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＊画像は Wikipedia による

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「宮沢賢治」とはどういう人なのか、おさえておきましょう。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
『児童文学事典』日本児童文学会/編 東京書籍 1988
R909.033/J
『日本児童文学大事典』大阪国際児童文学館/編 大日本図書 1993
R909.033/O
「聞蔵ビジュアルⅡ」の「知恵蔵」も利用できます。（インターネット・学内のみ）

配架場所
3F 参考図書
3F 参考図書

宮沢賢治を紹介した伝記や、人物像に迫る図書などには次のような資料があります。
また、宮沢賢治の詩・童話は、小学校の教科書などで親しんできましたね。改めて読んでみたり、他の多く
の作品にも触れたりしてみましょう。絵本化されたものも、画家によってはイメージに違いがあります。
（配架場所はいずれも本館です）
『銀河鉄道をめざして 宮沢賢治の旅』板谷英紀 筑摩書房 1985
910.268/I
→宮沢賢治の一生をとてもわかりやすく紹介した本です。
『宮澤賢治に聞く』井上ひさし・こまつ座/編著 文藝春秋 2002 →宮沢賢治との架空対 B910.268/
談や(石川啄木も参加)、写真資料を多数使った各時代のエピソード解説など、宮沢賢治への思 I
いがこもった一冊です。
『雪わたり』堀内誠一/画 福音館 1969
JE/H
『雪わたり』方緒 良/絵 三起商行 1991
JE/K
『雪渡り』佐藤国男/画 ベネッセコーポレーション 1996
JE/S
『雪渡り』たかしたかこ/絵 偕成社 1996
JE/T

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
まずは、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
909
児童文学研究
J913
児童文学

910.268
JE

作家の個人伝記・作家研究
絵本

■OPAC で探す
→「書名」に“宮沢賢治”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」にして検索しましょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『宮沢賢治北紀行』松岡義和 北海道新聞社 1996
910.268/M 3F
→宮沢賢治と北海道とのつながりを中心に研究しています。
『言葉の流星群』池沢夏樹 角川書店 2003
910.268/I
3F
→宮沢賢治の詩（心象スケッチ）の世界を読み解いています。
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『宮澤賢治 あるサラリーマンの生と死』佐藤竜一 集英社 2008
→宮沢賢治がサラリーマンとして生活した部分に焦点を当てています。
『兄のトランク』宮沢清六 筑摩書房 1991 →実弟から見た宮沢賢治の生
涯が語られています。家族ならではの文章です。
『銀河鉄道の父』門井慶喜 講談社 2017 →宮沢賢治の父・政次郎の視点
から賢治の生涯を描く小説です。

B910.268/
S
B910.268/
M
913.6/K

3F 新書
3F 文庫
3F

本学にはない図書も探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus 「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii Books
「大学図書館の本をさがす」のところから日本の大学図書館の蔵書から検索でき、所蔵
館が表示されます。
●新書マップ
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
資料情報
『絵本 BOOK END』絵本学会/年刊
2013 年版の特集は「没後 80 年宮沢賢治童
話と絵本の世界」

配架場所
3F

備考
学会機関誌ですが図書扱いにしています。
請求記号：019.53/E/2013

■雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「宮沢賢治」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）
宮沢賢治「注文の多い料理店」論 : 面白さに注目した作品解釈
河内重雄
語文研究 (123), 15-28, 2017
機関リポジトリ

このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）
＊単に「宮沢賢治」で検索すると多数ヒットします。「宮沢賢治 死生観」「宮沢賢治 福祉」
などとキーワードを付け足す方法も試してみましょう。

〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門紙は次のとおりです。
●原紙
資料情報
種類
所蔵範囲
朝日新聞
一般紙
過去 3 カ月程度
毎日新聞
一般紙
過去 3 カ月程度
北海道新聞
一般紙（地方紙）
過去 1 年程度
読売新聞
一般紙
過去 1 年程度
産経新聞
一般紙
過去３カ月程度
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3～書庫）
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●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「宮沢賢治」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。
（一例）
（人生の贈りもの）作曲家・冨田勲：1 初音ミク、宮沢賢治の世界を歌う
2013 年７月 16 日 夕刊 be 火曜 2 面 6 ページ

〉〉視聴覚資料〈〈〈
宮沢賢治の童話の語りを聞いてみましょう。本館 AV コーナーにあります。
資料情報
『長岡輝子、宮沢賢治を読む』草思社
1.注文の多い料理店 2.月夜のでんしんばしら 3.セロ弾きのゴーシュ 4.オツベル
と象 5.雪渡り 6.なめとこ山の熊 7.どんぐりと山猫 8.よだかの星

請求記号
C7/34～41

〉〉
〉更に深く研究〈〈
〈
更に深くテーマを掘り下げるには、専門事典や研究書、テーマを絞った図書などがよいでしょう。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
『宮沢賢治ハンドブック』天沢退二郎/編 新書館 1996
→賢治研究上、重要な語句・人物・場所等 107 項目の論考集です。
《専門事典・研究書》
『宮澤賢治語彙辞典』原子朗 筑摩書房 1999
→賢治作品に使われている難読語・造語等約 5000 項目を収録しています。
《専門辞典》
『宮澤賢治研究Ⅰ』
『宮澤賢治研究Ⅱ』(新装版)草野心平/編 筑摩書房
1981 →やや古い図書ですが、研究文献のほか、賢治と交流のあった人
物による追想や、詳細な研究文献目録などが載っています。
《研究書》

請求記号
910.268/A

配架場所
3F

Ｒ910.268/H

3F
参考図書

910.268/K/
Ⅰ・Ⅱ

3F

＊当館には所蔵はありませんが、宮沢賢治の全作品・資料を読むには次のものがあります。
資料名
所蔵館
『
【新】校本宮澤賢治全集』(全 16 巻) 筑摩書房 2001-2009
道立図書館ほか

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●宮沢賢治の学会イーハトーブセンター
http://www.kenji.gr.jp/index.html
→宮沢賢治に関心を持つ人の集まりです。花巻市の宮沢賢治イーハトーブ館を会場とした定期大会・セ
ミナーなどの行事、機関誌『宮沢賢治研究 Annual』の発行などを行っています。
●宮沢賢治研究会
http://www.kenji-society.com/
→宮沢賢治に関する研究・同好の会です。例会と読書会を中心に活動し、機関誌『賢治研究』を年３回
程度発行しています。
●宮澤賢治センター
http://kenji.cg.cis.iwate-u.ac.jp/index.html
→岩手大学において設立された組織で、定例研究会などを行っています。リンク集には「宮沢賢治研究
文献目録」
（甲南女子大学・信時哲郎教授による）
、
「宮沢賢治データ」など多彩な情報が載っています。
-3-

●イーハトーブ花巻
http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/index.html
→花巻観光協会公式サイトです。宮沢賢治に関連した場所・施設・行事などが紹介されています。
（HOME＞花巻を観る）

図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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