
鳥の歌 五十嵐正子 2,800

どんぐりと山猫 ものがたり文化の会 4,000 耳で聴く本ｵｰﾃﾞｨｵﾌﾞｯｸCD

やまなし 〃　　 4,000 　宮沢賢治名作集(CD5枚組) PanRolling 6,800

蛙のゴム靴 〃　　 4,000 　セロ弾きのゴーシュ 〃　　 1,500

鹿踊りのはじまり 〃　　 4,000 　注文の多い料理店 〃　　 1,500

水仙月の四日 〃　　 4,000 　ツェねずみ 〃　　 1,500

月夜のでんしんばしら 〃　　 4,000 　毒もみの好きな署長さん 〃　　 1,500

かしはばやしの夜 〃　　 4,000 　雨ニモマケズ 〃　　 1,500

洞熊学校を卒業した三人 〃　　 4,000 　銀河鉄道の夜(CD3枚組) 〃　　 1,200

北守将軍と三人兄弟の医者 〃　　 4,000 　風の又三郎(CD2枚組) 〃　　 1,200

狼森と笊森、盗森 〃　　 4,000 CD宮沢賢治全集MP3ﾃﾞｰﾀCD版 〃　　 2,000

オツベルと象 〃　　 4,000 CD宮沢賢治全集1 〃　　 3,000

よだかの星 畑のへり 祭の晩 〃　　 4,000 CD宮沢賢治全集2 〃　　 3,000

楢ノ木大学士の野宿 〃　　 7,500 CD宮沢賢治全集3 〃　　 3,000

土神と狐 〃　　 4,000 CD宮沢賢治全集4 〃　　 3,000

山男の四月 〃　　 4,000 黒鳥の歌 渡部宏･ﾁｪﾛ

ｵﾍﾟﾗ「北守将軍と三人兄弟の医者」 2,919

ｵﾍﾟﾗｼｱﾀｰこんにゃく座 ｆｏｎｔｅｃ 2,914 イーハトーヴ交響曲 富田勲 日本ｺﾛﾝﾋﾞｱ 2,800

セロ弾きのゴーシュ 松橋登･朗読 新潮社 2,000 銀河鉄道の夜特別版 細野晴臣 テイチク 4,000

なめとこ山の熊/カイロ団長 矢崎滋･朗読 〃　　 2,000 銀河鉄道の夜 久石譲 日本ｺﾛﾑﾋﾞｱ 2,200

注文の多い料理店 加藤剛･朗読 〃　　 2,000 銀河鉄道の夜ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ 加賀谷玲

宮沢賢治詩集 佐藤慶･朗読 〃　　 2,300 DreamSideRecordｓ 2,090

風の又三郎 イーハトーヴの箒星

市原悦子･朗読 〃　　 3,000 加藤亜祐美･小路未央子 KatoShoji 1,543

銀河鉄道の夜 空のめぐり、時のしらべ 〃 〃　　 2,000

岸田今日子･朗読 〃　　 3,000 ひのきとひなげし 〃 〃　　 1,389

林洋子ひとり語り　宮沢賢治（なめとこ山の熊・文語詩朗唱） 星めぐりの歌 椿四重奏団 3,000

クラムボンの会 2,380 虔十公園林 田野聖子･朗読 ｂｕｄｏｒｉ 1,000

一鷲ライブＣＤ 一鷲　星の輪会　各 4,000 宮沢賢治歌曲集 田ヶ谷雅夫 私家版 500 ＊

　２　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治方言かるたCD付 宮沢賢治花巻市民の会 2,600 ＊

　３　宮沢賢治『雨ニモマケズ』他 「告別」 高橋悌子 私家版 1,000 ＊

歌曲集星めぐりの歌 イトオン 2,000 ｼﾞｬｽﾞ　夏のはなしです～宮沢賢治が出会った洋楽はやり歌・ｼﾞｬｽﾞ～

言葉の先の風景 〃　　 2,000 佐々木孝夫･企画

宮沢賢治の世界　 ＩＢＣ 2,000 ｼﾞｬｽﾞﾐｰﾌﾞﾙｰｽ･ﾉﾗ 2,400

花巻弁による宮沢賢治を読む、語る 心象スケッチ 〃 〃　　 2,400

　風と雲とまるめろ 谷口秀子･朗読  冬花社 4,000 賢治が出会ったクラシック･あらかると 〃　　 2,400

　風の又三郎 〃 〃　　 4,000 宮沢賢治･追想に基づくクラシックSamadhi 〃　　 2,400

　下の畑･北上川 〃 〃　　 3,714 宮沢賢治・東京日和 〃 〃　　 2,400

　ｲｰﾊﾄｰﾌﾞの風･色･香り 〃 〃　　 3,714 賢治と音楽(CD2枚組) 佐藤泰平･解説 パンプオルガンの会 5,093

銀河のかなたへのメッセージ 〃 4,000

宮沢賢治の詩による竹田恵子ｺﾝｻｰﾄ ＤＶＤ他

　賢治　たたずむ、歩く、飛行する 〃　　 2,800 なめとこ山の熊　林洋子ひとりがたり クラムボンの会 4,500

竹田恵子「めをとうし」「賢かった三人」 〃　　 2,500 DVD　種山が原の夜

竹田恵子「林光作品集」 〃　　 2,800 男鹿和雄･脚色/作画

竹田恵子｢ｵﾍﾟﾗひとりっ切り～高橋悠作品｣ 〃　　 2,800 ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 3,800

