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◆ああ～いん 

相崎 一男（あいざき・かずお） 

〔雑誌〕「ＮＣ機導入の考え方とそのポイント」『マシナリーオートメーション』36 巻 525 号 昭 48.3／
「ＮＣ工作機械のメインテナンス」『メインテナンス』7号 昭55.11／「今月のゲスト」『ツールエンジニ

ア』 昭 57.9／「ＮＣ装置の診断と保持」『メインテナンス』53 号 昭 58.12／「ＮＣ装置のトラブルと

対策」『メンテナンス』53 号 昭 59.10／「ＮＣ装置のメンテナンス」『メンテナンス』 昭 59.10／「多

頭化でＭＣの能率アップを」『ツールエンジニア』 昭59.11／「在庫管理プログラム」『ＴＨＥ ＢＡＳＩ

Ｃ』 昭 58.9／「ＮＣ装置の仕様決めとメンテナンス」『応用機械工学』 昭 63.1／「ＮＣ工作機械の故

障低減のための６０分メンテナンス」『機械技術』42巻7,8号通巻542,543号 平6.7，8／「ＮＣ取付け

具位置精度向上」『機械技術』 平7.4／「マシニングセンタ用標準切削条件」『機械振興協会』 平8.3／
「マシニングセンタ用切削条件の標準化」『機械技術』44巻7号通巻568号 平8.7 
〔図書〕『ＮＣ工作機械活用ハンドブック』 技術評論社 昭 55／『ＮＣ工作機活用ハンドブック』 技

術評論社 昭61 
〔作品〕 － 
 

相沢 史郎（あいざわ・しろう） 

〔雑誌〕「Ｅ．バウンドの＜Ｈ.Ｓ.モーバリー＞鑑賞」『東海大学論叢商経研究』通号 10 昭 37.6／「Ｗ．

Ｂ．Ｙｅａｔｓの詩におけるＩｍａｇｅ」『東海大学紀要 文学部』6 巻 昭 39／「『道徳指導の諸問題』

の無償配布」『教育』17巻 8 号 昭 42.8／「Ｗ．Ｂ．ＹｅａｔｓのＢｉｒｄ-Ｉｍａｇｅ」『東海大学文学

部紀要 外国文学研究』1巻 昭42.10／「詩人会議 特集 全国詩誌代表作品集 海の向ご」『詩人会議』18
巻12号通号216 昭55.12／「東北の黄金文化を支えた道 まぼろしの秀衡古道を歩く」『望星』40巻1
号通号476 平21.1／「大人の目・子どもの目 子どもの詩（１）『北東北子どもの詩大賞』から」『小児

看護』33巻2号 通号410 平22.2／「大人の目・子どもの目 子どもの詩（２）『北東北子どもの詩大

賞』から」『小児看護』33巻3号通号411 平22.3／「書評 斉藤彰吾論集『真なるバルバロイの詩想』

優しいバルバロイ」『Ｃｏａｌ ｓａｃｋ』69号 平23.4 
〔図書〕『狂気と残氓』 萩書房 昭47／『薔薇と幻野』 氷湖社 昭50／『＜ウラ＞の文化』 時事通

信社 昭51／『悪路王』 青磁社 昭52／『血の冬』 青磁社 昭59／『ふるさと観の戦後四十年をめ

ぐって」（共著） 東海教育研究所 昭62／『新＜ウラ＞の文化』 青磁社 平元／『片目の神さま』 青

磁社 平2／『相澤史郎詩集』 土曜美術社出版販売 平5／『夷歌』 オノ企画 平9／『戯曲集 相澤

史郎戯曲集Ⅰ』 オノ企画 平 14／『奥州秀衡古道を歩く』 光文社新書 平 14／『北の唄』 東海教

育研究所 平17／『ふるさと春秋』 オノ企画 平26 
〔作品〕「ブロンクスはどこだ」Ｉ.ホロビッツ 劇団東演 昭60／「エヴァの森」Ｌ．ウィルソン 劇団

東演 昭61／「風・神かくし」劇団北芸 平7／「ネズミたちのメッセージ」劇団北芸 平11／「雨やど

り」劇団北芸 平17 
 

相澤 正（あいざわ・ただし） 

〔雑誌〕『The Japan journal』／『プレジデント』／『aff』／『dancyu』／『Cabiネット』 
〔図書〕『猫の育て方 犬の育て方』（共著） 主婦と生活社／『みなとだより』（共著） 時事画報社／『富

裕層の財布』（写真） プレジデント社 平19 
〔作品〕「虚女衣（かなのい）」 
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相沢 栄久（あいざわ・よしひさ） 

