調布市武者小路実篤記念館
平成28年度の主な新収蔵図書・逐次刊行物（新刊）
※平成28年度に新たに収蔵した資料のうち、武者小路実篤・白樺・新しき村等に関する記述がある主な新刊図書・逐次刊行物を記載。
上記の三点に直接の言及がないもの、 古書等は含みません。
分類

タイトル

著作者

図書

日本人のイエス観

笠原芳光

図書

忘れられる過去 朝日文庫

荒川洋治

図書

父・吉田謙吉と昭和モダン 築地 塩澤珠江
小劇場から「愉快な家」まで

2012年2月25日 草思社

「生命の王」「愛慾」演劇ポスター図版

図書

戦争の記録と表象 日本・アジ
ア・ヨーロッパ 関西大学東西学
術研究所国際共同研究シリーズ

2013年3月31日 関西大学出版部

「日本占領下の北京における張我軍の翻訳活動
島崎藤村、武者小路実篤と関連して」鄒双双/武
者小路実篤「曉」翻訳

図書

桃源郷 中国の楽園思想 講談 川合康三
社選書メチエ 558

2013年9月10日 講談社

新しき村に言及

図書

大学的愛知ガイド こだわりの歩
き方

2014年3月31日 昭和堂

新しき村に共鳴した赤尾敏に言及

図書

手紙読本 講談社文芸文庫

2014年9月10日 講談社

実篤から志賀直哉宛はがき（1908年明治41年7月
22日）、有島武郎から志賀直哉宛、長與善郎から
志賀直哉宛

図書

肉筆で読む 作家の手紙

2016年3月25日 本の雑誌社

実篤より西原長康宛/その他

図書

倉敷市蔵薄田泣菫宛書簡集 文
化人篇

2016年3月25日 八木書店古書出版部 志賀直哉書簡収録

図書

サザエさんの東京物語 文春文 長谷川洋子
庫

2016年3月25日 文藝春秋

「仲よきことは美しきかな」、画賛「和して同ぜず」
に言及

図書

恋する人文学
知をひらく22の扉

2016年3月30日 翰林書房

「おめでたい失恋の理由 三角関係をこえて」「日
本人に愛は可能か」瀧田浩

青木正美

発行日

発行者

2007年12月5日 教文館
2011年12月30日 朝日新聞出版

備考
「耶蘇のことを思ふー武者小路実篤『耶蘇』」
新しき村、実篤に言及

図書

志賀直哉で「世界文学」を読み
解く

郭南燕

図書

武者小路実篤とその世界

直木孝次郎

図書

20世紀の日本美術 同化から越 ミカエル・リュケ
境への軌跡 増補改訂版
ン

2016年4月30日 美術の図書 三好企
画

「岸田劉生とでろりの美」において、実篤・白樺派
に言及

図書

民藝の歴史 ちくま学芸文庫

2016年5月10日 筑摩書房

「明治末期から大正へ 「白樺」とその時代」/「バー
ナード・リーチの来日と「白樺派の人々」/「「白樺」
が紹介した美術」/「「白樺」読者と民藝」/「関東大
震災と「白樺」の終刊」/「広く惜しまれた柳宗悦の
死」