林洋子ひとりがたり1～4 日本伝統文化振興財団各 2,000 DVD　セロ弾きのゴーシュ

無声慟哭 高田三郎･曲 〃　　 3,000 高畑勲・監督/脚本 〃　　 4,700

千原英喜作品集第５巻 大阪ｺﾚｷﾞｳﾑ･ﾑｼﾞｸﾑ 2,500 ﾌﾞﾙｰﾚｲ　セロ弾きのゴーシュ 〃 〃　　 5,800

千原英喜作品全集特別盤　月天子/雨ﾆﾓﾏｹｽﾞ DVD　ますむらひろし版　銀河鉄道の夜

〃　　 1,800 杉井ｷﾞｻﾌﾞﾛｰ・監督/別役実･脚本/細野晴臣･音楽 KADOKAWA 3,800

〈１〉
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ﾌﾞﾙｰﾚｲ　ますむらひろし版　銀河鉄道の夜 雁の童子 司修･絵 偕成社 1,600

杉井ｷﾞｻﾌﾞﾛｰ・監督/別役実･脚本/細野晴臣･音楽 KADOKAWA 4,700 銀河鉄道の夜 ますむらひろし･絵 〃　　 2,200

DVD　KAGAYA版　銀河鉄道の夜 カイロ団長･洞熊学校を卒業した三人

　ｲﾗｽﾄ&ﾑｰﾋﾞｰ･KAGAYA 〃 〃　　 1,500

朗読･桑島法子/音楽･加賀谷玲 アスク出版 2,800 イーハトーブ詩画集 雲の信号 黒井健･画 〃　　 3,000

ﾌﾞﾙｰﾚｲ　KAGAYA版　銀河鉄道の夜 氷河ねずみの毛皮 木内達朗･絵 〃　　 1,600

〃 〃　　 3,980 雨ニモマケズ 司修･絵 〃　　 900

CD-ROM　KAGAYA版ｷｰﾎﾞｰﾄﾞでつづる銀河鉄道の夜 銀河鉄道の夜 〃 〃　　 1,400

〃 〃　　 3,800 文字の絵本風の又三郎 吉田佳広･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 〃　　 1,700

宮沢賢治の銀河世界 方丈堂 2,500 ひかりの素足 赤羽末吉・絵 〃　　 1,800

DVD　田んぼdeﾐｭｰｼﾞｶﾙ 田んぼdeﾐｭｰｼﾞｶﾙ実行委員会 2,000 蛙のゴム靴 ものがたり文化の会 2,500

DVD　田んぼdeﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ 〃　　 2,000 山男の四月 〃　　 2,500