〔雑誌〕「明治二十年一府九県聨合繭糸織物共進会のこと」『多摩文化』12 昭38／「或る鑓水商人の行方」

『多摩文化』16,17 昭40／「金銀出人帳抜書」『多摩文化』19 昭42／「空襲の記録」『多摩文化』21 昭

44／「七十八年間の生活記録」（共著）『暮しの設計』 昭50.4／「明治人の生活感覚」（共著）『暮しの設

計』 昭50.5／「和服と洋服」（共著）『暮しの設計』 昭50.6／「夏祭りとレジャー」（共著）『暮しの設

計』 昭 50.7／「庶民生活と戦争」（共著）『暮しの設計』 昭 50.8～9／「乗り物今昔」（共著）『暮しの

設計』 昭50.10／「相沢家の食生活」（共著）『暮しの設計』 昭50.11～12／「髪結いと床屋と」（共著）

『暮しの設計』 昭 51.1／「つき合いと信心」（共著）『暮しの設計』 昭 51.2／「民家としての相沢家」

（共著）『暮しの設計』 昭 51.3／「上級学校に行く」（共著）『暮しの設計』 昭 51.4／「農地改革の流

れの中で」（共著）『暮しの設計』 昭51.5／「戦争と村人―国民皆兵論考余話の一部」『郷土相模原』8 昭

53  
〔図書〕『相沢日記』（編） 相沢栄久 昭40／『続相沢日記』（編） 相沢栄久 昭41／『続続相沢日記』

（編） 相沢栄久 昭42／『相沢日記大正編』（編） 相沢栄久 昭47／『増補相沢日記』（編） 相沢栄

久 昭52 
〔作品〕 － 
 

青木 昭二（あおき・しょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 『昭和と自分・郷土の８０年誌』 光陽メディア 平22 
〔作品〕 － 
 

青木 恵（あおき・めぐみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『木洩れ日』 日本文学館 平22／『延長十五回』 日本文学館 平24／『ファールフライ』 日

本文学館 平25／『初心、忘るべからず』 Ａ文学会 平27 
〔作品〕 － 
 

青山 元（あおやま・げん） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『落日の太平洋 上巻』 緑陽社 平23／『落日の太平洋 下巻』 緑陽社 平23／『運命のＤ

暗号 実録太平洋戦争』 戎光祥出版 平24 
〔作品〕 － 
 

赤井 謙一（あかい・けんいち） 

〔雑誌〕「北極海の航路を考える―北方航路とその国際的利用上の問題点」（訳）『船の科学』45巻1号 平

4.1／「ロシアの北極海域用砕氷船 その現状と将来」『世界の艦船』通号588 平13.11 
〔図書〕『世界の砕氷船』 交通研究会 平22 
〔作品〕 － 
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赤塚 苔花（あかつか・たいか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『朧夜 赤塚苔花句集』 卯辰山文庫 昭63 
〔作品〕 － 
 

赤間 二郎（あかま・じろう） 

〔雑誌〕「これが“晋三チルドレン”全９４議員の「身上調書」だ！靖国、皇室、消費税から小泉構造改革

採点まで完全アンケート敢行」（共著）『ＦＬＡＳＨ』 平18.7.4 
〔図書〕『あかま二郎の政治手帖』 おさるの会 平14 
〔作品〕 － 
 

赤松 郁代（あかまつ・いくよ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『甘藍』 短歌新聞社 昭53／『歌集 諸葛菜』 平15 
〔作品〕 － 
 

赤松 菊恵（あかまつ・きくえ） 

〔雑誌〕「特集 III エッセイ「誌名の由来」気鋭歌人作品集 十首」『短歌研究』47巻4号 平2.4 
〔図書〕『歌集 花の夢』 平15 
〔作品〕 － 
 

亞川 マス子（あがわ・ますこ） 

〔雑誌〕『短歌現代』23巻8号通号268 平11.8／『市民短歌』42巻163号 平20.6 
〔図書〕『デュカスの馬』 砂子屋書房 平元／『レタスの苗』 砂子屋書房 平6／『神奈川芸術祭合唱

曲作曲コンクール入選曲集 第１８回』（短歌） 神奈川県県民部文化室 平 6／『ランスの屋根裏部屋』 

短歌研究社 平12／『海の断片』 短歌研究社 平18 
〔作品〕 － 
 

秋 竜山（あき・りゅうざん） 

〔雑誌〕（一部掲載）「（野球珍談）タマげた野球」『少年ブック』19巻5号 昭42.4 ほか／ 
〔図書〕『秋竜山のふざけた世界』 朝日ソノラマ 昭 45／『笑わせる天才たち：憂き世は屁でとばせ』 

ベストセラーズ 昭45／『戦争漫画傑作集』（共著） 筑摩書房 昭45／『Ｏｈ・ジャリーズ』 実業之

日本社 昭45／『あァ！乱痴気人間』 青林堂 昭46／『日本ＳＦベスト集成 ’７５』（共著） 徳間

書店 昭 50／『馬鹿ばっかり：気持ちがラクになる本』 ベストブック社 昭 50／『秋竜山の１千枚』 

東京スポーツ新聞社 昭 51／『すってんころりん』 奇想天外社 昭 51／『秋竜山のロビンソン・クル

ーソー 秋竜山孤島漫画１０００点より』 大陸書房 昭53／『利口と馬鹿ばっかり』 三月書房 昭55
／『秋竜山の釣れづれ記』 大陸書房 昭 55／『ノッホホン氏』1～3 大陸書房 昭 55／『たべちゃっ
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た』（絵） 太平出版社 昭55／『利口と馬鹿ばっかり』 三月書房 昭55／『わたしの散歩道』（共著） 

