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◆ま行～わ行 

前川 久次（まえかわ・ひさつぐ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『白髪と潮風 七十歳のヨット挑戦譚』 幻冬舎ルネッサンス 平25／『「星の王子さま」Le Petit 
Princeとのちょっぴり哲学的なさ・ん・ぽ… 』 東京図書出版 平30 
〔作品〕 － 
 

前田 真治（まえだ・まさはる） 

〔雑誌〕（一部掲載）「免疫応答時のマウス脾細胞の非ヒストンタンパクの変化（学生論文発表、第4回北

里医学会総会抄録）」『北里医学』9巻1号 昭54.2 ほか／ 
〔図書〕『脳卒中の生活ガイド』医歯薬出版 平4／『リウマチの生活ガイド』医歯薬出版 平6／『新編 
脳卒中の生活ガイド』医歯薬出版 平11／『老人のリハビリテーション』第4版～第8版 医学書院 平

4,平11，平15，平20,平28／『臨床判断学入門』(共著) 協同医書出版社 平18／『温泉の最新健康学』

悠飛車 平 22／『炭酸パワーで健康になる！』 洋泉社 平 24／『やせる！きれいになる！炭酸生活』

幻冬舎 平25／『この一冊で「炭酸」パワーを使いきる！』(監修)青春出版社 平25／『標準理学療法学・

作業療法学 内科学 専門基礎分野』(執筆) 医学書院 平26／『内科学』(共著) 医学書院 平26／『脳

画像』医学書院 平29／『この足に夢を』(共著) 平29／『標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害

学：PTOTST 別巻』医学書院 平29 
〔作品〕｢病態別実践リハビリテーション医学研修会 平成２１年度第１集 骨関節障害ｖ．３」（出演）

医学映像教育センター 平22 
 

槇 かつら（まき・かつら） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『百人一首 奇蹟の伝承』 文芸社 平24 
〔作品〕 － 
 

真木 侑（まき・ゆう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『新釈日本霊異記』 育文社 平23 
〔作品〕 － 
 

槇田 早紀（まきた・さき） 

〔雑誌〕『未来』毎号に作品を発表（最終掲載は昭60.5） 
〔図書〕『槐樹の下かげ』榛名書店 昭56／『老いし日の歌』槇田早記 昭59 
〔作品〕 － 
 

牧村 一人（まきむら・かずひと） 
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〔雑誌〕「第45回オール讀物推理小説新人賞発表 受賞作「俺と雌猫のレクイエム」松村一人」(共著)『オ

ール読物』 平 11.11／「第 16 回松本清張賞決定発表 牧村一人『アマダースの饗宴』」(共著)『オール読

物』 平21.6／「松本清張賞受賞インタビュー ヒロインが僕を動かした」『オール読物』 平21.6／「「こ

れからの小説」を訪ねて 牧村一人『アダマースの饗宴』文藝春秋」『野生時代』 平 21.9／「Oh！ｍｙ 

ＩＤＯＬ 好きなわけじゃないのだけれど」『小説すばる』平 21.10／「ものおもい 内なる声」『野生時

代』 平21.12 
〔図書〕『アダマースの饗宴』文藝春秋 平21／『ＫＩＲＩＫＯ＠（アット）シブヤ』文藝春秋 平23／
『ブラッディ・ジュエリーは真夜中に笑う』幻冬舎 平 24／『六本木デッドヒート』文藝春秋 平 24／
『君を憶えてる』中央公論新社 平26／『つぶら、快刀乱麻』 文藝春秋 平28 
〔作品〕 － 
 

真下 五一（ましも・ごいち） 

〔雑誌〕「暖簾」『文學界』昭14.11／「仏間会議」『三田文學』昭14.12／「姉三六角蛸錦」『新文明』2巻

1号 昭27.1／「京都の味―もち味とつけ味」『新文明』2巻2号 昭27.2／「センテンスと心臓」『新文

明』2巻5号 昭27.5／「虹と鯰」『新文明』2巻10号 昭27.10／「新しい神経」『新文明』3巻7号 昭

28.7／「京菓子自慢」『新文明』4巻3号 昭29.3／「ものゞ名」『新文明』4巻6号 昭29.6／「一茶と

芭蕉」『新文明』4巻8号 昭29.8／「騒音地獄」『新文明』5巻3号 昭30.3／「中心と周囲」『新文明』

5 巻 5 号 昭 30.5／「雨の京都」『新文明』5 巻 6 号 昭 30.6／「京扇」『新文明』5 巻 8 号 昭 30.8／
「京都人の京都見物」『新文明』6巻3号 昭31.1／「紺色のニューフェース」『新文明』6巻7号 昭31.7
／「枯すすきの京都小町寺」『新文明』6巻10号 昭31.10／「底冷え京都の味」『新文明』昭36.2／「京

都根性」『新文明』 昭 36.6／「京都のくずれ石」『新文明』 昭 37.3／「奇婦人と三百匹の犬」『文藝春

秋』45巻9号 昭42.9 
〔図書〕『京都』赤塚書房 昭15／『鯉の髭』萠文社 昭15／『人間以上』東陽閣 昭16／『のれんのう

ちそと』赤門書房 昭17／『京の魔術』人文閣 昭17／『琵琶湖疏水物語』スメル書房 昭18／『或る

職長の手記』大阪新聞社 昭 19／『美しき山川：琵琶湖疎水物語』京都新聞社 昭 23／『樋口一葉もの

がたり』宝雲舎 昭24／『愛の勇者：事実小説』実業之日本社 昭24／『黒い花束』偕成社 昭25／『ナ

イチンゲール』小峰書店 昭 25／『湯川秀樹物語』実業之日本社 昭 25／『尾崎行雄物語 民主の父』

目黒書店 昭26／『桂昌院』桂昌院奉賛会 昭29／『ねごと随筆』高風館 昭31／『京都物語』隆文館 

昭32／『京都の人』講談社 昭33／『地上の星―新島襄物語―』現代社 昭33／『情炎の美姫』川津書

店 昭 34／『糸瓜の水 正岡子規の生涯』刀江書院 昭 34／『京女絵巻 小野小町から舞妓まで』潮文

社 昭39／『正岡子規』佼成出版社 昭41／『京のつけもの』真珠書院 昭41／『風雪ノーベル賞 湯

川秀樹』パリ書房 昭42／『友禅物語』ルック社 昭42／『友禅物語』ルック社 昭42／『西陣―きも

のの古里』信興書房 昭 43／『きもののふるさと西陣』新興書房 昭 43／『京の墓 紫式部から潤一郎

まで』 朝日新聞社 昭44／『九条武子』オリオン出版社 昭44／『芥川賞の亡者たち』Ｒ出版 昭46
／『小説新島襄』上毛新聞社 昭47／『京ことば集』芸術生活社 昭47／『京都の心』南窓社 昭47／
『菅原道真生誕地の研究』風間書房 昭 47／『沢庵禅師』春陽堂書店 昭 47／『漬物風物誌』東京書房

社 昭47／『地上の星：新島襄』春陽堂書店 昭47／『啄木 その愛と死』三笠書房 昭48／『小林一

茶』春陽堂書店 昭 48／『親鸞入門』日本文芸社 昭 48／『漂泊の歌人僧 愚庵・蓮月尼伝』 日貿出

版社 昭49／『一休―行雲流水の人』国書刊行会 昭50／『情炎の美姫』春陽堂書店 昭50／『西行―

幽玄の人』国書刊行会 昭 50／『虚子：花鳥諷詠の俳人』全 2 巻 国書刊行会 昭 51／『黒人ワシント

ン』太平出版社 昭54／『この母の生き方』明治図書 昭52／『西陣きもの史』源流社 昭52／『遊草

の二人―潤一郎と勇』学芸書林 昭 52／『人間夏目漱石』日刊工業新聞社 昭 52／『女は月か太陽か』

源流社 昭53／『京ことば事典 復刻版』 アートダイジェスト 平18 
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〔作品〕 － 
 

益山 正人（ますやま・まさと） 

〔雑誌〕「電力における計測制御システムと安全の問題」『計測と制御』15 巻 5 号 昭 51.5／「本物をめ

ざす電気技術者心得術―“益さん、出番ですよ”」『新電気』53巻3号 平11.3／「電気機械の基本をマス

ターしよう！絶対役立つ直流機（2）」『新電気』53巻10号 平11.10／「失敗に学ぶ 失敗の経験はわが

教師なり（2）」『新電気』55巻6号 平13.6／「電気の謎を解く 汽力発電所の熱効率の実態にせまる！

―熱効率の上昇を阻むものは何か」（1）（2）『新電気』58巻9号，10号 平16.9，平16.10 
〔図書〕『火力発電 新版』東京電機大学出版局 昭50／『新編 電験第三種問題解答』オーム社 昭52／
『火力・原子力発電』東京電機大学出版局 昭59／『電験三種９０日間マスターブック』オーム社 昭59
／『電験三種講座 発変電』日本電気協会 平 2／『通信教育講座 電力入門』上・下 日本技能教育開発

センター／『第一種電気工事士講座教科書Ⅰ』／『電験二種合格講座』（共著）日本技能教育開発センター 
〔作品〕 － 
 

町田 和子（まちだ・かずこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌集 晩祷』短歌新聞社 平4  
〔作品〕 － 
 

松井 孝爾（まつい・たかじ） 

〔雑誌〕「オカダトカゲについて」(英文)『横須賀市博物館研究報告 自然科学』通号11 昭40.3／「ヘビ

のコミュニケーション」『エレクトロニクス』19 巻 1 号 昭 49.1／「トカゲのコミュニケーション」『エ

レクトロニクス』19 巻 2 号 昭 49.2／「内気な恐竜の子孫」『科学朝日』32 巻 4 号 昭 47.4／「ヒロオ

ウミヘビLaticauda laticaudataの胚発育の1例(短報・雑報)」『爬虫両棲類学雑誌』5巻1号 昭47.7／
「ヘビの自衛行動」『季刊自然科学と博物館』44 巻 1 号 昭 52／「岡田弥一郎先生を偲ぶ」『爬虫両棲類

学雑誌』7巻1号 昭52.8／「生物のコミュニケーション―人間以外の生物はいかにして情報を伝達して

いるのか」『エレクトロニクス』24巻6号 昭54.5／「琉球列島・八重島群島・西表島からのハロウウェ

ルアマガエルの記録」(共著)(英文)『爬虫両棲類学雑誌』9 巻 3 号 昭 57.8／「世界のトカゲ」『動物と自

然』14 巻 14 号 昭 59.12／「博物学の楽園 トビトカゲ 美しい大きな蝶のように滑空する唯一の色彩

豊かな爬虫類」『ＢＲＵＴＵＳ』 平2.5／「カエルと文芸」『本』24巻7号 平11.7／「深田先生を悼む」

『爬虫両棲類学会報』2002巻2号 平14.9 
〔図書〕『長鼻くんといううなぎの話』（画）講談社 昭 48／『カエルの世界』平凡社 昭 51／『ヘビの

世界』平凡社 昭52／『かえるやとかげのなかま』小学館 昭53／『水べの生物』（共著）小学館 昭55
／『とかげのしっぽ』（画）新日本出版社 昭56／『あまがえるのてんきよほう』新日本出版社 昭57／
『エリマキトカゲ : オーストラリアのおもしろトカゲ大集合』小学館 昭59／『日本の両生類・爬虫類』

小学館 昭60／『ヘビの王国をつくる』実業之日本社 昭60／『ヘビ』誠文堂新光社 昭62／『図説・

なぜヘビには足がないか』講談社 平2／『カエル』（監修）あかね書房 平2／『さばくのカエル』新日

本出版社 平5／『昆虫・両生類・爬虫類』（監修）講談社 平9／『爬虫類』（監修）紀伊國屋書店 平10
／『カエルの不思議発見』講談社 平11／『にんじゃあまがえる』（監修）ひさかたチャイルド 平18／ 
〔作品〕 － 
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松井 利夫（まつい・としお） 

〔雑誌〕「挑戦するパイオニア(７) 設計者派遣業は時代の要請」『月刊金融ジャーナル』40巻7号 平11.7
／「経営 起業の心得」『先見経済』2345 平 11.9／「経営Ｑ＆Ａ ２１世紀日本型利益責任体制経営」

『山陰の経済』182 平 12.11／「有訓無訓 会社を危機に陥れるのは下に好かれたがる管理職」『日経ビ

ジネス』 平14.6／「実務 社長大学 アルプス技研会長(１) モットーはウェルカム・トラブル」『日経

ベンチャー』224 平15.5／｢実務 社長大学 アルプス技研会長(２) 自己を客観視する修行に励む」『日

経ベンチャー』225 平 15.6／「実務 社長大学 アルプス技研会長(３) 会社に依存しない社員を育て

る」『日経ベンチャー』226 平15.7／「実務 社長大学 アルプス技研会長(４・最終回) 『第二の経営

者人生』を若き企業家の育成に懸ける」『日経ベンチャー』227 平15.8／「許せ、友よ ～あなたは、“創

業の同志”を切れるか！？～ “創業の同志”と決別するための心構え 経営者よ、心の中に『鬼』を飼

え」『日経ベンチャー』 平15.11／「ベンチャー精神で活路を拓く」『地域開発』474 平16.3／「起業家

精神と経営展開の実例 ウェルカムトラブルが経営者を強くする」『Business research』963 平 16.8／
「社員を躾けて会社を伸ばす！社員を叱るのは経営者の大事な仕事だ！」『日経ベンチャー』256 平18.1
／「激動の２００８年を乗り切れ 人材に投資し、世界に目を向ける企業が勝ち残る 異才経営者１１人

が大予測 松井利夫 中国人の雇用・活用が加速する」『日経ベンチャー』280 平20.1 
〔図書〕『どろまみれの経営』アルプス技研 昭63／『人が未来』アルプス技研 平2／『めざせ日本のビ

ル・ゲイツ 起業の心得』産能大学出版部 平11／ウエルカム・トラブル 『逆境こそが経営者を強くす

る』東洋経済新報社  平14／『Morphological and biochemical differentiation of human neuroblastoma 
cells induced by replication inhibitors and sodium butyrate』 (博士論文) 平11 ／『逃げるな、驕る

な、甘えるな！』日経ＢＰ社 平16 
〔作品〕 － 
 

松岡 達英（まつおか・たつひで） 

〔雑誌〕「かぶとむしはどこ?」『かがくのとも』通号 205 昭 61／「花がえらぶ 虫がえらぶ」『たくさん

のふしぎ』通号 65 平 2.8／「地球はえらい」『おおきなポケット』通号 1 平 4.4／「虫こぶはひみつの

かくれが？」『たくさんのふしぎ』通号86 平4.5／「浜辺のたからさがし」『たくさんのふしぎ』通号97 
平 5.4／「ふゆのむしにあいたくて」『かがくのとも』通号 345 平 9.12／「トンボのくる池づくり」『た

くさんのふしぎ』通号159 平10.6／「くさはらどん」『ちいさなかがくのとも』通号5 平14.8／「はっ

ぱをゆらすのどんなかぜ」『ちいさなかがくのとも』 平14.9／「くるみ」『かがくのとも』通号403 平

14.10／「私の新刊 『だんご博士の観察記』松岡達英・作--ダンゴムシの皮をかぶれば」『 こどもの本』30
巻 12 号 通号 355 平 16.12／「私の新刊 『あまがえる先生 まよなかのびっくりコンサート』松岡達

英・さく」『こどもの本』32 巻 6 号 通号 373 平 18.6／「いけのおと」『ちいさなかがくのとも』通号

75 平20.6／「よるになると」『かがくのとも』通号484 平21.7／「くさはらのわたしのへや」『ちいさ

なかがくのとも』通号100 平22.7／「野生動物の反乱」（画）『たくさんのふしぎ』通号313 平23.4／
「さとやまにはるがきた」『かがくのとも』通号517 平24.4／「ギンヤンマそらへ」『ちいさなかがくの

とも』通号148 平26.7 
〔図書〕『北隆館の知識絵本』1～10（画） 北隆館 昭44～昭45／『図解星の観測教室』（画）北隆館 昭

45／『はだかんぼの島』（画）大日本図書 昭 46／『クリの木の太陽』（画） 大日本図書 昭 47／『や

ってみよう・たしかめてみよう』2、4（画） 北隆館 昭47／『すばらしい世界の自然』全5巻 大日本

図書 昭 49／『ゴキブリくん』（画） 講談社 昭 49／『たのしい理科教室シリーズ』（画） 主婦と生

活社 昭51／『よいこの幼児全集 : ｊｏｙ ｊｏｙ ｂｏｘ ８』 文英堂 昭51／『自然の教室』（画） 

福音館書店 昭51／『ヤンとおじか：シートン動物記より』（画） ほるぷ出版 昭51／『昆虫のかくれ
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んぼ：身を守る昆虫たち』（画）  大日本図書 昭52／『生きているバネ 自然の中にみつける』（画） 大

日本図書 昭52／『すくすく動物えほんシリーズ』（画） 教育研究社 昭53／『クヌギ林の２４時間 昆
虫酒場は大にぎわい』（画）  大日本図書 昭54／『しぜんのなかでみつけよう』（画）  大日本図書 昭

54／『アフリカニ ゲレヌクオ オツテ』（画） サンマ－クシユツパン 昭55／『昆虫のかくれんぼ 身
を守る昆虫たち』（画） 大日本図書 昭52／『森のずかん』 福音館書店 昭57／『海辺のずかん』 福

音館書店 昭58／『ジャングルの少年』（画） 福音館書店 昭58／『どうくつの生きもの』（画）  小
学館 昭 58／『ぼくのロボット大旅行』 福音館書店 昭 59／『恐竜 生きていたウルトラサウルス』

（画）平凡社 昭60／『冒険図鑑 : 野外で生活するために』（画） 福音館書店 昭60／『自然図鑑 動
物・植物を知るために』（画） 福音館書店 昭61／『恐竜たんけん図鑑』 岩崎書店 昭61／『生物の

消えた島』（画） 福音館書店 昭62／『くだもの王国』（画） 岩崎書店 昭62／『サンゴしょうの海』

（画） 福音館書店 昭 62／『えほん版ファーブルこんちゅう記』11（画） チャイルド本社 昭 62／
『父さんの小さかったとき』（画） 福音館書店 昭63／『地面の下のいきもの』（画） 福音館書店 昭

63／『恐竜物語 : ブロンのぼうけん』 小学館 平2／『子供たちが地球を救う５０の方法』（画） ブロ

ンズ新社 平2／『なく虫ずかん』（画） 福音館書店 平3／『恐竜物語ミムスのぼうけん』 小学館 平

3／『日本の子どもたちが地球を救う５０の方法』（画） ブロンズ新社 平 3／『ファーブルの昆虫記』

（画） 講談社 平19／『情報図鑑 博物館から大自然までのガイドブック』（画）福音館書店 平4／『海

べのいきもの』（画）福音館書店 平5／『ジャングル』 岩崎書店 平5／『野外探検大図鑑』（画） 小

学館 平5／『熱帯探険図鑑』1～5（原案）偕成社 平6／『恐竜カラーリングブック』 小学館 平6／
『ぼくのロボット恐竜探検』 福音館書店 平6／『マザーツリー』（画）小学館 平7／『恐竜とともだ

ちになる本』（画）ブロンズ新社 平8／『マンモス探検図鑑』（画） 岩崎書店 平8／『地球はえらい』

（画）福音館書店 平8／『木の実とともだち』（構成） 偕成社 平8／『われら北極探検隊』（画）小学

館 平 8／『日本自然探険の旅』1～5 大日本図書 平 8～平 10／『イチゴはともだち』（構成）偕成社 

平9／『２１世紀の子どもたちが地球を救う５０の方法』（画）ブロンズ新社 平10／『ウィリアム・テル 
英雄伝説 』（画）アスク 平10／『大きな木の下で 生き物をめぐるフィールド便り』 （画）小学館 平

10／『恐竜たちの大脱出 進化恐竜トロオのものがたり』（画）福音館書店 平11／『ツーティのちいさな

ぼうけん ハナグマの森のものがたり』（画）偕成社 平11／『アメンボ号の冒険』（画）講談社 平11／
『海辺のともだち』（構成） 偕成社 平11／『はじめてのぼうけん』1～7 ポプラ社 平12／『ぴょー

ん はじめてのぼうけん１』 ポプラ社 平 12／『あな はじめてのぼうけん２』 ポプラ社 平 12／
『あしあと はじめてのぼうけん３』 ポプラ社 平12／『しりとり はじめてのぼうけん４』 ポプラ

社 平12／『だんごむしそらをとぶ』小学館 平12～平22／『カムイの森』（画） 小学館 平12／『だ

んごむしうみへいく』小学館 平 13／『ツーティのうんちはどこいった？ ハナグマの森のものがたり』

（画）偕成社 平 13／『きのこはともだち』（構成）偕成社 平 13／『トノサマバッタナビ 草はら編』

（画）旺文社 平 14／『野あそびずかん』福音館書店 平 15／『だんごむしと恐竜のレプトぼうや』小

学館 平15／『ぴょーん』 ポプラ社 平16／『森にいこうよ！ 地球絵本』（画）小学館 平16／『う

んちだよ はじめてのぼうけん５』 ポプラ社 平16／『草花とともだち』（構成）偕成社 平16／『あ

まがえるりょこうしゃシリー』福音館書店 平 16～平 23／『あまがえるりょこうしゃ トンボいけたん

けん』 福音館書店 平16／『だんご博士の観察記』小学館 平16／『震度７』ポプラ社 平17／『ま

だかな』 ポプラ社 平17／『昆虫の生活』幻冬舎 平18／『だあれだ』 ポプラ社 平18／『モグラ

はかせの地震たんけん』 ポプラ社 平 18／『あまがえる先生シリーズ』 旺文社、ポプラ社 平 18～
／『ごろんごろん はじめてのぼうけん６』ポプラ社 平 19／『くるくるくるみ』 そうえん社 平 19
／『ともだちになって』（画）ポプラ社 平 19／『もりのくうちゅうさんぽ あまがえるりょこうしゃ』 

福音館書店 平19／『ファーブル昆虫記たまころがし』（画） ひさかたチャイルド 平19／『野遊びを

楽しむ里山百年図鑑』小学館 平20／『あまがえるとうさんといくはじめての昆虫採集』ポプラ社 平21
／『チョキチョキおじさんきょうりゅう王国』 岩崎書店 平21／『いたいよいたいよ』 ポプラ社 平
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21／『あまがえるとうさんといくはじめての昆虫採集』 ポプラ社 平21／『少年グリフィン』（画）小

学館 平22／『うわーっ はじめてのぼうけん７』 ポプラ社 平22／『くさはらどん』福音館書店 平

22／『山猫たんけん隊』偕成社 平 23／『ぼくがきょうりゅうだったとき』ポプラ社 平 23／『ゆきや

またんけん あまがえるりょこうしゃ』 福音館書店 平23／『でんしゃはっしゃしまーす』偕成社 平

24／『おっぱい』そうえん社 平24／『あまがえる先生まよなかのびっくりコンサート』 ポプラ社 平

24／『こりゃたいへん！！あまがえる先生ミドリ池きゅうしゅつ大作戦』 ポプラ社 平24／『あまがえ

る先生みつけてたべよう！野いちご教室』 ポプラ社 平24／『ちきゅうがウンチだらけにならないわけ』

福音館書店 平25／『［点訳絵本］ぼくがきょうりゅうだったとき』ポプラ社 平25／あまがえるせんせ

い１ねんずかん』ポプラ社 平 26／『ギンヤンマそらへ』福音館書店 平 26／『だれのこえ？ はじめ

てのぼうけん８』 ポプラ社 平 28／『イモリくんヤモリくん』 岩崎書店 平 28／『カエルくんのだ

いはっけん！』 小学館 平 28／『いのちのひろがり』（画） 東京 福音館書店 平 29／『サファリ』 

金の星社 平29／『ぼくらはいけのカエル』 ほるぷ出版 平30 
〔作品〕「わいわい文庫 マルチメディアDAISY図書2013ver. 3・ver. Blue」伊藤忠記念財団 平25 
 

まつおか 統（まつおか・とうし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ギャラクシーまんだらウォーズ』 文芸社 平21 
〔作品〕 － 
 

松﨑 光紀（まつざき・みつのり） 

〔雑誌〕 －  
〔図書〕『大切な人を亡くしたときに読む本』 セルバ出版 平25 
〔作品〕 － 
 

松崎 みどり（まつざき・みどり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『彩灯 松崎みどり歌集』 北羊館 平5 
〔作品〕 － 
 

松下 菊人（まつした・きくと） 

〔雑誌〕「新渡戸稲造の外国語教育論」『職業訓練大学校紀要』6の別冊 昭52／「英学者・新渡戸稲造の

再評価」『英学史研究』12 昭54／「若き日の新渡戸稲造--その英学修行を中心に」『英学史研究』15 昭

57／『新渡戸稲造の英文「随想録」２ その人格主義・国際主義をめぐって』職業訓練大学校 昭 57／
「『未来の教育者』新渡戸稲造」『英学史研究』18 昭60／「若き新渡戸稲造の英文書簡」『英学史研究』

20 昭62／「新渡戸精神を生かした21世紀の公民館活動を!」『新渡戸稲造の世界』19 平22 
〔図書〕『国際人新渡戸稲造』ニューカレントインターナショナル 昭62／『英学者・新渡戸稲造 ２１世

紀国際人への指標』平12 
〔作品〕 － 
 

松下 英夫（まつした・ひでお） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『Treponema microdentiumの超薄切片法による電子顕微鏡的研究 』(博士論文) 昭41 ／『ホ

ーム・エコノミックス思想の生成と発展 : 1930年以前における米国ホーム・エコノミックス思想の経営管

理論的発達』(博士論文) 昭50 ／『男性と経済』 家政教育社 平2 
〔作品〕 － 
 

松田 憲一（まつだ・けんいち） 

〔雑誌〕「虚構の世界」『美術の窓』8月号 平13.7 
〔図書〕 － 
〔作品〕「わたしの部屋」Ｆ100 号 第 14 回日展 昭 57／「赤帽子」65.3×65.3cm 第 26 回昭和会展 

平 3／「わたしの記憶」60.6×60.6cm 第 28 回昭和会展 平 5／「萌」Ｆ10 号 個展 平 13／「刻」

F120号 第17回相模原芸術家協会展 平20 
 

松田 征士（まつだ・まさし） 

〔雑誌〕「東国防人私考」上・下『かながわ風土記』100号・101号 昭60.11，12／「小野小町『穴無し』

伝承の真贋」『新潮４５』14巻8号 平7.8／「古代の乱交パーティ『歌垣』の研究」『新潮４５』15巻2
号 平 8.2／「平安女流・歌くらべ色くらべ」『新潮４５』16 巻 1 号 平 9.1／「あっと驚く『源氏物語』

恋歌ポルノ」『新潮４５』17 巻 2 号 平 10.2／｢古代ストリップ色々考」『新潮４５』19 巻 5 号 平 12.5
／「特攻隊員が遺した川柳」『川柳マガジン』4巻8号 平16.8／「蜜蜂よ、赦しておくれ―道志村蜂塚碑

由来記」『専修文芸』1号 平16.11 
〔図書〕『小林与次右ヱ門』（編著）湘南出版 昭60／『江戸川柳で愉しむ日本の歴史』新葉館出版 平15
／「雪」『スイート・メモリーズ』日本文学館 平20 
〔作品〕 － 
 

松橋 利光（まつはし・としみつ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『カメ・ザリガニ・カエルなど水辺の生きもの』（写真） 成美堂出版 平12／『ウサギ・ハムス

ターなどかわいい生きもの』（写真） 成美堂出版 平13／ 『日本のカエル ＋サンショウウオ類 （山

溪ハンディ図鑑 ９）』 山と溪谷社 平14／『ずら～りカエルならべてみると… 』（写真） アリス館 

平14／『ザ・リクガメ』（写真） 誠文堂新光社 平15／『ザ・カエル』（写真） 誠文堂新光社 平15
／『アマガエルのヒミツ』（写真） 山と溪谷社 平 16／『両生類・はちゅう類 （小学館の図鑑ＮＥＯ

