
分類 タイトル 著作者 西暦 発行者 内容

図書 『項羽と劉邦』の研究ー漢楚軍
談の受容に見るー

徳田進 1992年6月 ゆまに書房 長与善郎に言及

図書 文庫パノラマ館 奥村敏明 2000年10月 青弓社 実篤作品に言及

図書 岩波茂雄への手紙 2003年11月 岩波書店 倉田百三より実篤、長与善郎、千家元麿宛て書簡に
言及／雑誌『心』関連

図書 大杉榮の思想形成と「個人主
義」

飛矢崎雅也 2005年9月 東信堂 白樺派、実篤・志賀直哉に言及

図書 文豪が愛し、名作が生まれた
温泉宿　祥伝社新書

福田国夫 2006年12月 祥伝社 「妻と次女と孫の四人で約四ヶ月過ごした疎開先 稲
住温泉 武者小路実篤」

図書 志賀直哉 暗夜行路の交響世
界

宮越勉 2007年7月 翰林書房

図書 新・日本文壇史 1 漱石の死 川西政明 2010年5月 岩波書店 実篤、長与善郎、志賀直哉に言及

図書 貫山夜話 坂東貫山（述）
佐分雄二（記）

2010年6月 千鳥出版企画 実篤に言及

図書 新編 原典中国近代思想史 第4
巻
世界大戦と国民形成ー五四新
文化運動

2010年10月 岩波書店 周作人「「新しき村]の精神」（伊藤徳也訳）収録

図書 文壇挽歌物語
ちくま文庫

大村彦次郎 2011年4月 筑摩書房 実篤と真杉静枝に言及

図書 写真集 大正の記憶ー学習院
大学所蔵写真ー

2011年9月 吉川弘文館

調布市武者小路実篤記念館

令和元年度の主な新収蔵図書・逐次刊行物（新刊）

※令和元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。



図書 内村鑑三 1861ー1930
別冊『環』  18

2011年12月 藤原書店 『回想の内村鑑三』より、武者小路実篤「内村さんに就
て」、志賀直哉「内村さんのこと」収録

図書 日本倫理思想史 増補改訂版 佐藤正英 2012年4月 東京大学出版会 「人格主義・白樺派・耽美派ー阿部次郎・武者小路実
篤・有島武郎・谷崎潤一郎」

図書 私の本もの美術館 絵画蒐集余
話

秋山功 2012年6月 美術の図書 三好
企画

武者小路実篤に言及

図書 西條八十の見たベルリン五輪 上村直己 2012年7月 熊本出版文化会館 「武者小路実篤と美術行脚」「武者小路実篤の冷静」
「武者小路「オリンピック回想」／西条八十と、実篤・横
光利一の違いに言及