DVD　いい爺いﾗｲﾀﾞｰ 〃　　 2,000 土神と狐 〃　　 2,500

CD-ROMﾊﾙ君の部屋 ファブリック 2,500 洞熊学校を卒業した三人 〃　　 2,500

北守将軍と三人兄弟の医者 〃　　 2,500

絵本・画集等 楢ノ木大学士の野宿 〃　　 2,500

宮沢賢治絵童話集全15巻 くもん出版各 1,942 よだかの星　畑のへり　祭の晩 〃　　 2,500

　①どんぐりと山猫 オッペルと象 本橋英正･絵 源流社 1,800

　②よだかの星 ポラーノの広場 芦田良貴･絵 〃　 1,900

　③注文の多い料理店 注文の多い料理店 ｽｽﾞｷｺｰｼﾞ･絵 ミキハウス 1,500

　④虔十公園林 雪わたり　　　　 方緒良･絵 〃　 1,500

　⑤双子の星 水仙月の四日 黒井健･絵 〃　 1,500

　⑥セロ弾きのゴーシュ どんぐりと山猫 田島征三･絵 〃　 1,500

　⑦カイロ団長 やまなし 川上和生･絵 〃　 1,500

　⑧シグナルとシグナレス なめとこ山の熊 あべ弘士･絵 〃　 1,500

　⑨水仙月の四日 オツベルと象 荒井良二･絵 〃　 1,500

　⑩グスコーブドリの伝記 よだかの星 ささめやゆき･絵 〃　 1,500

　⑪マリヴロンと少女 いちょうの実 及川賢治･絵 〃　 1,500

　⑫風の又三郎 狼森と笊森、盗森 片山健･絵 〃　 1,500

　⑬銀河鉄道の夜 ツェねずみ 石井聖岳･絵 〃　 1,500

　⑭宮沢賢治詩画館 月夜のでんしんばしら 竹内通雅･絵 〃　 1,500

　⑮イーハトーブロマン 山男の四月 飯野和好･絵 〃　 1,500

私のイーハトヴ 黒井健・絵 偕成社 2,200 気のいい火山弾 田中清代･絵 〃　 1,500

ガドルフの百合 ささめやゆき･絵 〃　 1,400 土神と狐 大畑いくの･絵 〃　 1,500

注文の多い料理店 しまだむつこ･絵 〃　 1,400 蛙のゴム靴 松成真理子･絵 〃　 1,500

なめとこ山の熊 中村道雄･絵 〃　 1,400 氷河鼠の毛皮 堀川理万子･絵 〃　 1,500

虔十公園林 伊藤亘･絵 〃　 1,400 セロ弾きのゴーシュ さとうあや･絵 〃　 1,500

やまなし 遠山繁年･絵 〃　 1,400 寓話　洞熊学校を卒業した三人 大島妙子･絵 〃　 1,500

よだかの星 中村道雄･絵 〃　 1,400 黄色のトマト 降矢なな･絵 〃　 1,500

どんぐりと山猫 高野玲子･絵 〃　 1,400 虔十公園林 伊藤秀男･絵 〃　 1,500

猫の事務所 黒井健・絵 〃　 1,600 猫の事務所 植垣歩子･絵 〃　 1,500

月夜のでんしんばしら 遠山繁年･絵 〃　 1,600 ひのきとひなげし 出久根育･絵 〃　 1,500

雪わたり たかしたかこ･絵 〃　 1,600 カイロ団長 こしだミカ･絵 〃　 1,500

カイロ団長 村上勉･絵 〃　 1,600 雨ニモマケズ 柚木沙弥郎･絵 〃　 1,500

鹿踊りのはじまり たかしたかこ･絵 〃　 1,600 フランドン農学校の豚 nakaban･絵 〃　 1,500

土神と狐 中村道雄･絵 〃　 1,600 ざしき童子のはなし 岡田千晶･絵 〃　 1,500

水仙月の四日 伊勢英子･絵 〃　 1,600 鹿踊りのはじまり ミロコマチコ･絵 〃　 1,500

おきなぐさ・いちょうの実 たかしたかこ･絵 〃　 1,600 貝の火 おくはらゆめ･絵 〃　 1,500

狼森と笊森、盗森 村上勉･絵 〃　 1,600 おきなぐさ 陣崎草子・絵 〃　 1,500

双子の星 遠山繁年･絵 〃　 1,800 風の又三郎 やぎたみこ・絵 〃　 2,100

セロ弾きのゴーシュ 赤羽末吉･絵 〃　 2,000 銀河鉄道の夜 金井一郎･絵 〃　 2,300

オツベルと象 遠山繁年･絵 〃　 1,800 絵本雪わたり いもとようこ･絵 金の星社 1,400

銀河鉄道の夜 田原田鶴子･絵 〃　 1,800 絵本セロ弾きのゴーシュ 〃 〃　 1,400

チュウリップの幻術 〃 〃　 1,400 絵本どんぐりと山猫 〃 〃　 1,400

風の又三郎 〃 〃　 1,800 絵本注文の多い料理店 〃 〃　 1,400
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ますむらひろし賢治シリーズ 手作りﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ絵本　注文の多い料理店 河出書房新社 2,600

　Vol.2風の又三郎/雪渡り/十力の金剛石 扶桑社 524 種山ヶ原の夜 男鹿和雄翻案 徳間書店 2,300

ますむらひろし版宮沢賢治童話集 銀河鉄道の夜 清川あさみ･絵 ﾘﾄﾙﾓｱ 1,800

　オツベルと象/虔十公園林 ミキハウス 1,600 グスコーブドリの伝記 〃 〃　　 1,800

　やまなし/ひかりの素足 〃　 1,700 宮澤賢治の童話絵本　水仙月の四日

ｱﾆﾒ版　銀河鉄道の夜 高田勲･絵 にっけん 1,300

ますむらひろし･絵 理論社 2,500 ガラス絵の宮沢賢治 児玉房子･絵

ｱﾆﾒ版　グスコーブドリの伝記 〃　　　 〃　 2,500 草の根出版会各 1,500

画本宮澤賢治　 小林敏也・画 好学社 　１祭りの晩

　雨ニモマケズ 1,700 　２虔十公園林

　注文の多い料理店 1,700 　３ひのきとひなげし

　やまなし 1,700 　４狼森と笊森、盗森

　雪わたり　　　　 1,700   ５マグノリアの木

　どんぐりと山猫 1,400   ６十月の末

　猫の事務所 1,340   ７山男の四月

　セロ弾きのゴーシュ 1,400 　８ざしき童子のはなし

　土神と狐 1,408 　９鹿踊りのはじまり

　オツベルと象 1,800 　10よく利く薬とえらい薬

　蛙の消滅 1,500 セロ弾きのゴーシュ 佐藤国男･版画 さんこう社 1,700

　シグナルとシグナレス 1,600 どんぐりと山猫 〃 子どもの未来社 1,600

　よだかの星 1,651 注文の多い料理店 〃 〃　 1,600

　銀河鉄道の夜 1,900 オツベルと象 〃 〃　 1,600

　風の又三郎 2,000 よだかの星 〃 〃　 1,600

　賢治草双 2,000 雪渡り 〃 〃　 1,600

　賢治宇宙 2,000 銀河鉄道の夜 〃 北海道新聞社 2,000

　ポラーノの広場 2,000 なめとこ山の熊 小野かおる画 古今社 1,200

　黄色のトマト 1,500 狼森と笊森、盗森 〃　　　 〃　 1,200

　ざしき童子のはなし 1,800 セロ弾きのゴーシュ 〃　　　 〃　 1,200

宮沢賢治のおはなし 岩崎書店各 1,000 ｺﾐｯｸ版風の又三郎･よだかの星

  どんぐりと山猫 高畠純･絵 原田梨花･漫画 ホーム社 524

　注文の多い料理店 和田誠･絵 セロ弾きのゴーシュ 毛毛龍･絵 文芸社 1,000

　やまなし/いちょうの実 川村みづえ･絵 注文の多い料理店 浅野薫･絵 〃　 1,300

　雪わたり 朗読劇『銀河鉄道の夜』

とよたかずひこ･絵 古川日出男/管啓次郎/柴田元幸/小島ｹｲﾀﾆｰﾗﾌﾞ 勁草書房 2,500

　すいせん月の四日 堀川理万子･絵 どんぐりと山猫

　ふたごの星 安斉重夫･彫刻制作 私家版 2,040 ＊

あきやまただし･絵 風の巡礼 滝田恒夫･絵 私家版 1,100 ＊

　虔十公園林/ざしきぼっこのはなし 何となく賢治さん 〃　　　 〃　 1,320 ＊

はたこうしろう･絵 伊藤卓美作品集 伊藤卓美･版画 私家版 1,000

　よだかの星 村上康成･絵 宮澤賢治木版歌留多 伊藤卓美･版画 奥野かるた店 1,600

　セロひきのゴーシュ ささめやゆき･絵

　オツベルと象 長谷川義史･絵 　写真集

宮沢賢治どうわえほん　 講談社各 1,600 宮沢賢治の世界 筑摩書房 4,369

　1.注文の多い料理 池田浩彰･絵 ＫＥＮＪＩ　ＩＭＡＧＥ　ＢＯＯＫ 石郷岡まさお

　2.どんぐりと山猫 徳田秀雄･絵 ｲﾒｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ光現社 1,310 ＊