６）』（写真） 小学館 平16／『ボクのこときらい？ カエルのきもち （わたしのえほん）』（写真） Ｐ

ＨＰ研究所 平17／『イモリ・サンショウウオの仲間 有尾類・無 （爬虫・両生類ビジュアルガイド）』

（写真） 誠文堂新光社 平 17／『ヘビ 世界のヘビ図鑑 （爬虫・両生類ビジュアルガイド）』（写真） 

誠文堂新光社 平17／『リクガメ 世界のリクガメ図鑑 （爬虫・両生類ビジュアルガイド）』（写真） 誠

文堂新光社 平17／『もってみよう （ＮＥＯのえほん）』 小学館 平17／『さがしてみよう （ＮＥ

Ｏのえほん）』 小学館 平17／『ずら～りキンギョならべてみると…』（写真） アリス館 平17／『日

本のカメ・トカゲ・ヘビ （山溪ハンディ図鑑 １０）』 山と溪谷社 平 19／『きみだれ？』 アリス

館 平19／『生き物の持ち方大全』（共著） 山と溪谷社 平19／『かえるといっしょ （いきもの絵に

っき１）』 アリス館 平 20／『てのひらかいじゅう （しぜんといっしょ１）』 そうえん社 平 20／
『うさぎこわーい （いきもの絵にっき２）』 アリス館 平 21／『ちいさなてのひらずかん １ （ち
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いさなてのひらずかん）』 学習研究社 平 21／『ちいさなてのひらずかん ２ （ちいさなてのひらず

かん）』 学習研究社 平 21／『とりとおひるね （いきもの絵にっき３）』 アリス館 平 21／『もっ

と！ほんとのおおきさ動物園』（写真） 学研教育出版 平 21／『幸せなリクガメの育て方』 大泉書店 

平22／『カエルの知られざる生態 （子供の科学・サイエンスブックス）』 誠文堂新光社 平22／『ほ

んとのおおきさ水族館』（写真） 学研教育出版 平 22／『へんしん！たんぼレンジャー （しぜんとい

っしょ２）』 そうえん社 平22／『川のカエルと生きものたち』 アリス館 平22／『水辺の生きもの

とあそぶ１２か月 （生きものカレンダー３）』 アリス館 平 23／『みいつけた！みぢかないきもの１

～５』（写真・構成） ポプラ社 平23／『みんなわくわく水族館 お魚いっぱい編』（写真） 新日本出

版社 平24／『みんなわくわく水族館 海の動物いっぱい編』（写真） 新日本出版社 平24／『嫌われ

者たちのララバイ ヘビ、トカゲ、ヤモリ』 グラフィック社 平25／『ときめくカエル図鑑 Ｂｏｏｋ 

ｆｏｒ ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ』（写真） 山と溪谷社 平 25／『みんなどきどき動物園 ライオン、パン

ダ、サルほか』（写真） 新日本出版社 平 25／『みんなどきどき動物園 キリン、ゾウ、コアラほか』

（写真） 新日本出版社 平25／『すいぞくかんのみんなの１日』（写真） 平25／『嫌われ者たちのラ

ラバイ カエル』 グラフィック社 平25／『どこにいるかな？ （絵本であそぼ！いきものさがし１）』 

アリス館 平 25／『虫と蟲とムシ』 グラフィック社 平 26／『かえるくんどっちがどっち？ （絵本

であそぼ！いきものさがし２）』 アリス館 平 26／『にわのかいじゅうファイル （絵本であそぼ！い

きものさがし３）』 アリス館 平26／『パンダのひみつ （飼育員さんおしえて！）』（写真） 平26／
『ゾウのひみつ （飼育員さんおしえて！）』（写真） 新日本出版社 平26／『ライオンのひみつ （飼

育員さんおしえて！）』（写真） 新日本出版社 平 26／『キリンのひみつ （飼育員さんおしえて！）』

（写真） 新日本出版社 平 26／『イルカのひみつ （飼育員さんおしえて！）』（写真） 平 26／『生

きものつかまえたらどうする？』（写真） 偕成社 平26／『ラッコのひみつ （飼育員さんおしえて！）』

（写真） 新日本出版社 平 27／『へんないきものすいぞくかんナゾの１日』 アリス館 平 27／『日

本のカエル＋サンショウウオ類 （山溪ハンディ図鑑９）』（写真）山と溪谷社 平27／『ジンベエザメの

はこびかた （ほるぷ水族館えほん）』（写真） ほるぷ出版 平27／『生きものの持ちかた』 大和書房 

平27／『世界の美しき鳥の羽根 鳥たちが成し遂げて』（写真） 誠文堂新光社 平27／『いばりんぼう

のカエルくんとこわがりのガマくん』 アリス館 平28／『里のいごこち』 新日本出版社 平28／『ふ

つうじゃない生きものの飼いかた』 大和書房 平28／『のんびりジュゴン （しってる？水族館のにん

きもの１）』 アリス館 平29／『かまってシロイルカ （しってる？水族館のにんきもの２）』 アリス

館 平 29／『ふつうじゃない生きものの見つけかた』 大和書房 平 29／『がんばるセイウチ （しっ

てる？水族館のにんきもの３）』 アリス館 平 30／『奄美の空にコウモリとんだ （奄美の生きもの調

査）』（写真） アリス館 平30／『奄美の森でカエルがないた （奄美の生きもの調査）』 アリス館 令

元／『海の生きものつかまえたらどうする？』（写真） 偕成社 令元 
〔作品〕 － 
 

松原 巌樹（まつばら・いわき） 

〔雑誌〕｢ボタニカルアート入門 植物を描こう」１～１２（最終回）『私たちの自然』38 巻 1 号～39 巻

1・2号 平9.1～平10.1／「歳時記」『THE Neighbor』平20～ 
〔図書〕『母と子があそぶ絵本』１～７ 北陸館 昭43／『タオルおばけ』フレーベル館 昭51／『りか

のこうさく １ねんせい』 小峰書店 昭 55／『理科の工作 ３年生・４年生』小峰書店 昭 55／『理

科の工作 ５年生・６年生』小峰書店 昭 56／『あげはのとぶ日 （新日本動物植物えほん１０）』（画） 

新日本出版社 昭56／『オロロンチョウの島』（日本のえほん）小峰書店 昭57／『えかきあそび』全８

冊 小峰書店 昭57／『コアジサシの母さん』（日本えほん） 小峰書店 昭59／『イラストバードウォ

ッチング 春と夏の鳥』小学館 昭60／『ハクチヨウのおくりもの』（画） 旺文社 昭60／『キツツキ
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さん大かつやく』（画） 旺文社 昭 60／『カラスのクロシはがんばった』（画） 旺文社 昭 60／『み

つめ入道とあずきとぎおばばの話』（ふるさと紙芝居）（画） 相模原市教育委員会 昭61／『であいのず

かん』全２巻 小峰書店 昭 62／『りかの工作 ２ねん』 小峰書店 昭 62／『図解観察シリーズ 身

近な植物』全１０巻 旺文社 平 2／『ヒヨドリのなかまたち （みる野鳥記５）』（画） あすなろ書房 

平3／『カッコウのなかまたち （みる野鳥記１３）』 あすなろ書房 平4／『自然ふしぎ観察シリーズ』

１，３～４（４共著） 旺文社 平5／『タンポポ』 せたがやトラスト協会 平5／『昆虫のかいかたそ

だてかた （かいかたそだてかたずかん１）』（画） 岩崎書店 平5／『テントウムシ』誠文堂新光社 平

6／『水のいきものかいかたそだてかた （かいかたそだてかたずかん２）』（画） 岩崎書店 平6／『ネ

イチャーアート入門』せたがやトラスト協会 平7／『草花のうえかたそだてかた』（かいかたそだてかた

ずかん５）岩崎書店 平7／『生物細密画典』 睦沢町立歴史民俗資料館 平7／『公園でみつけよう生き

ものの冬ごし』小峰書店 平10／『花のつくりがよくわかる植物観察図鑑』全２巻 旺文社 平10／『し

ぜんたんけんずかん』全５巻 小峰書房 平 10～平 11／『からだのつくりがよくわかる生きもの観察図

鑑』全２巻 旺文社 平11／『ふしぎなぞときたんけんずかん』全７巻（3・4・7共著）旺文社 平12／
『昆虫ナビずかん１ カブトムシナビ』旺文社 平 14／『花のぬり絵』英知出版 平 18／『花のつくり

としくみ観察図鑑』１～８ 小峰書房 平22／『おやこでちゅっ！』（画） ひかりのくに 平26／『お

やこでぎゅっ！』（画） ひかりのくに 平26／『いきものかいかた図鑑』（画） 岩崎書店 平28  
〔作品〕「ネイチャーアート入門 バラを描こう」（ＤＶＤ教材）有限会社パレット 平17 
 

マツモト アキ（まつもと・あき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ジャーミーのイス』文芸社 平18 
〔作品〕 － 
 

松本 司（まつもと・つかさ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『人胎児並に哺乳動物副腎に於ける血管の微細分布と脉管外通液路に関する組織学的研究 』(博士

論文) 昭 34／『和漢薬由来の免疫複合体除去促進物質に関する研究 』(博士論文) 平 6／『古代遺跡謎

解きの旅』 小学館 平 11／『天上を翔る川 : 大雪山・石狩川幻の源流 : 松本司写真詩集』 渡辺出版 

平23 
〔作品〕 － 
 

松本 忍終（まつもと・にんじゅう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『随筆集 古里は茱萸(ぐみ)色』松本忍終 昭 60／『版画句集 背負い行李』卯辰山文庫 平元／

『随筆集 思い出の廻り灯籠』相模経済新聞社 平4／『版画句集 跳躍』ほっく書房 平8 
〔作品〕 － 
 

松本 雄治（まつもと・ゆうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『松本雄治彫刻展』 [円鳥洞画廊] 昭63／『ＳＯＲＡ 宙 松本雄治彫刻作品集』 らいぶ 平
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10／『イタリア・日本交流展』 [ギャラリーアイ] 平10／『松本雄治 = Matsumoto Yuji 』 松本雄治

アトリエ 平11 
〔作品〕 － 
 

松山 徹（まつやま・とおる） 

〔雑誌〕「石仏紀行東北を歩きながら―石仏スケッチ旅行」『日本の石仏』2号 昭52.6／「石佛素描の旅

で」『旅』昭59／「田の神」『歴史と旅』145号～156号 昭60.1～12／「植物・動物のふしぎ」『幼児の

指導学研』4号～15号 昭60.4～昭61.3／『歴史と旅』（イラスト）平4 
〔図書〕『発汗障碍に関する臨床神経学的知見補遺』 (博士論文) 昭32／『立場への思考―沖縄ルポ』松

山徹 昭 47／『石佛の旅』大陸書房 昭 54／『おいしゃりの水』（ふるさと紙芝居）（画）相模原市教育

委員会 昭 59／『仏画巡礼』日貿出版社 昭 63／『子供とつくる作品展・学校祭り・卒業制作』学事出

版 平8／『松山徹木版画集』平10／『心筋ミオシン結合蛋白C遺伝子変異による肥大型心筋症の分子遺

伝学的研究 』(博士論文) 平12 
〔作品〕 － 
 

マドモアゼル 愛（まどもあぜる・あい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『両思い・星占い : カレとの相性バッチリ！』 実業之日本社 平4／『自分を愛することから始

めよう』 大和出版 平 5／『心は素顔がいちばんうれしい』 学習研究社 平 6／『夢占い２０００』 

実業之日本社 平7／『夢の辞典』 大和出版 平7／『自分を励ます本』 三笠書房 平8／『ゆっくり

とすこしずつ心を開いていこう』 大和出版 平 10／『心に元気があふれてくる本』 三笠書房 平 10
／『自分に正直に生きることから始めよう』 ＰＨＰ研究所 平11／『さあ、たのしんで生きることを選

ぼうよ』 大和出版 平 11／『自分の素晴らしさに気づいてますか』 三笠書房 平 13／『ハッピー気

分が持続するメゲない私になる本』 三笠書房 平15／『１日１実践運をつかみ強く生きる３１章』 講

談社 平15／『シンクロニシティ幸せの連鎖』 説話社 平16／『きっと明日の自分を好きになる』 実

業之日本社 平16／『夢占い大全』 西東社 平21／『「愛し方」「愛され方」がわかる本』大和出版 平

21／『ナゾトキ！夢占い大じてん』 成美堂出版 令元 
〔作品〕 － 
 

真鍋 等（まなべ・ひとし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『名残の月』 真鍋等 昭60 
〔作品〕 － 
 

丸井 博（まるい・ひろし） 

〔雑誌〕「埼玉県西麗における農村工業成立の基盤」『人文地理』11巻2号 昭34.4／「常磐炭田における

炭鉱労働力について」『地理学評論』33巻2号 昭35.2／「大阪周辺への石炭の流入」『人文地理』12巻

4号 昭35.7／「常磐炭田における石炭生産力の展開」『地理学評論』34巻1号 昭36.1／「日本におけ

る石炭市場の需給体系」『地理学評論』35巻5号 昭37.5／｢工業の石炭需要の現状」『地理』7巻8号 昭

37.7／「鉱業地域の調査--鉱業の見方と調べ方」『地理』9 巻 7 号 昭 39.7／「鉱業の研究--文献による地
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理学案内」『地理』11巻12号 昭41.12／「鉱業の地理学的研究--石炭鉱業の研究を中心として」『人文地

理』18巻6号 昭41.12／「不況による石炭鉱業の転換方向―常磐炭鉱㈱の場合―」『地理学評論』42巻

11号 昭44.11／「富士山麓芝川流域の水力発電」『人文地理』25巻2号 昭48.4／「九十九里平野にお

ける観光資源とその利用」『帝京大学文学部紀要』25 平 12.1／「房総半島南部沿岸における観光資源と

その利用--内房・外房における観光の実情」『帝京大学文学部紀要』26 平13.1 
〔図書〕『常磐炭田における石炭鉱業の研究』 (博士論文) 昭 39／『地理征服の公式 : 受験・学習の最

短コース』学燈社 昭39／『地理B : 入試突破10週間』評論社 昭43／『地理系統別・地域別問題集』

(編) 学習研究社 昭 44／『地理基本問題集 : スリー・チェック式 : 高校学習傍用』学習研究社 昭 44
／『南関東における都市化の進展』大明堂 平13／『南関東における都市化の進展 : 工業・商業・観光の

成立』 大明堂 平13 
〔作品〕 － 
 

馬渡 憲三郎（まわたり・けんざぶろう） 

〔雑誌〕「『微笑』論--とくに方法的な試論として」『相模女子大学紀要』33 昭45.3／「金子光晴論--とく

に「香炉」の世界について-1-」『相模女子大学紀要』35 昭47.2／「金子光晴論―『こがね虫』の構造に

ついて―２―」『相模女子大学紀要』36 昭48.1／「表現者の責任--金子光晴における『童話』の位置」『國

學院雑誌』92巻1号 平3.1／「『城外』旅人の愛、あるいは青春の自己愛」『国文学解釈と鑑賞』64巻4
号 平11.4／｢高橋渡著『詩人その生の軌跡--高村光太郎・浅野晃・伊東静雄・西垣脩』」『芸術至上主義文

芸』25 平11.11／「『崖の下』―「事實」と「眞實」をめぐって」『国文学解釈と鑑賞』65巻4号 平12.4
／「陽のあたる坂道―二つの世代の物語―」『国文学解釈と鑑賞』第 65 巻 9 号 平 12.9／「傳馬義澄著

『思索と抒情--近代詩文論』」『芸術至上主義文芸』通号26 平12.11／「異言語・異文化の地より--高村光

太郎の書簡」『國文學 : 解釈と教材の研究』45巻13号 平12.11／「『佗しすぎる』論--「抒情小説」とい

う作品の方法をめぐって」『国文学:解釈と鑑賞』67巻3号 平14.3／「書評・紹介 菊池弘著『小説家の

風貌』」『芸術至上主義文芸』通号29 平15.11／「日本人論―方法としての＜枠組＞と＜対決＞―」『国文

学解釈と鑑賞 別冊』／「充たされた生活―＜私＞探しの物語―」『国文学解釈と鑑賞』第 70 巻 4 号 平

17.4／「孤剣・用心棒日月抄―その構成と哀感をめぐって―」『国文学解釈と鑑賞』第72巻2号 平19.2
／「書評・紹介 島崎市誠著『論集 夏目漱石と新感覚派前後の小説』」『芸術至上主義文芸』通号33 平

19.11／「竹内清己著『臨床の知としての文学』『旅の日本文学』 人生から文学へ・文学から人生へ」『室

生犀星研究』35 平24.11 
〔図書〕『明治文学から昭和文学まで 近代日本文学史』(共編著)紋章の会 昭41／『文学成立の理論』（共

著）右文書院 昭 44／『女流文芸研究』(編)南窓社 昭 48／『立原道造』（編）ほるぷ出版 昭 50／『現

代詩の研究 成立と展開』（編）南窓社 昭 52／『近代無頼文学』国書刊行会 昭 56／「銃後」『近代戦

争文学』国書刊行会 昭56／「近代文学と無頼」『近代日本文学史』上 国書刊行会 昭57／『竜胆寺雄

全集』第７巻（解説）竜胆寺雄全集刊行会 昭 60／『詩集 異話』昭和書院 昭 62／「島尾敏雄の詩―

早熟な表現者―」『島尾敏雄』宮本企画 平元／「疑問符の拒否―「鬼剥げ」を読む」『島尾敏雄Ⅱ』宮本

企画 平2／『昭和詩史への試み 表現への架橋』朝文社 平5／『金子みす  ゞ詩と真実』（共編著）勉成

出版 平12／『迢空・折口信夫事典』(共編)勉誠出版 平12／『金子みす  ゞ永遠の母性』（共編著）勉成

出版 平13／『金子みす  ゞ花と海と空の詩』（共編著）勉成出版 平15／『金子みす  ゞ美しさと哀しみ

の詩』（共編著）勉成出版 平16／『円地文子事典』（共編）鼎書房 平23 
〔作品〕 － 
 

三浦 清史（みうら・きよし） 
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〔雑誌〕「ライフワークの徹底研究 体験報告・セカンドライフへの挑戦 少年娯楽物作家に転身」『中央

公論経営問題』 昭53.12／「ケネディ大統領暗殺」『ちゃぐりん』 平5／「青函連絡船洞爺丸沈没」『ち

ゃぐりん』 平5／「双葉山７０連勝の夢やぶれる」『ちゃぐりん』 平5／「日航ジャンボ機墜落」『ちゃ

ぐりん』 平5／「生き残った南極のタロとジロ」『ちゃぐりん』 平5 
〔図書〕『古代の驚異』 学陽書房 昭49／『アメリカ怪奇物語』 日本出版貿易 昭51／『宇宙戦艦ヤ

マト 総集編』 集英社 昭53／『さらば宇宙戦艦ヤマト』上・下 集英社 昭53／『マルコ・ポーロ』 

ポプラ社 昭54／『小説少林寺』 秋田書店 昭57／『わが青春のアルカディア』上・下 松本零士原作 

集英社 昭57／『漢の真実』 コスミック 昭60／『神沢のふしぎな鏡の話』（ふるさと紙芝居） 相模

原市教育委員会 昭 61／『みつめ入道とあずきとぎおばばの話』(ふるさと紙芝居） 相模原市教育委員

会 昭61／『恐怖の予言大全科』 秋田書店 昭62／『女医苦悶』 コスミック 昭63／『獣たちの密

告』 コスミック 平2／『令夫人の怒り』 コスミック 平5／『時間の陶酔』 講談社 昭62／『デ

ィズニー』 講談社 昭62／『奪ったラバー』 冨士出版 平8／『熟柿の味』 冨士出版 平8／『英

語教師は十才年上』 平8／『ライト兄弟』 ポプラ社 平8 
〔作品〕 － 
 

三浦 春一（みうら・はるいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌にいのちを』 短歌新聞社 昭63 
〔作品〕 － 
 

三木 聖子（みき・せいこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『北の童話２３のものがたり』（共著） 北海道新聞社 平18／『恋のハートは探偵気分』（共著） 

偕成社 平20／『放課後の怪談５ 悪夢の暴走電車』（共著） 偕成社 平21／『放課後の怪談７ 恐怖

のアイドル』（共著） 偕成社 平22／『花の巫女』 岩崎書店 平23 
〔作品〕 － 
 

岬 魅堂（みさき・みどう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『とてものどかな雨日和』 リトル・ガリヴァー社 平16 
〔作品〕「アネクメーネに月冴えて」（現代日本語書き言葉均衡コーパス採録） 平19 
 

水落 丈人（みずおち・たけと） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『凍土の詩』 万象短歌会 平14／『大地遥かに』 文芸社 平17／『冬の虹』 万象短歌会 平

19 
〔作品〕 － 
 

水野 タケシ（みずの・たけし） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『仲畑流万能川柳文庫① 水野タケシ３００選』 毎日新聞東京センター 平 25／『これから始

める俳句・川柳』（共著）池田書店 平 26／『いちばんやさしい！楽しい！シルバー川柳入門』 河出書

房新社 平30 
〔作品〕 － 
 

溝呂木 保義（みぞろき・やすよし） 

〔雑誌〕｢事務局主導型から部会主導型へ｣『石垣』24号 昭57.5 
〔図書〕『裏方人生三十年』 昭59 
〔作品〕 － 
 

道上 勉（みちがみ・つとむ） 

〔雑誌〕「大規模ケーブル系統の電圧・無効電力特性を改善する電圧制御方式の開発」『電気学会論文誌』

113巻11号 平5.11／「シンプルのすすめ すぐわかる等価回路」１～７(最終回) 『新電気』58巻7号

～59巻1号 平16.7～平17.1／「アナロジー的思考を活用しよう」１～８『新電気』59巻2号～9号 平

17.2～9／「ご存知でしたか？電気エネルギーの源 電流の３大作用を学ぶ（発熱・磁気・化学作用）」『新

電気』59 巻 11 号 平 17.11／ご存知でしたか? 短距離線路における 電圧降下の本質を探る--集中と平等

負荷,ループ配電『新電気』59巻12号 平17.12／「数の表現法」１～３『新電気』60巻2～4号 平18.2
～4／「電子理論を克服しよう 半導体素子と電子回路」1・3『新電気』60巻7号・9号 平18.7・9／「コ

ンデンサの本質を探る」1～5『新電気』60 巻 11 号・61 巻 1 号～5 号 平 18.11，平 19.1～5／「交流回

路とｊの使い方練習帳」『新電気』61巻4号 平19.4／「電気技術者が知っておきたい“整流の回路と電

流の流れ”」1・2『新電気』61 巻 10 号・11 号 平 19.10，11／「電気のクエスチョン」9～14『新電気』

62巻10号～63巻5号 平20.10～平21.5 
〔図書〕『発変電 電験三種６００講』（共著） オーム社 昭 53／『発変電 科目別電験三種問題解答集』

（共著） オーム社 昭 55／『水力発電・変電』 東京電機大学出版局 昭 59／『発変電 電験三種既

往問題の徹底研究』（共著） オーム社 昭 63／『電験三種９０日間マスターブック 改訂４版』（共著） 

オーム社 平 9／『ＯＨＭ電験受験ポケットブック』（共著） オーム社 平 10／『発電・変電 改訂版』 

電気学会 平12／『送電・配電 改訂版』 電気学会 平13／『送配電工学 改訂版』 電気学会 平15
／『電験三種合格ドリル ２００９年版』（共著） オーム社 平20／『信頼性・安全性工学』(共編著) オ

ーム社 平21／『電気データブック 』（共著） 朝倉書店 平23 
〔作品〕 － 
 

三橋 一廣（みつはし・かずひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『あこがれ、愛。アメリカン・ドリームを求めて』 新風舎 平 12／『愛のひとしずく』 日本

文学館 平 16／『絆』 友情 平 17／『手に咲く花』三橋一廣 平 17／『友情』 三橋一廣 平 19／
『海の丘のウエディング・ベル』 ユニックス 平21／『千の往来光』 三橋一廣 平24 
〔作品〕 － 
 

水無田 気流（みなした・きりう） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕 『音速平和』 思潮社 平 17／『Ｚ境』 思潮社 平 20／『黒山もこもこ、抜けたら荒野』 

光文社 平20／『無頼化する女たち』 洋泉社 平21／『無頼化する女たち』 亜紀書房 平26／『母

と娘はなぜこじれるのか』（共著） ＮＨＫ出版 平26／『シングルマザーの貧困』 光文社 平26／『「居

場所」のない男、「時間」がない女』 日本経済新聞出版社 平2７／『非婚ですが、それが何か！？』（共

著） ビジネス社 平2７ 
〔作品〕 － 
 

南川 隆雄（みなみかわ・たかお） 

〔雑誌〕「バンクーバー寸描〔ブリティシュ・コロンビア大学〕」『化学と生物』8巻3号 昭45.3／「カビ

によるフロリジンの分解(研究のスポット)」『化学と生物』8巻4号 昭45.4／「種子の発芽とタンパク質

の代謝」『遺伝』34 巻 8 号 昭 55.8／｢種子発芽の生化学」『化学と生物』22 巻 2 号 昭 59.2／「実験生

物ものがたり(17)マメ類--エンドウ・ケツルアズキ」 『遺伝』50巻8号 平8.8／「古ハスのいのち」『遺

伝』53巻2号 平11.2／「動植物名の表記について」『明星大学研究紀要』13 平17／「遺伝子はどこま

で支配するのか」『明星大学研究紀要情報学部』15 平19 
〔図書〕『Phenylpropanoid metabolism in wounded and diseased sweet potato roots』  (博士論文) 昭

42／詩集『けやき日誌』 舷燈社 平 12／エッセイ集『植物の逆襲』 舷燈社 平 12／『花粉の憂鬱 : 
詩集』 舷燈社 平13／詩集『七重行樹』 回游詩社 平17／エッセイ集『昆虫こわい』 回游詩社 平

17／詩集『火喰鳥との遭遇』 花神社 平 19／エッセイ集『他感作用』 花神社 平 20／『連詩集 気

づくと沼地に』 土曜美術社出版販売 平 20／『連詩集２ 台所で聞くドアフォン』（共著） 土曜美術

社出版販売 平21／『此岸の男』 思潮社 平22／『詩誌「新詩人」の軌跡と戦後現代詩』 思潮社 平

23／『爆ぜる脳漿 燻る果実』 思潮社 平25／『傾ぐ系統樹』 思潮社 平27／『いまよみがえる 戦

後詩の先駆者たち』 七月堂 平 30／『みぎわの留別』 思潮社 平 30／『爆音と泥濘』 七月堂 令

元／『爆音と泥濘 : 詩と文にのこす戦災と敗戦 続』 七月堂 令2 
〔作品〕 － 
 

峰岸 幸夫（みねぎし・ゆきお） 

〔雑誌〕「「TTW」を使えば、 誰でも簡単に問題解決の答えが出せる--さまざまな場面での情報収集・意志

決定を可能にする」『企業と人材』37 平16.6 
〔図書〕『問題解決手法ＴＴＷ』 Ｔ．Ｔ．Ｗ 平 12／『赤字企業を１年で黒字化する驚異のノウハウＴ

ＴＷ』 第二海援隊 平15 
〔作品〕 － 
 

宮 六十六（みや・むそろく） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『小説ルツ記』 原書房 平21 
〔作品〕 － 
 

三宅 修（みやけ・おさむ） 

〔雑誌〕「山岳図書を語る夕べ 「アルプ」の変遷--創刊から300号まで」『山岳』92 平9／「新緑への序
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奏 上高地」『岳人』599 平 9.5／「回想 青春の縦走路--昭和 29 年の剣岳から上高地」『山と溪谷』744 
平 9.7／「天上の庭ふたたび ４０年振りの秋山郷と鳥甲山」『岳人』611 平 10.5／「チロル気ままハイ

