
　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 近代日本を生きた人と作品ーわ
が読書の旅から

栗原克丸 1989年11月 冬扇社 「武者小路実篤」

図書 美しいことばの泉にひたる。美し
い日本語 愛誦したい日本の名
詩
朗読CDシリーズ「心の本棚」

2003年6月 キングレコード 実篤詩「一個の人間」収録

図書 新文章讀本
タチバナ教養文庫

川端康成 2007年12月 たちばな出版 実篤に言及

図書 近代日本のセクシュアリティ 35
同性愛言説・性教育からみるセ
クシュアリティ アンソロジー　文
藝作品に描かれた同性愛

2009年6月 ゆまに書房 実篤「小さき世界」収録

図書 近世和歌集
新編 日本古典文学全集

2009年7月 小学館 武者小路実陰について

図書 丸山昇遺文集　第二巻　1968ー
1980

丸山昇 2009年12月 汲古書院 「魯迅と武者小路の面会をめぐって」（「春秋」一九
七三年八月二五日）

図書 占領期雑誌資料大系　文学編
IV　第四巻

2010年5月 岩波書店 実篤「人間の世界」（『世界連邦』一巻二号、1984
年１１月1日）収録

図書 交錯する文化と言語　東アジア
との出会い

2012年7月 文教大学出版事業部 「武者小路実篤「その妹」という戯曲とその上演」
寺澤浩樹

図書 ヘタウマ文化論
岩波新書

山藤章二 2013年2月 岩波書店 実篤の書画に言及

調布市武者小路実篤記念館

平成30年度の主な新収蔵図書・逐次刊行物（新刊）

※平成30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 続　文学にみる「満州国」の位相 岡田英樹 2013年8月 研文出版 「古丁の翻訳（その3）ー武者小路実篤「井原西
鶴」」