　3.オツベルと象 三木由記子･絵 イーハトーヴの光と風と 松田司郎 私家版 1,020 ＊

　4.ざしき童子のはなし 伊勢英子･絵 「風の又三郎」写真集 佐々木隆二 書森舎 2,100 ＊

　5.狼森と笊森、盗森 三谷靭彦･絵 イーハトーブガーデン 赤田秀子 ｺｰﾙｻｯｸ社 1,500

　6.ツェねずみ 三木由記子･絵

　7.雪わたり 鈴木まもる･絵 宮沢賢治作品集・全集

　8.よだかの星 伊勢英子･絵 〈文庫〉

銀河鉄道の夜 藤城清治･影絵 講談社 1,900 文庫全集第１巻 筑摩書房 1,100

画本風の又三郎 〃　　　 〃　　 2,250 文庫全集第２巻 〃　 1,000

セロ弾きのゴーシュ 〃　　　 〃　　 2,400 文庫全集第３巻 〃　 1,200

画集銀河鉄道の夜 KAGAYA･画 河出書房新社 2,800 文庫全集第４巻 〃　 1,000

<3>



文庫全集第５巻 筑摩書房 1,000 〈その他〉

文庫全集第６巻 〃　 1,000 あたまの底のさびしい歌 川原真由美･絵 港の人 1,500

文庫全集第７巻 〃　 1,000 新編宮沢賢治歌集

文庫全集第８巻 〃　 1,000 栗原敦/杉浦静･編 蒼丘書林 1,600

文庫全集第９巻 〃　 1,100 雨ﾆﾓﾏｹｽﾞ風ﾆﾓﾏｹｽﾞ-宮澤賢治詩集百選 宮帯出版 950

文庫全集第１０巻 〃　 1,200 齋藤孝のｲｯｷによめる！小学生のための宮沢賢治

フォア文庫　風の又三郎 岩崎書店 560 齋藤孝･編 講談社 1,000

フォア文庫　オツベルと象 〃　 560 日本の名詞を読みかえす 高橋順子編 いそっぷ社 1,600

フォア文庫　セロ弾きのゴーシュ 〃　 560 宮沢賢治歌集 横井博･編 未知谷 2,200

フォア文庫　どんぐりと山猫 〃　 560 気のいい火山弾　

フォア文庫　ポラーノの広場 〃　 560 たなかよしかず･版画 〃　 1,200

フォア文庫　なめとこ山の熊 〃　 560 黒葡萄 〃　 〃　 1,200

フォア文庫　ツェねずみ 〃　 560 紫紺染について 〃　 〃　 1,400

フォア文庫　注文の多い料理店 〃　 560 祭りの晩 〃　 〃　 1,200

フォア文庫　ふた子の星 〃　 560 四又の百合 〃　 〃　 1,200

宮沢賢治詩集 新潮社 520 宮沢賢治作品集１・２・３ 沼田純子編 和泉書院各 1,500

銀河鉄道の夜 〃　 430 賢治選書 ﾘﾍﾞﾗﾙ社 500

注文の多い料理店 〃　 440 宮沢賢治選抄　 花巻市芸術文化協会 440 *

風の又三郎 〃　 520 宮沢賢治の碑 〃　 760 *

ポラーノの広場 〃　 710 宮沢賢治農民芸術概論綱要 〃　 270 *

注文の多い料理店 KADOKAWA 440

銀河鉄道の夜 〃　 440 外国語

風の又三郎 〃　 438 〈翻訳作品集等・英語〉

セロ弾きのゴーシュ 〃　 515 オツベルと象

新編宮沢賢治詩集 〃　 552 C.W.ニコル/谷川雁訳

ちくま日本文学3宮沢賢治 筑摩書房 880 ものがたり文化の会 2,500

どんぐりと山猫 〃　　 〃　 2,500

〈全集〉 やまなし 〃　　 〃　 2,500

新校本宮澤賢治全集第１巻 筑摩書房 7,500 かしはばやしの夜 〃　　 〃　 2,500

新校本宮澤賢治全集第２巻 〃　 9,000 狼森と笊森、盗森 〃　　 〃　 2,500

新校本宮澤賢治全集第３巻 〃　 11,000 水仙月の四日 〃　　 〃　 2,500

新校本宮澤賢治全集第４巻 〃　 9,000 月夜のでんしんばしら 〃　　 〃　 2,500

新校本宮澤賢治全集第５巻 〃　 8,500 鹿踊りのはじまり 〃　　 〃　 2,500

新校本宮澤賢治全集第６巻 〃　 7,500 CD付絵本GAUCHE THE CELLIST（セロ弾きのゴーシュ）

新校本宮澤賢治全集第７巻 〃　 11,000 ﾛｼﾞｬｰ･ﾊﾟﾙﾊﾞｰｽ訳 ﾗﾎﾞ教育ｾﾝﾀｰ 2,500

新校本宮澤賢治全集第９巻 〃　 5,631 CD付絵本Snow Crossing（雪わたり）

新校本宮澤賢治全集第１０巻 〃　 8,500 〃　　 〃　 2,500

新校本宮澤賢治全集第１１巻 〃　 6,800 CD付絵本THE RESTAURANT OF MANY ORDERS(注文の多い料理店)

