
　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 発行日 発行者 備考

図書 芥川龍之介の復活 関口安義 1998年11月28 洋々社 『近代日本文芸読本』をめぐって実篤に言及

図書 カステラ長崎堂物語
明治・大正・昭和・平成ー暖簾の
記憶を綴る

2012年4月9日 株式会社長崎堂マー
ケティング部

掛け紙を実篤に依頼するいきさつ、実篤の手紙、
実篤の絵を使った掛け紙・しおりの図版

図書 考える読書 第57回 青少年読書
感想文 全国コンクール入選作
品 中学・高校・勤労青少年の部

2012年4月25日 毎日新聞社 『友情』読書感想文

図書 折口信夫対話集
講談社文芸文庫

折口信夫 2013年6月10日 講談社 「志賀直哉と白樺派」

図書 武者小路実篤と新しき村 小島真樹 2015年3月27日 児島書房 新しき村理事・小島真樹講演録

図書 魯迅と日本文学
漱石・鴎外から清張・春樹まで

藤井 省三 2015年8月18日 東京大学出版会 実篤著作、新しき村に言及

図書 日中の120年 文芸 評論作品選
1 共和の夢 膨張の野望 1894-
1924

2016年3月10日 岩波書店 「新しき村」の精神（周作人）

図書 日中の120年 文芸 評論作品選
2 敵か友か 1925-1936

2016年4月12日 岩波書店 武者小路実篤「支那と云ふ言葉」

図書 肉筆で読む 作家の手紙 青木正美 2016年3月25日 本の雑誌社 実篤書簡収録

図書 大正四年創業 半七写真印刷工
業株式会社 百年のあゆみ

浅久野映子 平成28年3月31日 半七写真印刷工業株
式会社

半七写真印刷工業は雑誌『白樺』の製版所

図書 中国近代の思想文化史
岩波新書

坂元ひろ子 2016年5月20日 岩波書店 「新しき村」と周作人、「新しき村」北京支部に言及

調布市武者小路実篤記念館

平成29年度の主な新収蔵図書・逐次刊行物（新刊）

※平成29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。



図書 幻想と怪奇の英文学 II
増殖進化編

2016年7月31日 出版社 春風社 「乱世のなかに夢幻を描く 英国に渡った郡虎彦と
『義朝記』」鈴木暁世

図書 華族令嬢たちの大正 昭和 2016年9月1日 吉川弘文館 志賀直哉と実篤に言及

図書 芭蕉布物語 新版 柳宗悦 2016年9月20日 榕樹出版

図書 リーチ先生 原田マハ 2016年10月30日 集英社 実篤、白樺派」に言及

図書 石川九楊著作集 VIII
書の風景 作品論

石川九楊 2017年2月9日 ミネルヴァ書房 「無技巧の書 武者小路実篤」、実篤書「大願成
就」の図版

図書 文庫解説ワンダーランド
岩波新書

斎藤美奈子 2017年2月6日 岩波書店 漱石『三四郎』に関連して『友情』に言及

図書 日韓音楽教育関係史研究
日本人の韓国 朝鮮表象と音楽

藤井浩基 2017年2月24日 勉誠出版 「柳宗悦 兼子の朝鮮渡航音楽会」に言及

図書 80の物語で学ぶ働く意味
日経ビジネス人文庫

川村真二 2017年3月1日 日本経済新聞出版社 「或る男」より父の言葉引用

図書 SOETSU YANAGI Selected
Essays on Japanese Folk Crafts

柳宗悦 2017年3月27日 一般財団法人 出版
文化産業振興財団

英文版『柳宗悦コレクション2 もの』他所収

図書 日本人のシンガポール体験
幕末明治から日本占領下・戦後
まで

西原大輔 2017年3月30日 人文書院 実篤「新嘉坡陥落」に言及

図書 禅とことば 乖離と近接
「這箇」への接点を索めて

信原修 2017年4月17日 明石書店 実篤淡彩画「自然玄妙 人生玄妙 九十歳 実篤」図
版

図書 リアル（写実）のゆくえ
高橋由一、岸田劉生、そして現
代につなぐもの

2017年4月20日 生活の友社 河野通勢「風景」（当館蔵）掲載

図書 大正知識人の思想風景
「自我」と「社会」の発見とそのゆ
くえ

飯田泰三 2017年4月25日 法政大学出版局 白樺派と実篤に言及

図書 釈迦　　岩波文庫 武者小路実篤 2017年5月16日 岩波書店

図書 漱石辞典 2017年5月24日 翰林書房 「武者小路実篤 の項目あり

図書 文豪と暮らし 2017年6月24日 創藝社 「武者小路実篤 伊豆長岡」



図書 志賀直哉をめぐる作家たち
『志賀直哉と信州』（補遺）

深堀郁夫 2017年7月1日 信毎書籍出版セン
ター

「第二章 武者小路実篤、里見弴」

図書 鈴木大拙の妙好人研究 菊藤明道 2017年7月12日 法藏館 「柳宗悦」

図書 熊倉功夫著作集
第6巻 民芸と近代

2017年7月25日 思文閣出版 『白樺』、実篤等に言及

図書 浄土真宗とは何か
中公新書

小山聡子 2017年1月25日 中央公論新社 武者小路実篤「親鸞の結婚」に言及

図書 漱石先生の手紙が教えてくれた
こと 　岩波ジュニア新書

小山慶太 2017年8月22日 岩波書店 武者小路実篤に宛てた漱石の手紙収録、実篤
「夏目さんの手紙」引用

図書 西郷どん評判記 北影雄幸 2017年9月1日 勉誠出版 「武者小路実篤 敬天愛人の信念」、『西郷隆盛』を
引用・解説

図書 民藝の日本　柳宗悦と『手仕事
の日本』を旅する

2017年9月10日 筑摩書房

図書 別冊本の雑誌 19 古典名作 2017年8月30日 本の雑誌社 「大正・戦前文学の古典名作20冊」（関川夏央選）
に『友情』

図書 ゲンロン 6 ロシア現代思想 2017年9月15日 ゲンロン 「独立国家論 第5回 その後のユートピア、「新しき
村」が古くなるとき」速水健朗

図書 ファン・ゴッホ 巡りゆく日本の夢 2017年10月24日 青幻舎

図書 〆切本 2 2017年10月30日 左右社 実篤「気まぐれ日記」より引用

図書 生きぬく力を育む こども座右の
銘280

2017年11月15日 シャスタインターナ
ショナル

実篤の言葉引用

図書 「新しき村」の百年 愚者の園の
真実　新潮新書

前田速夫 2017年11月20日 新潮社

図書 手紙を通して読む 竹山道雄の
世界

平川&#64079;弘2017年12月10日 藤原書店 「長与善郎の手紙」

図書 大人になるまでに読みたい 15歳