竹井出版 昭 55／「おーい たすけてくれ』1～4 旺文社 昭 56／『日本漫画代表作選集 第２巻』（共

著） 実業之日本社 昭56／『はみだし教師すってんころりん青春記』 コンパニオン出版 昭57／『ア

ッ！というまの出来事 珍日本最初の日』 ダイナミックセラーズ 昭57／『笑いの真っ只中』 コンパ

ニオン出版 昭 57／『となりの他人 現代住居考現学』 実業之日本社 昭 58／『竜山の「この世は漫

画だ」』 現代書林 昭 59／『みんないいひと』福祉マンガ№1～20 相模原市社会福祉協議会 昭 59～
平22／『竜山のこの世は漫画だ』 現代書林 昭59／『秋竜山の読書狂』 青英社 昭60／『楽しみな

がら読む日本国憲法』 実業之日本社 昭60／『ぼくの純情フラフラ東京』 みずうみ書房 昭62／『火

の坂下のたぬきぼさつ』（ふるさと紙芝居）（画） 相模原市教育委員会 昭63／『人間に生まれてよかっ

た』 佼成出版社 昭63／『本屋で雨宿り』 立風書房 昭63／『秋竜山のすってんころりん劇場』 朝

日新聞社 昭 63／『熊さん八っあんこれがありがてェー般若心経だよ』 海風社 昭 63／『秋竜山の江

戸川柳と一勝負』 池田書店 昭63／『秋竜山の喫う人も喫わない人もヘルシータイム』 ヘルシー埼玉

２１県民会議 平元／『ＯＴＳＵＫＡ漫画ヘルシ−文庫』（漫画） 大塚製薬 平元～22／『楽天病院食っ

ちゃ寝』 保健同人社 平 2／『漫筆差別鑑賞』 明石書店 平 2／『秋竜山のすってんころりん文章劇

場』 朝日新聞社 平2／『おとぼけ読書絵日記』 六興出版 平3／『どっちむいてんの』 経済往来社 

平 3／『深海魚の涙 うれし恥ずかし母の追想四十六話』 佼成出版社 平 5／『風もないのに世の中ま

わる 二人三脚お笑い競作』（漫画） 明窓出版 平 6／『スポーツによるケガと痛み』（漫画）大塚製薬 

平 6／『まんが奥の細道』 里文出版 平 6／『そうずら君』１～2 三空出版 平 6～平 7／『超珍化論 

サウルスのスクランブルドエッグス』 三空出版 平6／『バーバラ寺岡の紙一重健康学』（画） 三空出

版 平6／『無人島の快楽』 清流出版 平7／『禅語十三夜』 地人館 平7／『今日は誰かの誕生日 漫
画と滑稽短歌』（画） 立風書房 平8／『ふりむけばエッセイ』 明窓出版 平9／『竜山漫録 秋竜山

の読書絵日記』1～2 北宋社 平10／『みんないいひとみんないいこと 改訂版』 相模原市社会福祉協

議会 平11／『老いたるいたち : ベスト・エッセイ２００７』（共著）光村図書出版 平19／『無限の想

像力 秋竜山まんが祭り図録』 相模原市民ギャラリー 平21 
〔作品〕 － 
 

秋沢 一氏（あきさわ・ひとし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『風にうたうインマイライフ』 新風舎 平17／「見えない光の夏」『立川文学Ⅲ』 けやき出版 

平25 
〔作品〕 － 
 

秋永 憲一（あきなが・けんいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『労災事故と示談の手引 よくわかる示談と民事賠償額算定の実際』 労働調査会 平 27／『労

災事故と示談の手引 改訂新版』 労働調査会 平30 
〔作品〕 － 
 

秋元 かおり（あきもと・かおり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ペンギンがやってきた』 チャイルド本社 平7／『ゆかいなおとなり』 ひさかたチャイルド 
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平8／『ともだちになろうよ』（文）学習研究社 平9／『おかしどろぼうホッペルパン』（絵）チャイルド

本社 平10 
〔作品〕ショートストーリー6見開き10冊 
 

秋山 幸也（あきやま・こうや） 

〔雑誌〕「カエルが結ぶ水と陸の風景」『水環境学会誌』28巻3号 通号281 平17.3／「都市緑地におけ

る樹林地の構造と鳥類の利用について」（共著）『ランドスケープ研究』69 巻 5 号 平 18／「地域の視点

でとらえる絶滅危惧種」『食農教育』49号 平18.7／「野の人 秋山幸也 相模原市立博物館 学芸員の

“芸”が生きたカワラノギクの復活」（共著）『ＢＥ-ＰＡＬ』 平21.2／「ヤマカガシを吸血するヤマビル」

（共著）『BINOS』20巻 平26／「営巣中のアオゲラの穴をのぞきに来た鳥たち」（共著）『BINOS』23
巻 平28／「モズのはやにえを食べたシジュウカラ」（共著）『BINOS』23巻 平28／「神奈川県におけ