図書

静物画にひそむ謎。物 語 近代
日本の静物画

2016年5月14日 求龍堂

「物 語 近代日本の静物画」展公式図録兼書籍

図書

辛酸なめ子の世界恋愛文學全
集

辛酸なめ子

2016年5月20日 祥伝社

「愛と死」解説

図書

日中映画交流史

劉文兵

2016年6月24日 東京大学出版会

「ヒューマニズムの奪回ー『愛と死』と『砂の器』/
「純愛物語の政治的受容ー『愛と死』」

図書

映画論争 42

2016年6月25日 国書刊行会

「白樺派のアンファン・テリブル 近藤経一の映画
界回遊術（上）」藤本直樹

図書

日本の一文 30選 岩波新書

2016年9月21日 岩波書店

「友情」より引用/筆者の実篤邸訪問記

図書

ゴッホへの招待

2016年10月30日 朝日新聞出版

白樺社発行『セザンヌゴオホ画集』掲載

図書

映画論叢 43

2016年11月15日 国書刊行会

「白樺派のアンファン・テリブル 近藤経一の映画
界回遊術（下）」藤本直樹

図書

少年少女に希望を届ける詩集

2016年11月25日 コールサック社

「一個の人間」

図書

鬼の眼 土門拳の仕事

2016年12月23日 光村推古書院

武者小路実篤、志賀直哉の肖像掲載

図書

教科書にのせたい 日本人じて
ん 4 文化・スポーツ

2016年12月26日 彩流社

柳宗悦

図書

I Love You の訳し方

図書

文豪とアルケミスト オフィシャル 鷲尾知美/大島
キャラクターブック
由衣

図書

20代、自分を助けてくれる言葉

志賀直邦

中村明

土門拳

望月竜馬

山口真由

2016年3月30日 作品社
2016年4月5日 塙書房

2017年2月14日 雷鳥社

妻安子へ宛てた手紙の抜粋

2017年2月22日 一迅社

武者小路実篤キャラクター化

三笠書房

「友情」より引用

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第4号

2016年4月1日 新しき村

「随想(18)趣味II（サッカー）」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第5号

2016年5月1日 新しき村

「随想(19)趣味III」武者小路知行/「天命・使命・天
職」米山禎一

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第6号

2016年6月1日 新しき村

「随想(20)趣味IV（落語）」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第7号

2016年7月1日 新しき村

追悼・木村錦子さん：「錦子ちゃん」木村伸子/「錦
子さんの話」福島さとみ

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第8号

2016年8月1日 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第9号

2016年9月1日 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第10号

2016年10月1日 新しき村

「随想(23)我が家の庭 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第11号

2016年11月1日 新しき村

「随想(24)続・ニャモ 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第68巻 第12号

2016年12月1日 新しき村

「随想(25)遺品 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第1号

2017年1月1日 新しき村

「随想(26)木島平村 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第2号

2017年2月1日 新しき村

「随想(27)正月 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第3号

2017年3月1日 新しき村

「随想(28)ヒメ 」武者小路知行

逐次刊行物 民藝 第760号 2016 年4月号

2016年4月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第761号 2016 年5月号

2016年5月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第762号 2016 年6月号

2016年6月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第763号 2016 年7月号

2016年7月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第764号 2016 年8月号

2016年8月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第765号 2016 年9月号

2016年9月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第766号 2016 年10月号

2016年10月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第767号 2016 年11月号

2016年11月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第768号 2016 年12月号

2016年12月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第770号 2017 年2月号

2017年2月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第771号 2017 年3月号

2017年3月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第百四号 八月号

1961年8月1日 日本民芸協会

「随想(22)ニャモ」武者小路知行

逐次刊行物 芸術新潮 2016年12月号 第67巻
第12号

2016年12月25日 新潮社

「作家が覗いたレンズ 第32回 武者小路実篤」

逐次刊行物 月刊絵手紙 3月号

2017年3月1日 一般財団法人日本絵 特集：武者小路実篤に学ぶ
手紙協会

逐次刊行物 文藝春秋 平成二十九年四月号

2017年4月1日 文藝春秋

特集「明治百五十年 美しき日本人」：「武者小路
実篤 お金に頓着しない自由人」武者小路知行イ
ンタビュー

逐次刊行物 別冊太陽 日本のこころ 238 中
原淳一のそれいゆ

2016年4月25日 平凡社

実篤の写真掲載

逐次刊行物 聚美 Vol 19 GAKKEN MOOK

2016年4月15日 聚美社

「心」同人（生成会）鈴木大拙と仙崖に言及

逐次刊行物 鎌倉ペンクラブ 第十四号

2016年1月30日 鎌倉ペンクラブ

「直木孝次郎の歌と武者小路実篤」久保義信

印刷物

2016年11月1日 東京国立博物館

「実篤璽」、「善郎」印字図版掲載

生誕百年記念 小林斗盦 篆刻の
軌跡