キング--涼風と花のエッツタールの谷へ」『岳人』612 平10.6／「日本山岳写真集団の山岳写真術」4，20
『山と渓谷』780，796 平12.7，平13.11／「日本名山図鑑（６） 屋久島」『Ｆｏｌｅ』21 平16.6 
〔図書〕『槍ガ岳・常念・燕・穂高』 山と渓谷社 昭41／『上高地・槍・穂高 常念・燕・乗鞍岳』 山

と渓谷社 昭45／『高原と湖』（共著） 文化出版局 昭47／『モンゴル紀行 草原と氷河の秘境』 山

と渓谷社 昭 47／『ディスク法による感受性測定に関する基礎的検討 』 (博士論文) 昭 48／『萩・津

和野・山口』 実業之日本社 昭49／『北アルプス』(共著) 朝日新聞社 昭51／『上高地・穂高・常念 

１０コース』(共著) 山と渓谷社 昭55／『槍・燕・雲ノ平 １０コース』(共著) 山と渓谷社 昭55／
『山陰』(共著) 実業之日本社 昭58／『山稜玻瑠』(写真) 時事通信社 昭60／『美ガ原・霧ガ峰・蓼

科』 山と渓谷社 昭 61／『丹沢』(共著) 時事通信社 昭 63／『コラージュ富山』 北陸電力 昭 63
／『裏山の博物誌』 山と渓谷社 平元／『雲をつかむ話』 恒文社 平 3／『穂高・槍』 時事通信社 

平3／『美ガ原・霧が峰・蓼科 改訂第７版』 山と溪谷社 平3／『両神』(写真・文) 両神村 平6／
『やまなみ五湖』(写真) 神奈川県企画部政策調整室 平6／『山岳写真の四季』(共著) 東京新聞出版局 

平8／『俳句と写真を楽しむ名山の旅』(共著) 法研 平11／『Potential basis for the low prevalence of 
pediatric urolithiasis』(博士論文) 平11／『現代日本名山圖會』 実業之日本社 平15／『心の山登り 

親子が山で教えられたこと』(共著) リヨン社 平20／『山川草木』(写真) 白山書房 平21／『新編裏

山の博物誌』 山と溪谷社 平29 
〔作品〕 － 
 

宮崎 登美子（みやざき・とみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 藁塚』 文學の森 平21 
〔作品〕 － 
 

宮崎 浩（みやざき・ひろし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『西班牙語商業文提要』 (共著) 三省堂 昭17／『スペイン語貿易通信文』 (白水社) 昭31／
『数学原論』（共訳） 東京図書 昭 44／『無限小解析２』（共訳） 東京図書 昭 48／『フーリエ解析

入門』（訳） 東京図書 昭 49／『工科の数学４ 複素関数』（共著） 培風館 昭 49／『演習工科の数

学４ 複素関数』（共著） 培風館 昭51／『改訂 演習工科の数学１ 微分積分』（共著）培風館 昭53
／『工科の数学１ 微分積分』（共著） 培風館 昭 53／『ブルバキ数学原論 積分４』東京図書 昭 61
／『体外細胞性免疫調節材料の開発を目的とした極細繊維による細胞機能制御に関する基礎的研究』 (博
士論文) 平 6／『ラット変形性関節症モデルの関節軟骨における c-fos, c-jun 発現の免疫組織学的研究』 

(博士論文) 平 10／『大学で学ぶ数学 慶應義塾大学ＳＦＣでの実践テキスト！』(共著) 慶應義塾大学

出版会 平12／『大学で学ぶ数学 ２版』（共著） 慶応義塾大学出版会 平13／『複素関数 改訂』（共

著） 培風館  平17／『微分・積分 改訂』（共著） 培風館 平18 
〔作品〕 － 
 

宮崎 由一（みやざき・よしかず） 

〔雑誌〕 － 
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〔図書〕『ふじ乃町の文化財』 第2集（共著） 藤野町教育委員会 平4 
〔作品〕 － 
 

宮里 邦雄（みやざと・くにお） 

〔雑誌〕「労働基準法・派遣法改正法案の内容と課題点」『労委労協』565 平15.5／「労働基準法--企業責

任と労働者の姿勢と」『ひろばユニオン』501 平15.11／「労働事件の現実と紛争解決システム--労働者側

弁護士の立場から」『季刊労働法』205 平16／「労働基準法改正についての評価と問題点」『日本労働研

究雑誌』523 号 平 16.1／「労働事件の現実と紛争解決システム」『季刊労働法』205 号 平 16.6／「労

働条件変更法理と解雇法理」『季刊労働法』210 平 17.10／「投資ファンドによる企業買収と投資ファン

ドの使用者性について―東急観光事件を素材に」『労働法律旬報』1631号 平18.9／「労働契約法制定過

程と法制定の意義・評価」『日本労働研究雑誌』576 号 平 20.7／「働く人のための労働法」第 1 回～第

51回『まなぶ』616～670 平21.1～平25.3／「JR採用差別との闘い--２３年間の軌跡をふり返って」『労

働法律旬報』 平22.10／「国家公務員制度改革基本法等に基づく改革の『全体像』」についての意見」『季

刊労働者の権利』290 平 23／「労働法規制緩和とどう闘うか : 宮里邦雄弁護士(日本労働弁護団前会長)
に聞く」『月刊労働組合』588 平25.9／「どう考える 従業員代表制」『ひろばユニオン』620 平25.10
／「誌上討論 労働者代表制をどう考えるか(1)労組の組織率低下・役割後退の下では労働者の声反映させ

る仕組み必要」『月刊労働組合』593 平26.1／「不当労働行為とのたたかい : 体験的覚書」『労働法律旬

報』1809 平26.2／「混合組合の団交権と不当労働行為救済申立人適格 : 中労委(大阪府教委・大阪教育

合同労組)事件・東京高判平二六・三・一八」『労働法律旬報』1814 平26.4 
〔図書〕『労働組合づくりの ABC』 労働教育センター 昭 52／『労働法辞典』 労働旬報社 昭 54／
『労働基準法実務全書』 労働旬報社 昭55／『職場の法律相談』（編） 労働大学 昭55／『権利闘争

をたたかう』 労働大学 平元／『労働委員会―審査・命令をめぐる諸問題』 労働教育センター 平 2
／『ＪＲにおける労働者の権利』 日本評論社 平5／『労働基準法のはなし』 労働大学 平5／『働く

者の人権』(共著) 国際労働運動研究協会 平 6／『労働基準法がわかる』(編著) 労働大学 平 8／『労

働基準法入門』（編著） 労働大学出版センター 平 16／『ロースクール 演習労働法』（共著） 法学書

院 平18／『憲法の危機をこえて : 弁護士活動からみえる人権』（共編著） 明石書店 平19／『問題解

決労働法』1～12(共編) 旬報社 平20～平21／『労働組合のための労働法』 労働教育センター 平20
／『就活前に読む会社の現実とワークルール』(共著) 旬報社 平23／『実務に効く労働判例精選』(共編) 
有斐閣 平26／『労働法実務解説』1～12（共編） 旬報社 平28～平29 
〔作品〕 － 
 

宮下 俊彦（みやした・としひこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『親と子の精神衛生』（共著） 博文社 昭36／『生活指導』(共著) 黎明書房 昭44／『４歳児

保育』（共編著） 全国社会福祉協議会 昭 49／『「青い鳥」とともに』 はばたき会 昭 50／『障害幼

児の保育』 全国社会福祉協議会 昭50／『障害児保育』（共編） 全国社会福祉協議会 昭53／『ふだ

ん着の保育』 全国社会福祉協議会 昭54／『３歳児から就学まで』（監修） 中央法規出版 昭55／『ダ

ウン症児のために』（共編訳） 日本放送出版協会 昭55／『障害児保育の基礎』（共編） 医歯薬出版 昭

56／『障害児の療育的保育』 全国社会福祉協議会 昭60 
〔作品〕 －／『赤ちゃんから３歳まで』（監修） 中央法規出版 昭56／『障害を持つ子どもたち』（編） 

中央法規出版 昭56 
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宮下 操（みやした・みさお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『伊那郷土史学論考』 (国書刊行会) 昭50／『へそのないノート』 新読書社 昭63 
〔作品〕 － 
 

宮下 美代子（みやした・みよこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『我們搬家了』 講談社 昭51／『晨なき春秋 : 八路軍と行動を共にして』 日本看護協会出版

会 昭54／『母のうしろに : 句集』 文學の森 平21／『母乳育児支援 : DVDで学ぶ助産師の「わざ」 : 
熟練の技を求めて』 医歯薬出版 平29 
〔作品〕 － 
 

宮本 肇（みやもと・はじめ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『Electron microscopic studies of the Shweigger-Seidel sheath in hen spleen with special 
reference to the existence of "closed" microcirculation 』 (博士論文) 昭56／『断食道場』 日本文学

館 平25 
〔作品〕 － 
 

陸田 至重（むつだ・よしえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌集 余白』 主婦の友出版サービスセンター 昭47／『歌集 花ふぶく』 丸芸出版 昭60
／『寒梅』 ショッパープロダクション 平元 
〔作品〕 － 
 

武藤 眞介（むとう・しんすけ） 

〔雑誌〕「ゲーム事態における選択行動の規定要因」『行動科学研究』1巻1号 昭40／「予想過程の実験

的研究」『行動科学研究』3巻1号 昭42／「建築と心理学 心理学的測定法・調査法-2-」『建築技術』193 
昭 42.9／「リシアル・パワーの数量化 ハルサニーのコスト理論」『数理科学』6 巻 1 号 昭 43.1／「確

率学習」『数理科学』6巻6号 昭43.6／「情報の価値と評価」『数理科学』7巻4号 昭44.4／「３元配

置法における欠測値の補間」『行動科学研究』5 巻 1 号 昭 46／「自動設計の思考モデル」『自然』27 巻

12号 昭47.12／「ルースの選択理論について」『行動科学研究』10巻1号 昭51／「社会調査の因果関

係」『数理科学』18巻11号 昭55.11 
〔図書〕『心理測定・統計法』（共編） 有斐閣 昭46／『現代数学の知識』 日本能率協会 昭48／『社

会統計学』 有斐閣 昭49／『多変量解析入門』 現代数学社 昭51／『意思決定のための統計学』 東

洋経済新報社 昭55／『行動科学のための統計学』（共著） 朝倉書店 昭55／『計量心理学』 朝倉書

店 昭57／『統計解析入門』 東洋経済新報社 昭58／『新商品開発のためのリサーチ入門』(共著) 有

斐閣 昭 61／『統計解析ハンドブック』朝倉書店 平 7／『初等多変量解析』 朝倉書店 平 11／
『STATISTICAによるデータ解析』 朝倉書店 平12 



333 
 

〔作品〕 － 
 

村上 昌美（むらかみ・まさみ） 

〔雑誌〕「ワイルドは生きている」『ワイルドニューズレター』3／「訪欧１２日間とワイルド」『学園情報

（麻布大学）』111 号／「ローマ・アテネ・イスタンブールを訪ねて―ワイルドとの関連で―」『学園情報

（麻布大学）』116 号／「審査を終えて―高等学校の部―」『第２８回読書感想文集・中学校・高等学校』

昭和57年度／「審査を終えて―高等学校の部―認識と愛―」『第３１回読書感想文集・中学校・高等学校』

昭和60年度 
〔図書〕『オスカー・ワイルド事典』（共著）北星堂 平 9／『小論集 創造的人間像の諸相―読感文講評

とワイルド―』平14 
〔作品〕 － 
 

村木 宏吉（むらき・ひろよし） 

〔雑誌〕「未払額の確定・支払方法・是正報告書・清算同意書の提出まで！是正勧告を受けた後の実務一切」

『ビジネスガイド』47 巻 2 号 平 22.2／「給与ソフト・労働時間管理ソフトが原因で是正勧告を受けた

事例と対策」『ビジネスガイド』47 巻 6 号 平 22.5／「特集“安全衛生管理”の基本徹底理解」『月刊総

務』49 巻 5 号 平 23.5／「企業の安全配慮義務をまっとうするにはどうすればよいか 労働者の健康管

理のための健診データ 「入手・開示要請」と規定の仕方」『ビジネスガイド』48巻19号 平23.12／「総

務のマニュアル→安全衛生の観点から見る快適オフィス」『月刊総務』50巻3号 平24.3／「４月１日よ

り施行！労働保険徴収法施行規則・メリット制の改正Q&A」『ビジネスガイド』49巻5号 平24.4／「労

働安全衛生法」『SR』26 平24.6／「元労働基準監督官が教える労災保険の適用等で誤りやすいポイント」

Part1，2 『ビジネスガイド』49巻11号，50巻14号 平24.8，平25.9／「決して無縁ではない 一般

事業者も知っておきたいアスベスト対策の概要」『企業実務』52巻2号 平25.2／「特集 文系管理者の

ための感電知識 電気が流れる仕組みを知ろう！」『安全スタッフ』2186 平 25.5／「行政指導・監督の

傾向を踏まえた長時間労働者の健康管理の実務」『ビジネスガイド』50巻19号 平25.12／「特集 ダン

○リンもびっくり!?元労働基準監督官の現場奮闘記」『安全スタッフ』2211 平26.6 
〔図書〕『建設現場で使える労災保険Ｑ＆Ａ』 大成出版社 平 22／『知っておきたい建設業の労務知識

Ｑ＆Ａ』 大成出版社 平 23／『労働安全衛生法の計画届ＡｔｏＺ』 大成出版社 平 24／『建設業安

全衛生コンサルティング実践マニュアル』 日本法令 平24／『建設現場で使える労働安全衛生法Ｑ＆Ａ』

大成出版社 平 25／『知っておきたい建築業の労務知識Ｑ＆Ａ 改訂版』大成出版社 平 25／『ＩＳＯ

環境法クイックガイド ２０１３』（共編） 第一法規 平25／『衛生管理者最短合格テキスト 第１種・

第２種』 法学書院 平26／『元監督官が教える 労働基準法・最低賃金法の申請・届出一切』 日本法

令 平 26／『元監督署長が解説 これならわかる自動車運転者の改善基準Ｑ＆Ａ』労働新聞社 平 26／
『ＩＳＯ環境法クイックガイド ２０１４』（共編） 第一法規 平 26／『ＩＳＯ環境法クイックガイド 

２０１５』（共編） 第一法規 平 27／『新人・文系管理者のための安全衛生管理基礎のキソ』 労働新

聞社 平 27／『知っておきたい建設業の労務知識Ｑ＆Ａ 改訂３版』 大成出版社 平 28／『建設現場

で使える労災保険Ｑ＆Ａ 改訂版』 大成出版社 平28／『労災発生時対応完全マニュアル』 労働新聞

社 平 28／『キーワードで規制と対策早わかり！企業担当者のための労働安全衛生法』（編） 第一法規 

平28／『ＩＳＯ環境法クイックガイド ２０１６』（共編） 第一法規 平28／『労働基準監督署の仕事

を知れば社会保険労務士の業務の幅が広がります！』 日本法令 平29／『ＩＳＯ環境法クイックガイド 

２０１７』（共編） 第一法規 平29／『すぐに使える衛生委員会の基本と実務』 労務行政 平30／『Ｉ

ＳＯ環境法クイックガイド ２０１８』（共編） 第一法規 平 30／『建設現場の労災保険の基礎知識Ｑ
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＆Ａ』 大成出版社 平30 
〔作品〕 － 
 

村瀬 神太郎（むらせ・かみたろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『平成に生まれた昔話』 文芸社 平11 
〔作品〕 － 
 

村田 孝（むらた・たかし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『湖底の村宮ケ瀬』 村田孝 平14／『県央の相模線物語』 村田孝 平28  
〔作品〕 － 
 

村山 士郎（むらやま・しろう） 

〔雑誌〕「最近の生活綴方実践をめぐって」『教育』 昭 52.3／「ロシア革命と教育運動」『教育運動史研

究』6 号 昭 52／「教育実践の求める住民参加」『教育』 昭 53.8／「戦後生活綴方理論の検証―その基

礎作業」『作文と教育』 昭 53.7～10／「生活綴方実践の創造―七〇年代教科研と生活綴方実践」『教育』

29 巻 9 号 昭 54.9／「教育実践と教師の自己形成」『教育実践』 昭 54.冬／「教育実践と学校づくり論

の課題」『教育』30 巻 3 号 昭 55.3／「綴方における文章表現形体論の問題点--六〇年代の綴方論を読み

直す一視点」『現代教育科学』25 巻 2 号 昭 57.2／「確かな教育実践をじっくり創り出す（総括報告）」

『教育』32巻13号 昭57.11／「教師の権威的性格と指導観の転換」『教育』39巻2号 平元.2／「生活

の新たなる荒廃と子育て運動の課題」『月刊社会教育』33 巻 5 号 平元.5／「人間的感覚を希薄にする子

どもの居場所--明倫中学校いじめ死亡事故事件を考える」『教育』43巻4号 平5.4／「いじめ問題と教育

実践・学校づくり」『教育』45巻11号 平7.11／「居場所のある学校＜インタビュー＞」『高校のひろば』

23 平9.3／「子どもたちに心地よさ感覚の時空を--現代の教育実践の切り口」『教育』47巻 4号 平9.4
／「殺伐とした心象風景をことばのかたちに」『教育』48巻4号 平10.4／「子どもたちの「新しい荒れ」

と学校づくり」『教育』49 巻 7 号 平 11.7／「子ども・青年の日常性に潜む病理」『未来をひらく教育』

121 平12／「足立区における非行・校内暴力と学校づくり」『民主教育研究所年報』1 平12／「子ども

たちの「荒れ」の奥にひそむもの」『教育』51 巻 7 号 平 13.7／「再び、三度、少年事件に向き合う--子
どもたちの発するSOS」『クレスコ』3巻 11 号 平 15.11／「子どもたちの人間的無感覚さ・見放され感

情・退屈感--佐世保・小六女児殺傷事件を考える」『教育』54 巻 8 号 平 16.8／「少年の不安感と自死願

望--寝屋川・教職員殺傷事件を読む」『クレスコ』5巻5号 平17.5／「子どもたちに信頼と安心の居場所

を」『女性＆運動』142 平19.1／「新人教師 今日の子どもたちとどう向き合うか」『クレスコ』7巻5号 

平19.5／「ことば・表現・コミュニケーションの実践的課題」『人間と教育』59 平20／「若い教師が個

性豊かに育つために」『学校運営』50巻1号 平20.4／「子どもの今を共感的に受けとめることを専門性

の基本に」『学校運営』50巻10号 平21.1／「現代子ども・青年の日常に潜む病理」『人間と教育』72 平

23／「人と人との響きあう力と生活表現--二〇年間の日本作文の会「研究活動方針」に学ぶ」『教育』61巻

5 号 平 23.5／「いじめの本質的問題を問うために : 構造的問題は議論されているか」『新聞研究』735 
平 24.10／「いじめに潜む病理 : 人間力回復の社会改革を」『経済』206 平 24.11／「いじめ問題を考え

る上で大切なこと」『女性＆運動』212 平24.11 
〔図書〕『マルシャーク自伝』(共訳) 理論社 昭43／『校外活動と集団主義』2(共訳) 明治図書 昭46
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／『山形県における国民教育運動の展開』山形県国民教育研究所 昭47／『国民教育と住民の参加』6(訳) 
明治図書出版 昭49／『教育内容と教科書』〔訳)明治図書出版 昭53／『ロシア革命と教育改革』 労働

旬報社 昭 55／『生活綴方実践の創造』(編著） 民衆社 昭 56／『発達と教育』(共訳) 明治図書出版 

昭 57／『現代教育学の理論 社会主義と社会学３』(編) 青木書店 昭 57／『現代の教育実践と教師』 

民衆社 昭59／『子どもへのねがいと教育参加』 駒竹出版 昭和59／『学校の再生』（共著） 労働旬

報社 昭59／『生活綴方実践論』 青木書店 昭60／『子どもの喜びと学校づくり』 新日本出版社 平

元／『素顔を見せない子どもたち』 大月書店 平元／『豊かさ時代の子どもと学校』 新生出版 平 3
／『ペレストロイカと教育』 大月出版 平3／『命から地球へ 現代を生きる子どもと共に』(共著) 福

教社出版 平 5／『われら新米教師』 新生出版 平 5／『閉ざされた感情の奥にある子どもの心の叫び

を聞け』 学陽書房 平6／『いじめの世界が見えてきた』 大月書店 平8／『子どもの思い・親の願い 
2』 鹿児島県教職員出版部 平8／『フツーの顔をしたあぶない子どもたち』 桐書房 平9／『私の学

童保育論』 桐書房 平10／『ムカつく子ども・荒れる学校 いま、どう立ち向かうか』 桐書房 平10
／『子どもの攻撃性にひそむメッセージ』 柏書房 平 11／『ソビエト型教育の形成と学校コミューン』 

大月書店 平11／『衰退する子どもの人間力 「学級崩壊」にどう対応するか』(共著) 大月書店 平12
／『激変する日本の子ども : 子どもデータバンク』 桐書房 平 12／『なぜ「よい子」が暴発するか』 

大月書店 平12／『子どもと読みたい１００の児童詩』(編著) 大月書店 平15／『子どもの生活体験の

質とコア・リテラシー構造との関連解明 : 学力問題の新局面を開く』 村山士郎 平15／『希望としての

学力』 桐書房 平 15／『失敗だらけの新人教師』 大月書房 平 17／『事件に走った少女たち』 新

日本出版社 平17／『現代の子どもと生活綴方実践』 新読書社 平19／『いじめ自殺 子どもたちの叫

び』 大月書店 平19／『聞いてよ!こころのつぶやきと叫び : 続・子どもと読みたい100の児童詩』 本

の泉社 平21／『豊かなことば育ちが心と学力の基礎（もと）』 本の泉社 平21／『いじめで遊ぶ子ど

もたち 子どもたちに安心と信頼の生活世界を』 新日本出版社 平24／『いじめのきもち』(編) 童心

社 平25／『子どもたちを再び戦場に送るな : 語ろう、いのちと平和の大切さ』新日本出版社 平26／
『村山士郎教育論集 １』 本の泉社 平 27／『村山士郎教育論集 ２』 本の泉社 平 27／『村山士

郎教育論集 ３』 本の泉社 平 27／『村山士郎教育論集 ４』 本の泉社 平 27／『村山士郎教育論

集 ５』 本の泉社 平 27／『村山士郎教育論集 ６』 本の泉社 平 27／『子どもたちに心地よさ感

覚の時空を : 児童詩で綴る子どものつぶやきと叫び』（編） 本の泉社 平27／『村山俊太郎教育思想の

形成と実践』 本の泉社 平29／『子育ては世直し』 本の泉社 平30 
〔作品〕 － 
 

望月 あきら（もちずき・あきら） 

〔雑誌〕｢おとぼけギャング」『爆笑ブック』昭33～／「あしたは土曜日」『少女』昭35／「東京っ子」『マ

ーガレット 昭 37／「すきすきビッキ先生」『マーガレット』 昭 39～40／「海の星 山の星」『なかよ

し』 昭 41／「夕貴の花道」『バーディコミック』昭 60.4～／「ドクター蘭子」『プレイコミック』 昭

60.7～／「あすかの空」『週刊明星』 昭60.10～／「まんが日本の歴史」『小学６年生』 昭60～／「か

なこさん」『神奈川新聞』 昭63～平2／「あっかんベー」『こどもの光』 平2.4～ 
〔図書〕『母やまびこ』 東京漫画出版社 昭32／『すきすきビッキ先生』 集英社 昭43／『ミス・サ

クラ』 虫プロ商事 昭43／『海の星山の星』1，2 若木書房 昭44／『えんとつ大将』1～2 若木書

房 昭 44／『がんばれ！ドカベン先生』 若木書房 昭 44／『ハロー・エミリー』1，2 若木書房 昭

44／『ガールハント大作戦 若者よ体をこわしておけ！！』 若木書房 昭45／『バレーボール教室』(絵) 
講談社 昭45／『サインはＶ！』1～10（絵）ひばり書房 昭49～51／『魔女っ子マコにおまかせ』 立

風書房 昭50／おいら悪魔三人組』ひばり書房 昭50／『コリタくん』ひばり書房 昭50／『ドカドカ

ドッカン先生』1・2ひばり書房 昭50／『ローティーンブルース』1～7，8 秋田書店 昭50，昭51／
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『ウンチくん』 集英社 昭 51／『この美しき若者たち』ひばり書房 昭 51／『大が燃えた』1～3 汐

文社 昭 51／『カリュウド』1～5 秋田書店 昭 51～昭 52／『ゆうひが丘の総理大臣』1～17 秋田書

店 昭52～昭55／『ズーム・アップ』1～8 秋田書店 昭53～昭56／『ジュトン』1～3 秋田書店 昭

56／『アルキメデスは手を汚さない』（原作：小峰元）講談社 昭59／『ばんばあ石とじんじい石の話』

（さがみはらのふるさと紙しばい 第２集） 相模原市教育委員会 昭60／『一日だけの殺し屋』（原作：

赤川次郎）講談社 昭60／『５時～０時まで』集英社 昭60／『注射禁止』集英社 昭60／『おまたせ！

ラーメン大統領』(絵) くもん出版 昭61／『レディースのための株式入門』 共同通信社 昭63／『こ

んなに簡単トクする自分でやる車検』（まんが） 日本法令 昭63／『地獄と極楽』（漫画） 鈴木出版 平

元／『おしゃべり太郎 悪霊を叩きつぶす秘伝！』（画） 橘出版 平元／『お盆のお経盂蘭盆教』 鈴木

出版 平2／『戒名のはなし』（画） 鈴木出版 平2／『京都の寺』（画） 鈴木出版 平3／『伊豆の踊

子』(画) ぎょうせい 平 3／『み名をあがめさせたまえ 礼拝を考える』聖恵授産所出版部 平 3／『前

橋の歴史』 前橋市 平 4／『奈良の寺』（画） 鈴木出版 平 4／『震える血脈』 集英社 平 4／『二

十四の瞳』（画）壺井栄原作 ぎょうせい 平6／『最新！まんがでわかる道交法』（画） 集英社 平6／
『お浄土のはなし』（画） 鈴木出版 平6／『発明発見はじめて物語 まんが歴史たんけん』 小学館 平

6／『鎌倉の寺』（画）ひろさちや原作 鈴木出版 平6／『仏像のはなし』（画）ひろさちや原作 鈴木出

版 平7／『守護霊が動けば運命は変わる』（画） たちばな出版 平8／『まんが富士ものがたり』（画） 

富士市 平 8／『永遠の天台大師』（画） 講談社 平 8／『アシュラ怒れる魔神』（画）ひろさちや原作 

鈴木出版 平9／『まんがお寺を知る本』１・２・３・６（画）ひろさちや原作 鈴木出版 平9／『チロ

ヌップのきつね』（画） カンボジア女性自立センターを支援する市民の会 平 10／『新里の歴史』（画） 

新里村 平11／『マンガでわかる危険物乙4類試験』（作画） オーム社 平15／『マンガでわかる二級

ボイラー試験』（作画） オーム社 平18 
『ゆうひが丘の総理大臣』 DVD-set1・2（原作） 日本クラウン 平21 
 

望月 昭一（もちずき・しょういち） 

〔雑誌〕「Ｒ・Ｊ・ボールのインフレーション理論」『早稲田商学』179号 昭40 
〔図書〕『ミクロ経済学入門』好学社 昭45／『銀行理論の歴史』上（共訳）成文堂 昭50／『貨幣的経