図書 ［真珠湾］の日
文春文庫

半藤一利 2014年4月 文藝春秋 実篤に言及

図書 天才と異才の日本科学史ー開
国からノーベル賞まで、150年の
軌跡ー

後藤秀機 2014年3月 ミネルヴァ書房 実篤に言及

図書 後世に残したい　昭和史の名著
と人物

保阪正康 2014年8月 山川出版社 「武者小路実篤 文学の入り口に立ち続ける作家」

図書 現代家系論
文春学藝ライブラリー

本田靖春 2015年2月 文藝春秋 「武者小路実篤一家」

図書 原典でよむ タゴール
岩波現代全書

ラビンドラナー
ト・タゴール

2015年5月 岩波書店 「如何にタゴールを見る乎 文壇十八家の感想」
（『新潮』1916年七月号）より実篤のコメント引用

図書 昭和の作家たち  誰も書かな
かった37人の素顔

大庭登 2015年6月 第三文明社 「武者小路実篤」

図書 「肌色」の憂鬱—近代日本の人種
体験

眞嶋亜有 2015年10月 中央公論新社 第4章要するに力一日独伊三国同盟とその前後
現実主義と精神主義　「武力が最初に口をきく
今」ー武者小路実篤

図書 二〇世紀文学としての「プロレタ
リア文学」

祖父江昭二 2016年3月 エール出版社 学術
部

実篤詩「戦争はよくない」・戯曲「或る青年の夢」に
言及

図書 その恋を後悔しない41のヒント
王様文庫

里中李生 2016年4月 三笠書房 実篤「お目出たき人」より「女は放蕩者の男を、君
のような道学者より歓迎するものさ。第一面白いも
の」 引用

図書 大橋鎮子  花森安治と創った昭
和の暮らし
三才ムック vol 864

2016年5月 三才ブックス 「『暮しの手帖』に関わった人たち」に武者小路実
篤

図書 文庫本を狙え！
ちくま文庫

坪内祐三 2016年8月 筑摩書房 「武者小路実篤『武者小路実篤詩集』角川文庫」

図書 私の履歴書
聖教ワイド文庫

池田大作 2016年10月 聖教新聞社 実篤『我が人生観』に言及



図書 木佐木日記 上
『中央公論』と吉野・谷崎・芥川
の時代

木佐木勝 2016年11月 中央公論新社 実篤と新しき村に言及

図書 木佐木日記　下
名物編集長・滝田樗陰と関東大
震災

木佐木勝 2016年11月 中央公論新社 実篤および戯曲「だるま」に言及

図書 平和の海と戦いの海　二・二六
事件から「人間宣言」まで
平川祐弘決定版著作集　第6巻

平川祐弘 2016年12月 勉誠出版 実篤ら『心』同人に言及

図書 天野貞祐ー道理を信じ、道理に
生きるー
ミネルヴァ日本評伝選

貝塚茂樹 2017年4月 ミネルヴァ書房 「雑誌『心』への参加」
実篤と生成会、『心』同人らに言及

図書 超訳 報徳記 富田高慶 2017年4月 致知出版社 帯に実篤『二宮尊徳』自序より「尊徳のことをまる
で知らない人が日本にあつたら、日本人の恥だと
思ふ」 引用

図書 文豪の遺言 木内是壽 2017年9月 アジア文化社 昭和11年洋行の時に記した実篤の「遺言状」、中
川一政の実篤宛て弔辞収録

図書 戦争をよむ 70冊の小説案内
岩波新書

中川成美 2017年7月 岩波書店 中野重治「そのとき徳田秋声と武者小路実篤とが
顔を見合わせた」引用および1942年6月18日当時
の様子の記述

図書 日本近代思想エッセンス
ちくま近代評論選

2017年10月 筑摩書房 実篤「ゴッホの二面」収録

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 ゆまに書房 実篤「戦争はよくない」 収録

図書 小林秀雄　美しい花 若松英輔 2017年12月 文藝春秋 実篤および『白樺』に言及、実篤から小林秀雄宛
書簡を引用

図書 定本 漱石全集　別巻 2018年2月 岩波書店 実篤「夏目さんの手紙」

図書 文豪の朗読 2018年2月 朝日新聞出版 「島田雅彦が聴く 武者小路実篤「お目出たき
人」」、「奥泉光が聴く 武者小路実篤「友情」」、「山
下澄人が聴く 武者小路実篤「淋しい」」



図書 柳宗悦と民藝の哲学ー「美の思
想家」の軌跡ー
人と文化の探究 15

大沢啓徳 2018年2月 ミネルヴァ書房 『白樺』と実篤らに言及

図書 久保栄・「新劇」の思想 祖父江昭二 2018年3月 エール出版社 学術
部

「実篤における「戯曲」（小学館『武者小路実篤全
集 月報6』）収録／実篤の戯曲『三笑』 ・『その妹』
と出演・演出した滝沢修に言及

図書 超国家主義　煩悶する青年とナ
ショナリズム

中島岳志 2018年3月 筑摩書房 「佐郷屋留雄と「新しき村」」

図書 二十一世紀民藝 赤木明登 2018年3月 美術出版社

図書 日本近現代文學作品解析 張利利 2018年3月 翰林書房 「「白樺」派文學ー大正時代文學的主軸」
1白樺派、2白樺派時代背景、3白樺派主要作家

図書 中学生の道徳ノート　自分を考
える 2

横山利弘 七條
正典 柴原弘志

2018年3月 廣済堂あかつき株式
会社

実篤「幸福者」より「他人の位置にときどき自分を
置き、（略）小我をのさばらすな。」 引用

図書 中学生の道徳ノート　自分をの
ばす 3

横山利弘 七條
正典 柴原弘志

2018年3月 廣済堂あかつき株式
会社

実篤詩「一個の人間」 収録

図書 時代を語る　林忠彦の仕事 林 忠彦 2018年4月 光村推古書院 画を描く実篤（昭和31年頃 仙川）図版掲載

図書 文豪たちの友情 石井千湖 2018年4月 立東舎 「志賀直哉と武者小路実篤」

図書 文壇出世物語 2018年5月 幻戯書房 「今に見ろと言った武者小路実篤」

図書 柳宗悦・「無対辞」の思想 松竹洸哉 2018年5月 弦書房 雑誌『白樺』を通して実篤に言及
実篤編集の雑誌『大調和』に言及

図書 暮らしの文藝　話しベタですが… 武者小路実篤
他

2018年6月 河出書房新社 実篤「沈黙の世界」 収録

図書 毎日が辞世の句 坂口昌弘 2018年6月 東京四季出版 実篤詩「それが人間〔4〕」より「そして死ぬ時は 静
かに死のう それが僕にゆるされた 運命と思う」引
用、解説