新校本宮澤賢治全集第１２巻 〃　 7,500 〃　　 〃　 2,400

新校本宮澤賢治全集第１３巻上 〃　 8,500 CD付絵本THE STORY OF THE ZASHIKI BOKKO（ざしき童子のはなし他）

新校本宮澤賢治全集第１３巻下 〃　 7,000 〃　　 〃　 2,400

新校本宮澤賢治全集第１４巻 〃　 8,500 英語で読む「銀河鉄道の夜」

新校本宮澤賢治全集第１５巻 〃　 8,500 ﾛｼﾞｬｰ･ﾊﾟﾙﾊﾞｰｽ訳 筑摩書房 670

新校本宮澤賢治全集別巻 〃　 12,000 Kenji Miyazawa Picture Book Series1･3～10 サンマーク各 1,500

宮沢賢治コレクション 筑摩書房各 2,500 　1.The Ｓｈｉｎｉｎｇ Feet（ひかりの素足）

　1銀河鉄道の夜 ｻﾗM.ｽﾄﾛﾝｸﾞ訳

　2注文の多い料理 　3.Gem Fire（貝の火） 〃　　

　3よだかの星 　4.The Twin Stars（双子の星） 〃　　

　4雁の童子 　5.The Bears of Mt Nametoko（なめとこ山の熊）

　5なめとこ山の熊 ｶﾚﾝｺﾘｶﾞﾝﾃｲﾗｰ訳

　6春と修羅 　6.The Kenju Park Grove（虔十公園林）

　7春と修羅第二集 〃　　

　8春と修羅第三集・口語詩稿ほか 　7.Crossing　the　Snow（雪わたり）

　9疾中・東京ほか 〃　　

　10文語詩・短歌ほか

〈４〉



　8.Judge　Wildcat　and　the　Acorns（どんぐりと山猫） イーハトーブの石展図録 1,200 *

ｻﾗM.ｽﾄﾛﾝｸﾞ訳 サンマーク各 1,500

　9.The　Telegraph　Poles　on　a　Moonlit　Night（月夜のでんしんばしら） 研究書

〃　　 〈文庫〉

英語文庫銀河鉄道の夜 兄のトランク 宮沢清六 筑摩書房 760

ｼﾞｮﾝ･ﾍﾞｽﾀｰ訳 宮沢賢治 吉本隆明 〃　 1,300

講談社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 640 宮沢賢治「風の又三郎」精読 大室幹雄 岩波書店 1,100

雨ニモマケズ　Rain　Won't 山村浩二･絵 宮沢賢治のオノマトペ集

ｱｰｻｰ･ﾋﾞﾅｰﾄﾞ･訳 今人舎 1,500 栗原敦･監修/杉田淳子･編 筑摩書房 880

チェロと宮沢賢治 横田庄一郎 岩波書店 1,180

〈翻訳作品集等・英語＆エスペラント語〉 宮沢賢治とディープエコロジー ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ｶﾞﾘｰ 平凡社 1,700

虔十公園林 末吉陽子･絵 森荘巳池ノート 森荘巳池

松田周次/藤巻謙一･エスペラント語訳 ｂｕｄｏｒｉ 1,800 盛岡出版ｺﾐｭﾆﾃｨｰ 1,000

〈翻訳作品集等・中国語〉 〈図録・図説等〉

宮沢賢治童話論（中国語） 彭懿 宮沢賢治｢銀河鉄道の夜｣の原稿のすべて 宮沢賢治記念館 1,820 *

少年儿童出版社 681 * 宮澤賢治ｲｰﾊﾄｳﾞ学事典

天沢退二郎･金子務･鈴木貞美・編 弘文堂 14,000

〈翻訳作品集等・スペイン語〉 図説　宮沢賢治 河出書房新社 1,800

注文の多い料理店 佐藤国男･絵 続賢治のｲｰﾊﾄｰﾌﾞ植物園 桜田恒男 岩手日報社 1,700

ElenaGallegoAndradayMontseWatkins･訳 現代企画室 2,500 図説宮澤賢治

銀河鉄道の夜 天沢退二郎/栗原敦/杉浦静･編 筑摩書房 1,500

佐藤国男･絵/MontseWatkins･訳 〃　 2,427 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ花巻　賢治ゆかりの地ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

宮沢賢治作品集② 〃　　 〃　 2,427 宮沢賢治ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ館売店“猫の事務所” 500 *