る真冬のハチクマの観察記録 」（共著）『BINOS』23巻 平28／「観察記録 神奈川県相模原市における

ナベヅルの越冬記録 」（共著）『BINOS』24巻 平29／「神奈川県におけるヤマヒバリの初記録」（共著）

『BINOS』24巻 平29／「繁殖した巣をねぐらに越冬したツバメの記録」『BINOS』25巻 平30／「宮

ヶ瀬湖における水鳥の調査結果について」（共著）『BINOS』26 巻 令元／「小田原市早川漁港における

コクガン幼鳥個体の観察記録」（共著）『BINOS』26 巻 令元／「酒匂川におけるショウドウツバメの厳

冬期の記録」『BINOS』26巻 令元 
〔図書〕『相模原市立博物館研究報告 第１０～２５集』（共著） 相模原市立博物館 平13～29／『アマ

ガエルのヒミツ』 山と渓谷社 平 16／『カエル見つけた！ ： さがみはら自然ガイド』（共著） 相模

原市立博物館 平21／『生きもの つかまえたらどうする？』（文） 偕成社 平26／『はじめよう!バー

ドウォッチング』（共著）文一総合出版 平 26／『博物館の未来をさぐる』（共著） 東京堂出版 平 27
／見つける見分ける鳥の本 成美堂出版 令２／ 
〔作品〕 － 
 

秋山 実（あきやま・みのる） 

〔雑誌〕「積極的中立への反省」『世界の労働』11巻2号 昭36.2／「浮彫りされた二つの政党の指導性の

差異」『月刊総評』66号 昭37.10／「最近の沖縄における労働組合運動」『月刊総評』83号 昭39.3／ 
「歴史展望をもつ交流促進を」『月刊総評』102号 昭40.12／「日韓闘争をめぐる共闘問題の一側面」『月

刊社会党』105号 昭41.2／「総評の運営を検討する」（討論）『月刊総評』108号 昭41.6／「韓国労働

組合の現状」『月刊総評』109号 昭41.7／「戦線統一へ大胆な構想を」『月刊労働運動』2巻7号 昭41.7
／「アジア訪問総評代表団報告-下」『月刊総評』117号 昭42.3／「アジア労働運動の一断面」『世界の労

働』19巻1号 昭44.1／「２・４ゼネストは回避されたが……その経過と問題点」『月刊総評』142号 昭

44.4／「回避された２・４ゼネスト」（ルポルタージュ）『月刊労働問題』132号 昭44.4／「ＡＦＬ・Ｃ

ＩＯのアジア政策と対決を」『月刊総評』144号 昭44.6／「運動方針にみる一致と不一致」『月刊労働問

題』144 号 昭 45.3／「インドの熱風―東南アジアの一断面」『月刊総評』通号 157 昭 45.7／「フィリ

ピン労働組合の統一と最近の動き PLUCとPCLの統合をみる」『経営と労働』15巻6号 昭45.6／「巻

頭言」『総評調査月報』5巻2号通号53～6巻3号通号66 昭46.2～47.3／「イギリスの郵便ストライキ」

『世界の労働』21巻3号 昭46.3／「労組の社会的役割を重視した開発を」『世界の労働』22巻2号 昭

47.2／「ＩＬＯアジア地域会議参加代表団報告」『経営と労働』17巻3号 昭47.3／「アジアにおけるＰ

ＴＴＩの活動」（報告）『世界の労働』22 巻 9 号 昭 47.9／「戒厳令下の労働運動―韓国とフィリピンの

場合」『世界の労働』23巻1号 昭48.1／「東南アジアの多国籍企業問題」『経営と労働』18巻6号 昭

48.6／「アジアにおける社会主義と民主主義 その実験と将来（上）（下）」『経営と労働』18 巻 7・8 号 
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昭 48.7・8／「『新しい国際労働運動』（木畑公一著）」『改革者』7月 160 号 昭 48.7／「労働側からみた

海外ビジネスの問題点は何か」（共著）『労務事情』10 巻 281 号 昭 48.12／「河畔の庁舎から」『中央労

働時報』899号 平7.11／「戦時下における学徒勤労動員の想い出」『社会科学年報』通号30 平8.3 
〔図書〕『戦時下における学徒勤労動員の想い出』 秋山実 平8 
〔作品〕 － 
 

秋山 守一 （あきやま・もりいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『塔を撮る 百八景』 平5 
〔作品〕 － 
 

秋山 幸雄（あきやま・ゆきお） 

〔雑誌〕「＜特集＞精巧玩具 遊びの中の精密工学」『精密工学会誌』66 巻 9 号 平 12.9／「子どもとの

生活 凧、たこ、あがれ! 」『婦人之友 』110巻1号 平28.1 
〔図書〕『ふうたい翼角凧 上手な創り方、揚げ方、天空をラクラク漂い遊ぶ』 徳間書店 平 3／『自由