図書 中国人の日本観 第2巻
二十一か条要求から日本敗戦
まで

2012年8月 社会評論社 周作人「新しき村の精神」（大沼正博訳）収録／巴金
「若干の無遠慮な話」（黄成武訳）において実篤に言
及

図書 最後に勝つ人のブレない生き
方 ９つの法則
ロング新書

植西聰 2014年7月 KKロングセラーズ 「この道より我を生かす道なし。この道を歩く」収録

図書 学習院　文春新書 浅見雅男 2015年2月 文藝春秋 長与善郎、志賀直哉、里見弴、有島兄弟に言及

図書 ロッパ随筆 苦笑風呂
河出文庫

古川緑波 2015年3月 河出書房新社 里見弴「十年」」書評／実篤「混沌」に言及／「武者さ
ん万歳」／実篤「それ程でもないよ」に言及

図書 動物記 高橋源一郎 2015年4月 河出書房新社 実篤の画讃のある淡彩画を収録

図書 北條民雄 小説随筆書簡集
講談社文芸文庫

北條民雄 2015年10月 講談社 川端康成書簡において実篤に言及

図書 もういちど読む山川哲学 ことば
と用語

2015年10月 山川出版社 引用収録。実篤『真理先生』、志賀直哉『ナイルの水
の一滴』、夏目漱石「武者小路実篤宛ての手紙」

図書 芥川龍之介の世界
岩波現代文庫

中村真一郎 2015年12月 岩波書店 芥川龍之介「文章」からの引用文で実篤に言及

図書 幸せはあなたの心が決める 渡辺和子 2015年12月 PHP研究所 実篤の画讃を収録

図書 明治国家形成と華族 久保正明 2015年12月 吉川弘文館 実篤の父・武者小路実世、母秋子の父・勘解由小路
資生に言及

図書 田漢 聶耳 中国国歌八十年 田偉（橋本麗
莎）

2016年1月 論創社 実篤に言及



図書 大杉栄評論集
岩波文庫

大杉栄 2016年5月 岩波書店 「武者小路実篤氏と新しき村の事業」（『新潮』1922年5
月号）収録

図書 日本のブックカバー 2016年9月 グラフィック社 実篤の画と画讃による「文鳥堂書店」（東京都新宿区）
のブックカバー収録

図書 増補版 誤植読本
ちくま文庫

2016年11月 筑摩書房 「『漱石全集』のことなど」西島九州男

図書 日本の一文 30選
岩波新書

中村明 2016年11月 岩波書店 「友情」より一文収録／実篤邸訪問記／志賀直哉、里
見弴　一文収録

図書 天体嗜好症  一千一秒物語
河出文庫

稲垣足穂 2017年4月 河出書房新社 実篤に言及

図書 芥川追想
岩波文庫

石割透 2017年9月 岩波書店 谷崎潤一郎「饒舌録（感想）」、山本有三「芥川君の戯
曲」にて実篤に言及／久米正雄「「鼻」と芥川竜之
介」」、横関愛造「名人芸を尊ぶ人」にて実篤、志賀直
哉に言及／石田幹之助「芥川君の思い出二三」にて
『白樺』の展覧会に言及

図書 カラスヤサトシの日本文学紀行 カラスヤサトシ 2017年9月 講談社 実篤『友情』四コマ漫画（大宮が海で板乗り）

図書 大人の友情
朝日文庫

河合隼雄 2017年11月 朝日新聞出版 実篤の『友情』、漱石の『こころ』と実篤『友情』につい
て言及

図書 城の崎にて 志賀直哉 2017年12月 NPO法人 本と温泉 豆本。別冊「注釈・城の崎にて」とも

図書 私小説の技法 「私」語りの百年
史　増補改訂

梅澤亜由美 2017年12月 勉誠出版 「武者小路實篤『お目出たき人』（1911）ー＜お目出た
き人＞という宣言」 ／「志賀直哉『和解』（1917）ー「書
く私」「書かれる私」を貫くもの」

図書 幻の雑誌が語る戦争 『月刊毎
日』『国際女性』『新生活』『想
苑』

石川巧 2018年1月 青土社 実篤に言及／周作人と実篤に言及／『月刊毎日』『国
際女性』目次に実篤作品

図書 文豪ナンバーワン決定戦 2018年3月 宝島社 武者小路実篤に言及

図書 忘れられたベストセラー作家 小谷野敦 2018年3月 イースト・プレス 実篤、志賀直哉、里見弴に言及 ／巻末「文学全集へ
の作家掲載一覧」に実篤・志賀直哉・有島武郎・里見
弴の欄あり