済学の基本問題』成文堂 昭 52／『貨幣的経済学』上 成文堂 昭 54／『インフレーション文献目録』

（編）早稲田大学産業経営研究所 昭59 
〔作品〕 － 
 

本橋 君代（もとはし・きみよ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『押し花デコー』 文芸社ビジュアルアート 平21 
〔作品〕 － 
 

森 治（もり・おさむ） 

〔雑誌〕「小型ソーラー電力セイル実証機 IKAROSの薄膜セイル展開挙動」(共著)『Journal of the Japan 
Society of Microgravity Application』29巻1号 平24.1／「分離カメラ画像の陰影による IKAROSの膜

面形状推定」『日本航空宇宙学会論文集』60 巻 4 号 平 24.8／「IKAROS のソーラーセイル膜面開発」

(共著)『日本航空宇宙学会誌』60巻11号 平24.11／「IKAROSの薄膜太陽電池ミッション」(共著)『日

本航空宇宙学会誌』61 巻 6 号 平 25.6／「IKAROS の軌道誘導・航法の評価」(共著)『日本航空宇宙学
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会誌』61巻7号 平25.7 
〔図書〕『軌道上サービス用テザー衛星の動力学と制御に関する研究』 (博士論文) 平14／『宇宙ヨット

で太陽系を旅しよう』 岩波書店 平23／『おかえり、はやぶさ : 希望をのせた宇宙の翼』(監修) 小学

館 平24／『世界初の宇宙ヨット「イカロス」』（監修） 文溪堂 平28 
〔作品〕 － 
 

森 健（もり・けん） 

〔雑誌〕「ワーキングプアと生産性」『Mobile Society Review未来心理』No.10 平20.1／「インター

ネットの公共性はいかに可能か―電凸をめぐって」『放送メディア研究』 平 20.3／「うつからの帰還」

『週刊文春』 平 20.8／「“新しい自由”を加速させた情報技術―転換点としての１９９５年」『オルタ』

9・10 月号 平 20／「「現代の肖像」北雄吉孝，まつもとゆきひろ，益子修，中村繁夫，中野剛志，川上

量生，石破茂」『ＡＥＲＡ』 平19.10，平20.10，平22.2，平23.8，平24.6，平24.12，平25.7／「老人

ホーム乱立 後悔しない施設選び」『文藝春秋』92巻2号 平26.1／「大震災３年の「怒髪天現場」」『ア

サヒ芸能』平26.3／「第２の敗戦 団塊こそ戦犯だ」『文藝春秋』92巻5号 平26.4／「米でベストセラ

ー作家になった自閉症の日本人」『文藝春秋』92巻6号 平26.5 
〔図書〕『人体改造の世紀』 講談社 平13／『図解でよくわかるポスト・ゲノムビジネスのすべて』 ア

スカ・エフ・プロダクツ 平 13／『プロジェクトＨ―福岡３点セットの構造改革』 朝日新聞社 平 14
／『「タカラ」の山』 朝日新聞社 平14／『天才とはなにか？』 数研出版 平15／『ネット王子とケ

ータイ姫』（共著） 中央公論社 平16／『社長を出せ！ってまたきたか！』 宝島社 平16／『インタ

ーネットは「僕ら」を幸せにしたか？』 アスペクト 平17／『グーグル・アマゾン化する社会』 光文

社 平18／『サイバージャーナリズム論』（共著） ソフトバンククリエイティブ 平19／『就活って何

だ 人事部長から学生へ』 文藝春秋 平 21／『テレクラ放浪記』 幻冬舎 平 21／『脳にいい本だけ

読みなさい！ 「脳の本」数千冊の結論』 光文社 平22／『ぼくらの就活戦記 難関企業内定者４０人

の証言』 文芸春秋 平 22／『勤めないという生き方』 メディアファクトリー 平 23／『つなみ 被

災地のこども８０人の作文集』（編） 文藝春秋 平23／『「つなみ」の子どもたち 作文に書かれなかっ

た物語』 文藝春秋 平 23／『ビッグデータ社会の希望と憂鬱』 河出書房新社 平 24／『つなみ 完

全版』（編） 文藝春秋 平 24／『反動世代 : 日本の政治を取り戻す』(インタビュー・編) 講談社 平

25.6／『小倉昌男祈りと経営』 小学館 平28／『つなみ ５年後の子どもたちの作文集』（取材・企画・

構成） 文藝春秋 平28 
〔作品〕 － 
 

森 耕一（もり・こういち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『神奈川県産業教育七十年史』 相原高校同窓会 昭32／『風水録』 森耕一先生米寿記念会 昭

46 
〔作品〕 － 
 

森 比左志（もり・ひさし） 

〔雑誌〕「子どもたちが工夫したおくりもの--クラス誕生会」『カリキュラム』35 昭 26.11／「歌誌月評」

『短歌』12 巻 2 号 昭 40.2／「短歌は生の営為--柊二作品の主体と形象」『短歌』15 巻 8 号 昭 43.8／
「ゆっくりくまさん」『こどものとも』222 昭49.9／「絵本『はらペこあおむし』制作の舞台裏--当時の
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日本絵本作り出版事情など」『日本児童文学』57巻5号 平23.9 
〔図書〕『さらしな日記』菅原孝標女原作 誠文堂新光社 昭27／『どうぶつ』(詩) ニューフレンド 昭

27／『中学生のための現代短歌鑑賞』（共著） 宝文館 昭30／『明かるい学級』 東西文明社 昭31／
『１２３４５あひるのさんぽ』（共著） こぐま社 昭 44／『こぐまちゃんとぼーる』(共著) こぐま社 

昭 45／『こぐまちゃんとどうぶつえん』(共著) こぐま社 昭 45／『じかんってなあに』（訳） 偕成社 

昭45／『こぐまちゃんいたいいたい』(共著) こぐま社 昭46／『こぐまちゃんのうんてんしゅ』(共著) 
こぐま社 昭46／『こぐまちゃんのみずあそび』（共著） こぐま社 昭46／歌集「背なかのうた」』 こ

ぐま社 昭46／『やぎさんのひっこし』こぐま社 昭46／『ちいさなきいろいかさ』 金の星社 昭46 
／『オレンジいろのさかな』 講談社 昭 48／『清子抄』 こぐま社 昭 49／『こぐまちゃんありがと

う』(共著) こぐま社 昭49／『こぐまちゃんおやすみ』(共著) こぐま社 昭49／『こぐまちゃんとふ

うせん』(共著) こぐま社 昭49／『しろくまちゃんぱんかいに』(共著) こぐま社 昭49／『ゆっくり

くまさん』 福音館書店 昭49／『こぐまちゃんのどろあそび』(共著) こぐま社 昭50／『ありがとう

くまさん』 金の星社 昭50／『エルのおあずけ』 金の星社 昭51／『さっちゃんとクッキー』(共著) 
こぐま社 昭 51／『たっちゃんとミニカー』(共著) こぐま社 昭 51／『でぶひこなとひょろひこな』 

金の星社 昭 51／『はらぺこあおむし』（訳） 偕成社 昭 52／『神奈川の伝説』(共著) 角川書店 昭

52／『ぽーん』 NHKサービスセンター 昭52／『じてんしゃこぞう』 学習研究社 昭49／『なきべ

そゴロ』 NHKサービスセンター 昭53／『やまんばとうしかた』 フレーベル館 昭53／『こぐまち

ゃんおはよう』(共著) こぐま社 昭54／『つきがみていたはなし』 こぐま社 昭54／『さよなら さ

んかく』（共著） こぐま社 昭 54／『しろくまちゃんのほっとけーき』(共著) こぐま社 昭 55／『み

ずいろのながぐつ』 金の星社 昭55／『ごきげんななめのてんとうむし』（訳） 偕成社 昭55／『く

まさぶろう』 こぐま社 昭55／『はちうえはぼくにまかせて』（訳） ペンギン社 昭56／『おともだ

ちのほしかったこねずみ』（訳） メルヘン社 昭56／『巨人（ジャイアント）にきをつけろ！』（訳） 偕

成社 昭 57／『ふたりでしゃしんを』（訳） ブック・ローン出版 昭 57／『うたがみえるきこえるよ』

（訳） 偕成社 昭 57／『バナナのかわですべったら』 金の星社 昭 57／『ふたりはまちのおんがく

か くまのアーネストおじさん』（訳） ブックローン出版 昭 58／『かえってきたおにんぎょう』（訳） 

ブック・ローン出版 昭58／『あめのひのピクニック』（訳）ブック・ローン出版 昭58／『セレスティ

ーヌのクリスマス』（訳） ブック・ローン出版 昭58／『またきていい』 ブック・ローン出版 昭59
／『ねえこっちむいて』 ブック・ローン出版 昭59／『にんぎょういかが』 ブック・ローン出版 昭

59／『まいごになったセレスティーヌ』（訳） ブックローン出版 昭60／『ふたりのおきゃくさま』（訳） 

ブックローン出版 昭60／『たんじょうびのふしぎなてがみ』（訳） 偕成社 昭61／『パパ、お月さま

とって！』（訳） 偕成社 昭 61／『地下茎』 こぐま社 昭 62／『えっ、木がしゃべった ？』（訳） 

佑学社 昭 62／『はらぺこあおむし Ｍｉｎｉエディション（愛蔵版）』（訳） 偕成社 昭 63／『まい

ごにセレスティーヌ』（訳） ブック・ローン出版 昭63／『ふたりのインテリア』（訳） ブック・ロー

ン出版 昭63／『びょうきになったアーネスト』（訳） ブック・ローン出版 昭63／『サーカスがやっ

てきた』（訳） ブック・ローン出版 平元／『やどかりのおひっこし』（訳） 偕成社 平 2／『アント

ワーヌからのてがみ』（訳） ブック・ローン出版 平 3／『セレスティーヌとプラム』（訳） ブック・

ローン出版 平5／『ちっちゃなサンタさん』（訳） ブック・ローン出版 平6／『月ようびはなにたべ

る』（訳） 偕成社 平6／『おやすみのまえに』（訳） ブックローン出版 平6／『あの夏』（訳） ブ

ック・ローン出版 平7／『アーネストがころんだ』（訳） ブック・ローン出版 平7／『さびしがりや

のほたる』（訳） 偕成社 平8／『ちいさなくも』（訳） 偕成社 平8／『ちいさなもみの木』（訳） ブ

ック・ローン出版 平8／『おてがみです : あるゆうびんやさんのおはなし』（訳） ブック・ローン出版 

平 9／『わたしのきもちをきいて １』（訳） ビーエル出版 平 10／『わたしのきもちをきいて ２』

（訳） ビーエル出版 平10／『熱気球』（訳） ビーエル出版 平10／『うたがみえるきこえるよ 愛

蔵ミニ版』（訳） 偕成社 平 10／『ふたりでめいろへ』（訳） ビーエル出版 平 11／『どのあしがさ
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き』（訳） 鈴木出版 平11／『とおいひのうた』（訳） ビーエル出版 平11／『セレスティーヌのきま

ぐれ』（訳） ビーエル出版 平 12／『ボレロがやってきた』（訳） ビーエル出版 平 14／『セレステ

ィーヌのこや』（訳） ビーエル出版 平 14／『黄色的小雨傘』(文) 上誼文化實業 平 14／『ゆっくり

くまさん 特製版』 福音館書店 平15／『セレスティーヌのおいたち』（訳） ビーエル出版 平15／
『英語でもよめるはらぺこあおむし』（訳） 偕成社 平18／『月の谷 : 歌集』 角川書店 平20／『ひ

らいたひらいた』(共著) こぐま社 平20／『たんじょうびおめでとう』(共著) こぐま社 平21／『ぞ

うはわすれないよ』（訳） 鈴木出版 平 22／『小猫小鴨去散歩』(共著) 教育科学出版社 平 23／『ラ

ッタカタンブンタカタン』（訳） ビーエル出版 平23／『こわかったよ、アーネスト』（訳） ビーエル

出版 平23／『たっちゃんのながぐつ』(共著) こぐま社 平25／『さっちゃんとあかちゃん』(共著) こ

ぐま社 平25／『たっちゃんむしばだね』（共著） こぐま社 平25／『くまのアーネストおじさんとセ

レスティーヌ』（訳） ＢＬ出版 平27／『くもさんおへんじどうしたの さわる絵本』（訳） 偕成社 平

29／『とびだす！はらぺこあおむし』 偕成社 令元 
〔作品〕 － 
 

森 みどり（もり・みどり） 

〔雑誌〕「平屋根の上」『短歌』 平16.6／「ここに短歌の原点がある」『短歌』 平17.9／「戦後６０年」

『短歌』 平17.12／「眼鏡が嗤ふ」『短歌』平18.12／「母の熱海」『短歌』 平20.5 
〔図書〕歌と随筆『夏の蟻』 蒼洋社 昭60／歌集『余光』 短歌新聞社 平3／『はないちもんめ』 蒼

洋社 平 10／歌集『蓼科山』 短歌研究社 平 13／エッセイ集『赤いペン』9 号～11 号 内村印刷 平

15～平17／『薔薇 歌集』 角川書店 平21 
〔作品〕 － 
 

森川 あや（もりかわ・あや） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『女流遍路 森川あや作品集』 外狩雅巳 平9 
〔作品〕 － 
 

森川 平八（もりかわ・へいはち） 

〔雑誌〕「残されたもの--空穂の「土を眺めて」への課題」『短歌雑誌』3 巻 4 号 昭 24.4／「５１年度定

型作品の示したもの」『新日本歌人』7巻1号 昭27.1／「作品を深めるために」『新日本歌人』7巻10号 

昭 27.11／「窪田空穂篇--短歌作法読本」『日本短歌』23 巻 9 号 昭 29.9／「現代かなづかいと短歌の韻

律」『短歌』8巻9号 昭36.9／「〈新日本歌人〉の問題点」『短歌研究』18巻11号 昭36.10／「伝統と

創造の切点」『短歌』10 巻 5 号 昭 38.5／「何が語られねばならぬか--坪野哲久の近業について」『短歌』

16 巻 6 号 昭 44.6／「「新日本歌人」と渡辺順三」『国文学』36 巻 4 号 昭 46.4／「伝統への謀叛」『短

歌』24 巻 11 号 昭 52.10／「「秋晴」「夏草」「冬凪」「春野」--善麿文学における「4 部作」の位置」『短

歌』32巻10号 昭60.10／ 
〔図書〕『合同歌集 菜園』／『歌集 北に祈る』 近藤書房 昭 32／『合同歌集 寒椿』 昭 45／『花冷

え』 昭 46／『歌集 地に描く』 新日本歌人協会 昭 48／『草かげ』 昭 49／『菜園』 中原短歌会 

昭55／『短歌文法入門』 飯塚書店 昭56／『初霜 : 歌集』(共著) 中原短歌会 昭61／『森川平八作

品集』 平元  
〔作品〕 － 
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森久保 花子（もりくぼ・はなこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふじ乃町の民俗文化財』第1集・第2集（共著） 藤野町教育委員会 昭51，昭52／『ふじ乃

町の地名』（共著） 藤野町教育委員会 昭54／『ふじ乃町の古民家』（共著） 藤野町教育委員会 昭55
／『ふじ乃町の文化財』第1集・第2集（共著） 藤野町教育委員会 昭57，平4／『戦時中の体験』第

1集（共編著）・第2集～第5集（共編） 藤野町教育委員会 昭58，昭59，昭61，昭63，平2 
〔作品〕 － 
 

森下 節（もりした・せつ） 

〔雑誌〕『芸文』／「私は同人雑誌の経営者--主宰者の弁」『自由』7巻2号 昭40.2／「幻の北海道冷害-
-日本のカルテー1-」『自由』7巻5号 昭40.5／「黒い空の下・東京--日本のカルテー2-」『自由』7巻7号 

昭 40.7／「ああ定年--日本のカルテー3-」『自由』7 巻 8号 昭 40.8／「中河与一私論--ひとりぽっちの戦

い」『自由』22巻8号 昭55.8 
〔図書〕『小説エノケン』 読売新聞社 昭46／『同人雑誌入門』 仙石出版 昭46／『孤独の宴』 仙

石出版 昭47／『青雲の人』 風来社 昭48／『粛清』 実業之日本社 昭48／『新同人雑誌入門』 皓

星社 昭55／『評伝霊鷲太母』 慧日会 昭55／『ひとりぽっちの戦い』 金剛出版 昭56 
〔作品〕 － 
 

森田 桐郎（もりた・きりろう） 

〔雑誌〕「国連貿易開発会議を評価する―改良主義だが画期的な意義」『エコノミスト』46巻7号 昭43.2
／「南北問題の理論系譜」『朝日ジャーナル』10巻24号 昭43.6／「低開発国経済発展論の二潮流--「新

正統派」と「新古典派」」『アジア経済』10巻8号 昭44.8／「市民社会把握におけるスミスとマルクス」

『東京学芸大学紀要 第３部門 社会科学』25 昭48.10／「「経済学批判要綱」における世界市場論」『関

西大学経済論集』26 巻 2 号 昭 51.9／「古典派国際分業論再考」『経済学論集』43 巻 3 号 昭 52.10／
「現代世界認識と南北問題」『経済評論』29巻3号 昭55.3／「資本の国際化・新国際分業世界労働市場」

(1)～(3)『経済学論集』53巻4号，56巻2号，58巻1号 昭63.2・平2.7・平4.4／「国際分業体系にお

ける女性」『国際経済』通号 39 昭 63／「ラテン・アメリカにおける開発と債務」『国際資本移動と累積

債務』 平2／「Japan and the Problem of Foreign Workers」『Discussion Paper, Faculty of Economics, 
University of Tokyo』 平4，「「台湾の経済--典型NIESの光と影」隅谷三喜男,劉進慶,〓照彦」『経済学論

集』59巻1号 平5.4／『Regional Development Impacts of  Labour Migration in Asia』 平6／「現

代の国際労働移動」『社會政策學會年報』38 平6 
〔図書〕『国際経済入門』 三一書房 昭40／『現代経済の見方考え方』 三一書房 昭42／『南北問題』

新訂 日本評論社 昭47／『革新的対外政策の構想』(編著) 日本評論社 昭47／『社会認識と歴史理論』 

日本評論社 昭 49／『世界経済論を学ぶ』(編) 有斐閣 昭 55／『近代国際経済要覧』（共編） 東京大

学出版会 昭 56／『マルクス―著作と思想』（共著） 有斐閣 昭 57／『国際労働力移動』（編著） 東

京大学出版会 昭62／『国際貿易の古典理論』（編著） 同文舘出版 昭63／『いま世界政治経済が面白

い』（編著） 有斐閣 平2／『データ・世界経済』（編著） 東京大学出版会 平2／『労働は国境をこえ

る』（編著） 同文舘出版 平2／『労働と資本の国際移動』（訳） 岩波書店 平4／『国際労働移動と外

国人労働者』 同文舘 平 6／『世界経済論』 ミネルヴァ書房 平 7／『世界経済論の構図』 有斐閣 

平9 
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〔作品〕 － 
 

森本 淳堯（もりもと・あつたか） 

〔雑誌〕「電気技術者のためのマイコンものしり帖」『新電気』別冊付録 昭56.12 
〔図書〕『マイコン入門心得帖』 オーム社 昭52／『続マイコン入門心得帖』 オーム社 昭54／『パ

ーソナルコンピュータ入門』 オーム社 昭 55／『パソコン入門心得帖』 オーム社 昭 57／『電気百

科事典』 オーム社 昭57 
〔作品〕 － 
 

森本 豊（もりもと・ゆたか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『神様ありがとう』 サンライズ印刷出版部 平 9／『サイクルトラベル―自転車で走ろうよ！』 

新風社 平17 
〔作品〕 － 
 

守谷 勇（もりや・いさむ） 

〔雑誌〕『風景写真 別冊「富士山」写真集』 平 6.8／「富士山夢想」『山と渓谷』 777 号 平 12.4／
『Despa』 平17 
〔図書〕 － 
〔作品〕第 1 回個展 山梨県立美術館展 平 2.6／第 9 回個展 富士フォトサロン「モンテ富士」夢想展 

平12.3／マミヤ・オーピー㈱にてドイツフォトキナーで作品展示 平14／第12回個展 富士フォトサロ

ン札幌「モンテ富士」夢想展 平16.9／キャノン㈱Ｌプリンターに作品採用 平17 
 

諸角 収二（もろずみ・しゅうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふじ乃町の民俗文化財』第 1 集（共著） 藤野町教育委員会 昭 51／『ふじ乃町の年中行事』

（共著） 藤野町教育委員会 昭60／『ふじ乃町の古道』（共著） 藤野町教育委員会 昭61／『ふじ乃

町の芸能』（共著） 藤野町教育委員会 昭62／『ふじのの蝶』（共著） 藤野町教育委員会 平元／『わ

たしたちのふじの』（共著） 藤野町教育委員会 平2／『ふじ乃町の馬』（共著） 藤野町教育委員会 平

3／『ふじ乃町の文化財』第 2 集・第 3 集（共著） 藤野町教育委員会 平 4，平 13／『ふじのことば』

（共著） 藤野町教育委員会 平6／『ふじ乃文化財探訪』（共著） 藤野町教育委員会 平9 
〔作品〕 － 
 

諸角 節子（もろずみ・せつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『むささび・ムーちゃん～和智まるさんに育てられたむささびのお話』（画） 藤野町図書館を考

える会 平14 
〔作品〕 － 
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諸星 俊雄（もろほし・としお） 

〔政府刊行物〕「平成１３年度文部科学省研究開発実施報告書 第３年次 「生きる力と豊かな心」を育む

学校教育の創造 研究紀要「夢のかけはしVｏｌ．３」 諸星俊雄 平14 
〔図書〕『やさしい新聞のつくりかた 実践とその研究』 諸星俊雄 昭61 
〔作品〕 － 
 

八重桜 みず（やえざくら・みず） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『貴女とならば、もう一度』 関口安枝 平21 
〔作品〕 － 
 

八木 香葉（やぎ・こうよう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕「見付拓詩 敦煌仏説より」「島崎藤村 小諸なる古城のほとりより」「八木和宣遺稿詩集 おーい

雲より」『芸術界 ２００９』 日本芸術年鑑社 平20／「佐伯孝夫の詩 夜来香」「岩間純の詩 飛騨高

原の早春」「大貫裕司の詩 故郷の駅より」「五月の晴れた 空のもと」『芸術界 ２００９ 天皇陛下即位

２０周年記念』 日本芸術年鑑社 平21／「土井晩翠詩 墓鐘より」「中原中也詩 北の海」「見付拓詩 敦

煌伝説」『芸術界 ２０１０』 日本芸術年鑑社 平22／「大石規子の詩 黄河のように私もより」「見付

拓詩 敦煌仏説より」「八木和宣遺稿詩集 おおい雲より」『芸術界 ２０１１』 日本芸術年鑑社 平22 
 

八木 茂（やぎ・しげる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『はぐさ合同歌集・２５０号記念』 はぐさ短歌会 昭50 
〔作品〕 － 
 

八木 スミ（やぎ・すみ） 

〔雑誌〕「女性の語り継ぐ戦争―戦時下の教育と子供」『春林文化』第3号 平20.2 
〔図書〕『はぐさ合同歌集・２５０号記念』 はぐさ短歌会 昭50／『そこより短歌 : 八木スミ歌集』 柊

書房 平23 
〔作品〕 － 
 

八木 孝雄（やぎ・たかお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歳月故郷を偲ぶ』 十日会 昭57／ 荒川 わが故郷 荒川の記録 湖底のふるさと 平13／
『湖底のふるさと「荒川」わが故郷 荒川の記録』 平13 
〔作品〕 － 
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八木 蔦雨（やぎ・ちょうう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『満目緑地』 詩苑社 昭41／『久保沢こぼれ話』 城山町郷土研究会 昭42／『城山夜話』 城

山町郷土研究会 昭45／『城山漫歩 津久井の昔がたり』 昭63／『八木蔦雨句集 草先き』 揺籃社 平

10 
〔作品〕 － 
 

八木 時雄（やぎ・ときお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『増販増客実例集２００７』 企画塾・出版部 平 19／『増販増客実例集２００８』 企画塾・

出版部 平20 
〔作品〕 － 
 

八木 幹夫（やぎ・みきお） 

〔雑誌〕『本陣 第一號』 平2／『本陣 第二號』 平3／「抒情詩の行方」1～5『詩学』49巻3号 51
巻 10 号 51 巻 11号 51 巻 12 号 52 巻 1号 平 6.3 平 8.10 平 8.11 平 8.12 平 9.1／「宮沢賢治

の声、そのポリフォニー」『現代詩手帖』39巻10号 平8.10／ 「壮大な神話化の試み、夢想の復活」『詩

学』52巻6号 平9.6／「詩書選評 人から人へ手渡すもの」『詩学』55巻3号 平12.3／「詩書選評 家
にとじこもってばかりいては」『詩学』55巻4号 平12.4／ 「詩書選評 死にいたる病、記述の病」『詩

学』55 巻 5 号 平 12.5／「詩書選評 ネコのなで方、詩の撫ぜ方」『詩学』55 巻 6 号 平 12.6／「詩書

選評 全てはまだ途中だとぎれるまではまだまだ」『詩学』55巻7号 平12.7／「詩書選評 身勝手な遊

び、詩って一体なに」『詩学』55巻8号 平12.9／「詩書選評 自国の湯船にいるコトバたち、時差をこ

えて想像せよ」『詩学』55巻9号 平12.10／「詩書選評 異界からの視点」『詩学』55巻10号 平12.11
／「詩書選評 女性詩人たちのしたたかな現実認識」『詩学』55巻11号 平12.12／「詩書選評 理由な

んていらない、新しく生きることに」『詩学』56 巻 1 号 平 13.1／「詩書選評 また、一日がはじまる」

『詩学』56 巻 2 号 平 13.2／「初めて詩を読む人のために(１１)朔太郎・順三郎・達治の詩」『詩学』58
巻 4号 平 15.4／「「いつも目を細めて」一篇の詩をめぐって」『詩学』60 巻 6 号 平 17.6／「藤井貞和

の人と作品 藤井貞和詩集「神の子犬」の周辺をさまよふ--手紙形式で」『詩学』61巻6号 平18.6／ 「小

長谷清実の贈り物--大人のためのノンセンス」『詩学』62 巻 5 号 平 19.6／「八木重吉の言葉はなぜ心に

しみるのか」（講演録）『春林文化』第 3 号 平 20.2／「繙書評唱 もうひとりの修羅--栗原澪子著『「日の

底」ノート他』/歌集『水盤の水』」『北冬』7 平20.4／「老いてなお、さかんなる詩人たち、詩は老いな

い」『現代詩手帖』52巻12号 平21.12／「夢想する膂力--黒い詩--粕谷栄市詩集『遠い川』について」『現

代詩手帖』54巻8号 平23.8／「詩想の泉へ : 「私」と「無私」の往還」『現代詩手帖』54巻12号 平

23.12／「表現への衝動 : 故郷喪失、地霊への挨拶」『現代詩手帖』56巻11号 平25.11 
〔図書〕『さがみがわ 八木幹夫詩集』 昭 58／『少年時代の耳』 ワニ・プロダクション 昭 63／『身

体詩抄』 スタジオ・ムーブ 平3／『秋の雨の日の一方的な会話』 ミッドナイト・プレス 平4／『野

菜畑のソクラテス』 ふらんす堂 平8／『めにはさやかに』 書肆山田 平10／『夏空、そこへ着くま

で』 思潮社 平 14／『八木幹夫詩集』 思潮社 平 16／『日本語で読むお経 仏典詩抄』（訳） 松柏

社 平17／『夜が来るので』 砂子屋書房 平20／『歴史研究 春林文化 第３号』（共著） 城山地域

史研究会 平20／『青き返信』 砂子屋書房 平25／『渡し場にしゃがむ女』ミッドナイト」・プレス 平

26／『川・海・魚等に関する個人的な省察』 砂子屋書房 平 27／郵便局まで ミッドナイト・プレス 
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平30 
〔作品〕 － 
 

