
「津波被災からあらわれた直筆資料―杢太郎の〈敬愛〉、鷗外の〈微笑〉―」　資料リスト

No. 著編者名 書 名 出版者 資料ID 請求記号

1 沢柳大五郎責任編集 木下杢太郎画集, 全4巻 用美社 723.1/Ki46/1～4

2 木下杢太郎著 食後の唄 : 詩集（名著複刻詩歌文学館 ） 日本近代文学館 205257094 911.08/Sh12/13

3 木下杢太郎 戯曲集 和泉屋染物店 （地下一尺集第一） 東雲堂書店 205423195 912.6/Ki46

4 木下杢太郎 木下杢太郎詩集 第一書房 205423186 911.56/Ki46 

5
木下杢太郎 著;河盛好藏

選
木下杢太郎詩集(岩波文庫） 岩波書店 205303179 080/I95-31/53-1 

6
木下杢太郎 著; 野田宇

太郎 編
木下杢太郎詩集（新潮文庫） 新潮社 102429693 080/34/5

7 五人づれ著 五足の靴（岩波文庫） 岩波書店 204352025 080/177-1/22H 

8 木下杢太郎著 支那伝説集 座右宝刊行会 102049980 388//5

9 木下杢太郎著 大同石仏寺 : 重版 座右宝刊行会 100820396 718//3

10 木下杢太郎著 芸林間歩 岩波書店 100282761 904//30 

11
リヒヤルド・ムウテル 著/木

下杢太郎 訳.
十九世紀仏国絵画史 甲鳥書林 100834426 720//16

12
高安月郊 [ほか著] ; 中

沢弘光 [画]
[畿内見物], [大阪之巻] 金尾文淵堂 102588018 ICHI//3249 

13 木下杢太郎全集　全25巻 岩波書店 910.9/1～25/26A

14 木下杢太郎日記　全5巻 岩波書店 915.7/1～5/39 

15 小山内薫・木下杢太郎・吉井勇集 (現代日本文学全集:17) 筑摩書房 910.9/17/21

16 阿部次郎・小宮豊隆・木下杢太郎集（昭和文学全集:25) 角川書店 101207215 910.9/25/13 

17 野田宇太郎, 成瀬正勝編 明治反自然派文學集, 1・2（明治文学全集:74-75） 筑摩書房 910.8/74～75/53 

18
木下杢太郎・日夏耿之介・野口米次郎・西脇順三郎 (中公文

庫. 日本の詩歌:12)
中央公論社 100767163 080/2-12/28H 

19 吉田精一 著 日本近代詩鑑賞, 大正篇, 増訂版 (天明叢書:2) 天明社 101448059 911.1/2/48

20 高村光太郎 著者代表 現代日本詩人全集, 第2巻 (全詩集大成) 東京創元社 102130615 911.1/2/4 

21 中村吉蔵 著者代表 現代戯曲名作集(現代日本文学全集:第35篇) 改造社 101224664 910.8/35/9

22 神奈川文学振興会編 木下杢太郎文庫目録 神奈川文学振興会 205409937 029.937/Ke51/4

23 岩波書店編集部 編 木下杢太郎宛知友書簡集, 上・下巻 岩波書店 910.2/1-2/976 

24 岡井隆著 木下杢太郎を読む日 幻戯書房 205412790 910.268/Ki46 

25 池田功 [ほか] 編 木下杢太郎の世界へ おうふう 205409900 910.268/Ki46 

26 菅原潤著 旅する木下杢太郎/太田正雄 : グローバル時代の二足の草鞋 晃洋書房 205412807 910.268/Ki46 

27 岩阪恵子著 わたしの木下杢太郎 講談社 205409820 910.268/Ki46 
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28 太田慶太郎編 名古屋における木下杢太郎(杢太郎記念館シリーズ:4号). 杢太郎記念館 205409946 910.268/Ki46/4