翼でつくる世界の凧』 誠文堂新光社 平11／『自由翼でつくる日本の凧』 誠文堂新光社 平11／『よ

く揚がる自由翼凧』 誠文堂新光社 平 11／『ふうたい翼凧 風がつくる立体の翼』 誠文堂新光社 平

13／『連凧 大空の首飾り』 誠文堂新光社 平13／『たこあがるかな』 福音館書店 平成20／『Ａｋ

ｉｙａｍａ’ｓ Ｐａｐｅｒ Ｋｉｔｅ Ａｐｐｌｉｑｕｅ Ｄｅｓｉｇｎｓ』 平22 
〔作品〕 － 
 

アキヨシ カズタカ（あきよし・かずたか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『しんりゃくし隊のメイド３』 エンターブレイン 平 22／『げんつき 相模大野女子高校原付

部』１～４ メディアファクトリー平 25～平 26／『かたるし ののかの国東不思議探訪』 一迅社 平

30 
〔作品〕 － 
 

阿久津 しめ乃（あくつ・しめの） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『詩集・歌詩集 第一集（ゆうがお）』 平22／『詩集・歌詩集 第二集（はなあざみ）』 平24 
〔作品〕 － 
 

朝井 絹江（あさい・きぬえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『染職人』 ふだん記全国グループ 昭50／『新風』 ふだん記全国グループ 昭58 
〔作品〕 － 
 

浅井 得一（あさい・とくいち） 
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〔雑誌〕「亞細亞民族と印度の地位」『政界往来』13 巻 9 号 昭 17.9／「印度支那に於ける阿片問題と華

僑」『東亜人文学報』2巻2号 昭17.7／「泰緬鉄道」『新地理』1巻4号 昭28／「川上村雑記:特にフイ

ルム工場の退去について」『新地理』3巻3号 昭29／「インドの人口問題」『新地理』3巻4号 昭30.3
／「統計から見た日本の作物の種類について」『日本大学文学部研究年報』6巻 昭30.12／「野辺山開拓

地の酪農への転換」『新地理』別巻 昭 31.12／「新しい市の区域と人口について」『日本大学文学部研究

年報』7巻2号 昭32.3／「日本の市の増加--特に城下町の市政施行について 1・2」『新地理』6巻3・
4号 昭33.1・3／「新しい市の実態と諸問題について」『地理』3巻2号 昭33.2／「日本の市の統計的

分析--特に市街地率について」『新地理』7巻2号 昭34.1／「千曲川最上流の村」『地理』4巻10号 昭

34.10／「大学入試問題と高等学校における地理教育について」『新地理』8巻4号 昭35／「満州国都市

人口の増減について」『日本大学人文科学研究所研究紀要』2号 昭35.3／「 八丈島三根地区の高倉につ

いて」『新地理』11巻2号 昭38／「八丈島共同調査報告 （第1報）」『新地理』11巻2号 昭38／「泰

緬鉄道補遺」『新地理』10巻4号 昭38／「小学生から大学生までの外国地名の知識についての調査」『新

地理』11巻4号 昭39／「八丈島の高倉について (第2報)」『新地理』12巻2号 昭39／「タイヘ渡っ

たＣ５６」『鉄道ピクトリアル』14巻9号通号162 昭39.9／「マニラだより」『全人教育』40巻8号通

号204 昭41.8／「ダバオだより」『全人教育』40巻10号通号206、41巻3号通号211 昭41.10、42.3
／「粟島共同調査報告 （その１～３）」（共著）『新地理』14巻 4号、15巻1・4号 昭42・43／「地誌

教育における総合景観方式について」（共著）『新地理』15巻2号 昭42／「泰緬鉄道を踏査して」『鉄道

ピクトリアル』17 巻 6 号通号 197 昭 42.6／「性別人口についての二,三の覚書」『玉川大学教養部紀要』

8 巻 1 号 昭 43.1／「大学生の考えている県民性について--一般教育の地理学におけるある試みについて

の報告」『玉川大学文学部紀要』通号 10 昭 44／「舳倉島共同調査報告」『新地理』18 巻 1 号 昭 45／
「周防大島の海外からの帰還者に関する調査 （その1）」『新地理』19巻2号 昭46／「内田寛一著「近

世農村の人工地理学的研究」『国士館大学人文学会紀要』通号4 昭47.1／「サルに笑われるヒト」『全人

教育』46 巻 7 号通号 275 昭 47.7／「われこそはデモシカ教師」『マネジメントガイド』19 巻 6 号 昭

48.6／「戦死率と県民性の関係について」『玉川大学文学部紀要』15巻1号 昭49／「玄界島共同調査報

告 大学における課外活動の成果の一例として」『玉川大学文学部紀要』通号18 昭52／「「日本の国土」 
についてのいろいろな疑問」『新地理』25 巻 3 号 昭 52／「バーモ暗殺未遂事件についての証言（上）