やくも たく（やくも・たく） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『カメはこうらをぬげません』 新風舎 平18 
〔作品〕 － 
 

矢島 寿治（やじま・としはる） 

〔雑誌〕「秩父盆地における簡易ビニールハウス無加温マスクメロンの栽培」『農業および園芸』37巻4号 

昭37.4 
〔図書〕『野菜のビニール営利栽培』 泰文館 昭33／『裏作野菜の栽培と経営』 泰文館 昭34／『農

家に役立つ換金作物の栽培』 明文堂 昭 34／『野菜の特殊栽培法』上（促成，早熟，抑制栽培編）・下

（軟化栽培，芽物づくり編） 泰文館 昭 35／『蔬菜のビニール栽培』 地球出版 昭 35／『ビニール

ハウスの作り方』 泰文館 昭38  
〔作品〕 － 
 

安川 源通（やすかわ・もとみち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『かまきり』 誠文堂新光社 昭60／『あめんぼ』 誠文堂新光社 昭60／『あしながばち』 誠

文堂新光社 昭60／『あめんぼ しぜん』 フレーベル館 平5 
〔作品〕 － 
 

安田 克彦（やすだ・かつひこ） 

〔雑誌〕「溶接を利用した深絞り」『塑性と加工』20 巻 223 号 昭 54.8／「塑性加工と溶接加工の複合」

『精密機械』50 巻 3 号 昭 59.3／「初歩のティグアーク現象」『軽金属溶接』26 巻 9 号 昭 63.9／「テ

ィグ溶接用電極使用マニュアル」『軽金属溶接』28巻5号 平2.5／「アルミニウム合金のミグ溶接」『軽

金属溶接』28 巻 8 号 平 2.8／「最近の溶接技術の動向」『日本接着学会誌』26 巻 9 号 平 2.9／「アル

ミニウム溶接の溶接条件について」『軽金属溶接』29巻10号 平3.10／「ウエルドボンド」『軽金属溶接』

30 巻 10 号 平 4.10／「アルミ溶接の合理化」『溶接技術』45 巻 6 号 平 9.6／「溶接技能者の育成と課

題」『溶接技術』46巻1号 平10.1／「溶接施工面から見たステンレス鋼の溶接」『ボイラ研究』291 平

10.10／「技能のデータ化およびその利用技術」『溶接技術』49 巻 7 号 平 13.7／「新しいプレス加工材

料と溶接性」『プレス技術』40 巻 10 号 平 14.10／「「材料開発と溶接」から見た「ものづくり技術」の

展望」『ボイラ研究』316 平14.12／「クローズアップ 人と機械の協調溶接システムの開発」『溶接技術』

52巻3号 平16.3／「溶接の技能者教育と資格」『らん』63 平16.4／「溶接を利用する板金加工の複合

化」『プレス技術』42巻6号 平16.6／「全国工作責任者大会特別公演から」54，57，60，62 『ボイラ

研究』327，345，363，376 平16.10，平19.10，平22.10，平24.12／「なるほど！ザ 薄板溶接」1～
3，7，8～11，14～19(終)『プレス技術』43巻1～3号，43巻9・10号，43巻12～14号，44巻4～9号，

44巻 11 号 平 17.1～3，平 17.8，平 17.9，平 17.10～12，平 18.3，平 18.5～9／「柱・梁完全溶込み継

手への２５゜開先溶接の適用」『鉄構技術』 平17.2／「板金加工における溶接の利用」『プレス技術』43
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巻 7 号 平 17.7／「サポートツールを駆使した溶接の技術伝承」『プレス技術』43 巻 10 号 平 17.10／
「新しい「ものづくり」の試み」『ボイラ研究』334 平17.12／「溶接技能の解析とその利用技術」1～4
『溶接技術』55巻1号～4号 平19.1～4／「プログラム化協調溶接の有用性」『溶接技術』55巻9号 平

19.9／「複合ワイヤ適用半自動アーク溶接における特異欠陥発生のメカニズムと防止策」『溶接技術』56巻

2号 平20.2／「公共訓練における溶接技能伝承の現状と展望」『溶接技術』57巻4号 平21.4／「溶接

技能データのインターフェース化とその利用法」『溶接技術』59巻12号 平23.12／「我が国の溶接工法

における新技術への対応」『ボイラ研究』371 平 24.2／「薄板溶接部の強度」『溶接技術』60 巻 6 号平

24.6／「プレス・板金加工における溶接の関わり」『プレス技術』51巻8号 平25.8 
〔図書〕『板金加工における溶接』 マシニスト出版 昭59／『薄板溶接』 マシニスト出版 昭61／『絵

とき溶接基礎のきそ』 日刊工業新聞社 平 18／『薄板の片面溶接条件と継手性能に関する研究』 (博
士論文） 昭 63 ／『目で見てわかる溶接作業』 日刊工業新聞社 平 20／『続 目で見てわかる溶接作

業』 日刊工業新聞社 平 20／『トコトンやさしい溶接の本』 日刊工業新聞社 平 21／『トコトンや

さしい板金の本』 日刊工業新聞社 平23／『「現場溶接」品質向上の極意』 日刊工業新聞社 平25／
『目で見てわかる良い溶接・悪い溶接の見分け方』 日刊工業新聞社 平28／『わかる！使える！溶接入

門』 日刊工業新聞社 平29／『トコトンやさしいボイラーの本』（共著） 日刊工業新聞社 平30 
〔作品〕 － 
 

安田 義守（やすだ・よしもり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 『涙の後には笑おうよ 心臓移植者とその家族』 育文社 平11 
〔作品〕 － 
 

安原 信人（やすはら・のぶと） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『俺は死なんぞ！』 早稲田出版 平 19／『生きぬくぞ！フーテン癌患者泪と笑いの闘病記』 日
本文学館 平21 
〔作品〕「恥じらいの陰に！」（作詞）日本抒情誌／「うしろ姿」（作詞）ＴＶＳラジオ放送 昭45 
 

矢田辺 悟郎（やたべ・ごろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『詩集 悲傷の時刻』昭35／『詩集 夏のわかれに』 檸檬社 昭57／『詩集 化粧柳の花に包まれ

て』 近代文芸社 平6 
〔作品〕 － 
 

楊井 一滋（やない・かずしげ） 

〔雑誌〕「電話相談に見る教師の悲鳴の内訳」教育ジャーナル 37巻4号 平成10.7 
〔図書〕『茅ケ崎歴史快道』 夢工房 平26 
〔作品〕 － 
 

矢野 浩三郎（やの・こうざぶろう） 
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〔雑誌〕「「本の闘い」に見る危機的状況の把え方」『出版研究』8 昭52／「フランスの文芸雑誌と文学賞」

『早稲田文学』60 昭56.5／「フランスの新再販制」『出版研究』13 昭57／「アマチュア作家ラヴクラ

フト」『ユリイカ』16 巻 10 号 昭 59.10／「アメリカン・ゴシックとしてのモダン・ホラー（１０編）」

『幻想文学』 平7.9／「再販制と読者利益と文化への認識」『書店経営』 平7.12／「このミステリーを

読んだ！」『波』 平8.2／「英米エンタテインメント文学の文体と翻訳実践例」『明星大学研究紀要』4号 

平8.3／「タイタニックはバブルだった？」『青春と読書』 平8.8／「ホラー小説に関わった４０年」『別

冊幻想文学』12 平10.6／「やっぱりキングとバーカーだ」『青春と読書』34巻8号 平11.8 
〔図書〕『メグレとベンチの男』（訳） 河出書房新社 昭 52／『ある死刑囚の首』（訳） 文研出版 昭

52／『１１人目の小さなインデアン 』（訳） 集英社 昭56／モンマルトのメグレ （メグレ警視シリ

ーズ ７） 河出書房新社 昭５７／メグレとベンチの男メグレ警視シリーズ１５ メグレケイシシリー

ズ15） カワデショボウ 昭53／年上の女 アンドラ―ジュの愛の回想 フジミ書房 昭55／ 
 『アルセーヌ・ルパン全集 １２・１３』（訳） 偕成社 昭 57／『アルセーヌ・ルパン全集 １７』

（訳） 偕成社 昭 58／『ミステリー・ゾーン』（共訳） 文藝春秋 昭 58／『鷲の翼に乗って』（訳） 

集英社 昭 59／世界の怪談 怖い話をするときに （ワニ文庫 Ａ－３８）  昭 59／動物医うっ・は

っ・ふう 集英社 昭59／『メグレと賭博師の死』（訳） 河出書房新社 昭59／『ルパンあやうし』（世

界の名探偵物語 １３） 岩崎書店 昭57／ペテルブルグから来た男 上・下 （集英社文庫 ３７－Ｃ

／Ｄ） 集英社 昭 60／マリア・カラス ひとりの女の生涯 みすず書房 昭 60／『獅子とともに横た

われ』（訳） 集英社 昭61／『大富豪殺人事件』（訳） 早川書房 昭62／『湖底の家』（訳） 文藝春

秋 昭62／『黒い黙示録』（訳） 国書刊行会 昭62／恐怖の心理サスペンス ゾクッとする楽しみをあ

なたに （ワニ文庫 8） ベストセラーズ 昭 62／世界の怪談 （ワニのカセットＢＯＯＫ ２） ベ

ストセラーズ 昭62／「ミステリーゾーン 2」 文藝春秋 平2／ミステリーゾーン ３（文春文庫 マ 

3-1） 文芸治秋 平２／『ミルクマン』（共訳） 扶桑社 昭 63／『ホワイト・カーゴ』（訳） 文藝春

秋 平4／『骸骨乗組員』（共訳） 扶桑社 平5／『最後の伝令』（ジョージ・ルーカス原案） 文藝春秋 

平 5／『草の根』（訳） 文藝春秋 平 6／「しでむしの唄」（訳）『幻獣の遺産』 北宋社 平 6／『大統

領がランチにやってくる』（訳） 角川書店 平6／『ミステリーゾーン４』（訳） 文藝春秋 平6／「翻

訳家は“日本語使い”」『私の外国語上達法』 メタローグ 平6／「私の死生観」『私の死生観』 メタロ

ーグ 平6／「私の好きな映画・ベスト５」『私の好きな映画・ベスト５』 メタローグ 平6／「私の好

きな海外ミステリー・ベスト５」『私の好きな海外ミステリー・ベスト５』 タローグ 平6／『ド （ぶ

んしゅんロレス・クレイボーン』（訳） 文藝春秋 平 7／『魔の聖堂』(訳) 新潮社 平 9／『レベッカ

への鍵』(訳) 新潮社 平9／『体験のあと』(訳) 集英社 平9／『恐怖と怪奇名作集２ 真夜中の太陽』

（） 岩崎書店 平10／『恐怖と怪奇名作集３ 今日もいい天気』（共訳） 岩崎書店 平10／『恐怖と

怪奇名作集４ 猿の手』（共訳） 岩崎書店 平10／『恐怖と怪奇名作集５ 監視者』（共訳） 岩崎書店 

平11／『恐怖と怪奇名作集６ 猫の影』（共訳） 岩崎書店 平11／『恐怖と怪奇名作集７ 墓場から帰

る』（共訳） 岩崎書店 平11／『恐怖と怪奇名作集８ 吸血鬼』（共訳） 岩崎書店 平11／『恐怖と怪

奇名作集９ 死のなかばに』(共訳) 岩崎書店 平11／『恐怖と怪奇名作集１０ けむりのお化け』（共訳） 

岩崎書店 平 11／『マリア・カラス』新装版(訳) みすず書房 平 12／『自由の地を求めて』上・下(訳) 
新潮社 平12／『モンマルトルのメグレ』新装新版(訳) 河出書房新社 平12／『パリンドローム』(訳) 
文藝春秋 平14／『穴』(訳) アーティストハウス 平14／『ブラック・ハウス』上・下(訳) 新潮社 平

16／『ハンマー・オブ・エデン』(訳) 小学館 平16／『闇の展覧会』霧・敵(共訳) 早川書房 平17／
『大聖堂』上・中・下(訳) ソフトバンククリエイティブ 平17／『予期せぬ結末』（共訳） 扶桑社 平

25／『ミスト』（共訳） 文藝春秋 平30／ 
〔作品〕 － 
 

矢野 英明（やの・ひであき） 
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〔雑誌〕「日課表・週時程にポイントを置いた完全週５日制への準備」『総合教育技術』56巻15号 平14.3
／「富士見小におけるソーシャル・スキル・トレーニング・プランの試み(相模原市)」『地方自治職員研修』

37 巻 3 号 平 16.3／「小学校理科 教科書に書かれた内容を、ただ子どもが納得するだけの授業は本当

の学びとは言えない」『総合教育技術』59巻2号 平16.5／「「ネイチャーゲーム」を利用。公認資格を得

ることで教師に自信が芽生え、授業に直結して役立つ--神奈川県相模原市立富士見小学校」『総合教育技術』

59巻3号 平16.6／「生活科・総合的な学習を充実させるための「授業力」について」『せいかつか＆そ

うごう』14 平19／「これからの理科教育をどう進めるか--子どもが納得し,実感する理科の授業づくりを

めざして」『教育フォーラム』41 平 20.2／「こう育てた 教師の資質（第 5～7 回）30 代の教員の育成

（1～3）」『週刊教育資料』1026～1028 平20.5／「こう育てた 教師の資質（第16～18回）ベテラン教

師の育成（1～3）」『週刊教育資料』1037～1039 平20.8／「新しい指導要領と移行措置」『楽しい理科授

業』 平20.10／「理科教育と習得・活用・探求」『初等理科教育』 平20.10／「こう育てた 教師の資

質（第27～30回）学校行事や研究発表を通して、資質を伸ばす（1～4）」『週刊教育資料』1048～1051 平

20.11／「こう育てた 教師の資質（第38～41回）私が出会った教職員（4～7）『週刊教育資料』1059～
1062 平21.2／「こう育てた 教師の資質（第50～53回）初任者の育成（1～4）」『週刊教育資料』1071
～1074 平21.5／「こう育てた 教師の資質（第62～65回）指導力が不足する教員の育成（1～4）」『週

刊教育資料』1090～1093 平21.10／「こう育てた 教師の資質（第73～75回）学級経営の力量を高め

る 上・中・下」『週刊教育資料』1101～1103 平 22.1／「こう育てた 教師の資質（第 84～87 回）若

手教員をどう育てるか（1～4）」『週刊教育資料』1112～1115 平22.4／「「理科」と「生活科・総合的な

学習」の関連について考える--子どもの人間としての成長を意識する視点から」『せいかつか＆そうごう』

17 平22／「教師はいかに授業と向き合うか」『悠＋』28巻6号 平23.6／「実践！校長塾」145～148 
『週刊教育資料』1166～1169 平23.6～7／「「個が生きる学級集団づくりと実践研究」の講義ノートから 

子どもと保護者との信頼を築く学級づくりの手立てを考える」『帝京大学教職大学院年報』3 平 24.8／
「「富士見小ＳＳＴプラン」と教育応援団の取り組み」『教育と医学』62巻5号 平26.5 
〔図書〕『小学校性の指導ファックス資料：新学習指導要領準拠』（共編著） 小学館 平 5／『サイエン

スゲーム１２０―実験大好き！科学大好き！』（共編著）小学館 平 8／『問いが生まれる場とその展開 

新学習指導要領 目標・内容とその解説』（共編著） 初教出版 平 11／『理科でどんな「力」が育つか

―わかりやすい問題解決論』シリーズ日本型理科教育 第3巻（共編著） 東洋館出版社 平19／『教師

として学び続けることが・・・―学校を活性化するために』 日本教育新聞社 平19／『小学校新学習指

導要領の授業 理科科実践事例集５年６年』(共編著） 小学館 平 21／『理科授業力向上講座 よりよ

い授業づくりのために』(共著) 東洋館出版社 平22／『教師力を磨く～よりよい授業を求めて』 矢野

英明 平29  
〔作品〕 － 
 

八幡 城太郎（やはた・じょうたろう） 

〔雑誌〕『青芝』／「「月光抄」の秀句」『俳句研究』43巻6号 昭51.6／「柚子匂ふ」『俳句』26巻9号 

昭52.9 
〔図書〕『相模野抄』 青柳山房 昭18／『伽陵頻迦』 青芝俳句会 昭33／『沙羅双樹』 青芝俳句会 

昭36／『念珠の手』 青芝俳句会 昭42／『随筆集 俳句半代記』 東京文献センター 昭44／『拈華

微笑』 青芝俳句会 昭46／『愛するための雑唱』 青芝俳句会 昭47／『相模野抄』 青芝俳句会 昭

48／『まんだらげ』 青芝俳句会 昭 51／『慈眼無量』 青芝俳句会 昭 52／『八幡城太郎植物句抄』 

莠緑の笛社 昭53／『阿修羅』 青芝俳句会 昭54 
〔作品〕 － 
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矢吹 千鶴子（やぶき・ちづこ） 

〔雑誌〕短歌会誌『立春』（現在廃刊） 
〔図書〕『はぐさ合同歌集・２５０号記念』 はぐさ短歌会 昭50 
〔作品〕 － 
 

山内 孝道（やまうち・たかみち） 

〔雑誌〕「水中出産の現場を見る」上･下『ナース アイ』平 3.10，11／「酒を飲むなら」『農業協同組合』

平3.10～12／「水中出産体験者の声」『助産婦雑誌』平5.7／「現代に生きる女性たちへ」『あんさんぶる』

平5.2～4／「男が女を愛する時」『TV Taro』平8.4／『アスファルト固化処理施設の火炎爆発事故に関す

る検討』 (共著）日本原子力学会誌 40巻10号 平10／｢後ろ歩きダイエット １歩6秒､太極拳の動き

で脚やせ｣『レタスクラブ』17巻25号 通号528 平15.11 
〔図書〕『アル中になって良かった』 星和書店 平元／『らくらくうれしく水中出産』農山漁村文化協会 

平4／『これなら続く太極拳』農山漁村文化協会 平9／『毎日が太極拳』無明舎出版 平15／『評伝顔

之推 : 「顔氏家訓」を遺した男の生涯』 明德出版社 平29 
〔作品〕 － 
 

山内 正善（やまうち・まさよし） 

〔雑誌〕「千部塚に思いをはせて」『大塔宮護良親王遺跡』昭63.2 
〔図書〕『津久井町郷土誌』（編共著）津久井町教育委員会 昭 62／『つくい町の古道』（編共著）津久井

町教育委員会 平元／『つくい町の屋号』（編共著）津久井町教育委員会 平 3／『つくい町の地名』（編

共著）津久井町教育委員会 平6／『つくい町 関東大震災体験記録集』（編共著）津久井町教育委員会 平

9／『つくい町文化財歴史地図』（編共著）津久井町教育委員会 平11／『津久井町の歴史今昔』（編共著）

津久井町教育委員会 平12／『つくい町 戦争体験記録集』（編共著）津久井町教育委員会 平13 
〔作品〕 － 
 

山岡 文彦（やまおか・ふみひこ） 

〔雑誌〕「入笠山と釜無山の動植物生態と自然保護の研究」『桜美林短期大学紀要 家政学編』13 昭49.1
／「帰化植物の研究」『桜美林短期大学紀要 家政学編』14 昭 50.4／「中華民国（台湾）の植物調査」

『桜美林短期大学紀要 家政学編』15 昭51.11／「横浜市の帰化植物」『桜美林短期大学紀要 家政学編』

16 昭53／「東京都町田市の帰化植物等」『Ｆｉｅｌｄ Ｓｕｒｒｅｙ 生物クラブ誌』 昭53／「星の

めぐみ雑木林」『文』第 44 号 平 8.3／「上溝小学校の樹木」『さがみ野植物友の会』第 22 号 平 8.7／
「雑木林の博物学」『学際』№8 平 15.4／「獣医畜産新報」『私の研究』平 16.4／「身近な自然の宝庫」

『望星』42巻6号 平23.6 
〔図書〕『身近な帰化植物』 青磁社 昭49／『帰化植物１００種』 ニュー・サイエンス社 昭50／『生

活環境における騒音とその影響概況 その１』 桜美林短期大学 昭 50／『基礎環境衛生学』 青磁社 

昭52／『多摩丘陵と相模原台地の自然』 青磁社 昭57／『雑木林の観察』 ニュー・サイエンス社 昭

60／『四国の植物』／『聖書の植物』青磁書房 平元／『歩いてみよう雑木林』家の光協会 平 4／『聖

書の動物』青磁書房 平8／『使徒の動き』講解説教 青磁書房 平13／『内部寄生虫小事典』 相模野

自然度研究会 平 13／『六合村の自然』 相模野自然度研究会 平 13／『汚れた動物と清い動物につい

ての一考察』 相模聖書キリスト教会 平 15／『麻布大学の植生調査』 相模野自然度研究会 平 16／



349 
 

『麻布大学とその付近の動物調査』 平19 
〔作品〕 － 
 

山岸 高旺（やまぎし・たかあき） 

〔雑誌〕「秩父盆地のアオミドロ属」『秩父自然科学博物館研究報告』8 昭 33.3／「日本産フジナシミド

ロ属」『植物研究雑誌』34巻3号 昭34.3／「淡路島の淡水産緑藻類」『植物研究雑誌』37巻7号 昭37.7
／「日本産サヤミドロ属」1～6『藻類』10巻1号，10巻2号，11巻1号，16巻1号，16巻3号，24巻

2号 昭37.4，昭37.8，昭38.4，昭43.4，昭43.12，昭51.6／「フシナシミドロ属の一新種」『植物研究

雑誌』38 巻 9 号 昭 38.9／「淡路島産フシナシミドロ属」『植物研究雑誌』38 巻 11 号 昭 38.11／「二

三の沖縄産管状藻類について」『植物研究雑誌』39巻3号 昭39.3／「日本産ブルボケーテ属-1-」『藻類』

12 巻 1号 昭 39.4／「日本産ヒザオリ属の研究」『植物学雑誌』78巻 919 号 昭 40.1／「日本産ムウゲ

オチエラ属の研究」『植物学雑誌』78 巻 920 号 昭 40.2／「数種の塩田産フシナシミドロについて」『植

物研究雑誌』40巻5号 昭40.5／「日本産ホシミドロ属の研究」『植物学雑誌』78巻929号 昭40.11／
「アラスカ極地の絲状緑藻類」『国立科学博物館研究報告』10巻2号 昭42.8／「沖縄産の淡水藻類(日本

淡水藻類分布資料-1-)」『藻類』17 巻 1 号 昭 44.4／「北海道日高山系を中心とする地域の自然史科学的

総合研究-2-」『国立科学博物館専報』5 昭47.11／「鼓藻類における種の把握--二三の試み」『日本大学農

獣医学部一般教養研究紀要』10 昭 50.3／「日本産エドクラディウム属」『藻類』23 巻 2 号 昭 50.6／
「日本産浮遊性藻類」1～7（共著）『日本大学農獣医学部一般教養研究紀要」14，19，21，24，25，26，
28 昭 53，昭 58，昭 60，昭 63，平元，平 2，平 4／「富士五湖産の緑藻類と藍藻類」『日本大学農獣医

学部一般教養研究紀要』18 昭57／「アンコール遺跡における生物劣化とその防除に関する研究」『文化

財の虫菌害』34 平9.12／「サヤミドロ属に基づくサヤミドロ科藻類の観察と研究」（共著）『専修商学論

集』81 平17.10／「デスミッド類の接合胞子(1) ・(2)」（共著）『藻類』59巻1号 平23.3 
〔図書〕『シェーマ（図解）式速修生物』（共著） 学灯社 昭34／『大学入試生物 : 要点整理』 向上社 

昭41／『植物系統分類の基礎』（編） 北隆館 昭49／『最新生物科学』（共著） 弘学出版 昭51／『日

本淡水藻図鑑』（編） 内田老鶴圃 昭52／『ベゴニア12カ月 : 花と葉を楽しむ魅力品種113と育て方』 

主婦の友社 昭57／『花と葉を楽しむベゴニア１２カ月』 主婦の友社 昭57／『淡水藻類写真集』1～
20巻（編） 内田老鶴圃 昭59～平10／『生物科学の展開』（編著） 弘学出版 昭61／『台湾産浮遊

性藻類』 内田老鶴圃 平4／『淡水藻類写真集ガイドブック』内田老鶴圃 平10／『淡水藻類入門』（編

著） 内田老鶴圃 平11／『淡水藻類淡水産藻類属総覧』 内田老鶴圃 平19 
〔作品〕 － 
 

山口 敦（やまぐち・あつし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『故郷』 平13 
〔作品〕 － 
 

山口 志乃（やまぐち・しの） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『花あざみ』 相模歌話会 平3 
〔作品〕 － 
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山口 正治（やまぐち・しょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『日本画山口正治作品集』 平11 
〔作品〕 － 
 

山口 志郎（やまぐち・しろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『太平洋戦争将兵万葉集』（編） 東京堂出版 平7／『武人万葉集』（編） 東京堂出版 平11／
『安全こそがスーパーの目玉商品です！ スーパーマーケット保安日誌３６５日』 新風舎 平18 
〔作品〕 － 
 

山口 敬（やまぐち・たかし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『縲鈿の畦 句集』 平7／『億土 山口敬遺句集』 平16 
〔作品〕 － 
 

山口 鉄男（やまぐち・てつお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『つくい町の古道』（共著） 津久井町教育委員会 平元／『つくい町の地名』（共著） 津久井町

教育委員会 平6／『津久井町の歴史今昔』（共著） 津久井町教育委員会 平12 
〔作品〕 － 
 

山口 文一（やまぐち・ふみいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『山峡の譜』 昭51／句集『青根』 四季書房出版 昭61／『やまびこ』 かなしん出版 平3
／句集『山立』 四季書房出版 平6／『山と川』 かなしん出版 平11／『山に立つ煙』 文芸社 平

16／句集『春夏秋冬』 文学の森出版 平18 
〔作品〕 － 
 

山口 幸夫（やまぐち・ゆきお） 

〔雑誌〕「技術と社会--問われる現代科学技術の在り方」『月刊労働問題』270 昭55.2／「理科--総論 教科

の枠を超えた理科--「読み・書き・そろばん」が基礎・基本か」『教育評論』644 平12.12／「生命の存続

を基本においた科学を」『科学』71巻4・5号 平13.4／「理科教育 総合的な体験を基盤に--「生きてい

くための基礎学力」を」『教育評論』650 平13.6／「可能性と希望へ向かって--「学力」と「基礎・基本」

を問いつつ」『教育評論』660 平14.4／「不必要な「進歩」にブレーキを 原発はいらない 簡素なくらし」

（共著）『婦人之友』97 巻 8 号 平 15.8／「原発の新しい耐震指針案--どう考える?」『原子力資料情報室

通信』384 平18.6／「エネルギーをどう構想するか」『科学』77巻8号 平19.8／「柏崎刈羽原発・３

３年目の大変」『社会民主』629 平19.10／「時代がゆれ動く中で--400号を迎えた『[原子力資料情報室]
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通信』」『原子力資料情報室通信』400 平 19.10／「柏崎刈羽原発の再開ありきを疑う」『科学』77 巻 11
号 平 19.11／「柏崎刈羽原発--活断層、安全裕度をめぐる県・委員会の論議」『原子力資料情報室通信』

408 平20.6／｢六ヶ所再処理工場の稼働になぜ反対なのか(7)制御できない技術に賭けるのか」『原子力資

料情報室通信』412 平 20.10／「柏崎刈羽原発 7 号機の設備は健全だったか?--地質・地盤・地震も議論

継続中」『原子力資料情報室通信』413 平20.11／「柏崎刈羽原発７号機の再開を許すな！」『原子力資料

情報室通信』414 平 20.11／「２００９年を大きな転換の年へ」『原子力資料情報室通信』415 平 21.1
／「柏崎刈羽原発７号機起動試験は、技術小委員会の判断を待つべきだ」『原子力資料情報室通信』417 平