図書 紋章と時間 諏訪哲史文学芸術
論集

諏訪哲史 2018年3月 国書刊行会 実篤に言及

図書 国文学とナショナリズム  沼波
瓊音、三井甲之、久松潜一、政
治的文学者たちの学問と思想

木下宏一 2018年4月 三元社 武者小路実篤（無車名義）「三井甲之氏の白樺評を読
んで」（『白樺』大元年10月号）より引用

図書 天皇制の成立と解体 雨宮湘介 2018年4月 のべる出版企画 「白樺派−華族と民衆」

図書 ゴッホのあしあと 日本に憧れ
続けた画家の生涯
幻冬舎新書

原田マハ 2018年5月 幻冬舎 ロダン、ゴッホと『白樺』、白樺派とのかかわりに言及

図書 「うらやましい」がなくなる本 植西聰 2018年6月 プレジデント社 実篤の画讃収録

図書 編集者 漱石 長谷川郁夫 2018年6月 新潮社 漱石と実篤・志賀直哉・雑誌『白樺』の関係紹介／実
篤宛書簡を引用／漱石書簡の中で、実篤・志賀直哉
に言及

図書 岸田劉生ー実在の神秘、その
謎を追う

2018年7月 水声社

図書 柳宗悦と京都 民藝のルーツを
訪ねる

杉山享司・土田
眞紀・鷺珠江・
四釜尚人

2018年8月 光村推古書院

図書 漱石山脈 現代日本の礎を築い
た「師弟愛」
朝日新書

長尾剛 2018年8月 朝日新聞出版 志賀直哉、実篤に言及

図書 光の庭 伊藤一彦 2018年9月 ふらんす堂 日向新しき村に関する歌収録

図書 「私」から考える文学史  私小
説という視座

2018年10月 勉誠出版 「郡虎彦の初期作品における＜私＞の様相」太田翼
／「一九二〇年の＜「私」小説＞ー白樺派から奇蹟
派、そして宇野浩二へ」梅澤亜由美／小澤純「菊池寛
＜啓吉もの＞と芥川竜之介＜保吉もの＞の間ー新思
潮派という＜物語＞に棲むキャラクター達」の中のＰ
191において実篤に言及／小林洋介「一九二〇年代
後半の横光利一テクストにおける＜私小説性＞の諸
要素ー＜「私」性＞と＜事実性＞による享受のシステ
ム」において実篤に言及



図書 《新しき村》100年 実篤の見果
てぬ夢ーその軌跡と行方
みやざき文庫

南邦和 2018年11月 鉱脈社

図書 小説を深く読む ぼくの読書遍
歴

三田誠広 2018年11月 海竜社 第一章 「名作」の奥深さに触れる 『小僧の神様』から
『友情』へ

図書 それでも、「信頼」の可能性を
問う

2018年11月 文化書房博文社 小津安二郎と里見弴との関わりに言及

図書 志賀直哉 芸術小説を描き続け
た文豪

宮越勉 2018年12月 おうふう

図書 100歳の台湾人革命家・史明
自伝 理想はいつだって煌めい
て、敗北はどこか懐かしい

史明 2018年12月 講談社 実篤、志賀直哉、柳宗悦・兼子に言及。

図書 画家のブックデザイン
装丁と装画からみる日本の本
づくりのルーツ

小林真理 2018年12月 誠文堂新光社 「岸田劉生」／「中川一政」

図書 国家と教養
新潮新書

藤原正彦 2019年1月 新潮社 旧制高校における「最近読みて感銘を受けた書物」
（昭和13年文部省による読書調査）に実の『友情』／
乃木将軍自決に対する実篤、志賀直哉の反応

図書 海を見つめる画家たち（II）
近現代日本洋画に捧げたその
生涯

大久保守 2019年1月 鳥影社 「岸田劉生」／「椿貞雄」／「中川一政」／「関根正二」
において河野通勢に言及

図書 The 20th century art in Japan 2019年1月 東京美術倶楽部 『白樺』、実篤、志賀直哉、岸田劉生、木村荘八、山脇
信徳、フュウザン会、清宮彬、南薫造、有島生馬、南
薫造、高村光太郎、富本憲吉、梅原龍三郎、民藝、柳
宗悦に言及

図書 文人たちのまち番町麹町 新井巖 2019年1月 言視舎 「有島家をめぐる「白樺」派の人々」／「番町で産声を
あげた白樺派の巨匠 武者小路実篤と千家元麿は幼
少の頃からご近所同士だった」／真杉静枝と実篤の
関係に言及

図書 岩倉使節団の群像ー日本近代
化のパイオニアー

2019年2月 ミネルヴァ書房 巻末「資料 岩倉使節団団員ミニ列伝」に父・武者小路
実世



図書 幻の戦時下文学 『月刊毎日』
傑作選

2019年2月 青土社 実篤「筆と墨」収録／実篤に言及

図書 民藝の機微 美の生まれるとこ
ろ

松井健 2019年2月 里文出版

図書 日本ペン倶楽部と戦争ー戦前
期日本ペン倶楽部の研究

目野由希 2019年2月 鼎書房 「日本ペン倶楽部副会長有島生馬、フランス人民戦線
内閣の崩壊に立ち会う」 ／「ローマでの有島生馬、
ジュゼッペ・トゥッチのインド」