図書 お釈迦さま以外はみんなバカ
インターナショナル新書

高橋源一郎 2018年6月 集英社インターナショ
ナル

「実篤さん、みつをさん、そして、いまは、修造さ
ん！」

図書 周作人読書雑記 3
東洋文庫

周作人 2018年6月 平凡社 「46 武者小路君の作『或る青年の夢』を読む」



図書 文化史のなかの光格天皇ー朝
儀復興を支えた文芸ネットワー
ク

2018年6月 勉誠出版 「武者小路実陰家集の二系統についてー堂上（内
部）の集と（外部）の集」浅田徹

図書 星の文学館 銀河も彗星も
ちくま文庫

2018年7月 筑摩書房 実篤「太陽と月」収録

図書 吾輩は童貞（まだ）である　童貞
について作家の語ること

2018年7月 キノブックス 実篤「お目出たき人」（抄録）

図書 音でみる心も色もー紅葉から慎
太郎まで、作家が描いた視覚障
害者像

高林正夫 2018年7月 本の泉社 「武者小路実篤「その妹」」
「その妹」と「盲目と聾者」（めくらとつんぼ）を引用
して論考

図書 『生れ出づる悩み』を読む　有島
武郎と木田金次郎のクロスロー
ド

2018年7月 北海道新聞社

図書 小池邦夫の絵手紙集ー自分で
光れ

小池邦夫 2018年8月 一般財団法人日本絵
手紙協会

実篤の書「龍となれ 雲自ずと来たる 」に言及

図書 マンガで楽しむ名作　日本の文
学

2018年11月 ナツメ社 作家図鑑に実篤
マンガで実篤「友情」を紹介

図書 一衣帯水　宇号 2018年12月 日中言語文化出版社 「崔万秋と1930年の日中文学界」（林 麗婷、大宮
さつき訳）
実篤や作品、新しき村に言及

図書 叛徒と隠士 周作人の一九二〇
年代

小川利康 2019年2月 平凡社 第二章人道主義文学とその破綻　一「その不可な
るを知るもこれをなす」新しき村への共鳴と挫折／
二「人間の文学」における人道主義の構造
その他、全編にわたって実篤および新しき村に言
及

図書 川端康成と書−文人たちの墨蹟 水原園博 2019年2月 求龍堂 川端康成「仙人と成人の中間」抄録
川端康成旧蔵・実篤「伊香保風景」図版掲載

図書 日本の歴史 22 政党政治と天皇
講談社学術文庫

伊藤之雄 2017年4月 講談社 白樺派と実篤ら同人に言及



図書 Shirakaba and Japanese
Modernism Art Magazines
Artistic Collectives and the
Early AvantーgardeJapanese
Visual Culture

ERIN
SCHONEVELD

2019年 BRILL 『白樺』の美術紹介について

印刷物 新潮文庫の100冊 新潮社 2018年7月 新潮社 「新潮ロングセラー  トップ20」第6位に実篤『友情』

映像・音声 オーディオブックCD　せかい伝
記図書館　第9巻

いずみ書房 2009年12月 パンローリング株式
会社

Disk4 志賀直哉と武者小路実篤

逐次刊行物 社会文学　創刊号 1995年11月 日本社会文学会 「「新しき村」とは何であったかー有島武郎「共生農
場」との比較検討を中心に」安藤義道

逐次刊行物 社会文学　第一六号 2001年12月 日本社会部文学会 「新しき村論争再考 佐藤春夫と倉田百三の賛同
意見を中心に」西山拓

逐次刊行物 社会文学　第三一号 2010年2月 日本社会文学会 「ユートピア運動としての新しき村 知識人による理
想的共同体の建設について 」西山拓

逐次刊行物 季刊 やま かわ うみ
2012年 VOL6

2012年9月 アーツアンドクラフツ 「辺土歴程 人類共生の夢「新しき村」今昔」前田速
夫

逐次刊行物 芸備近現代史研究　第2号 2018年1月 芸備近現代史研究会 「『洛陽堂河本亀之助小伝 損をしてでも良書を出
す ある出版人の生涯』を著して」（田中英夫）