21.3／「科学は何処へ、県民の疑問を置き去りに、柏崎刈羽7号機再開か?」『原子力資料情報室通信』418 
平 21.4／「柏崎刈羽原発５号機 小委員会の審議は「安心・安全」をめざせ」『原子力資料情報室通信』

435 平22.9／「"市民科学者"という生き方--高木仁三郎さんが遺したこと」『金曜日』19巻33号 平23.9
／「制御不能から希望へむかって」『原子力資料情報室通信』451 平 24.1／「脱原発社会を考える」『東

西南北』2012 平24／「原子力は文明に逆行する : ｢いのち｣こそ」『原子力資料情報室通信』453 平24.3
／「国策、市民、科学者 日本学術会議の「回答」を生かすために」『学術の動向』18巻6号 平25.6／
「3.11 の教訓 : 安全・安心とは何かを考える(第 3 回)各国の原発政策と市民運動の変化」『環境技術』42
巻 8 号 平 25.8／「被災三県における外国籍等市民当事者による支援システム構築」『居住福祉研究』16 
平25.12／「脱原発社会と未来世代への責任」研究会 いま、フクシマをどう受け止めるか」『富阪キリス

ト教センター紀要』4 平26.3 
〔図書〕『金属格子の中の文明―自由電子の持つ自由』 社会思想社 昭 51／『２０世紀理科年表』 岩

波書店 昭61／『新版 ２０世紀理科年表』 岩波書店 平10／『理科がおもしろくなる１２話』 岩波

書店 平13／『理科を変える、学校が変わる』（共編） 七つ森書館 平13／『エントロピーと地球環境』 

七つ森書館 平13／『老朽化する原発』（編） 原子力資料情報室 平17／『まるで原発などないかのよ

うに―地震列島、原発の真実―』（編） 現代書館 平20／『原発は地震に耐えられるか』（編） 原子力

資料情報室 平20／『原発と震災 : この国に建てる場所はあるのか』（共著） 岩波書店 平23／『ハン

ドブック原発事故と放射能』 岩波書店 平24／『福島第一原発の「汚染水問題」は止まらない』 クレ

ヨンハウス 平26／『なして、原発？！新潟発・脱原発への指針』（共著） 現代書館 平26 
〔作品〕 － 
 

山崎 霞村（やまざき・かそん） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 山妻』 四季書房 平13 
〔作品〕 － 
 

山崎 隆（やまざき・たかし） 

〔雑誌〕『趣味の山野草』1巻1号～／『月刊 さつき研究』1巻1号～ 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

山地 悠一郎（やまじ・ゆういちろう） 

〔雑誌〕「伝説の中の古史古伝 護良親王伝説」『歴史読本』昭63.11／「八王子周辺の南朝遺蹟伝承」『歴

史研究』342号 平元／「『女太平記』南北朝の女性たち 護良親王をめぐる女性伝説｣『歴史読本』平3.4
／「『太平記』に現れる淵辺伊賀守に関する疑問」『季刊 ぐんしょ』 平4／「名古刀『神息』の謎」『歴
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史研究』388号 平5／「盲目の世界に生まれた義経の文学」『現代展望』388号 平17／「熊沢事件の残

せしもの」『歴史研究』№424 号 平 8／「伊勢北畠家に埋没せる南朝の皇胤」『歴史研究』平 13.9／「戦

時翼賛選挙における話題の人たち―大政翼賛会萬才の声響けど―」『現代展望』平 19.4／「第一次欧州大

戦は中国進出の好機―日米漁夫の利を得る―」『現代展望』平 19.冬季号／「史談往来」『歴史読本』434，
460，平9.7 平11.9 
〔図書〕『護良親王の伝説』近藤出版社 昭61／『南風競わず』巻2号（編共著）山地悠一郎 昭62／『南

風競わず』第3集（編共著）星雲社 昭62／『太平記の疑問を探る』清水弘文堂 平2／『現代につなが

る「太平記」の世界』（編著）清水弘文堂 平 3 ／『多摩歴史街道』建設省関東地方建設局武相国道工事

事務所 平4／『秘録 南朝霊の呼び声』歴研 平12／『後南朝再発掘』叢文社 平15／『大塔宮の太平

記と甲州青木家の家譜』アトム出版 平17／『南朝・最後の証言』南朝皇愛会 平20／『昭和史疑』 叢

文社 平20／『秘史廻廊』南朝皇愛会 平23／『南朝の雲烟遥かなり』歴研 平25／『賭けとか、運と

か』 創樹社美術出版 平 26／『再考すべき熊澤天皇問題』 南朝史料調査会幽風舎 平 27／『南朝史

料研究紀要 第一輯・第三輯』 南朝史料調査会幽風舎 平28／『南朝諸録要諦』 八幡書店 平29 
〔作品〕 － 
 

山下 知（やました・さとる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ヨーロッパ海外行政セミナー報告書』 昭55／『戦塵ノモンハン』 山下知 昭57／『立正安

国論』写本 山下知 昭57／『莠言葉 公僕日記』 山下知 昭58／『木偶の坊記』 山下知 平元 
〔作品〕 － 
 

山下 利正（やました・としまさ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふじ乃町の民俗文化財』第1集・第2集（共著） 藤野町教育委員会 昭51，昭52／『藤野町

の地名』（共著） 藤野町教育委員会 昭54／『ふじ乃町の文化財』第1集・第2集（共著） 藤野町教

育委員会 昭57，平4／『藤野町の古民家』（共著） 藤野町教育委員会 昭55／『ふじ乃町の年中行事』

（共著） 藤野町教育委員会 昭60 
〔作品〕 － 
 

山下 政信（やました・まさのぶ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『我が心の旅路』 文芸社 平17 
〔作品〕 － 
 

山下 マツ（やました・まつ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『花吹雪 歌集』 相模経済新聞社 平11 
〔作品〕 － 
 

山下 光雄（やました・みつお） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『対話でたどる円の幾何』 オーム社 平 25／『数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦』 

講談社 平27／『数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦 ベクトル編』 講談社 平27 
〔作品〕 － 
 

山下 洋一郎（やました・よういちろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『徒然なるままに花紀行』 
〔作品〕 － 
 

山下 義幸（やました・よしゆき） 

〔雑誌〕「ウスカワマイマイの食餌植物」（共著）『明治大学科学技術研究所紀要』6 昭42／「牧草の害虫

に関する生理生態学的研究(科学技術研究所年報第8号)」（共著）『明治大学科学技術研究所紀要』6 昭42
／「362. ウスカワマイマイの食害植物について」（共著）『日本応用動物昆虫学会大会講演要旨』11 昭

42.4／「ウスカワマイマイの摂食量と生体重並びに産卵数との関係について」（共著）『明治大学科学技術

研究所紀要』7 昭43／「353 ウスカワマイマイの摂食量と生体重ならびに産卵数との関係(線虫学, 有害

動物学, 昭和 43 年度日本農学会大会分科会)」（共著）『日本応用動物昆虫学会大会講演要旨』 昭 43.4／
「リシャール法によるクスサンの産卵について」（共著）『明治大学農学部研究報告』24 昭44.2／「オカ

モノアラガイに対する薬剤の忌避効果」（共著）『関東東山病害虫研究会年報』1971巻18号 昭46／「ク

スサン幼虫の摂食量と虫体重との関係について」『明治大学農学部研究報告』26 昭 46.3／「オカモノア

ラガイに対するナメトックスの効果について」（共著）『関東東山病害虫研究会年報』1972巻19号 昭47
／「クスサンのふ化に関する観察-１～３-」『明治大学農学部研究報告』28 昭47.3／「昆虫の体温に関す

る研究-４-カイコの体温について」『明治大学農学部研究報告』28 昭47.3／「オカモノアラガイに関する

研究-１・２-」『明治大学農学部研究報告』29 昭47.11／「ノハラナメクジに対する薬剤防除効果」（共著）

『関東東山病害虫研究会年報』1980 巻 27 号 昭 55／「観賞樹を加害するコガネムシ幼虫の発生生態に

ついて」（共著）『関東東山病害虫研究会年報』1981巻28号 昭56／「神奈川県下におけるコガネムシ幼

虫の発生」（共著）『関東東山病害虫研究会会報』1981 巻 28 号 昭 56／「コガネムシ類の生態に関する

２，３の知見」『明治大学科学技術研究所紀要』21巻7号 昭57／「Edible snailの生態学的な観察」『明

治大学農学部研究報告』58 昭57.3／「都市環境における蚊類の発生動態」（共著）『明治大学農学部研究

報告』58 昭57.3／「ヒトスジシマカの吸血活動時刻に関する観察」『明治大学農学部研究報告』58 57.3
／「これからの子ども育成に期待」『相模原市教育史紀要』25 号 昭 63／「分割種バレイショの収量性」

（共著）『明治大学農学部研究報告』93 平 4.3／「ナメクジに対するマイキラーの防除効果」『明治大学

農学部研究報告』94 平4.7／「観賞樹畑におけるコガネムシ幼虫の発生に及ぼす有機物施用の影響」『明

治大学農学部研究報告』94 平4.7／「チュウリップの球根重とアブラムシの寄生数および花柄,子房生育

との関係」（共著）『明治大学農学部研究報告』99 平 6.3／「栽植の密度および様式の違いがエダマメの

収量および食味に及ぼす影響」（共著）『明治大学農学部研究報告』99 平 6.3／「家庭菜園におけるオカ

モノアラガイの発生状況」『家屋害虫』18巻2号 平8.12／「ベンケイソウ科植物の種間雑種F１におけ

る Negative Heterosis に関する RAPD 解析」（共著）『明治大学農学部研究報告』122 平 12.3／「化学

肥料３要素の連続施用が連作エダマメの生育および収量に及ぼす影響」（共著）『明治大学科学技術研究所

紀要』40 平13／「芝草病害の分子診断法におけるDNAマーカーの構築」（共著）『明治大学農学部研究

報告』55 巻 2 号 平 18.1／「芝草病害の季節別病害診断のためのプライマーキットの開発」（共著）『明

治大学農学部研究報告』55巻2号 平18.1 
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〔図書〕『カタツムリの遊学』 研成社 平元／『相模原市史ノート 創刊号』（共著） 相模原市総務部

総務課市史編さん室 平16 
〔作品〕 － 
 

山瀬 暢士（やませ・しんじ） 

〔雑誌〕「『チラム・バラムの書』の歴史的価値の研究」『史泉』76 平4.7／「“Review of Richard N.Luxton 
‘The Book of Chumayel:the Counsel Book of the Yucatec Maya 1539-1638’（1995）”」『ACTA 
AMERICANA (The journal of the Swedish  Americanist Society,スウェーデン)』Vol.10 №1 平14／
「Rebiew of Adri?n I.Ｃh?vez(1994) Pop Wuj:Libro del Tiempo」『ACTA AMERICANA (The Journal of 
the Swedish Americanist Society,スウェーデン)』Vol.14 №1 平18 
〔図書〕『アステカ文明』太陽書房 平13／『マヤ文明』太陽書房 平14／『History and Legend of the 
Colonial Maya of Guatemala』The Edwin Mellen Press（米国）平15／『メキシコ征服』ブッキング 平

15／『インカ帝国崩壊』メタブレーン 平 16／『マヤ文字』メタブレーン 平 17／『アステカ帝国と征

服者エルナン・コルテス』メタブレーン 平 17／『インカ帝国』メタブレーン 平 18／『旧制第四高等

学校の生活―学生の風刺マンガ』（共著） メタブレーン 平18／『The Impact of Christianity on Colonial 
Maya, Ancient Mexico, China, and Japan: How a Monotheistic Religion Was Received by Several Pagan 
Societies』The Edwin Mellen Press（米国）平20 
〔作品〕 － 
 

山田 太一（やまだ・たいち） 

〔雑誌〕『市民短歌』42巻163号 平20.6 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

山田 千恵（やまだ・ちえ） 

〔雑誌〕『心のまゝに』 雲と麦詩人会 平3 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

山田 広美（やまだ・ひろみ） 

〔雑誌〕『ひばり野』24集 平19.12／『アゴラ』45号 平20.7 
〔図書〕『戦車は止まった』（画） アゴラさがみはら出版 平14／『詩集 冬の木 私家版』 山田広美 

平22／『歴史研究 春林文化 第７号』（共著） 平24 
〔作品〕 － 
 

山田 文（やまだ・ふみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『お菓子物語』 新風社 平19／『ポワシス』 山田 文 平30 
〔作品〕 － 
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山田 正法（やまだ・まさのり） 

〔雑誌〕「建長寺山門と狸和尚」『和光』夏号第191号 平8.6／「祥泉寺御朱印出勤記録」『鎌倉』第101
号 平18.6／「鎌倉桐ヶ谷宝積寺と津久井光明寺の関係」『築井文化』第7号 平20.8 
〔図書〕『郷土さがみこ 地名編』（共編著） 相模湖町教育委員会 平 8／『歴史研究 春林文化 第６

号』（共著） 平23 
〔作品〕 － 
 

山部 京子（やまべ・きょうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『あこがれあいつに恋気分』 ポプラ社 平元／『あしたもあいつに恋気分』 ポプラ社 平3／
『心のおくりもの』 文芸社 平 14／『わんわんムサシのおしゃべり日記』 （共著） 新風舎 平 17
／『１２の動物ものがたり』 文芸社 平 20／『夏色の幻想曲』 文芸社 平 21／『素敵な片想い』文

芸社 平24／『ライオンのなみだ』 文芸社 平28／『マリーさんの虫メガネ』 銀の鈴社 平28／『ク

リスマスのグリーンベル』文芸社 平26／『 
〔作品〕 － 
 

山村 仁六（やまむら・じんろく） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『デクー先生行状記』 黎明書房 昭32／『外の御前と白蛇の話』（ふるさと紙芝居） 相模原市

教育委員会 昭60／『ばんばあ石とじんじい石の話』（ふるさと紙芝居） 相模原市教育委員会 昭60 
〔作品〕 － 
 

山村 忠平（やまむら・ちゅうへい） 

〔雑誌〕「株式会社監査制度の研究」『東京経大学会誌』通号1 昭24.10／「株主の帳簿閲覧請求権--改正

会社法1資料」『東京経大学会誌』通号2 昭25.10／「監査役制度及びそれをめぐる若干の問題」『監査』

1 巻 8 号 昭 25.12／「新会社法の文献と学説対比」『一橋論叢』28 巻 1 号 昭 27.7／「フランス監査役

制度」『企業会計』6巻5号 昭29.5／「株主の説明請求権」『私法』1956巻16号 昭31／「質屋営業の

譲渡と競業避止義務の存否」『一橋論叢』37巻6号 昭32.6／「商法講座」１～１２『産業經理』19巻3
号～20 巻 2 号 昭 34.3～昭 35.2／「イタリア株式会社法の貸借対照表規定」『横浜大学論叢』10 巻 2 号 

昭34.7／「企業会計法―商法講座―」5～12 『産業經理』19巻7号～20巻2号 昭34.7～昭35.2／「商

法規定と営業報告書」『企業会計』12巻3号 昭35.3／「イタリア監査役制度」『産業經理』20巻6号 昭

35.6／「商法改正要綱の資産評価規定について」『産業經理』20巻12号 昭35.12／「取締役の業務監査」

『産業經理』21 巻 3 号 昭 36.3／「株主の監督権と監査役」『産業經理』21 巻 6 号 昭 36.6／「西独株

式法改正と監査制度」『産業經理』22 巻 1 号 昭 37.1／「計算書類の確定と株主総会--西独株式法改正を

めぐって」『産業經理』22巻5号 昭37.5／「流動資産および固定資産の評価--改正商法に関して」『産業

經理』22 巻 8 号 昭 37.8／「「新商法規則」の問題点について--自己株式・剰余金・長期前払費用・引当

金・繰越利益--特集「新商法規則」を吟味する」『企業会計』15 巻 6 号 昭 38.6／「監査役および新株発

行決定機関に関する勧告について」『産業經理』23 巻 9 号 昭 38.9／「株式の解説請求権」『産業經理』

25巻9号 昭40.9／「監査役制度に関する諸問題」『横浜市立大学論叢』16巻1号 昭40.11／「西独改
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正株式法における株主の説明請求権」『横浜市立大学紀要 B 社会科学』18 昭41.3／「西独改正株式法--
とくに総会における株主地位強化について」『産業經理』26 巻 4 号 昭 41.4／「監査役に関する諸問題--
上場会社の監査役制度改正について」『産業經理』26巻5号 昭41.5／「商法第４９４条における不正の

請記」『横浜市立大学論叢』18巻1号 昭41.12／「ドイツ貸借対照表法における固定資産の評価」『不動

産研究』9 巻 4 号 昭 42.10／「監査役制度の動向」『産業經理』27 巻 11 号 昭 42.11／「イタリア会社

法における監査役制度」『産業經理』28 巻 5 号 昭 43.5／「株式会社監査制度改正試案の問題点」『産業

經理』28巻11号 昭43.11／「会計監査人と決算検査役」『横浜市立大学論叢』22巻1号 昭46.1／「監

査役監査と業務監査基準」『産業經理』34巻9号 昭49.8／「監査役の監査と取締役の業務監視義務」『青

山法学論集』16巻3・4号 昭49.12／「商法上の営業報告書」『産業經理』35巻11号 昭50.10／「株

主の質問権-1-」『青山法学論集』20巻4号 昭54.3／「監査の分業と監査役会」『青山法学論集』22巻3
号 昭 55.12／「会計監査人の監査と計算書類の確定」『青山法学論集』23 巻 2 号 昭 56.9／「常勤監査

役と非常勤監査役」『金融商事判例』651号 昭57／「新商法下の監査役の責任」『税経通信』37巻15号 

昭57／「会計監査人の監査報告書」『企業会計』34巻6号 昭57.6／「商法監査と内部統制」『青山法学

論集』24 巻 1-2 号 平 57.6／「会計方針の変更」『青山法学論集』25 巻 4 号 昭 59／「計算書類承認決

議の取消と再決議」『青山法学論集』26 巻 2 号 昭 59.9／「監査役の独任制と監査役会」『月刊監査役』

198 号 昭 59／「有限会社法について」『青山法学論集』26 巻 3-4 号 昭 60.3／「会計士の対第三者責

任」1～6『中央学院大学法学論叢』1号～5巻1号 昭62.10～平3.9 
〔図書〕『現代會計學全集 第１２巻』(共著)春秋社 昭 28／『詳解法学便覧』15～19・21 巻(編) 評論

社 昭 31～42／『商業法規』(共著)高文社 昭 37／『株主の説明請求権』千倉書房 昭 44／『株式会社

監査制度 改正の方向』同文館出版 昭 46／『商法 ３ 会社法』評論社 昭 50／『会社法』1・2（編）

評論社 昭50／『新商法による株式会社監査』同文館出版 昭50／『コメンタール会社法』（共著）頸草

書房 昭52／『要説会社法』（共著）嵯峨野書院 昭57／『要説商法総則・商行為法』（共編著）嵯峨野書

院 昭61／『要説手形法・小切手法』（共編著）嵯峨野書院 昭63／『要説会社法 改訂版』嵯峨野書院 

昭63／『会計監査人の社会的役割』文真堂 平6／『監査役制度の生成と発展』国際書院 平9 
〔作品〕 － 
 

山室 三良（やまむろ・さぶろう） 

〔雑誌〕「死と生と」『高原』2号 昭23／「孔子論」『九州大学哲学年報』通号20 昭32.8／「周初に於

ける人文主義の黎明」『九州大学哲学年報』／「ト辞の世界から人間的敬の世界へ」『哲学年報』14 昭28.2
／「毛利高標の愛書精神」『図書館学』1 昭29.6／「交友論」『師と友』7巻8号 昭30.7／「香椿--中国

の思い出」1，2 『近代文学』11巻8号，9号 昭31.7／「孟子をめぐる二・三の問題--読孟剳記」『哲学

年報』21 昭 33.4／「孔子と老荘--孔子学派と老荘 １」『哲学年報』22 昭 35.7／「思想発展の路線上

から見た「老子」成立の年代」『哲学年報』26 昭42.3／「醇儒安東省菴」『九州文化史研究所紀要』13 昭

43.3／「恵施」『福岡大学人文論叢』2巻1号 昭45.9／「王陽明「聶文蔚に答ふる第一書」」『福岡大学人

文論叢』2巻4号 昭46.3／「抜本塞源論を読んで--王陽明と現代」『福岡大学人文学論叢』3巻2号 昭

46.9／「邵康範の人物と風懐」『福岡大学人文論叢』3巻3号 昭47.1／「再び邵康節について」『福岡大

学人文論叢』4巻1号 昭47.6／「欧米における「老子」の受容」『福岡大学人文論叢』4巻2号 昭47.9
／「老子の道について--「欧米における老子の受容」の補遺を兼ねて」『福岡大学人文論叢』4巻3号 昭

47.12／「「孫子」序説」『福岡大学人文論叢』5 巻 2 号 昭 48.7／「論語の成立(論語研究-1-)」『福岡大学

研究所報』通号 18 昭 48.10／「再び論語の成立について(論語研究-2-)」・「学而篇の研究(論語研究-3-)」
『福岡大学人文論叢』5巻4号，6巻1号 昭49.3，昭49.6／「為政篇・里仁篇(論語の研究-4-)」・「論語

の研究-8-述而篇」・「論語の研究-13-先進篇(中国社会構造の研究-10-)」『福岡大学研究所報』22，26，28 昭

49.11，昭51.3，昭52.3／「公冶長篇研究(論語の研究-5-)」・「論語の研究-6-雍也篇研究」・「論語の研究-7-
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雍也篇研究-続-」・「論語の研究-9-泰伯篇研究」・「論語の研究-10-八〔イツ〕篇の研究」「論語の研究-11-子
宇篇の研究」・「論語の研究-12-郷党篇の研究」 『福岡大学人文論叢』6巻2・3号～7巻3号，8巻1・2
号 昭49.11～昭50.6，昭50.9～昭51.9／「安東省菴--人間,学問,詩心-未完-」『福岡大学人文論叢』6巻4
号 昭50.3／「安東省菴--人間・学問・詩心-続-」『福岡大学人文論叢』7巻4号 昭51.3／「中国政治理

念の源泉」『アジア研究紀要』7 昭 55／「書物にも未生・夭折・天寿あり」『日本古書通信』48 巻 11 号 

昭58.11 
〔図書〕『宗代以降を中心とせる中国古鏡拓影集』 北京近代科学図書館 昭17／『中国現代文読本』(編) 
白水社 昭 19／『老子』 明徳出版社  昭 42／『中国古代における人文と超人文』 （博士論文） 昭

35／『儒教と老荘』 明徳出版社 昭41／『心の平和』 九州大学文学部中国哲学研究室  昭42／『中

国のこころ』 創言社 昭43／『東洋的学問』 創言社 昭46／『追懐の山室いま』（共著） 山室三良 

昭59／『生かされて九十年』 石風社 平7 
〔作品〕 － 
 

山本 一歩（やまもと・いっぽ） 

〔雑誌〕『泉』 昭52／『嵯峨野』 昭52／『寒雷』 昭52／『林』 昭55／『谺』 平5～ 
〔図書〕『一葉』 牧羊社 昭63／『耳ふたつ』 谺発行所／『一楽』 文學の森 平18／『神楽面 : 句
集』 文學の森 平23／『句集 谺』 本阿弥書店 平29    
〔作品〕 － 
 

山本 恵三（やまもと・けいぞう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『謀殺の三角地帯』 廣済堂出版 昭60／『黄金の三角地帯』上・下 廣済堂出版 昭60／『魔

群を撃つ男』 廣済堂出版 昭 61／『復讐の血嵐』 徳間書店 昭 61／『黒き魔境を撃て』 廣済堂出

版 昭61／『夜の女豹を撃て』 廣済堂出版 昭62／『鮮血の墓碑銘』 廣済堂出版 昭62／『赤き悪

魔の喉笛』 廣済堂出版 昭 62／『夜を疾る弔鐘』 大陸書房 昭 63／『魔獣たちの葬炎』 廣済堂出

版 昭 63／『黒豹は闇を裂く』 天山出版 昭 63／『闇を翔ぶ黄金豹』 大陸書房 平元／『復讐の蒼

い牙』 大陸書房 平元／『標的は闇の霊獣』／天山出版 平元／『闇を裂く黄金の爪』 大陸書房 平

2／『血に輝く銀牙』 大陸書房 平2／『黄金豹の鎮魂歌』 大陸書房 平2／『ドッグファイター神竜 

原爆搭載のＢ２９を撃墜せよ』 白石書店 平14 
〔作品〕 － 
 

山本 順三（やまもと・じゅんさん） 

〔雑誌〕「私の新刊 『まめぼん--世界で一番ちいさな盆栽』山本順三・著」『こどもの木』31巻12号 平

17.12 
〔図書〕『THE MODERN BONSAI 盆栽宇宙』（編）クレオ 平15／『盆栽時間』 山と渓谷社 平16
／『スマイルプランツ』 誠文堂新光社 平17／「まめぼん」 平凡社 平17 
〔作品〕 － 
 

山本 つぼみ（やまもと・つぼみ） 

〔雑誌〕「霧晴れて--夭折の俳人飛鳥田麗無公 」『俳句文学館紀要』10 平10／ 『阿夫利嶺』 平11.1月
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号～／「瞬発力」『俳壇』20巻13号 平15.12／「地域発 神奈川県 結社の声 : わが主張 阿夫利嶺(あふ

りね)」『俳壇』29巻8号 平24.7 
〔図書〕『青麦 : 山本つぼみ句集』 青芝俳句会 昭44／『落暉』 青芝俳句会 昭55／『峰』 青芝俳

句会 昭61／『句集 刻』 青芝俳句会 平2／『風棲む町 文集』 青芝俳句会 平4／『評伝 八幡城

太郎』 角川書店 平7／『笛童子 青柳寺に眠る文人たち』 角川書店 平12／『俳句の杜 ２』 木阿

弥書店 平15／『青芝十駕 五十周年記念・合同句集』 青芝俳句会 平15／『涅槃西風』 ふらんす堂 

平 17／『依知』 阿夫利嶺俳句会 平 19／『望郷・依知 随筆集』 山本邦夫 平 21／『緑地』（編） 

阿夫利嶺俳句会 平24／『海行かば 「阿夫利嶺俳句会」二〇〇号記念』 阿夫利嶺俳句会 平25／『山

本つぼみ集』 俳人協会 平28／『方運山 青柳寺』（編） 阿夫利嶺俳句会 平29／『英彦山姫沙羅の

雫』 阿夫利嶺俳句会 令元 
〔作品〕 － 
 

山本 宏義（やまもと・ひろよし） 

〔雑誌〕「〔図書館問題研究会〕神奈川支部主催「県立図書館を考える集会」報告〔含 アピール〕」『みんな

の図書館』204 平6.4／「司書制度を考える」『みんなの図書館』227 平8.3／「公共図書館間資料相互

貸借指針について」『図書館雑誌』93巻12号 平11.12／「公共図書館における「図書自動貸出装置」の

導入状況」『みんなの図書館』290 平 13.6／「これからの図書館運営に必要な専門的職員確保のために」

（共著）『図書館評論』43 平 14.7／「公立図書館への指定管理者制度導入・最近の展開」『図書館雑誌』

100 巻 8 号 平 18.8／「公立図書館における指定管理者制度について―職員問題を中心に―」『関東学院

大学文学部紀要』№112 平20.3／「市場化の時代を生き抜く図書館」『図書館雑誌』102巻4号 平20.4
／「公立図書館と指定管理者制度,アウトソーシング」『図書館界』60 巻 4 号 平 20.11／「図書館員の本

棚 新図書館法と現代の図書館 塩見昇,山口源治郎編著」『図書館雑誌』104巻 5 号 平 22.5／「図書館員

の本棚 図書館建築発展史--戦後のめざましい発展をもたらしたものは何か 西川馨著」『図書館雑誌』105
巻 8 号 平 23.8／「指定管理者管理下の図書館における特定図書の取り扱いについて」「指定管理者管理

