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資料名 作者 年代 年代 資料データ

「人間的社会」原稿 武者小路実篤 大正10年 1921年
『新しき村』大正
10年6月号掲載

『新しき村の生活』 武者小路実篤 大正7年8月出版 1918年 新潮社

『幸福者』 武者小路実篤 大正8年9月出版 1919年 叢文閣

『土地』 武者小路実篤 大正10年1月出版 1921年 曠野社

『友情』 武者小路実篤 大正9年4月出版 1920年 以文社

『耶蘇』 武者小路実篤 大正9年9月出版 1920年 新しき村出版部

『第三の隠者の運命』 武者小路実篤 大正12年5月出版 1923年 曠野社

『気まぐれ日記』 武者小路実篤 大正15年12月出版 1926年 新潮社

窓前の柿 武者小路実篤 昭和6年 1931年 紙本墨画淡彩

蘭「何故に我が花…」 武者小路実篤 昭和25年～ 1950年代 紙本墨画淡彩

貝殻「少年の時」 武者小路実篤 昭和25年～ 1950年代 紙本墨画淡彩

芽出たき仲間 武者小路実篤 昭和28年 1953年 紙本墨画淡彩

チューリップ「天に星」 武者小路実篤 昭和35年～ 1960年代 紙本墨画淡彩

野菜図「君は君」 武者小路実篤 昭和35年～ 1960年代 紙本墨画淡彩

手と筆･硯 武者小路実篤 昭和37年 1962年 紙本墨画淡彩

この道 武者小路実篤 昭和42年 1967年 紙本墨画淡彩

柿図 武者小路実篤 昭和43年 1968年 紙本墨画淡彩

	静物「この世に美しき物…」 武者小路実篤 昭和47年 1972年 紙本墨画淡彩

「虚無をつらぬく…」 武者小路実篤 大正11年 1922年 紙本墨書

「嵐」 武者小路実篤 大正13年 1924年 紙本墨書

「人間萬歳」 武者小路実篤 昭和35-40年 1960-65年 紙本墨書

「雨が降った」 武者小路実篤 昭和35-40年 1960-65年 紙本墨書

「自然は不思議」 武者小路実篤 昭和48年 1973年 紙本墨書

南瓜 武者小路実篤 昭和2年 1927年 油彩・板

日向夏 武者小路実篤 昭和5年 1930年 油彩

妙子像 武者小路実篤 昭和5年 1930年 油彩・キャンバス

南瓜と人参 武者小路実篤 昭和40年 1965年 油彩・キャンバス

鏡中の我 武者小路実篤 昭和41年 1966年 油彩・キャンバス

風字硯、筆、色墨 愛用品

武者小路実篤宛葉書 岸田劉生 大正9年1月14日 1920年1月14日 葉書・墨

劉生圖案畫集（聚英閣）より装幀版画

　『白樺』　第10年11号 岸田劉生 大正8年11月 1919年11月 木版画

　武者小路実篤『幸福者』表紙 岸田劉生 大正8年9月 1919年9月 木版画

　『白樺』　第11年12号 岸田劉生 大正9年12月 1920年12月 木版画

　武者小路実篤『人間的生活』表紙 岸田劉生 大正9年3月 1920年3月 木版画

　武者小路実篤『友情』表紙 岸田劉生 大正9年4月 1920年4月 木版画

　『白樺十周年記念集』表紙 岸田劉生 大正9年6月 1920年6月 木版画

　武者小路実篤『雑三百六十五』表紙 岸田劉生 大正9年7月 1920年7月 木版画

手と葡萄 河野通勢 大正7年頃 1918年頃 油彩/紙ボード

雑誌『黎明の鳥』表紙原画 河野通勢 大正14年 1925年 紙本墨画

白樺主催美術展覧会目録（複製）14点 印刷物

『白樺』ロダン号 明治43年11月 1910年11月 雑誌
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『白樺』大正7年5月号 大正7年5月 1918年5月 雑誌

麦を刈る実篤 大正8年頃 1919年頃 写真パネル

東の村　開墾式記念写真 昭和14年9/16 1939年9/16 写真パネル

新しき村公会堂前で　村内会員 昭和40年代 1965－75年 写真パネル

昭和60年　空から見た新しき村 昭和60年 1985年 写真パネル

学習院時代、兄、叔父らと 明治36年頃 1903年 写真パネル

新婚の頃 大正2年頃 1913年 写真パネル

白樺同人新年会 明治45年 1912年 写真パネル

村のお祭り 大正11年 1922年 写真パネル

日向新しき村の書斎にて 大正12年頃 1923年 写真パネル

日向新しき村全景 大正14年3月 1925年 写真パネル

村の渡し 大正14年3月 1925年 写真パネル

ゴッホ「向日葵」の前で山本顧弥太と 昭和13年頃 1938年 写真パネル

画室にて 昭和36年 1961年 写真パネル

画を描く 昭和40年代後半 1970年代 写真パネル

画を描く 坂本万七 昭和43年10月28日 1968年 写真

雑誌『新しき村』

大正7年8月号

大正10年7月号

大正12年1月号

”村の本“ 大正14年～昭和3年 1925～1928年 新しき村印刷部

『詩百篇』 武者小路実篤

『網走まで』志賀直哉

『千家元麿詩集』千家元麿

『ゲーテ』
ゲーテ／林久
男

『エドガー・ポー』
ボードレール
／小林秀雄

『現代三十三人集』 大正11年2月発行 1922年 新潮社

『十年』 昭和4年9月発行 1929年 改造社

日向新しき村で聴いていたレコード SP判レコード