定本宮澤賢治語彙辞典 原子朗･編 筑摩書房 12,000

〈翻訳作品集等・ポルトガル語〉 別冊太陽

銀河鉄道の夜 佐藤国男･絵 栗原敦/杉浦静･監修 平凡社 2,500

MontseWatkins,TomiOkiyama･訳 現代企画室 2,427 賢治寓話『黒ぶだう』の素敵な洋館はここです。

　黒ぶだうメルヘン館ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

〈宮沢賢治学会イーハトーブセンター刊行物〉 米地文夫/木村清且･編 木村設計A･T 834

「春と修羅」第二集研究 2,400 高村光太郎図録 高村光太郎記念会 2,000

宮沢賢治生誕百年記念　特別企画展図録

　拡がりゆく宮沢賢治 3,144 * 〈研究資料集・叢書等〉

世界に拡がる宮沢賢治 宮澤賢治研究資料集大成第3・4・5・6･7･10巻 日本図書ｾﾝﾀｰ各 5,800

　－宮沢賢治国際研究大会記録集－ （会員価格2000円） 2,500 * 宮澤賢治研究資料集大成第20・21巻 〃　 7,000

第二回宮沢賢治国際研究大会記録集 （会員価格1500円） 1,800 * 宮澤賢治研究資料集大成別巻Ⅰ 〃　 4,000

宮沢賢治ｰ驚異の想像力　その源泉と多様性 宮澤賢治研究資料集大成別巻Ⅱ 〃　 5,000

　宮沢賢治生誕110年記念第三回宮沢賢治国際研究大会 近代作家研究叢書 日本図書ｾﾝﾀー

朝文社 3,400 　30宮沢賢治の文学 古谷綱武 3,500

第四回宮沢賢治国際研究大会要旨集 1,000 * 　43宮沢賢治研究 古谷綱武 4,500

会報1～4･6～12･15･17･39･45･55号 （会員価格各400円） 500 * 　119宮沢賢治の児童文学 和田利男 5,000

会報14･16･18･27～29･35～38･40～44･46～49･51･53･54号 　134宮沢賢治 丹慶英五郎 7,500

（会員価格500円） 600 * 　146宮沢賢治童話における色彩語の研究

会報19～26･30～34･50･52号 （会員価格600円） 700 * 大藤幹夫 6,500

機関誌　宮沢賢治研究Annual　VOL.1～6･8～27 現代日本文學大系27高村光太郎宮澤賢治集

（会員価格1600円） 2,000 * 筑摩書房 6,000

機関誌　宮沢賢治研究Annual　VOL.7 日本文学研究資料叢書　宮沢賢治Ⅱ 有精堂 3,200

（会員価格2000円） 2,500 * 宮沢賢治研究叢書２ 小沢俊郎 学芸書林 2,136

宮沢賢治　作品・研究　図書資料目録 （会員価格3600円） 4,115 * 宮沢賢治研究叢書７ 続橋達雄 〃　 2,233

研究発表資料　第2～4･6～12･14回 各 500 * 宮沢賢治研究叢書８ 小沢俊郎 〃　 2,426

研究発表資料　第5･15回 各 600 *

研究発表資料　第13回 800 * 〈その他〉

研究発表資料　第16回 1,000 * まんが宮沢賢治 岩手日報社 650

宮沢清六展図録 200 * おじゃる丸銀河がマロを呼んでいる～ふたりのねがい星～

黄瀛展図録 300 * 学研 800

〈５〉



賢治の見た夢 相川良彦 日本経済評論社 1,800 宮沢賢治論 木嶋孝法 思潮社 2,800

宮沢賢治北方への志向 秋枝美保 朝文社 3,106 美術は地域をひらく 北川フラム 現代企画室 2,500

宮沢賢治の文学と思想 〃　　 〃　 5,600 ひらく美術 〃　　 筑摩書房 820

宮沢賢治を読む 〃　　 〃　 3,500 賢治論考 工藤哲夫 和泉書院 5,000

啄木賢治の肖像 宮沢賢治の鳥

阿部友衣子･志田澄子 岩手日報社 900 国松俊英･文　舘野鴻画 岩崎書店 1,700

《宮沢賢治》のさらなる彼方を求めて 屋根の上が好きな兄と私

天沢退二郎 筑摩書房 3,600 栗原敦･監修/宮澤明裕･編 蒼丘書林 900

宮沢賢治ハンドブック 〃　　 新書館 1,553 宮沢賢治　見者の文学 栗谷川虹 洋々社 2,300

教師･啄木と賢治 荒川紘 新曜社 3,800 ガラス絵で宮沢賢治のくにへ 児玉房子･絵 草の根出版会 2,200

宮沢賢治〈力〉の構造 安藤恭子 朝文社 2,718 宮沢賢治絶唱かなしみとさびしさ

宮沢賢治とその周縁 池川敬司 双文社 2,426 小林俊子 勉成出版 4,800

宮沢賢治との接点 〃　　 和泉書院 3,200 宮沢賢治への接近 近藤晴彦 河出書房新社 2,200

宮沢賢治ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ札幌駅 石本裕之 響文社 1,500 宮沢賢治「二相ゆらぎ」の世界 西郷竹彦 黎明書房 7,000

巨大氷柱たろし滝 板垣寛 ﾂｰﾜﾝﾗｲﾌ 1,048 * 「銀河鉄道の夜」物語としての構造

石鳥谷の人々 〃　　 私家版 1,528 * 斉藤純 洋々社 1,942

続・石鳥谷の人々 〃　　 〃　 1,870 * 四次元論の展開 斎藤文一 国文社 12,000

宮澤賢治〈旅程幻想〉を読む 伊藤眞一郎 朝文社 4,438 宮沢賢治現実の遠近法 佐々木ボグナ

イーハトーブの植物学 伊藤光弥 洋々社 2,400 京都大学学術出版会 3,500

森からの手紙 〃　　〃　　　　　　　　　〃 2,400 宮沢賢治交響する魂 佐藤栄二 蒼丘書林 2,000

宮沢賢治デクノボーの叡智 今福龍太 新潮社 1,600 山猫博士のひとりごと２ 佐藤国男 北水 1,500

ナーサルパナマの謎 入沢康夫 書肆山田 2,800 賢治の花園ー花巻共立病院をめぐる光太郎･隆房ー

<私>の思想家宮沢賢治 岩川直樹 花伝社 2,000 佐藤進 地方公論社 2,000

続・私の宮沢賢治 内田朝雄 宮沢賢治の五十二箇月 佐藤成 川嶋印刷 1,680 *

農山漁村文化協会 1,400 賢治短歌へ 佐藤通雅 洋々社 2,600

宮澤賢治の〈ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ空間〉を歩く 文学の力とは何か 佐藤泰正 翰林書房 3,800