下の図書館における特定図書の取り扱いについて(その2)」『関東学院大学文学部紀要』122，128 平23，
平 25／「神奈川県立図書館への期待」『関東学院大学文学部紀要』129 平 25／「日本図書館協会の新た

なスタート : 協会と国民をつなぐ」『図書館雑誌』107巻7号 通号1076 平25.7／「新しい革袋：公益

社団法人の会員と組織」『図書館雑誌』108 巻 4 号 平 26.4／「「学校司書」をめぐる日図協の取り組み」

『図書館雑誌』108巻11号 平26.11 
〔図書〕『司書の海外研修報告書 平成３年度』 日本図書館協会 平4／「公立図書館職員の専門性―館

長の司書資格をめぐって」『図書館年鑑 １９９８』 日本図書館協会 平 10／「多様化する図書館づく

り」『図書館ハンドブック 第６版』 日本図書館協会 平17 
〔作品〕 － 
 

山本 松枝（やまもと・まつえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『松風 : わたしの五十年史』 山本松枝  昭52 ／『我らが遺産 : 高齢者達の声』 山本松枝 

昭56／『あゆみ 山本松枝日本画展』 工藤澄子 昭61 ／『幻日』 牧羊社 昭63 
〔作品〕 － 
 

山本 三通（やまもと・みつ） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌集 かくしおきたる 正・続』 山本昇 平5 
〔作品〕 － 
 

山本 祐輔（やまもと・ゆうすけ） 

〔雑誌〕「挑戦する独創企業 減速なき開発であくなき精度を追求する 超精密塑性加工ツールの総合メ

ーカー 昭和精工株式会社 木田成人社長」『Best partner』24巻5号 平24.5／「挑戦する独創企業 駐
車場管理から｢混雑･空き情報｣を着想 万人のニーズに応える情報インフラを構築 ショウワ電技研株式会

社 永井貞雄社長」『Best partner』24巻8号 平24.8／「挑戦する独創企業 経営の「見える化」と現場

力強化で躍進する日本初のコーヒー牛乳を生んだ老舗乳業メーカー 守山乳業株式会社 大塚直人社長」

『Best partner』24 巻 12 号 平 24.12／「挑戦する独創企業 コンテナのメンテナンス業からの多角化

でコロナ放電技術の画期的除菌消臭機を開発 株式会社片野工業 片野明夫社長」『Best partner』25 巻

4号 平25.4／「挑戦する独創企業 時代の潮流を先取り 父親向け育児用品のパイオニアとして急成長

を続ける 株式会社ダッドウェイ 白鳥公彦社長」『Best partner』25巻8号 平25.8／「挑戦する独創

企業 質業で培った「真贋力」を徹底的に活かし中古ブランドマーケットのグローバル化に挑戦 株式会

社アールケイエンタープライズ 原幸雄社長」『Best partner』25巻12号 平25.12／「挑戦する独創企

業 高性能の汚泥脱水装置で「快適便利」をグローバルに提供 アムコン株式会社 佐々木昌一社長」

『Best partner』26巻3号 平26.3「挑戦する独創企業 「進取の精神」と「地域貢献」でブランド価値

を高め、食品業界で120年の歴史を刻む老舗企業 株式会社 江戸清 高橋伸昌社長」『Best partner』26巻

6号 平26.6／「挑戦する独創企業 「チョコレートで世界を幸せにする」を合言葉に創造性溢れるビジネ

スモデルの展開で快進撃 チョコレートデザイン 株式会社 八木克尚社長」『Best partner』26巻10号 平

26.6／挑戦する独創企業 オンリーワンの技術と知財戦略でエポキシ樹脂の無限の可能性に挑戦 アルファ

工業株式会社 大井川幸彦社長『Best partner』 27巻2号 平27.2／「挑戦する独創企業 特別編 働く

女性の立場で夜間保育事業をスタート 交流の場づくりで地域の「子育て力」向上を目指す 認定 NPO 法

人あっとほーむ 小栗ショウコ 代表理事」『Best partner』27巻6号 平27.6／「挑戦する独創企業 最高

品質の精密ポテンショメータでグローバル・ナンバーワンを目指す 栄通信工業 株式会社 下田達郎社長」

『Best partner』27巻10号 平27.10／「挑戦する独創企業 先行投資で短納期、高品質、環境対応を実

現 祖業・めっき事業を磨き上げ、新規事業にも挑む 株式会社イワセ 岩瀬至社長」『Best partner』28巻

2号 平28.2／「挑戦する独創企業 精密板金加工の技術を磨き、顧客の信頼を獲得 オリジナル製品の開

発で、さらなる飛躍を 株式会社スタックス 星野妃世子社長」『Best partner』28巻6号 平28.6／「挑

戦する独創企業 チョコレート製造機械で国内市場をほぼ独占 独創性豊かな技術と製品で圧倒的支持受け

る オサ機械株式会社 長稔社長」『Best partner』28巻9号 平28.9／ 
〔図書〕『マツダ起業家物語』 世界文化社 平2／ホンダ・ルネサンス 企業活性への新たなる挑戦』 世

界文化社 平 3／『藤沢武夫の研究 : 本田宗一郎を支えた名補佐役の秘密』 かのう書房 平 5／『安田

一金融財閥最後の総長』 出版文化社 平12 
〔作品〕 － 
 

山本 有花（やまもと・ゆか） 

〔雑誌〕「山本有花がソッと教える「上がる１２銘柄」」『週刊現代』47 巻 14 号 平 17.4／「５年で３０

００万円、伝説のトレーダーに」『婦人公論』91 巻 14 号 平 18.7／「著名投資家に学び、自分に合った

投資手法を探る 実践！マネーテクニック ６年間で５０００万円！株で家を建てました！」『ダカーポ』

26巻23号 平18.12 



360 
 

〔図書〕『ちょこっと投資であなたもぷちトレ！』 すばる舎 平12／『超入門ASP : 日本一わかりやす

い!』 すばる舎 平14／『女性のための株式投資かんたんゼミナール』 すばる舎 平14／『毎月１０

万円は夢じゃない！「株」で３０００万円儲けた私の方法』 ダイヤモンド社 平16／『超カンタン！ウ

イークトレードでラクして儲ける山本式投資法』 あっぷる出版社 平16／『カリスマ主婦トレーダー山

本有花の「株」のオートメーショントレードで儲ける本』 ダイヤモンド社 平16／『カリスマ主婦山本

有花のFXで儲けたい！』 ダイヤモンド社 平17／『山本有花の株ネット・トレード』 大和書房 平

17／『山本有花と長谷川雅一の毎月１０万円儲かる！株オートマ売買』（共著） 廣済堂出版 平17／『資

金１００万円で月３０万円ラクラク稼ぐ山本有花式クイックトレード』 あっぷる出版社 平17／『山本

有花流！株入門の入門』（原作） パンローリング 平17／『初心者でも今日から始められる「株」の本』 

三笠書房 平 17／『山本有花のマネー手帳』 大和書房 平 17／『図解１株１００円から始める株成功

術』 大和書房 平 17／『山本有花のお金をふやすコツ！』 大和書房 平 18／『楽しんでお金持ちに

なる「株」の学校』（共著） エクスナレッジ 平 18／『山本有花流私だけが知っている資金ゼロからの

やさしい株式投資成功法』 主婦と生活社 平18／『カリスマ主婦・山本有花のおウチに帰って「ネット

株」をやろ！」 中経出版 平18／『山本有花の面白いほど得をする「株主優待」手帳』 三笠書房 平

18／『山本式成功プログラムで夢をかなえて幸せになる！』 サンマーク出版 平19／『山本有花の日本

一わかりやすいFXの授業』 中経出版 平20／『日本一わかりやすい山本有花の図解FX入門』 中経

出版 平 21／『FX これだけはやってはいけない６０』 日本経済新聞出版社 平 21／『マネーIQ で儲

けなさい！』 ビジネス社 平 21／『おかねのきもち』 ベストセラーズ 平 21／『カリスマ主婦トレ

ーダーが教える夢を叶える人のすきま時間術』 日本経済新聞出版社 平22／『マイ日経平均をつくって

いやでも儲かるCFDのコツ』 ビジネス社 平22／『専業主婦が５年で３０００万円貯めたお金のルー

ル』1，2 成美堂出版 平23，平24／『今日からできる「株」入門』 三笠書房 平25／『山本有花の

やさしいFX投資法ぜんぶ教えちゃいます！」 中経出版 平25／『専業主婦が１日１０分でおこづかい

年１００万円稼ぐ株のルール』 成美堂出版 平25 
〔DVD〕「山本有花の楽しいお金の作り方教室」資産運用編・株式投資編・FX編・投資信託編 パンロー

リング 平19／「山本有花の「親子で遊びながら学べるお金の教室」」 パンローリング 平19 
 

山本 りつえ（やまもと・りつえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『はぐさ合同歌集・２５０号記念』 はぐさ短歌会 昭50／『月の雫』 短歌新聞社 昭61／『宮

ヶ瀬の思い出』 平7／『やまの花 第三歌集』 平10 
〔作品〕『津久井町音頭』（作詞） 
 

游 火（ゆうき・ひ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『泥の貌』 『碧 海程神奈川合同句集』 第5集，第6集 平21，平23 
〔作品〕 － 
 

結城 八千代（ゆうき・やちよ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『母追憶 ゆずり葉』 文成印刷 平21ゆずり葉』 文成印刷 平21／『父の肖像』 文成印刷 

平22 
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〔作品〕 － 

有芽 はるか（ゆめ・はるか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『選ばれた娘たちの選択』 鳥影社 平9 
〔作品〕 － 
 

由利 浩志（ゆり・ひろし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕『察して頂戴』（作曲） 
 

横井 忠夫（よこい・ただお） 

〔雑誌〕「経済外語の覚え方」『経済セミナー』244～254 号 昭 50，昭 51／「新外来語和解」『翻訳の世

界』3巻10号～4巻9号 昭53，昭54 
〔図書〕『外来語と外国語』 現代ジャーナリズム出版会 昭 50／『誤訳悪訳の病理』 現代ジャーナリ

ズム出版会 昭52／『外来語の誤典』 自由国民社 昭53／『外来語語源ものしり辞典』 大和出版 昭

54／『英語語源ものしり辞典 新装』 大和出版 昭60／『日欧比較言語学』上・中・下 東洋書店 平

7，平9，平12 
〔作品〕 － 
 

横井 与次郎（よこい・よしろう） 

〔雑誌〕「電圧で周波数を制御できる発振回路 LCRを可変する回路」『電子技術』11巻12号 昭44.11
／「電圧で周波数を制御できる発振回路-２-比較レベルを可変する回路」『電子技術』11 巻 13 号 昭和

44.12／「電圧で周波数を制御できる発振回路 自主マルチ回路」『電子技術』12 巻 2 号 昭 45.2／「電

圧で周波数を制御できる発振回路 等価リアクタンス回路」『電子技術』12巻3号 昭45.3／「信号用電

子機器」『電子技術』12 巻 7 号 昭 45.7／「新しい TTL」『電子技術』12 巻 12 号 昭 45.11／「ディジ

タル IC を使用したバルス回路」『電子技術』13 巻 6 号 昭 46.6／「出力レベルを安定化した発振回路」

1～3『電子技術』13 巻 8号～10 号 昭 46.7～9／「カウンタ制御回路」『電子技術』14 巻 6号 昭 47.6
／「C・Rクアドラチュア FMディスクリミネータ」「レベルインジケータ」「ディジタル IC利用の考え

方と回路設計」『電子技術』14 巻 6 号 昭 47.6／「OP.Amp を使用した乗除算器」1～３ 『電子技術』

14 巻 7 号～10 号 昭 47.7～9／「PROM を使用した任意関数発生器」「ユーザーからみたスタンダード

LSIと機器設計」『電子技術』14巻13号 昭47.12／「アナログ・マルチプライアによる変復調回路の設

計」1～3『電子技術』15巻4・6・7号 昭48.4・6・7／「ＣＭＯＳのＡＭ変復調回路への応用」『電子技

術』15 巻 11 号 平 48.11／「プログラマブル・カウンタの理論と回路」『電子技術』16 巻 5 号 昭 49.5
／「PROMによるミュージック・シンセサイザ--その構成法と回路設計」『電子技術』17巻3号 昭50.3
／「ランプイメージ・コントロール・プログラムの実際例」『電子技術』18巻4号 昭51.4 
〔図書〕『ＣＭＯＳディジタル回路マニュアル』ラジオ技術社 昭 50／『ＣＭＯＳディジタル回路マニュ

アル』ラジオ技術社 昭 50／『マイクロコンピュータ基礎技術マニュアル』ラジオ技術社 昭 51／『マ

イクロコンピュータ活用マニュアル』上・下 ラジオ技術社 昭53『マイクロコンピュータ基礎技術マニ

ュアル』ラジオ技術社 昭 53／『マイクロコンピュータ・ソフトウェア基礎技術』ラジオ技術社 昭 55
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／『ＢＡＳＩＣと比較したＰＡＳＣＡＬ入門』ラジオ技術社 昭58／『ＢＡＳＩＣによる作表とモジュー

ル化高速グラフィックス』ラジオ技術社 昭58／『リニアＩＣ実用回路マニュアル』ラジオ技術社 昭58
／『ＰＣ-９８・８８ＢＡＳＩＣ高速グラフィックス』基礎編・応用編 ラジオ技術社 昭 59・60／『Ｃ

ランニング・ブック』ラジオ技術社 昭59／『ディジタルＩＣ実用回路マニュアル １６版』ラジオ技術

社 昭 61／『ビジネスソフト１１０番』ラジオ技術社 昭 61／『第５世代コンピュータ言語Ｐｒｏｌｏ

ｇランニングブック』上・下 ラジオ技術社 昭62／『徹底解説ＦＯＲＴＲＡＮ』基礎編・応用編 ラジ

オ技術社 昭63／『ＴＵＲＢＯ Ｃプログラム・キット』上・下 ＨＢＪ 平元／『ＱｕｉｃｋＣプログ

ラム・キット』ＨＢＪ出版局 平2／『ＤｙｎａＢｏｏｋマイティガイド』ラジオ技術社 平2／『ファジ

ィ制御とソフトファジコン入門』ラジオ技術社 平 2／『実例でわかるオブジェクト指向ＴＵＲＢＯＣ＋

＋のすべて』ＨＢＪ出版局 平3／『ＴＵＲＢＯ Ｃ＋＋プログラミング作法』ＨＢＪ出版局 平3／『デ

ィジタルＩＣ活用回路マニュアル』ラジオ技術社 平 3／『実例でわかるＴＵＲＢＯ Ｃ＋＋クラス・ラ

イブラリ クラス宣言発展編』ＨＢＪ出版局 平4／『Windows／Ｃ＋＋基本プログラム集』工学図書 平

5／『Ｃ＋＋プログラミング１０７のポイント』工学図書 平 6／『Windows 自動化ツールＭｉｃｒｏso
ｆｔ Ｔｅｓｔ Ｖｅｒ．3.0入門』アイネット 平6／『Ｃ言語とソート／サーチ』工学図書 平6／『Ｖ

ｉｓｕａｌＣ＋＋／Windowsプログラミング入門』ナツメ社 平6／『６８例題によるＶｉｓｕａｌＢａ

ｓｉｃの使い方ガイドと実例集』アイネット 平 6／『ＶｉｓｕａｌＢａｓｉｃグラフィカル操作入門 

Windows版』ナツメ社 平7／『Ａｃｃｅｓｓ９５マクロ＆ＶＢＡプログラミング』ソフトバンク出版事

業部 平8／『Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＋＋４．１パワープログラミング』ソフトバンク 平8／『Visual Basic 
パワープログラミング』ソフトバンク出版事業部 平 8／『Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＋＋５．０パワープログラ

ミング』ソフトバンク出版事業部 平 9／『Ｅｘｃｅｌ９７ＶＢＡプログラミング入門』ソフトバンク出

版事業部 平9／『Ｂｏｒｌａｎｄ Ｃ＋＋Ｂｕｉｄｅｒ ３パワープログラミング』ソフトバンク出版事

業部 平10／『Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＋＋６．０入門』ピアソン・エデュケーション 平11／『Ｖｉｓｕａｌ 

Ｂａｓｉｃ６．０プログラミング詳解』エーアイ出版 平11／『標準Ｊａｖａプログラミング』 秀和シ

ステム 平 13／『標準ＸＭＬ＆Ｊａｖａプログラミング』秀和システム 平 13／『鉄道模型組み立てキ

ットＢトレインショーティー』 工学社 平18／『基礎からのＰＣマイコン』工学社 平23 
〔作品〕 － 
 

横尾 幸弘（よこお・ゆきひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『小さな喫茶店 In a little cafe』（編曲） 樂信社 昭27／『正しく学ぶための標準ギター教則本』 

国際音楽出版社 昭35／『ポピュラーギターの名曲集 上巻』（編著） 国際音楽出版社 昭35／『ギタ

ー独習 : 初歩からの完全指導書 問答式』 国際音楽出版社 昭35／『初心者のギター101曲集 : 世界名

歌・民謡・クラシック他』（編著） 協楽社 昭52／『初心者のやさしいギター101曲集 : 世界名歌・民

謡・クラシック他』 協楽社 昭 54／『新しい教材によるやさしいギター教本』 協楽社 昭 54／『横

尾幸弘ギター作品集（楽譜）』 現代ギター社 平13／『ギター二重奏選集』（編著） 現代ギター社 平

27 
〔作品〕「横尾幸弘 ギターと歌曲の世界」（ＣＤ）ビッグホーンミュージック／「さくらの主題による変

奏曲」（作曲）／「母に捧ぐるソナチネ」（作曲）／「川辺での幻想」（作曲）／「おるすばんのうた」（作

曲）／「パガニーニの主題による変奏曲」(作曲) 
 

横山 好一（よこやま・よしかず） 

〔雑誌〕 － 
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〔図書〕『親爺の雑記帳』 タウンニュース社 平16 
〔作品〕 － 
 

横山 良国（よこやま・よしくに） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『レシチンに就いて』 （博士論文） 昭13 
〔作品〕 － 
 

吉川 一世（よしかわ・かずよ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『愛があふれる国語練習帳』 三一書房 平14 
〔作品〕 － 
 

吉川 尭甫（よしかわ・ぎょうほ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『麦の穂』 一二三書房 昭48／『勿忘草 吉川尭堯甫句集』 みちのく発行所 昭59 
〔作品〕 － 
 

吉川 啓示（よしかわ・けいじ） 

〔雑誌〕『相模原市史ノート』第2号 平17  
〔図書〕『ひとすじの道』 ハシモトコーポレーション／『市内在住著名作家 日本画三人展』 相模原市

教育委員会 昭 56／『日本美術院展吉川啓示３０回記念展図録』 記念展発起人 昭 59／『新相模原百

景１９８９』 橋本印刷 昭63／『新相模原百景１９９０』 橋本印刷 平元／『相模原百景』 ハシモ

トコーポレーション 平 3／『吉川啓示画集 相模原百景』 吉川画伯相模原百景画集刊行委員 平 3／
『四季探訪 ぐるり・さがみはら訪ねて知ろう相模原の１００選』 相模原ロータリークラブ 平4／『写

生帖の中から 国内編・中国編』 平5／『南北合法四君子』ハシモトコーポレーション 平7／『思い出

すままに』 相模経済新聞社 平9／『神奈川名所百五十景』 ハシモトコーポレーション 平10／『四

国八十八ヶ所スケッチ』 ハシモトコーポレーション 平12／『秩父三十四ヶ所札所巡り』 ハシモトコ

ーポレーション 平13／『奥の細道たずねて』 ハシモトコーポレーション 平15／『吉川啓示展 : 相
模原を愛した日本画家』 (画） 相模原市民ギャラリー 平16 
〔作品〕『相模川の四季』（絵はがき）ハシモトコーポレーション／『ふるさと相模原』（絵はがき）相模原

市 昭61／『無錫市寸描』（絵はがき）相模原市 平2 
 

吉川 八郎（よしかわ・はちろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ハイデルベルグ信仰問答講解』 (訳） 新教出版社 昭46／『私のシルクロード』 シルクロ

ード 昭 53／『七転八起』上・下 シルクロードサービスセンター 昭 54／『私のシルクロード第２57
／『日本とスリランカに架ける橋』 コア出版 昭58／『続・私のシルクロード』 シルクロード社 昭

58／『慟哭の歌』 四季出版 昭59 
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〔作品〕 － 
 

𠮷川 文夫（よしかわ・ふみお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『かながわふるさとシリーズ : かながわの鉄道1～３』 神奈川合同出版 昭 53／『でいらぼっ

ち』（ふるさと紙芝居）（画） 相模原市教育委員会 平元 
〔作品〕 － 
 

義澤 節子（よしざわ・せつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『青芝十駕 五十周年記念・合同句集』 青芝俳句会 平15 
〔作品〕 － 
 

義澤 竹麗（よしざわ・ちくれい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 節分草』 阿夫利嶺俳句会 平24 
〔作品〕 － 
 

吉田 渭城（よしだ・いじょう） 

〔雑誌〕『冬浪』 
〔図書〕『貝割菜 句集』 卯辰山文庫 昭56／『「冬浪」十周年記念合同句集』（編） 邑書林 平4／『俳

句放浪記』 北溟社 平12／『吉田渭城句集 ２００２年』 冬浪俳句会 平15／『私の俳句史』上 冬

浪俳句会 平15／『私の俳句史』下 文學の森 平17／『冬浪の三十年』 文學の森 平23 
〔作品〕 － 
 

吉田 馨（よしだ・かおる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『吉田馨画集』 横浜プリント 平19／『映画監督・三隅研次が描く女たち』（博士論文） 平成

22 
〔作品〕 － 
 

吉田 和彦（よしだ・かずひこ） 

〔雑誌〕「P-1-203 潰瘍性大腸炎に併発した小腸癌の一例(小腸腫瘍 2,一般演題(ポスター),第 64 回日本消

化器外科学会総会)」（共著）『日本消化器外科学会雑誌』42巻7号 平21.7／「P-2-633 当院における消

化器外科SSIサーベイランスの取り組み(SSI 一般,一般演題(ポスター),第64回日本消化器外科学会総会)」
（共著）『日本消化器外科学会雑誌』42巻7号 平21.7／「中学生に対する心肺蘇生法教育」（共著）『蘇

生』29巻1号 平22／「Ｓ状結腸間膜裂孔ヘルニアの１例」（共著）『日本臨床外科学会雑誌 』71巻3号 

平 22／「症例 Helicobacter pylori 感染を伴う胃癌と胃mucosa-associated lymphoid tissue リンパ腫が
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合併した1例」（共著）『外科』72巻2号 平22.2／「O6-6.̂ <13>C-trioctanoin呼気試験による胃全摘術

後の消化吸収能評価(一般演題,第 39 回胃外科・術後障害研究会)」（共著）『日本消化器外科学会雑誌』43
巻3号 平22.3／「O6-4.大弯側胃局所切除術後の生活状況の評価 : アンケートによる幽門側胃切除術と

の比較(一般演題,第39回胃外科・術後障害研究会)」（共著）『日本消化器外科学会雑誌』43巻3号 平22.3
／「直腸穿孔性腹膜炎後に発症した真菌性脊椎炎の1例」（共著）『日本臨床外科学会雑誌』72巻10号 平

23／「腹腔動脈起始部圧迫症候群に起因した膵十二指腸動脈瘤破裂の１例」（共著）『日本外科系連合学会

誌』36 巻 5 号 平 23／「胸腔鏡下全幹迷走神経切離で改善した膵頭十二指腸切除術後の難治性吻合部潰

瘍の1例」（共著）『日本臨床外科学会雑誌』73巻4号 平24 
〔図書〕『KClひげ結晶の塑性』 （博士論文） 昭43／『尿中細胞診の診断的価値の検討 : 泌尿器科入

院患者を中心として』 （博士論文） 昭47／『A hepatic metastases model of human colon cancer in 
congenitally athymic mice 』 （博士論文） 平2／『セカンド・オピニオンシリーズ あなたと乳ガン』

（共監訳） ナグモ美容医学研究所 平3／『明暗の変化にともなうラット網膜内 c-fos mRNAの発現』 

（博士論文） 平5／『新しい腹腔鏡下手術』 メジカルビュー社 平6／『乳ガンの発見』（訳） 祥伝

社 平6／『語源で覚える医学英語辞典』 メジカルビュー社 平7／『国際医学会発表テクニック』（共

著） メジカルビュー社 平9／『腹腔鏡下手術up date』 メジカルビュー社 平10／『がんの時代を

生き抜く１０の戦術！』（共著） 三省堂 平 18／『がんが転移・再発したときすぐに知りたいＱ＆Ａ』 

学習研究社 平20／『胃がんのすべてがわかる本 : 最新版』（共著） 学研パブリッシング 平25 
〔作品〕 － 
 

吉田 勝昭（よしだ・かつあき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ビジネスは「私 (わたし) の履歴書」が教えてくれた : 「日経」連載の経済人295人を中心に 』 

中央公論事業出版  平24／『真理に生きるお釈迦さま』 平28／『人生を「私の履歴書」から学ぶ : 「心

の雨の日」には』 PHPエディターズグループ 平29 
〔作品〕 － 
 

吉田 希美（よしだ・きみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『無垢なる大地』 新葉館出版 平20  
〔作品〕 － 
 

吉田 直樹（よしだ・なおき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ラスト・イニング』 新潮社 平7／『ツインズ』 新潮社 平9／『緋の楔』 祥伝社 平11
／「スノウ・バレンタイン」『不透明な殺人 ミステリー・アンソロジー』（共著）祥伝社 平 11／『沈黙

のアスリート』 日本放送出版協会 平13／『図書館と ICタグ』 (共著）日本図書館協会 平17／『子

どもを育てる碁学力 : 「ヒカルの碁」から始める教育術』 集英社 平21／『吉田の日々赤裸々。 : 『フ

ァイナルファンタジー14』はなぜ新生できたのか 』 カドカワ 平28 ／『吉田の日々赤裸々。』 Gzブ
レイン 平30  
〔作品〕 － 
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吉田 博哉（よしだ・ひろや） 

〔雑誌〕「詩 春の村と少年」『年刊現代詩集』83号上 昭58／「創作 幻走記」『芸象』63号 昭59／「詩 
父の春」『銀河詩手帖』107号 昭59／「詩 人形」『現代詩集成』84号 昭59／『詩学』 
〔図書〕『詩集 女無限』 吉田博哉 昭49／『詩集 死生児たちの彼方』 芸風書院 昭58／『夢梁記 : 
詩集』 草原舎 平16／『夢転』 思潮社 平25 ／『残夢録 : 詩集』 砂子屋書房 平31 
〔作品〕 － 
 

𠮷田 美代子（よしだ・みよこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『五十五歳は人生なかばか』（共著） 昭63  
〔作品〕 － 
 

吉田 靖彦（よしだ・やすひこ） 

〔雑誌〕「ソ連の経済発展と生産性の趨勢」『ソ連・東欧学会年報』通号 17 昭 63／「異なる経済体制下

の生産性趨勢の国際比較」『青山国際政経論集』20 平 3／「ソ連，東欧諸国の経済発展と生産性の趨勢」

『青山国際政経論集』21 平3／「社会主義経済論争の一考察」『宮崎産業経営大学経済学論集』2巻2号 

平6／「社会主義経済崩壊の理論に向けて」Ⅰ～Ⅲ『宮崎産経大学経済学論集』3巻1号・2号・4巻1号 

平6，平7 
〔図書〕『ソ連経済の成長と低開発国援助』 アジア経済研究所 昭37／『社会主義経済と資源配分』（訳） 

創文社 昭40／『ソヴェト経済研究』（訳） 未来社 昭42／『ソ連邦の経済改革について』 関西経済

研究センター 昭 43／『ソ連経済の成長と資源配分』 風間書房 昭 48／「共産圏諸国の政治経済の動

向」『ソ連の経済改革と価格形成』 創文社 昭 49／『数理経済モデル』（訳） 勁草書房 昭 50／『現

代ソ連の経済と産業』現代ソ連論第１巻（共編） 日本国際問題研究所 昭51／『現代社会主義体制』現

代経済政策体系１（共著） 勁草書房 昭53／『ソ連経済』（訳） 教育社 昭62／『ソ連経済 : 構造と

展望』（訳） 教育社 昭 62／『ソ連，東欧諸国の経済発展と生産性の趨勢』 風間書房 平 2／『歌集 
あまつかりがね』 澤瀉編纂事務所 平3／『社会主義経済計算論争再考 : 対抗と集権的計画編成』 青

