
# おうち時間で実篤を知ろう >> 実篤ってどんな人（1）

実篤ってどんな人（1）　解説シート「もっと知りたい武者小路実篤」紹介・1

◦2月29日（土）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう】

当館で配布している解説シート「もっと知りたい武者小路実篤」は、ホー
ムページでも見ることができます（http://www.mushakoji.org/data/
shiryou.html）。

実篤ってどんな人？
何をしたの？
ゴッホやロダンとの関係？
なぜ調布市に住んだの？

など、子どもだけでなく大人も読んで学べる資料です。

◦2月29日（土）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう　1】

実篤ってどんな人？
これを知るには、まず履歴書を見ることにしましょう。誕生日や血液型、好きな食べ物や飼っていたペットまで分かります。

46号	 履歴書（りれきしょ）	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai046.pdf
47号	 ビフォー・アフター	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai047.pdf
48 号	 メッセージ	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai048.pdf

◦3月1日（日）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう　2】

実篤が 23歳頃から始めたことは、文学の活動。小説や詩、エッセイ、会話ですすむ戯曲など様 な々作品を発表しています。
まずは親しみやすい「詩」を紹介します。

16号	 詩1ともだち	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai016.pdf
17号	 詩 2がんばって！	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai017.pdf
18 号	 詩 3のびのび	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai018.pdf

◦3月3日（火）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう　3】

実篤が 33歳頃から始めたことは、新しき村の活動。村のために働くほかは、音楽を聴いたり、絵を描いたり、陶芸をしたり、
自分を成長させるための場所です。今も宮崎県と埼玉県で活動が続いているんですよ。

58号	 新しき村って何？	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai058.pdf
59 号	 100 年のあゆみ	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai059.pdf
60 号	 村の文化活動	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai060.pdf

https://twitter.com/hashtag/%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E5%AE%9F%E7%AF%A4%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8D%E3%81%86?src=hashtag_click
http://www.mushakoji.org/data/shiryou.html
http://www.mushakoji.org/data/shiryou.html
http://www.mushakoji.org/data/shiryou.html
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai046.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai046.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai046.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai047.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai048.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai016.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai017.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai018.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai058.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai059.pdf
http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai060.pdf


# おうち時間で実篤を知ろう >> 実篤ってどんな人（1）

実篤ってどんな人（1）　解説シート「もっと知りたい武者小路実篤」紹介・2

◦3月4日（水）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 4】

実篤が 40歳頃から始めたことは、絵を描くこと。小さい頃から苦手だったという実篤はどんな絵を描いたのでしょう。

19 号	 どれが好き？	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai019.pdf
20 号	 これ、なんだ？	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai020.pdf
21号	 言葉を考えよう	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai021.pdf

◦3月5日（木）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 5】

実篤の家族に目をむけてみましょう。2歳でお父さんを亡くし、お母さん、お姉さん、お兄さんに囲まれて子ども時代をすご
しました。大人になって、三人娘の父親となった実篤は、実はふざけんぼうな「パパ」だったのです。

22 号	 実篤と家族（１）	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai022.pdf
23 号	 実篤と家族（２）	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai023.pdf
24号	 実篤と家族（３）	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai024.pdf

◦3月6日（金）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 6】

実篤は学生時代から美術を見ることが大好きでした。夢中になったヨーロッパの芸術家を紹介します。

37号	 ロダン	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai037.pdf
38 号	 ゴッホ	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai038.pdf
39 号	 セザンヌ	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai039.pdf

◦3月7日（土）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 7】

若い頃から美術鑑賞が大好きだった実篤は、絵や彫刻をいつでも見られる所に置いて楽しみ、美術品から力を得ていま
した。

28号	 巻物のひみつ	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai028.pdf
29 号	 墨だけで描く	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai029.pdf
30 号	 立体の作品	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai030.pdf
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◦3月8日（日）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 8】

実篤には文学者だけでなく、詩人、画家など様 な々活動をした友人がたくさんいました。

31号	 志賀直哉	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai031.pdf
32 号	 岸田劉生	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai032.pdf
33 号	 木下利玄・千家元麿	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai033.pdf

◦3月10日（火）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 9】

実篤の文学作品の中から ｢小説｣ を紹介。有名な「友情」は2019 年に発表 100 年を迎えたんですよ。

52 号	 お目出たき人	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai052.pdf
53 号	 友情	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai053.pdf
54号	 愛と死	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai054.pdf

小説が書かれた時代背景など、もっと詳しく知りたい人にはこちらもおすすめ。

10 号	 友情	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai010.pdf
11号	 愛と死	 httpｓ://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai011.pdf
12 号	 馬鹿一	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai012.pdf

◦3月11日（水）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 10】

実篤の文学作品はまだまだあります。今回紹介する「戯曲」はセリフだけですすむ物語です。

25号	 かちかち山	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai025.pdf
26 号	 花咲爺	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai026.pdf
27号	 その妹・人間万歳	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai027.pdf

◦3月12日（木）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 11】

実篤の文学作品はまだまだまだあります。一休さんの人生を実篤流にかいた作品などを紹介します。

40 号	 地蔵と鬼	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai040.pdf
41号	 桃源にて	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai041.pdf
42 号	 一休	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai042.pdf
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◦3月13日（金）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 12】

実篤が書いた字を見たことがありますか？　本になると見えなくなってしまう原稿の世界を紹介します。

61号	 編集の仕事	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai061.pdf
62 号	 実篤の書き方	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai062.pdf
63 号	 いろいろな原稿	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai063.pdf

◦3月14日（土）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 13】

当館のおとなり実篤公園には、実篤が暮らしていた家が今も残ります。訪ねる気持ちで読んでみるのもいいですね。

55号	 仕事も生活も	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai055.pdf
56 号	 仕事場としての	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai056.pdf
57号	 生活の場としての	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai057.pdf

◦3月15日（日）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 14】

70 歳で調布市・仙川に引っ越した実篤。どうしてこの場所が気に入ったのでしょうか。キーワードは、水と土器とつくしです。

43号	 実篤公園	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai043.pdf
44号	 仙川	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai044.pdf
45号	 調布	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai045.pdf

◦3月17日（火）掲載

【# おうち時間で実篤を知ろう 15】

実篤公園はもともと実篤の庭だった土地。大きな池が 2つあり、武蔵野の豊かな自然が残る実篤公園の ｢植物｣ を紹介
します。

49 号	 植物マップ	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai049.pdf
50 号	 木や葉っぱ、実に注目！	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai050.pdf
51号	 植物の一生・公園の四季	 http://www.mushakoji.org/file/shiryou/siritai051.pdf
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