治

生誕120年

詩人、児童文学者。  

明治29年、岩手県花巻生まれ。 

家業は質屋。盛岡高等農林農芸化学科卒。稗貫農学校（現花巻農業高校）

教諭。  

 

盛岡高等農林学校在学時より、短歌、散文を発表。大正13年、『春と修

羅』（詩集）、『注文の多い料理店』（童話集）を上梓。生前上梓された

作品はこの2冊のみ。大正15年4月、稗貫農学校退職。同年8月、「羅須

地人協会」を設立。農業技術指導、農民の文化指導に精力的に奔走。  

 

詩、短歌、童話、評論から、農業、芸術、科学にいたるまで幅広いジャン

ルで多くの業績を残した。死後、高い評価を得た。  

賢治の作品も、旭近隣地域で使用している小学校・中学校の国語教科書に掲載。 

 

『伝え合う言葉 中学国語１』教育出版 「オツベルと象」               

『ひろがる言葉 小学国語５下』教育出版「雪わたり」 

                    口絵に「風の又三郎」より一部引用 

『国語６ 創造』光村図書 「やまなし」 

              賢治紹介資料として「イーハトーヴの夢」畑山 博 

 
※小･中･高の教科書は雑誌棚Ｇにあります。 

貸出はできませんがぜひご覧下さい。 
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