の詩 5 たたかう

2017年12月20日 ゆまに書房 実篤「戦争はよくない」

図書 アジア遊学216
日本文学の翻訳と流通 近代世
界のネットワークへ

2018年1月12日 勉誠出版 「ユートピアへの迂回路 魯迅・周作人・武者小路
実篤と『新青年』における青年たちの夢」アンジェ
ラ・ユー



図書 奈良・大和を愛したあなたへ 千田稔 2018年1月11日 東方出版 「拝啓 武者小路実篤 様     「新しき村」奈良支部」
実篤の「奈良より」

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第4号 2017年4月1日 新しき村 「随想(29)冬の夜空 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第5号 2017年5月1日 新しき村 「随想(30)記念館」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第6号 2017年6月1日 新しき村 「随想(31)雅世さんのこと 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第7号 2017年7月1日 新しき村 「随想(32)夏の夜空 」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第8号 2017年8月1日 新しき村 「随想(33)君は君・・・ 」武者小路知行、「武者小路
家の三姉妹（第一回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第9号 2017年9月1日 新しき村 「随想(34)記念館のコラボ企画」武者小路知行 、
「武者小路家の三姉妹（第二回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第10号 2017年10月1日 新しき村 「随想(35)続・コラボ企画」武者小路知行、「武者小
路家の三姉妹（第三回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第11号 2017年11月1日 新しき村 「随想(36)祖父の「友情」」武者小路知行、「武者小
路家の三姉妹（第四回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第69巻 第12号 2017年12月1日 新しき村 「随想(37)作者の気持ち」武者小路知行、「武者小
路家の三姉妹（第五回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第1号 2018年1月1日 新しき村 「随想(38)日向訪問」武者小路知行

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第2号 2018年2月1日 新しき村 「武者小路家の三姉妹（第六・七回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第3号 2018年3月1日 新しき村 「随想(39)コンピューター」武者小路知行、「武者小
路家の三姉妹（第八回）」木村伸子

逐次刊行物 民藝 第772号 2017 年4月号 2017年4月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第773号 2017 年5月号 2017年5月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第774号 2017 年6月号 2017年6月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第775号 2017 年7月号 2017年7月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第775号 2017 年8月号 2017年8月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第777号 2017 年9月号 2017年9月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第778号 2017 年10月号 2017年10月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第779号 2017 年11月号 2017年11月1日 日本民藝協会



逐次刊行物 民藝 第780号 2017 年12月号 2017年12月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第781号 2018年1月号 2018年1月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第782号 2018年2月号 2018年2月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第783号 2018年3月号 2018年3月1日 日本民藝協会

逐次刊行物 中央公論 平成30年2月号 2018年1月10日 中央公論社 巻頭グラビア「創立一〇〇年を迎える「新しき村」」

逐次刊行物 中央公論 平成29年4月号 2017年3月10日 中央公論社 「絵画の約束」論争に言及

逐次刊行物 せんがわ・21 第22号 2017年3月25日 せんがわまちニティ
情報センター

「神明様のお祭り 相撲・花火・神楽など 実篤公園
の昔」（蔵見昭八）

逐次刊行物 NHK 100分de名著 2017年6月
『維摩経』

釈徹宗 2017年6月1日 NHK出版 実篤『維摩経』に言及

逐次刊行物 文春ムック　シリーズ昭和4
哀悼篇 昭和の遺書 魂の記録
生きる意味を教えてくれる91人
の「最期の言葉」

2017年12月11日 文藝春秋 昭和11年の「遺言状」収録

逐次刊行物 小説新潮 2017年12号号 2017年12月22日 新潮社  「インタビュー 文豪をイケメンにしてみたら  谷口
晃平」

逐次刊行物 週刊朝日　2018年3月9日特大号 2018年3月9日 朝日新聞出版 「最後の読書 澤宮優「実篤の祈り」 」で「馬鹿一」
に言及