図書 国家はいかに「楠木正成」を
作ったのか 非常時日本の楠公
崇拝

谷田博幸 2019年2月 河出書房新社 実篤の作品を解説。大日本雄辨会講談社刊『楠木正
成』（伝記小説）坂上書院刊『楠木正成（五幕一七場）』
（戯曲）

図書 戦争前夜  魯迅、蒋介石の愛し
た日本

譚璐美 2019年3月 新潮社 実篤、長与善郎に言及

図書 九州大学人文学叢書14
日本の近代美術とドイツ
ー『スバル』『白樺』『月映』をめ
ぐってー

野村優子 2019年3月 九州大学出版会 「第三章『白樺』ーマイアー グレーフェの「ゴッホ論」と
武者小路実篤のゴッホ受容」

図書 国宝一遍聖絵の全貌 2019年4月 髙志書院 「柳宗悦と一遍」白土慎太郎（「一遍上人像」

図書 構築された仏教思想 妙好人ー
日暮しの中にほとばしる真実

直林不退 2019年4月 佼成出版社 「妙好人に魅せられた学者たち・仰誓、鈴木大拙、柳
宗悦、浅枝義照、仰誓」

図書 桃源の水脈 芳賀徹 2019年5月 名古屋大学出版会 「東アジアにおける「新しき村」運動ー武者小路実篤か
ら周作人、そして毛沢東へ」

図書 手仕事の帝国日本ー民芸・手
芸・農民美術の時代
シリーズ日本の中の世界史

池田忍 2019年5月 岩波書店

図書 太宰治 創作の舞台裏 2019年5月 春陽堂 「如是我聞」草稿に、実篤・里見弴・志賀直哉の名あり

図書 ゆびさきたどり
新潮文庫

花房観音 2019年6月 新潮社 実篤「友情」をベースに書かれた小説「オンナの友情」
収録

図書 すごい言い訳 ！ 二股疑惑を
かけられた龍之介、税を誤魔
化そうとした漱石

中川越 2019年6月 新潮社 「借金を申し込むときもわがままだった武者小路実篤」



図書 柳宗悦 美の菩薩
ちくま学芸文庫

阿満利麿 2019年6月 筑摩書房

図書 ベストセラー全史 近代篇
筑摩選書

澤村修治 2019年7月 筑摩書房 大正15年に実篤『愛慾』（改造社）

図書 1日1分、脳がシャキッと目覚め
る朝音読

和貝晴美 2019年7月 致知出版社 実篤の詩「一個の人間」 収録

図書 失われたアートの謎を解く
ちくま新書

2019年9月 筑摩書房 「空襲で焼失！かつて日本に存在したもうひとつの
ゴッホ ひまわり」

図書 仕事を楽しめる人は「忙しい」と
言わない  ビジネスパーソンの
ための幸福論

古川裕倫 2019年9月 扶桑社 実篤の『人生論』に言及／「武者小路実篤の幸福論は
「愛」」

図書 文人・画人・書家十大家のこと
ば 絵手紙学び方のコツ

大森節子 2019年9月 日貿出版社 「武者小路実篤から学んだこと」

図書 定本 漱石全集 第二十三巻 夏目漱石 2019年9月 岩波書店 漱石より実篤宛て書簡収録

図書 書評キャンパスat読書人 2018 2019年10月 読書人 『真理先生』武者小路実篤著

図書 近代出版史探索 小田光雄 2019年10月 論創社 実篤の帰農生活に言及

図書 お金本 2019年10月 左右社 「気まぐれ日記」より収録

図書 素顔の文士たち 田村茂 2019年11月 河出書房新社 実篤、里見弴、志賀直哉、柳宗悦の写真収録 ／高村
光太郎写真の棚の絵が実篤

図書 詩のありかに触れるささやかな
試み

2019年11月 日本近代文学館 実篤の詩「トビアスの帰り（レンブラントの画を見て）」
収録

図書 ポプラディア情報館 日本の文
学

2016年4月 ポプラ社 実篤、志賀直哉の人物紹介／「白樺派」、雑誌『白
樺』、実篤『友情』を紹介

図書 述志と叛意ー日本近代文学か
ら見る現代社会

綾目広治 2019年9月 御茶の水書房 「白樺派同人たちの宗教心」／実篤に言及

印刷物 The EY Exhibition Van Gogh
and Britain

2019年 TATE BRITAIN 「On the Road ：Van Gogh in England」 Martin Bailey

逐次刊行物 サンデー毎日 2019年9月日 増
大号
第98巻第44号 通卷5556号

2019年9月8日 毎日新聞出版 小川有里の「加齢なる日々  連載401 視線ずらして平
和飯」において実篤に言及



逐次刊行物 ダ・ヴィンチ No 306 2019
OCTOBER 第26巻第10号
通巻306号