（下）（補遺）」『月刊政治経済史学』5・6・10号通号144・145・149 昭53.5・6・10／「昭和二〇年人

口調査の分析」『人文学会紀要』通号11 昭54.1／「ビルマ再々訪記」『地理』24巻11号 昭54.11／「私

の地理教育」『新地理』27巻4号 昭55／「マラッカにおけるポルトガル人の痕跡について」『 新地理』

29巻 2号 昭56／「泰緬鉄道近情」『鉄道ピクトリアル』32巻12号通号411 昭57.12／「ビルマにお

ける花谷正中将の行動 大東亜戦争公刊戦史の限界について」『政治経済史学』10 号通号 207 昭 58.10
／「ビルマに関する公刊戦史の限界についての考察 インパールからモールメンまで」『政治経済史学』3
号通号251 昭62.3／「わが国における耳垢型の地域的分布について」『新地理』36巻2号 昭63／「私

の動物記」『動物文學』58巻1号通号252 平4.6／「ジャワのイスラム教徒たち 現在の生活にみる宗教

意識」『地理』37巻12号 平4.12／「日本地理教育学会私記」『新地理』47巻3・4号 平12.3 
〔図書〕『地理論叢』第8-12輯（共著） 古今書院 昭14～17／『印度（世界地理政治大系）』 白揚社 

昭17／『印度洋』 朝日新聞社 昭17／『ラングーン・カルカッタ』 目黒書店 昭18／『大東亜地政

学新論』（共著） 星野書店 昭18／『日本の都市の人口地理学的研究』 昭25／『首都東京』 筑摩書

房 昭28／『日本の国土と生活』岩崎書店 昭29／『総合地理事典』 明治図書 昭32／『日本地理も

のがたり 上・下』 筑摩書房 昭 32／『玉川こども百科 ６６』（共著） 誠文堂新光社 昭 32／『人

文地理要説』 山海堂 昭32／『世界風俗めぐり』 偕成社 昭33／『新世界地理 第4』（共著） 朝倉

書店 昭 34／『東南アジア（こども百科）』 誠文堂新光社 昭 35／『政治地理』（共著） 日本政治地

理学会 昭 35／『玉川百科大辞典 第 25～28（共編） 誠文堂新光社 昭 36～38／『日本ふしぎ探検』

１～７（監修） 小峰書店 昭 39／『これが新しい世界だ 第２０』（共著） 国際情報社 昭 40／『高
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校地理の核心』（共著） 文研出版 昭42／『玉川児童百科大辞典』１７・１８（編） 誠文堂新光社 昭

42～43／『郷土の研究事典』 小峰書店 昭43／『世界の旅 第１２』（共著） 河出書房新社 昭43／
『世界の産業』 大日本図書 昭45／『高校地理の核心』（共著） 文研出版 昭45／『政治地理 第４集』

（共著） 古今書院 昭 46／『人間の地理学』 玉川大学出版部 昭 47／『もののはじまり物語』 実

業之日本社 昭 50／『たべものの地理』 玉川大学出版部 昭 50／『東京地名風土記』 産業能率短期

大学出版部 昭 53／『ビルマ戦線風土記』 玉川大学出版部 昭 55／『資源の地理』 玉川大学出版部 

昭53／『郷土の研究事典』 小峰書店 昭57／『世界ふしぎ探検』１～６ 昭57／『わたしたちの日本』

１～１６ 小峰書店 昭59～昭63／『さまよえる羊の歩み』 小峰書店 昭60／『玉川児童百科大辞典』

１７・１８（編） 誠文堂新光社 平 3／『禎子を想う』 近代文藝社 平 4／『愛知県人と名古屋人』 

玉川大学出版部 平7／『日本地理学人物事典』（共著） 原書房 平26 
〔作品〕 － 
 

浅会 雪子（あさかい・ゆきこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『命のいしずえ』 日本文学館 平22／『原点』 日本文学館 平23 
〔作品〕 － 
 

浅田 誠一（あさだ・せいいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『図解とフローチャートによる新有機化学実験』（共著） 技報堂出版 昭54／『図解とフローチ

ャートによる定量分析』（共著） 技報堂出版 昭 56／『図解とフローチャートによる定性分析』（共著） 

技報堂出版 昭57／『図解とフローチャートによる新物理化学実験』（共著） 技報堂出版 昭57／『図

解とフローチャートによる新無機化学実験』（共著） 技報堂出版 昭58／『化学反応のおはなし』（共著） 

日本規格協会 平7 
〔作品〕 － 
 

浅野 晃（あさの・あきら） 

〔雑誌〕「一代女の構成」『文藝研究』通号17 昭29.6／「「世間胸算用」論」『文化』19巻7号 昭30.7
／「「諸艶大鑑」の構成」『文芸研究』通号26 昭32.7／「青果と西鶴」『東北文学論集』1巻 昭33／「西

鶴と歌舞伎」『文學藝術』通号2 昭44.9／「秋成と西鶴」『文芸研究』通号33 昭34.10／「真山青果の

西鶴研究」『研究収録』1巻 昭35／「史料解説日本永代蔵」『歴史教育』8巻10号 昭35／「西鶴をめ

ぐるみちのくの文人たち」『東北文学論集』2 昭37／「『一代男』中の俳人」『皇学館大学紀要』通号１ 昭

39.1／「芭蕉と伊勢俳人」『皇学館大学紀要』通号2 昭39.3／「松尾芭蕉の伊勢参宮」『瑞垣』64 昭39
／「『一代男』と『諸艶大鑑』との間」『国語国文』35巻9号 昭41.9／「『椀久一世の物語』と西鶴諸国