遠藤祐 双文社出版 3,400 日中友好のいしずえ 佐藤竜一

宮澤賢治の物語たち 〃　　 洋々社 2,400 日本地域社会研究所 1,700

イーハトヴへの招待 〃　　〃　　　　　　　　　〃 2,400 石川啄木と宮沢賢治の人間学 〃　　 〃　 1,600

宮沢賢治ｰ銀河鉄道と光のふぁんたじあ 宮沢賢治の詩友黄瀛の生涯 〃　　 コールサック社 1,500

大石加奈子 行路社 1,800 宮沢賢治　出会いの宇宙 〃　　 〃　 1,500

イーハトーブ悪人列伝 大角修 勉誠出版 2,000 新版宮澤賢治愛のうた 澤口たまみ 夕書房 1,800

<児童文学ファンタジー>の星図 大澤千恵子 宮沢賢治研究文語詩稿･叙説 島田隆輔 朝文社 8,000

東京学芸大学出版会 1,800 明滅する春と修羅 杉浦静 蒼丘書林 2,524

作家の随想⑧ 大塚常樹 日本図書ｾﾝﾀｰ 4,800 宮沢賢治幻想空間の構造 鈴木健司 〃　 2,000

宮沢賢治心象の宇宙論 〃　　 朝文社 4,190 宮沢賢治という現象 〃　 〃　 3,500

宮沢賢治　心象の記号論 〃　　〃　　　　　　　　　〃 3,400 宮沢賢治文学における地学的想像力

八ヶ岳の空から　 大村紘一郎 山梨ふるさと文庫 1,500 〃　 〃　 2,800

文語詩人宮沢賢治 岡井隆 筑摩書房 1,699 心友　宮沢賢治と保阪嘉内 大明敦 山梨ふるさと文庫 1,500

賢治歩行詩考 岡澤敏男 未知谷 2,200 銀河鉄道と星の王子 高波秋

盛岡中学生宮沢賢治 小川達雄 河出書房新社 2,500 ｼﾞｬﾝ･ｼﾞｬｯｸ書房 1,200

宮沢賢治研究資料探索 奥田弘 蒼丘書林 2,800 夢よぶ啄木、野をゆく賢治  

宮沢賢治の短歌をよむ 〃　　〃　　　　　　　　　〃 1,400 高野玲子・牧野立雄 　洋々社 1,600

宮沢賢治『春と修羅』論 奥山文幸 双文社 3,800 1991～1999映画を作りながら考えたことⅡ

宮沢賢治論 〃　　 蒼丘書林 3,000 高畑勲 徳間書店 2,000

渦動と空明 〃　　〃　　　　　　　　　〃 3,000 賢治童話の方法 多田幸正 勉誠社 2,900

宮沢賢治冬の青春 小野隆祥 洋々社 2,300 宮沢賢治とベートーヴェン 〃　 洋々社 2,400

童話論宮沢賢治純化と浄化 小埜裕二 蒼丘書林 2,800 賢治ｵﾉﾏﾄﾍﾟの謎を解く 田守育啓 大修館書店 1,600

賢治と鉱物 宮沢賢治 千葉一幹 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 3,000

加藤碵一+青木正博 工作舎 3,200 宮沢賢治少年小説 続橋達雄 洋々社 1,800

宮沢賢治はなぜ教科書に掲載され続けるのか 大正児童文学の世界Ⅱ 〃　 おうふう 5,040

構大樹 大修館書店 2,200 [銀河鉄道の夜]ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ 寺門和夫 青土社 1,400

宮澤賢治早池峰山麓の岩石と童話の舞台　宮澤賢治岩手山麓を歩く 挽歌と反語 富山英俊 せりか書房 3,500

亀井茂/照井一明･共著 宮沢賢治と裁判の話 那珂川裕次郎 文芸社 1,100

ｲｰﾊﾄｰｳﾞ団栗団企画 5,400

〈６〉



絵本で読みとく宮沢賢治 宮沢賢治をもとめて｢青森挽歌｣ 龍佳花 洋々社 1,600

中川素子･大島丈志･編 水声社 3,500 宮沢賢治大事典 渡辺芳紀 勉誠出版 9,800

カムパネルラ版銀河鉄道の夜 長野まゆみ 河出書房新社 1,500 宮沢賢治のヒドリ 和田文雄 ｺｰﾙｻｯｸ社 2,000

宮沢賢治の宇宙音感 中村節也 ｺｰﾙｻｯｸ社 1,800 続・宮沢賢治のヒドリ 和田文雄 ｺｰﾙｻｯｸ社 2,000

童話の宮沢賢治 中村文昭 洋々社 1,942

宮沢賢治論 中村稔 青土社 2,200 会誌・雑誌その他

係争中の主体　漱石･太宰･賢治 同時代第二号 黒の会 1,500

中村三春 翰林書房 3,800 かまくら・賢治 鎌倉賢治の会 1,575 *

修辞的ﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑ 〃　　 ひつじ書房 2,800 賢治研究70 宮沢賢治研究会 2,000 *