2019年10月6日 KADOKAWA 実篤を紹介／「テーマ別作品ガイド1 文豪が遺した「愛
の物語」」 「文豪が描いた「純愛」に実篤『愛と死』／児
童文学研究者 宮川健朗 インタビュー中で『愛と死』に
言及

逐次刊行物 ヘンリー・ソロー研究論集
（第45号）

2019年9月 日本ソロー学会事
務局

山本晶「エマソンのホイットマンあて最初の書簡を邦
訳紹介した白樺派の二人および関連する事実」にお
いて実篤、白樺派に言及

逐次刊行物 週刊現代 6月8日号 第61巻第
18号

2019年6月 講談社 「有名人26人 最期のことば」において実篤「遺言状」
図版掲載

逐次刊行物 週刊現代 十月十二・十九日号
第六十一巻第三十一号

2019年10月 講談社 「わが人生最高の10冊」（今週の選者 村西とおる）10
位に実篤『友情』（新潮文庫）

逐次刊行物 週刊朝日 8月6ー23日合併号
第124巻第44号 通巻5595号

2019年8月 朝日新聞出版 「文豪たちが聞いた「玉音放送」」に「稲住日記」引用
文

逐次刊行物 太平洋戦争の記憶 第267号
2019年10月9日号

2019年10月 アシェット・コレク
ションズ・ジャパン

「歴史のキーマン」武者小路実篤

逐次刊行物 調布の文化財 第58号 2019年3月 調布市郷土博物館 「新登録の国文化財 国登録有形文化財（建造物）
「旧武者小路実篤邸」」稲葉和也（調布市文化財保護
審議会会長／建築史家）

逐次刊行物 二松學舍大学人文論叢
第百一輯（抜刷）

2018年10月 二松學舍大学 瀧田浩「武者小路実篤と昭和九年−『維摩経』が書か
れた「仏教復興」期をめぐって− 」

逐次刊行物 二松學舍大学人文論叢
第百二輯（抜刷）

2019年3月 二松學舍大学 瀧田浩「本多秋五の＜野性＞と＜後退＞ −「『白樺』
派の文学」への接近 」

逐次刊行物 民藝 第796号 2019年 4月号 2019年4月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第797号 2019年 5月号 2019年5月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第798号 2019年 6月号 2019年6月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第799号 2019年 7月号 2019年7月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第800号 2019年 8月号 2019年8月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第801号 2019年 9月号 2019年9月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第802号 2019年 10月号 2019年10月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第803号 2019年 11月号 2019年11月 日本民藝協会



逐次刊行物 民藝 第804号 2019年 12月号 2019年12月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第805号 2020年 1月号 2020年1月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第806号 2020年 2月号 2020.年2月 日本民藝協会

逐次刊行物 民藝 第807号 2020年 3月号 2020月年3月 日本民藝協会

逐次刊行物 新しき村 第71巻 第2号 2019年4月 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第71巻 第3号 2019年7月 新しき村

逐次刊行物 新しき村 第72巻 第1号 2020年1月 新しき村

逐次刊行物 新しき村通信 二〇一九年 二
月号（第一号）

2019年2月 新しき村

逐次刊行物 新しき村通信 二〇一九年 三
月号（第二号）

2019年3 新しき村

逐次刊行物 新しき村通信 二〇一九年 五・
六月合併号（第三号）

2019年5月 新しき村