ばなし」『国語国文』37巻11号 昭43.11／「西鶴と歌舞伎」『文学芸術』通号2 昭44.9／「西鶴と歌舞

伎・浄瑠璃」『共立女子大学紀要』通号 16 昭 45.5／「好色一代男と好色一代女」『国文学』15 巻 16 号 

昭 45.12／「『男色大鑑』の主題」『文芸研究』通号 69 昭 46.3／「西鶴武家物の方法と主題」『国語と国

文学』48巻 10 号 昭 46.10／「『亭の遠眼鏡』考」『文学』43 巻 3 号 昭 50.3／「『日本永代蔵』以降」

『国語と国文学』56 巻 3 号 昭 54.3／「経済小説の光と影」『国文学』24 巻 7 号 昭 54.6／「西鶴の描

く人間像」『古文研究シリーズ』 昭56.5／「谷脇理史著「西鶴研究序説」」『国語と国文学』59巻3号 昭

57.3／「西鶴が描いた人間たち」『国文学研究資料館講演集』3 昭57.3／「元禄期の旅行書 地誌『一目
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玉鉾』をめぐって」『文學藝術』6号 昭58.10／「西鶴の遍歴小説と民間芸能」『文学芸術』13号 平2.2
／「西鶴文学の基盤－元禄前夜の文学状況―」『日本学』17号 平3.5／「西鶴と芭蕉」『大阪春秋』67号 

平4.4／「「日本永代蔵」 町人社会の諸相」『国文学』58巻8号 平5.8／「西鶴とその周辺」『江戸文学』

通号 11 平 5.10／「「江戸文学研究」神保五弥」『国語と国文学』70 巻 10 号 平 5.10／「元禄文学の誕

生―作者と書肆と―」『武蔵野文学』42号 平6.12 
〔図書〕『みちのく文学風土記』（共著） ゑんじゅ書房 昭31／『西鶴国語国文学研究史大成 １１』（共

著） 三省堂 昭39／『西鶴日本文学研究資料叢書』（共編） 有精堂 昭44／『阿部次郎徳川時代の芸

術と社会』（校訂解説） 角川書店 昭 46／『西鶴鑑賞日本古典文学 ２７』（共著） 角川書店 昭 51
／『作家西鶴・実像へのアプローチ』（共著） 至文堂 昭 53／『井原西鶴図説日本の古典 １５』 集

英社 昭53／『西鶴物語』 有斐閣 昭53／『日本近世文学史』（共著） 有斐閣 昭53／『講座日本語

の語彙 ５』 明治書院 昭57／『研究資料日本古典文学 ４』 明治書院 昭58／「好色一代男」（編） 

桜楓社 昭59／『今昔物語 改訂版』偕成社 昭59／『宮本武蔵』 偕成社 昭60／『伊達正宗―文化

とその遺産―』（共編） 里文出版 昭62／『漢字講座 ７』 明治書院 昭62／『奥の細道とみちのく

文学の旅』（共編） 里文出版 平元／『西鶴論考』 勉誠社 平 2／『西鶴とその周辺』（共著） 勉誠

社 平3／『近世文学論叢』（共著） 明治書院 平4／『講座元禄の文学』全5巻（共編） 勉誠社 平

4，平5／『論叢元禄の文学』 勉誠社 平5／『西鶴新展望』（共著） 勉誠社 平5／『日本文学におけ

る中世と近世 : 共同研究』（共著） 共立女子大学文学芸術研究所 平 6／『文芸における夢 : 共立女子

大学文芸学部創設四十周年記念論集』（共著） 共立女子大学文芸学部 平 6／『西鶴への招待』（共著） 

岩波書店 平7／『西鶴文学の魅力』（共著） 勉誠社 平7／『好色一代男 翻刻・影印（西鶴選集）』（編） 

おうふう 平8／『西鶴展望』 勉誠出版 平12／『原典で楽しむ江戸の世界 江戸文学から浮世絵・錦

絵まで』 里文出版 平16／ 
〔作品〕 － 
 

旭山 強（あさひやま･つよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『生命あるものの輝き 私の野鳥記』 平25 
〔作品〕 － 
 

芦沢 宏生（あしざわ・ひろお） 

〔雑誌〕「東ベルリンの街づくり―対立する市民生活」『都市開発』通号98 昭46.6／「ルカーチとの対話

と日本」『現代の眼』13 巻 2 号 昭 47.2／「ルカーチ理論の現代的意義-1-」『法学新報』80 巻 9 号 昭

48.9／「地域行政機構の末端組織」『実践女子大学文学部紀要』通号21 昭54.3／「日本国憲法における

国家原理と憲法状況」『実践女子大学文学部紀要』通号 25 昭 58.3／「近代国家原理と旧「大日本帝国」

体制における「国体」概念」『実践女子大学文学部紀要』通号26 昭59.3／「１９４６年憲法の原理と１

９８５年の憲法状況」『実践女子大学文学部紀要』通号28 昭61.3／「研究論文 西独・緑の党－１９８

７選挙の結果と分析 （１）～（３）」『社会運動』通号85～87 昭62.4～6／「誌上講座･緑の党と選挙」

（共著）『社会運動』通号88 昭62.7／「1988年の憲法状況と「昭和」の終焉」『実践女子大学文学部紀

要』通号 31 昭 63.2／「バイエルン「共和国」―１９１８／１９」『実践女子大学文学部紀要』通号 30 
昭63.3／「ドイツの街角から-89年選挙状況と政治動向」『社会運動』通号111 平元.6／「研究論文「社