逐次刊行物 中央公論
平成30年5月号

2018年4月 中央公論社 グラビア頁「川端康成の眼 第二十八回 文豪が愛
した池大雅」において、実篤が入手した「曲行行楽
図」に言及

逐次刊行物 みやざき中央新聞
2018年4月16日　 第2738号

2018年4月16日 宮崎中央新聞社 社説「美しいものに触れる時間を増やそう」（水谷
護人）において、実篤の『馬鹿一』『真理先生』引
用、新しき村に言及

逐次刊行物 月刊絵手紙　5月号 2018年5月 一般財団法人日本絵
手紙協会

「視る 武者小路実篤本当の魅力 小池邦夫が語
る」

逐次刊行物 サンデー毎日
2018年7月8日増大号

2018年7月8日 毎日新聞出版 「なぜか「名作」が消えた中学国語教科書」（山内
宏泰）において実篤作品に言及

逐次刊行物 サンデー毎日
2018年8月19日ー26日夏季合併
号

2018年8月26日 毎日新聞出版 「読書女優南沢奈央が選ぶ日常を離れる大人の
読書」にて、石井千湖『文豪たちの友情』を紹介、
実篤『人生論』に言及



逐次刊行物 日本古書通信
2018年9月号 通巻1070号

2018年9月 日本古書通信社 真田幸治 「千章館における小村雪岱の同一意匠
装幀本四冊 長田幹彦『老兵の話』、小川未明『石
炭の火』、武者小路実篤『死』、久保田万太郎
『路』」

逐次刊行物 石原裕次郎シアター DVDコレク
ション 通巻36号　世界を賭ける
恋

2018年11月 朝日新聞出版 実篤「愛と死」映画化作品

逐次刊行物 ビックコミック
2019年3月10日号

2019年2月25日 小学館 ちばてつや「ひねもすのたり日記 第77回 ひと筋
の道」にて、昔から大好きな文学者で書家で画家
として実篤を紹介

逐次刊行物 jupia じゅぴあ 初夏号 vol．260 2018年4月 鉱脈社 連載「星と星が讃嘆しあうように」第1回 新しき村
100年「理想郷（ユートピア）は、いま・・・ ー百年目
の新しき村」

逐次刊行物 jupia じゅぴあ 夏号 vol．261 2018年6月 鉱脈社 連載「星と星が讃嘆しあうように」第2回 新しき村
100年「「土地」をもとめて 村の誕生」

逐次刊行物 jupia じゅぴあ 初秋号 vol．262 2018年8月 鉱脈社 連載「星と星が讃嘆しあうように」 第3回 新しき村
100年「希有の人 武者小路実篤ー理想に生きる」

逐次刊行物 jupia じゅぴあ 秋号 vol．263 2018年10月 鉱脈社 連載「星と星が讃嘆しあうように」第4回 新しき村
100年「埼玉＜東の村＞の誕生ー二人だけの〈村〉

逐次刊行物 jupia じゅぴあ 初春号 vol．264 2018年12月 鉱脈社 連載「星と星が讃嘆しあうように」最終回 新しき村
100年「「新しき村」の遺したものー「出窓」の役割」

逐次刊行物 民藝 第784号 2018年 4月号 2018年4月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第785号 2018年 5月号 2018年5月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第786号 2018年 6月号 2018年6月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第787号 2018年 7月号 2018年7月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第788号 2018年 8月号 2018年8月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第789号 2018年 9月号 2018年9月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第790号 2018年 10月号 2018年10月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第791号 2018年 11月号 2018年11月 日本民藝協会



逐次刊行物 民藝 第792号 2018年 12月号 2018年12月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第793号 2019年 1月号 2019年1月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第794号 2019年 2月号 2019年2月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第795号 2019年 3月号 2019年3月 日本民藝協会

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第4号 2018年4月 新しき村 「随想(40)観梅会」武者小路知行
「武者小路家の三姉妹（第九回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第5号 2018年5月 新しき村 「武者小路家の三姉妹（第十回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第6号 2018年6月 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第7号 2018年7月 新しき村 「武者小路家の三姉妹（第十一回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第8号 2018年8月 新しき村 「随想(41) 百周年」武者小路知行
「武者小路家の三姉妹（第十二回）」木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第9号 2018年9月 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第10号 2018年10月 新しき村 「武者小路家の三姉妹（第十三回）木村伸子

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第11号
創立百周年記念号

2018年11月 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第70巻 第12号 2018年12月 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第71巻 第1号 2019年1月 新しき村 ※平成31年から季刊