宮沢賢治「宇宙意志」を見据えて 賢治研究50･80 宮沢賢治研究会各 1,800 *

長沼士朗 コールサック社 2,000 ユリイカ　高畑勲-『かぐや姫の物語』の世界 青土社 1,238

宮沢賢治その独自性と同時代性 宮沢賢治１３ 洋々社 1,748

西田良子 翰林書房 2,524 論攷宮沢賢治第3～14･16･17号 中四国宮沢賢治研究会　各 1,050 *

宮沢賢治読者論 〃　　 〃　 4,800 論攷宮沢賢治第15号 中四国宮沢賢治研究会 1,530 *

日本歴史人物伝宮沢賢治 復刻「濁酒に関する調査（第一報） ｾﾝﾀﾞｰﾄ賢治の会 1,050 *

西本鶏介･文　黒井健･絵 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2,500 ワルトラワラ14～40号 松田司郎 各 815 *

宮沢賢治「文語詩稿五十篇」評釈 ワルトラワラ41～45号 松田司郎 各 1,020 *

信時哲郎 朝文社 6,000 楽譜歌曲集ポランの広場 青島広志編曲 ショパン 1,200

宮沢賢治「文語詩稿一百篇」評釈 〃　　 和泉書院 7,000 楽譜イーハトーヴ歌曲集 中村節也編曲 ﾏｻﾞｰｱｰｽ 2,200

平成30年度最新版宮沢賢治詩碑 楽譜ｷﾞﾀｰでうたう賢治さんの歌20曲集

原子内貢 〃　　 〃　 2,200

イーハトーヴ団栗団企画 2,700 楽譜ﾁｪﾛとﾋﾟｱﾉのためのｲｰﾊﾄｰｳﾞ組曲

宮沢賢治《遷移》の詩学 平澤信一 蒼丘書林 2,800 〃　　 〃　 2,100

宮沢賢治「玄米四合」のストイシズム 箏縦譜方十里/いたつきの(CD付)

廣瀬正明 朝文社 2,300 下野戸亜弓作曲 〃　 1,900

賢治幻想 福島泰樹 洋々社 2,718 楽譜原体剣舞連

賢治ｽﾋﾟﾘｯﾂ･V宮沢賢治と花巻農学校 なかにしあかね作曲 〃　 1,600

藤根研一 私家版 1,500 楽譜音楽物語鹿踊りのはじまり

福田パンものがたり 長澤勝俊･作曲/中江隆介･構成 〃　 2,100

『福田パンものがたり』発刊委員会 楽譜イーハトーヴ歌曲集2 中村節也編曲 〃　 2,000

盛岡出版コミュニティ 1,300 楽譜春と修羅 堀悦子作曲 〃　 2,300

宮沢賢治の深層世界 松田司郎 洋々社 2,400 楽譜宮沢賢治歌曲全集 中村節也編曲 〃　 4,000

宮沢賢治　存在の解放へ 〃　　 〃　 2,800 千葉宮沢賢治の会会誌・雲の信号2･3･5～7･9号

宮沢賢治　自然のｼｸﾞﾅﾙ 萬田務 翰林書房 2,816 千葉宮沢賢治の会　各 550 *

作品論宮沢賢治 ﾛｻﾞﾘｵ堂の歌ごえ 黒澤勉 私家版 1,050 *

萬田務・伊藤眞一郎 双文社 2,900 未来圏 宮沢賢治の会 2,100 *

文學の國いわて 道又力 岩手日報社 3,700 その時の盛岡 吉田矩彦 私家版 316 *

宮沢賢治・めまいの練習帳 宮川健郎 久山社 1,553 イーハトーブ心象風景

宮澤賢治童話と<挽歌><疾中>詩群への旅 吉田精美撮影･吉田矩彦編 私家版 713 *

宮澤哲夫 蒼丘書林 2,900 修羅はよみがえった 宮沢賢治記念会 3,800

宮沢賢治と森荘已池の絆 森三紗 コールサック社 1,800 賢治学[第一輯][第二輯][第三輯]

私の宮沢賢治 山内和子 岩手大学宮澤賢治ｾﾝﾀｰ･編

朝日新聞出版ｻｰﾋﾞｽ 1,905 東海大学出版部各 1,600

宮沢賢治妹トシの拓いた道 山根知子 朝文社 4,000 賢治学[第五輯] 〃　　 〃　 2,000

啄木･賢治北天の詩想 遊座昭吾 桜出版 952 賢治学[第六輯] 〃　　

宮沢賢治幻の郵便脚夫を求めて 盛岡出版コミュニティ 1,600

吉田文憲 大修館書店 2,200 アザリアの咲いた本 彼方ヨウホ 私家版 1,019 *

宮沢賢治妖しい文字の物語 〃　　 思潮社 2,400 アザリアの咲いた本② 〃　　 〃　 764 *

「赤い経巻」とは何か 吉丸蓉子 ｾｰｺｰ印刷 1,389 アザリヤの咲いた本③ 〃　　 〃　 1,146 *

宮沢賢治の心といそしみ 吉見正信 ｺｰﾙｻｯｸ社 2,000 アザリヤの咲いた本④ 〃　　 〃　 625 *

宮沢賢治の原風景を巡る 〃　　 〃　 2,000 アザリヤの咲いた本⑤ 〃　　 〃　 963 *

宮沢賢治の世界 吉本隆明 筑摩書房 1,800

「銀河鉄道の夜」解体新書 米地文夫 高喜書房 1,500 *

イーハトヴ・ポラン学事始 〃　　 〃　 1,300 *

〈７〉