29 丸井重孝著 不可思議国の探求者・木下杢太郎 : 観潮楼歌会の仲間たち 短歌研究社 205412745 910.268/Ki46 

30
第101回日本皮膚科学会

総会編著
木下杢太郎と熊本 : 「五足の靴」天草を訪ねる 熊本日日新聞社 205415513 910.268/Ki46 

31 沢柳大五郎 著 木下杢太郎記 小沢書店 102068850 910.2//1138 

32 岡井隆著 鷗外・茂吉・杢太郎 : 「テエベス百門」の夕映え 書肆山田 204541336 910.26/Ki46 

33 赤井正二著 旅行のモダニズム : 大正昭和前期の社会文化変動 ナカニシヤ出版 205409795 384.37/A29

34 左右社編集部編 〆切本, 2 左右社 205409786 914.68/Sh47/2

35 新田義之著 文化と教養 : 比較文学講演の旅 大学教育出版 205409866 361.5/N88 

36 鶴岡善久著 シュルレアリスム、その外へ 沖積社 205409857 702.07/Ts86 

37 新田義之著 東北大学の学風を創った人々 東北大学出版会 205412754 377.28/N88 

38
国際異文化コミュニケーショ

ン研究所編
異文化コミュニケーションへの道, 第1巻 文化書房博文社 205409919 361.45/I12/1 

39
上田博, チャールズ・フォック

ス, 瀧本和成編
サフラン : 沈黙と思索の世界へ : 随想選 嵯峨野書院 205412763 914.68/U32

40 上田博著 心の遠景 : 与謝野寛・晶子 嵯峨野書院 205412781 911.162/Y85

41 林廣親著 戯曲を読む術 (すべ) : 戯曲・演劇史論 笠間書院 205306715 912.6/H48

42 樋口覚著 三絃の誘惑 : 近代日本精神史覚え書 人文書院 205414928 910.26/H56 

43 福田秀一著 文人学者の留学日記 武蔵野書院 205409801 910.26/F74

44 伊東孝著 東京の橋 : 水辺の都市景観 鹿島出版会 205409848 515.02/I89 

45 植田彩芳子著 明治絵画と理想主義 : 横山大観と黒田清輝をめぐって 吉川弘文館 205409740 721.9/Y79 

46 林浩平著 テクストの思考 : 日本近現代文学を読む 春風社 205409884 910.26/H48 

47 稲垣眞美著
旧制一高の文学 : 上田敏・谷崎潤一郎・川端康成・池谷信三

郎・堀辰雄・中島敦・立原道造らの系譜
国書刊行会 300517415 910.26/I52

48 編輯:木下杢太郎ほか 鷗外全集　著作篇　全22巻 岩波書店 910.9/1～22/103 

49 編輯:木下杢太郎ほか 鷗外全集　翻訳篇　全13巻 岩波書店 908/1～13/33 

50 「朱欒」第一次（複製版）2巻1号、2巻12号 東雲堂書店 P910.5-78

51 中島国彦, 長島裕子編 漱石の愛した絵はがき 岩波書店 205409777 910.268/N58 

52 中島国彦著 近代文学にみる感受性 筑摩書房 204265888 910.2//1785 

53 上田博,中島国彦 編
石川啄木と北原白秋 : 思想と詩語(日本文学研究資料新

集:17)
有精堂出版 102131434 911.1//168 

54 日本近代文学館編 近代文学草稿・原稿研究事典 八木書店古書出版部 205265579 910.26/Ki42 
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55 『一冊の講座』編集部 編 夏目漱石　(一冊の講座. 日本の近代文学:1) 有精堂出版 102054120 910.2/1/926