山社 平 11／『人間、経済及び国家 : オーストリア学派自由市場経済学原理』上・下・２ 青山社 平

12・13／『ロシア及びソ連の経済：実績と構造 第７版』（訳）青山社 平14 
〔作品〕 － 
 

𠮷田 行廣（よしだ・ゆきひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『五十五歳は人生なかばか』（共著） 昭63／『ふだん着のエッセー』 平9 
〔作品〕 － 
 

吉野 甫（よしの・はじめ） 

〔雑誌〕「相模川水上交通と川魚漁」『ふるさと津久井』1号 平12.3 
〔図書〕『ふじ乃町の民俗文化財』第１集・第2集（共著） 藤野町教育委員会 昭51，昭52／『ふじ乃

町の古民家』（共著） 藤野町教育委員会 昭55／『ふじ乃町の文化財』第1集～第3集（共著） 藤野
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町教育委員会 昭57，平4，平13／『ふじ乃町の年中行事』（共著） 藤野町教育委員会 昭60／『ふじ

乃町の古道』（共著） 藤野町教育委員会 昭61／『ふじのことば』（共著） 藤野町教育委員会 平6／
『藤野町史 資料編 下 近現代・民俗』 藤野町 平6／『ふじの文化財探訪』（共著） 藤野町教育委

員会 平9 
〔作品〕 － 
 

吉村 誠司（よしむら・せいじ） 

〔雑誌〕「編集長対談 吉村誠司 空間のクオリティ」『美術の窓』31巻2号 平24.2 
〔図書〕『硝子を透して』 小学館 平23 
〔作品〕 － 
 

吉村 允宏（よしむら・まさひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『熊襲は白人の子孫』 近代文藝社 平6／『応神・仁徳王朝は熊本王朝ではないか』 文芸社 平

11 
〔作品〕 － 
 

米重 文樹（よねしげ・ふみき） 

〔雑誌〕「ロシア語文音調の基本的構造」『ロシア語ロシア文学研究』2 昭45.10／「内的対話としてのロ

シア--カンディンスキーとロシア語」『思想』654 昭53.12／「意味における継起性と同時性--ロシア語の

「運動の動詞」について」『言語の科学』7 昭 54.3／「<到来=通過>--ロシア語における完了体の意味構

造について」『言語研究』78 昭55／「司馬遼太郎氏における「ロシアの特異性」--ユーラシア主義との接

点」『言語文化研究』13 昭62／「背景と風景--合成名辞述語についての一考察」『ロシア語ロシア文学研

究』20 昭 63.10／「精神の旅人・嶋野三郎」（1）～（17）『窓』 ～平 11／「極東におけるユーラシア

主義」『Japanese Slavic and East European  studies』18 平9／「イワノフとハルビンの「レーリヒ」」

『窓』112 平12.3／「教科書からいかに離れるか」『ロシア語ロシア文学研究』32 平12.10／「ロシア

語学における連語の扱い」『国文学 : 解釈と鑑賞』70巻7号 平17.7 
〔図書〕『現代ソビエト心理言語学』上・下（訳） 明治図書出版 昭 55／『パスポート初級露和辞典』 

白水社 平6／『ヤーコブソン選集』（共著） 大修館書店／『構造的音韻論』（共訳） 岩波書店 平8／
『スラヴ語スラヴ文学の比較対照研究の方法と課題』米重文樹 平 11／『日露オーラルヒストリー』（編

集代表） 彩流社 平18 
〔作品〕 － 
 

米田 栄（よねだ・さかえ） 

〔雑誌〕「チャールズ・アイヴズの音楽構造におけるDe-composition--独立した断片による新しい「ユニテ

ィー」」『音楽学』34巻2号 昭63.11／「ジョン・ケージ略年譜」『ユリイカ』26巻1号 平6.1／「「緊

張-弛緩」が形成するヒンデミットの音楽--作品分析を中心に」『音楽芸術』53 巻 3 号 平 7.3／「より速

く、より短く ジョン・ゾーンをめぐるいくつかの思考の断面」『ユリイカ』29巻1号 平9.1 
〔図書〕『アメリカン・ニュー・ミュージック』（訳） 勁草書房 平10／『音楽中辞典』 音楽之友社 平

12 
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〔作品〕 － 
 

理之夏至 智衣（りのげし・ともい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『小説税務署物語』 相模経済新聞社 平21 
〔作品〕 － 
 

寮 美千子（りょう・みちこ） 

〔雑誌〕「いぬがとことこ」『おひさま』1巻2号 平7.5／「おおおとこ エルンスト やまのぼりをする」

『おひさま』1巻3号 平7.6／「ほしをつくるオルゴール」『おひさま』1巻4号 平7.7／「いぬがくる

くる」『おひさま』1巻5号 平7.8／「おおおとこエルンスト うみにいく」『おひさま』1巻6号 平7.9
／「おおおとこエルンスト～ゆきだるまをつくる～」『おひさま』1巻9号 平7.12／「おねむのこねこ」

『おひさま』1巻10号 平8.1／「おおおとこエルンスト がっこうへいく」『おひさま』2巻1号 平8.4
／「おおおとこエルンスト～ロックンロールする～」『おひさま』2巻4号 平8.7／「アイスクリームた

くはいびん」『おひさま』2巻5号 平8.8／「くらやみもりのおうじゃリーラ 前編」『おひさま』2巻6
号 平8.9／「くらやみもりのおうじゃリーラ 後編」『おひさま』2巻7号 平8.10／「おおおとこしエ

ルンスト ～おすもうを とる～」『おひさま』2巻8号 平8.11／「おおおとこエルンスト～つみきあそび

をする～」『おひさま』2巻11号 平9.2／「ねこのおばあちゃん」『おひさま』2巻12号 平9.3／「お

おおとこエルンスト～サムライになる～」『おひさま』3巻2号 平9.5／「くまさんのひっこしびん」『お

ひさま』3巻3号 平9.6／「おおおとこエルンスト～さんごのうみにもぐる～」『おひさま』3巻5号 平

9.8／「おおおとこエルンスト～やきゅうをする～」『おひさま』3 巻 8 号 平 9.11／「かみさまのいると

ころ 前編」『おひさま』4巻 2号 平10.5／「かみさまのいるところ 後編」『おひさま』4巻 3号 平

10.6／「ファンタジスト競作『夢見る水の王国』のための覚え書き」『幻想文学』58 平12.6／「インタヴ

ュー「感じる力」で読む物語」『ユリイカ』32巻10号 平12.7／「作家のみたプラネタリウム」『天文教

育』15巻4号 平15.7／「神話になった少年」『ユリイカ』35巻16号 平15.12／「きつねこぶた」『お

はなしワンダー』24 巻 2 号 平 16.5／「おかしなおかしなおつきさま」『おはなしワンダー』24 巻 7 号 

平16.10／「『愛』を因数分解して残った美しい詩」『ジョン・レノン・フォーエヴァー』 平17／「宮澤

賢治『四次元幻想』の源泉を探る書誌的考察」『和光大学表現学部紀要』 平 16／「ミームとしての「宇

宙の微塵」宮澤賢治と寮佐吉」『一冊の本』10 巻 11 号 平 17.11／「はじめのひと滴」『山と渓谷』 平

19.1／「作品が後世に読まれるためにすべきこと/著作権保護期間延長に反対する」『詩と思想』平 20.5／
「東大寺修二会「お水取り」の起源に関する仮説」『研究紀要』18 平22／「人は変われる！」『公明』58 
平22.10／「受けとめてもらうだけで人は変われる」『更生保護』62巻10号 平23.10／「原初の音楽に

触れるための秘法」『洪水』12 平25／「平城宮跡 その面影と自然守りたい」『女性のひろば』407 平

25.1／「詩が開いた心の扉」『犯罪と非行』176 平25.9／「心の扉を開く授業 : 奈良少年刑務所の社会性

涵養プログラム」『刑政』124巻12号 平25.12 
〔図書〕『ねこ地図いぬ地図りすの地図』 ポプラ社 昭 62／『こっぺくんほっぺ』 鈴木出版 平元／

『小惑星美術館』 パロル舎 平2／『しあわせなキノコ』（文） 思索社 平3／『ラジオスターレスト

ラン』 パロル舎 平3，平24／『ポポロくんのせんたくやさん』 鈴木出版 平3／『にげだしたまる

たんぼいす』 鈴木出版 平4／『ほしがうたっている』 思索社 平4／『ノスタルギガンテス』 パロ

ル舎 平 5／『けんけんけんちゃん』 ひかりのくに 平 6／『星ねこミューンのオルゴール』 小学館 

平 7／『父は空 母は大地』（編訳） パロル舎 平 7／『いたいの いたいの とんでいけ』 鈴木出版 

平8／『おおおとこエルンスト うみにいく』 小学館 平8／『すてきなおままごと』 教育画劇 平8 
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／『マザー・テレサへの旅―ボランティアってだれのため？』 学習研究社 平 9／『たいちゃんのたい

こ』 鈴木出版 平9／『白い虹の伝説』（訳） 小学館 平9／『コヨーテを愛した少女』（訳） パロル

舎 平9／『南の島はせいえんでいっぱい』ボランティアふれあいのえほん14 学習研究社 平9／『星

兎』 パロル舎 平 11／『おおかみのこがはしってきて』 パロル舎 平 11／『モモンガかぜにのる』 

チャイルド本社 平 12／『おおきくなったらなんになる？』 鈴木出版 平 12／『だいすき朝の読み物

７５話５ ３年』（共著） 学習研究社 平12／『ゆきだるまのくにへようこそ』 ひかりのくに 平13
／『青いナムジル』 パロル舎 平 14／３歳のお気に入りえほん集 小学館 平 14／『星の魚』 パロ

ル舎 平 14／父は空母母は大地 対訳版 バロル舎 平 14／『すてきなすてきなアップルパイ』 鈴木

出版 平16／『遠くをみたい 星の贈りもの』 パロル舎 平16／『楽園の鳥―カルカッタ幻想曲』 講

談社 平16／『イオマンテ―めぐるいのちの贈り物』 パロル舎 平17／「平気の平太郎 魔王の館の巻」

『稲生モノノケ大全 陽之巻』（共著） 毎日新聞社 平17／『猫路地』（共著） 日本出版社 平18／『し

あわせの王様―全身麻痺のＡＬＳを生きる舩後靖彦の挑戦』（共著） 小学館 平 20／『たんぽぽらいお

ん』 鈴木出版 平 20／『ほしのメリーゴーランド』 フレーベル社 平 20／『もっともっとおおきな

おなべ』 フレーベル社 平20／『Ｔｗｉｎｋｌｅ』（共著） ポプラ社 平20／『夢見る水の王国』上・

下 角川書店 平 21／『黒い太陽のおはなし』 小学館 平 21／『どんぐりたいかい』 チャイルド本

社 平21／『ならまち大冒険 : まんとくんと小さな陰陽師』 毎日新聞社 平22／『空が青いから白を

えらんだのです」（編）長崎出版 平 22／イオマンテ 英吾版 めぐるいのちの贈り物 アールアイシー 

平 22／ラジオスターレストラン 千億の星の記憶 長崎出版 平 24／『あおによし』 ならまち通信社 

平22／『くれよんかぞえうた』 鈴木出版 平22／『雪姫（ゆき）』 兼六館出版 平22／ならまち大冒

険 まんとくんと小さな陰陽師 毎日新聞社 平22／『空とぶ鉢』 長崎出版 平24／『生まれかわり』 

長崎出版 平24／エルトゥールル号の遭難』 小学館クリエイティブ 平25／『祈りのちから : 東大寺

大仏縁起絵巻より』 長崎出版 平25／『天からおりてきた河』 長崎出版 平25／『アイヌの昔話 フ

キノトウになった女の子』（編） 平26／『よみがえり』 国書刊行会 平27／『アイヌの昔話 雷を打

ち負かした女の子』（編） アイヌ文化振興・研究推進機構 平 28／『平太郎のおばけやしき』 ロクリ

ン社 平28／『美しい刑務所』 西日本出版社 平28／『わいわい文庫 ２０１６ デイジー版』（共著） 

伊藤忠記念財団 平 28／『アイヌの昔話 キノコが生えた男の子』（編） アイヌ文化振興・研究推進機

構 平29／『本当にあった？恐怖のお話・闇』（共著） ＰＨＰ研究所 平30／『アイヌの昔話 森でひ

ろったふしぎな赤ちゃん』（編） アイヌ文化振興・研究推進機構 平30／『いじめられたお姫さま』 ロ

クリン社 平 30／『あふれでたのはやさしさだった』 西日本出版社 平 30／『おおかみのこがはしっ

てきて』 ロクリン社 平31／『非暴力の人物伝 ５』（共著） 大月書店 平31／『奈良監獄物語』 小

学館クリエイティブ 令元 
〔作品〕「voice」（放送用朗読詩）セント・ギガ 平3～9／「父は空 母は大地」（合唱曲作詞）平15／「メ

ガスター誕生物語」（プラネタリウム番組脚本） 川崎市青少年科学館 平 16／「組曲インディアン・フ

ォレスト」（合唱曲作詞）平16～平19／「まんとくん音頭♪」（作詞）平20 
 

Ｙ．Ａ（わい・えー） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『八男って、それはないでしょう！』1～17 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平26～令元／『銭（インチキ）

の力で、戦国の世を駆け抜ける。』1～7 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平28～平30／『勇者の活躍はこれからだ! = 
The hero's success is now! : 異世界からの出戻り勇者は平穏に暮らしたい』1～3 オーバーラップ 平30
～31 
〔作品〕 － 
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若林 正丈（わかばやし・まさひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『台湾近現代史研究』第1号，第2号 台湾近現代史研究会 昭53，昭54／『日本植民地主義の

政治的展開 : その統治体制と台湾の民族運動 一八九五～一九三四年』 アジア政経学会 昭55／『台湾

抗日運動史研究』 研文出版 昭58／『台湾現代小説選』2，3 研文出版 昭59，昭60／『海峡 : 台湾

政治への視座』 研文出版 昭 60／『台湾 転換期の政治と経済』 田畑書店 昭 62／『中国社会の超

安定システム: 「大一統」のメカニズム』（共訳） 研文出版 昭62／『転形期の台湾』 田畑書店 平元

／『台湾百科』（共編著） 大修館書店 平2／『台湾海峡の政治』 田畑書店 平3／『東アジアの国家

と社会２』 東京大学出版局 平4／『台湾 分裂国家と民主化』 東京大学出版会 平4／『台湾百科 第
２版』（共編著） 大修館書店 平5／『東洋民主主義』 田畑書店 平6／『台湾・香港・華僑華人』（共

編）原典中国現代史第 7 巻 岩波書店 平 7／『台湾における台湾史研究：制度・環境・成果：１９８６

－１９９５』（監修） 交流協会 平8／『蒋経国と李登輝 : 「大陸国家」からの離陸?』 岩波書店 平

9／『台湾の台湾語人・中国語人・日本語人』 朝日新聞社 平 9／『もっと知りたい台湾』（編） 弘文

堂 平10／『台湾現代政治と派閥主義』（監訳） 東洋経済新報社 平10／『台湾抗日運動史研究（増補

版）』 研文出版 平13／『台湾―変容し躊躇するアイデンティティ』 筑摩書房 平13／『矢内原忠雄

「帝国主義下の台湾」精読』 岩波書店 平13／『脱植民地化諸地域における政治と思想: 日本植民地主

義と西欧植民地主義の比較と国際環境』 平15／『台湾の政治―中華民国台湾化の戦後史』 東京大学出

版会 平20／『台湾総合研究』2（編） 日本貿易振興機構アジア経済研究所 平20／『ポスト民主化期

の台湾政治 : 陳水扁政権の8年』（編） アジア経済研究所 平22／『現代台湾政治を読み解く』研文出

版 平26 ／『戰後臺灣政治史 : 中華民國臺灣化的歴程』國立臺灣大學 平28 
〔作品〕 － 
 

脇田 保（わきた・まもる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『会社で教えないこと』 文藝春秋 昭44／『痛快な自己啓発法』 実務教育出版 昭53／『自

立人間のすすめ』 マネジメントシヤ 昭53／『青春と生きがい : 働く若者におくる』（編） 日本経営

者団体連盟弘報部 昭 54／『君から会社をとったら何が残るか』 日本能率協会 昭 54／『ひらき直り

人生のすすめ』 ＰＨＰ研究所 昭 58／『いきいき熟年講座』 日本経営者団体連盟弘報部  昭 60／
『ここ一番に強くなれ』 マネジメント社 昭63／『新・青春と生きがい』 日本経営者団体連盟弘報部 

平元／『私は老いて強くなった』 ダイヤモンド社 平8 
〔作品〕 － 
 

涌田 久子（わくた・ひさこ） 

〔雑誌〕「相模原事典」『アゴラ』 平12～平17／「詳説・相模原」『アゴラ』 平17～平20 
〔図書〕『相模の大凧』 相武台歴史同好会 平20／『相模原事典』（共著） 日相出版 平30 
〔作品〕 － 
 

涌田 佑（わくた・ゆう） 

〔雑誌〕「初期井伏文学の実相-ヘルマン・ズーデルマンの影響を中心に」『すばる』1巻 8 号 昭 54.12／
「井伏鱒二における“東洋”-老荘、そしてついて“軽安”の文学」『すばる』2 巻 7 号 昭 55.7／「井伏
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鱒二と林芙美子―「集金旅行」の背景」『すばる』3 巻 3 号 昭 56.3／「井伏鱒二における“父祖の血”-
「田園記」「鶏肋集」の遡及」『すばる』3巻6号 昭56.6／「井伏鱒二と牧野信一―『屋根の上のサワン』

から『晩春の旅』まで」『すばる』4巻1号 昭57.1／「井伏鱒二と柳田国男―『青ヶ島大概記』と『青ヶ

島還往記』」『すばる』4巻9号 昭57.9／「井伏鱒二と太宰治―その人と文学の類似と異相」『すばる』5
巻 1号 昭58.1／「川端文学への新視点-「雪国」は「北越雪譜」のパロディである」『すばる』6巻6号 

昭59.6／「井伏鱒二と外国文学（チエホフ）」『国文学』50巻4号 昭60.4／「"自然"に学ぶ"思い,邪(よこ

しま)なし"の文学」『国文学』59巻6号 平6.6／「相模原事典」『アゴラ』 平12～平17 
〔図書〕『高校生文学散歩』 三一書房 昭41／『古典文学散歩』 三一書房 昭42／『鳥羽絵語り・鳥

羽絵崩し』 栄光出版 昭 50／『私注 井伏鱒二』 明治書院 昭 56／『井伏鱒二の世界 小説の構造

と成立』 集英社 昭 58／『現代文学名作探訪事典』 有峰書店新社 昭 59／『図説・井伏鱒二』 有

峰書店新社 昭60／『井伏鱒二 作家の思想と方法』 明治書院 昭61／『井伏鱒二をめぐる人々』 林

道舎 平3／『井伏鱒二事典』 明治書院 平12／『新編 鎌倉事典』 犀俳句会出版部 平14／「文学

旅行ガイド」『現代日本文学アルバム』全 16 巻 初版・改訂版 学習研究社 昭 54，平 16／『平成校注

「游相日記」』 相模経済新聞社 平 16／『平成校注「毛武游記」』 犀俳句会出版部 平 17／『郷土史

としての相武台陸軍士官学校』 相武台公民館 平 18／『東林寺誌』 東林寺 平 19／『郷土史として

の厚木飛行場・高座海軍工廠』 涌田先生の話を聴く会 平20／『郷土史としての米軍「キャンプ座間」』 

涌田先生の話を聴く会 平21／『軍都郷土史 補遺編』 涌田先生の話を聴く会 平22／『新鎌倉事典』 

文芸社 平 23／『ビルマの志士が箱根にいた』 涌田先生の話を聴く会 平 23／『三島由紀夫の自衛隊

接近 軍都郷土史 広域編Ⅱ』 涌田先生の話を聴く会 平 24／『相模原事典』（共著） 日相出版 平

30 
〔作品〕 － 
 

和田 一雄（わだ・かずお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『はぐさ合同歌集・２５０号記念』 はぐさ短歌会 昭50 
〔作品〕 － 
 

渡辺 和代（わたなべ・かずよ） 

〔雑誌〕『相模野』／『波濤』／『市民短歌』第42巻163号 平20.6 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

渡辺 邦（わたなべ・くに） 

〔雑誌〕『市民短歌』第42巻163号 平20.6 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

渡邊 健一（わたなべ・けんいち） 

〔雑誌〕「身体障害当事者とつくる“チームによる福祉教育”の展望―当事者講師２１名の“工夫の語り”

の分析を手掛かりに―」『社会教育職員研究』24号 平29.5 
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〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

渡邉 弘晴（わたなべ・こうせい） 

〔雑誌〕「ハエをパクリ！」『ナショナルジオグラフィックワールド』通巻9号 平11.7／「葉っぱが虫を

食べる」『チャレンジ３年生理科社会』通巻189号 平12.4／「動く植物のなぞ 虫を食べる食虫植物」『チ

ャレンジ３年かがく組』4月号 平14.4／「イビセラ・ルテアの観察」『食虫植物研究会々誌』Vol.53 №2 
April 2002 平14.4／「いろいろな食虫植物たち」『子供の科学』通巻805号 平15.5 
〔図書〕『アサガオ』カラーサイエンス 集英社 昭60／『タンポポ』カラーサイエンス 集英社 昭60
／『植物のかんさつ』パノラマ図鑑16 講談社 平4／『植物のふしぎ』パノラマ図鑑25  講談社 平

5／『花アルバム・食虫植物』 誠文堂新光社 平8／『世界の食虫植物とふしぎ植物』 成美堂出版 平

9／『くさばなと木』 ポプラこどもずかん3 ポプラ社 平10／『世界の食虫植物』 誠文堂新光社 平

15／『むしをたべるくさ』ふしぎいっぱい写真絵本9 ポプラ社 平20／『タンポポ : 風でたねを飛ばす

植物』科学のアルバム・かがやくいのち 14 あかね書房 平 25／『ぜんぶわかる！アサガオ』 ポプラ

社 平27 
〔作品〕 － 
 

渡辺 富美雄（わたなべ・ふみお） 

〔雑誌〕「富士川両岸のアクセント」『音声学会会報』93 昭32.4／「新潟県西南部のアクセント境界線に

ついて」『新潟大学教育学部紀要』10巻1号 昭43／「鳥追いの研究--新潟県西南部」『新潟大学教育学部

高田分校研究紀要』14 昭44／「新潟県西南部の東西アクセント境界地域における複合語のアクセントに

ついて」『国学院雑誌』71 巻 4 号 昭 45.4／「東西方言の境界地域における語法」『新潟大学教育学部紀

要』11巻1号 昭45.3／「「鳥追い歌」の言語地理学的研究」2～5 『新潟大学教育学部高田分校研究紀

要』15～18 昭46.1，昭47.1，昭47，昭49.1／「新潟県上越地方における方言の分布とその解釈」1～4 
『新潟大学教育学部紀要』12 巻 1号，通号 13，通号 14，通号 17 昭 45，昭 47.3，昭 47，昭 50／「佐

渡方言の研究」1～3 『新潟大学教育学部高田分校研究紀要』19～21 昭49～51／「「鳥追い歌」の言語

地理学」『言語生活』288 昭 50.9／「言葉のはなし-２-日本語はどう変わってきたか」『文部時報』1227 
昭54.8／「国語科」『児童心理』33巻3号，9号 昭54.3・9／「子供の表現力を伸ばす社会的言語生活」

『児童心理』35 巻 5号 昭 56.5／「書きことばを育てる」『児童心理』35 巻 13 号 昭 56.12／「国語」

『教育調査』126 昭57.3／「ことばのしつけとしての文法指導」『児童心理』37巻2号 昭58.2／「学

校教育における音声指導」『ことばシリーズ』18 昭58.3／「学校教育における敬語の指導」『ことばシリ

ーズ』24 昭61.3／「言葉遣いの教育」『ことばシリーズ』32 平2.3／「「よね」のコミュニケーション

機能」（共著） 『東京家政学院大学紀要 人文・社会学系』 平10.7／「内包語彙とその意味範囲」『新

大国語』28 平14.3 
〔図書〕『文字指導法』 笠間書院 昭 46／『新潟方言辞典』上越編・佐渡編・下越編・中越編 野島出

版 昭48，昭49，平13，平16／『新潟県における鳥追い歌 その言語地理学』（共著） 野島出版 昭

49／『子守歌の基礎的研究』 明治書院 昭 54／『新潟県方言訪問記』 野島出版 昭 54／『わかりや

すい国語の授業』第1～6学年 東洋館出版社 昭56／『国語科学習状況の診断指導事例』 明治図書出

版 昭 57／『子どもの側に立つ授業 １』（編） 明治図書出版 昭 58／『話に生かす日本の古典』（共

編） ぎょうせい 昭 61／『国語科学習指導の改善と課題』 国土社 昭 63／『初任者研修ハンドブッ

ク』（編） ぎょうせい 昭63／『日本語話題事典』（共編） ぎょうせい 平元／『日本語解釈活用事典』

（共編） ぎょうせい 平5／『日本人物話題事典』 ぎょうせい 平9／『高校教師のための心に響く話
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材百科 : 心の教育を重視した話し方 300』 教育図書 平 11／『佐渡方言の研究』 野島出版 平 11／
『入門日本語文章力』（編） かんき出版 平15／『常用漢字読み書き辞典』（共編） 学習研究社 平20
／『教育対応力』 全教図 平23／『日本語 話の思考力』 全教図 平25 
〔作品〕「古典文学の世界１２巻」（朗読教材ビデオテープ） サン・エデュケーション 平 2／「児童文

学の世界」（朗読教材カセットテープ） アポロン 平4／「豊かな心情」「心のふれあい」「外国文学にふ

れる」「美しい環境への想い」「平和への願い」（ＣＤ） Bandai Music 平 5／「親しみやすい文語調」 

TDKコア 平6／ 「ビデオ古典名作撰」全15巻(共監修） サン・エデュケーショナル 平10／「中学

校国語ＤＶＤシリーズ」全5巻（監修） 日本コロムビア 平24 
 

渡辺 幸重（わたなべ・ゆきしげ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『２１世紀コンピュータ教育事典』(共著) 旬報社 平10／『インターネット教育イエローページ 

１９９９年版』(共著) 旬報社 平11／『ふるさとはポイズンの島』 旬報社 平24 
〔作品〕 － 
 

渡邉 仁雄（わたなべ・よしお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『光のハーモニー』 光村印刷 平13 
（作品）「Ｐｈｏｔｏ ｇａｌｌｅｒｙ「心を癒す花ばな」」URL http://www.geocities.jp/y_a_watanabe/ 
花約150点，風景約50点（ホームページ） 
 

和知 正義（わち・まさよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『日本の御柱』 新風舎 平19／『教育改革への指針』 新風舎 平19／『日本の御柱』（増訂） 

文芸社 平20／『二十世紀の歴史と昭和史』 表現社出版販売 平23  
〔作品〕 － 

http://www.geocities.jp/y_a_watanabe/