56 変革期の文学, 3 (岩波講座日本文学史:第11巻) 岩波書店 203809760 910.2/11/1403

57 『一冊の講座』編集部 編 島崎藤村 (一冊の講座. 日本の近代文学:4) 有精堂出版 102054157 910.2/4/926 

58 三好行雄 [ほか]編 漱石の人と周辺 (講座夏目漱石:第1巻) 有斐閣 100292955 910.2/1/880

59 中島国彦編 文藝時評大系, 明治篇 全15巻+索引 ゆまに書房 910.26/B89/1-1～

60 北原白秋著 詩集, 1　 (白秋全集:1) 岩波書店 102111333 910.9/1/263 

61 近松秋江著 近松秋江全集　第1巻 八木書店古書出版部 101144634 910.9/1/295

62 夏目漱石 著 こゝろ（新選名著復刻全集近代文学館 ） 日本近代文学館 101427611 918/23/9 

63 北原白秋 著 東京景物詩及其他, [複刻](特選名著複刻全集近代文学館) 日本近代文学館 101427970 918/17/9A 

64 北原白秋 著 桐の花 : 抒情歌集(名著復刻全集近代文学館) 東雲堂書店 101364870 911.2//636 

65 雑誌「ひととき」2018年5月号 （株）ウェッジ 教員私物

66 木下杢太郎
えすぱにや・ぽるつがる記 : 及び初期日本吉利支丹宗門に関する

雑槀
岩波書店 教員私物

67 木下杢太郎 唐草表紙（地下一尺集第三） 正確堂 教員私物

68 木下杢太郎 南蛮寺門前 （地下一尺集第二） 春陽堂 教員私物

69
杢太郎会シリーズ

（№2,10,14,15,17,18,20,22～32）
杢太郎会 教員私物

70 木下杢太郎著 百花譜 上・下 岩波書店
205409955

205409964
470.38/Ki46/1～2 

71 石川淳 森鷗外（戦前版） 三笠書房 教員私物

72 石川淳 森鷗外（戦後版） 角川書店 教員私物

73 石川淳 森鴎外 (近代作家研究叢書:135) 日本図書センター 204213630 910.2//1725 

74 日経サイエンス　2018年5月号 P405-11

75 現代思想　2018年3月号 P105-21

76
WIRED(ワイアード)VOL.29/特集「African freestyle ワイアー

ド、アフリカに行く」
コンデナスト・ジャパン 教員私物

77 ラウル・アリキヴィ
未来型国家エストニアの挑戦 : 電子政府がひらく世界 新版 (イ

ンプレスR&D「next publishing」)
インプレスR&D 205426983 317.938/A41

78
伊藤穣一, アンドレー・ウー

ル著
教養としてのテクノロジー（NHK出版新書 ; 545 ） NHK出版 205423936 504/I89

79 新井紀子著 AI vs. 教科書が読めない子どもたち 東洋経済新報社 205423945 007.13/A62

80 入門ビットコインとブロックチェーン（ＰＨＰビジネス新書） ＰＨＰ研究所 205423954 338/N93

81
赤羽喜治 編著  (著), 愛

敬真生 編著 (著)
ブロックチェ−ン仕組みと理論 リックテレコム 205423963 338/A29

82 星新一 声の網.改版（角川文庫） 角川書店 205374395 913.6/H92
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83 最相葉月 あのころの未来 : 星新一の預言 新潮社 300237037 910.2//1816

84 オルテガ 著/桑名一博 訳 大衆の反逆 (イデー選書) 白水社 101824335 136//39 

85 成田稔 ユマニテの人 : 木下杢太郎とハンセン病 日本医事新報社 139932 498.6/N52/2004 

86 小川正子 小島の春 長崎書店 102286920 498//126 

87 大谷藤郎 現代のスティグマ : ハンセン病・精神病・エイズ・難病の艱難 勁草書房 065600 498.04/O84/1993 

88 山本俊一 日本らい史, 増補. 東京大学出版会 122591 498.6/Y31/1997 

89 神谷美恵子 神谷美恵子著作集 : 人間をみつめて, 2. みすず書房 110034 081.6/Ka39/1980

90 杉山二郎 著 木下杢太郎 : ユマニテの系譜  (平凡社選書:29) 平凡社 102051576 910.2//701

91 杉山二郎 著 木下杢太郎 : ユマニテの系譜（中公文庫） 中央公論社 100057516 080/13-16-1/28

92 小磯良平、刈米達夫 薬用植物画譜 日本臨牀社 205423201 499.87/Ka67

93 小磯良平 絵になる姿 : 小磯良平画文集 求龍堂 205423981 723.1/Ko34

94 木下杢太郎、前川誠郎 新編　百花譜百選 岩波書店 300518314 080/53-3/22H 

95 中井祐著 近代日本の橋梁デザイン思想 : 三人のエンジニアの生涯と仕事 東京大学出版会 205423927 515.1/N34

96
東北学院大学地域共生

推進機構

震災と文学 : 講義録 : 東北学院大学地域共生推進機構連続

講座 (叢書東北の声:35)
荒蝦夷 205423972 910.26/Sh69

97 宮城資料保全ネットワーク 災害を超えて　宮城における歴史資料保全2003－2013 宮城資料保全ネットワーク 教員私物

98 奥村弘, 佐藤大介編
ふるさとの歴史と記憶をつなぐ　東日本大震災1400日・史料保全

の「いま」と「これから」
神戸大学大学院人文学研究科 教員私物

99
宮城歴史資料保全ネット

ワーク
歴史資料を未来へ 蕃山房 教員私物

100
神戸大学震災復興支援プ

ラットフォーム編
震災復興学　阪神・淡路20年の歩みと東日本大震災の教訓 ミネルヴァ書房 205421584 369.31/Sh69

101 奥村弘著
大震災と歴史資料保存 : 阪神・淡路大震災から東日本大震災

へ
吉川弘文館 204911642 369.31/O55

102 国立歴史民俗博物館編 被災地の博物館に聞く : 東日本大震災と歴史・文化資料 吉川弘文館 204911339 069.4/H76 

103 中川武, 中川研究室編著 文化遺産の保全と復興の哲学 : 自然との創造的関係の再生 早稲田大学出版部 204913182 709.12/N32 

104 文化財保存修復学会編 災害から文化財をまもる (文化財の保存と修復:14) クバプロ 204910180 709.1/B89/14

105 松下正和, 河野未央編 水損史料を救う : 風水害からの歴史資料保全 岩田書院 205078610 014.61/Ma88

106
文化財保存全国協議会

編
文化財保存70年の歴史 : 明日への文化遺産 新泉社 205380759 709.1/B89 

107
動産文化財救出マニュアル

編集委員会編
動産文化財救出マニュアル : 思い出の品から美術工芸品まで クバプロ 204910190 709.1/D88 

108 平川新, 佐藤大介編 歴史遺産を未来へ 東北大学東北アジア研究センター 204859060 014.6/H64

109 奥村弘編 歴史文化を大災害から守る : 地域歴史資料学の構築 東京大学出版会 205078585 709.1/O55 
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