会主義」の崩壊と知識人の歴史的責任 「ハンガリア１９５６－８９」の政治変動を中心として」『社会運

動』通号114 平元.9／「社運研･政治研究会（１４）「壁」崩壊後の東欧を訪ねて－東西ドイツ情勢と今後

の世界体制の行方－」『社会運動』通号120 平2.3／「｢ドイツ統一｣-消す論理と消される論理」『情況 第
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二期』2巻5号通号11 平3.5／「クーデター後のソ連・東欧 二度目の歴史は喜劇として現われる――急

展開するソ連･東欧情勢を現地で視て」『社会運動』通号139 平3.10／「ドイツ・イデオロギーからドイ

ツ・ガイストへ」『法学新報』98巻11・12号 平4.6／「現代都市社会における自律した市民の成長」『実

践女子大学文学部紀要』通号35 平5.3／「投稿 放射線検知器“Ｒ－ＤＡＮ”システム実現まで―家坂哲

男氏のこと」『社会運動』通号 156 平 5.3／「ベルリンにて１９９３．５ 合併ドイツの現状」通号 160 
平 5.7／「旧ユーゴ内戦は経済的手段で解決せよ」『エコノミスト』71 巻 37 号 平 5.8／「ドイツ短信」

通号162～169 平5.9～6.4／「旧ユーゴ紛争の真相」『法学セミナー』39巻3号通号471 平6.3／「旧

ユーゴ情勢―バルカンと西欧列強の動向」『法学セミナー』39 巻 10 号通号 478 平 6.10／「福祉政策と

年金の引き下げ」『実践女子大学文学部紀要』通号37 平7.3／「「スーパードイツ」のバルカン政策」『法

学新報』101 巻 5・6 号 平 7.3／「旧ユーゴ紛争とアメリカのシナリオ」『法学セミナー』通号 493 平

8.1／「≪国家機構≫」「オウム」事件と天皇主義国家」『法学セミナー』41巻4号通号496 平8.4／「コ

ソボ問題とは何だったか？」『軍縮問題資料』8号通号226 平11.8／「旧ユーゴ情報―コソボ紛争はＦｉ

ｎａｌ Ｇａｍｅか？（上）（下）」『法学セミナー』44巻9・10号 通号537・538 平11.9・10／「ＵＳ

Ａだけが善か」『軍縮問題資料』255号 平14.1／「この途はいつか来た径」『軍縮問題資料』274号 平

15.8／「宿命・現代ドイツの両極化―２００４・９」『実践女子大学文学部紀要』26号 平17.3／「国家

存立イデオロギー論 憲法・靖国・教科書・領土」『社会民主』600号 平17.5／「マケドニアの国家原理

の模索 いまも続くユーゴスラヴィア社会主義解体の余波」『社会運動』通号 306 平 17.9／「歴史的先

駆性もしくは遡及性」『法学新報』112巻7・8号 平18.3／「国家存立イデオロギー論-近代法と国際関係

における『靖国』問題」『実践女子大学生活科学部紀要』43巻 平18.3.25／「社会国家の公共性―国鉄と

郵便局と国保と米と年金と介護」『季刊軍縮地球市民』10号 平19 
〔図書〕『地域学入門』 法学書院 昭 54／『現代社会の政治と文化』（共著） 法学書院 昭 54／『法

学』（共著） 建帛社 昭55／『スーパードイツの脅威！』 ＪＩＣＣ出版局 平2／『地域学 Ⅰ ’９

３日野市長選の実態分析』 尚学社 平 6／『環境教育ガイドブック』（編著） 高文堂出版社 平 15／
『現代マケドニア考』 中央大学出版部 平20／『現代文明のゆくえ』 ヒルトップ出版 平26 
〔作品〕 － 
 

芦澤 義浩（あしざわ・よしひろ） 

〔雑誌〕『相模文芸』第3号 平13 
〔図書〕『第五合同歌集 春光』 大野北短歌会 平13 
〔作品〕 － 
 

東 逸子（あずま・いつこ） 

〔雑誌〕「会員通信」『JBBY』19号 昭56.4／「イラストレータからのメッセージ」『JBBY』24号 昭

57.7／「Visual Spot」『幻想文学』8号 昭59.9／「今月号の人 表紙エッセイ」『ＭＯＥ』6巻10号通号

63 昭63.1／「装慎自評 装禎という形のラブレター」『波』21巻8号通号212 昭62.8／「ＤＯＬＬＳ 
ＦＡＮＴＡＳＹ 人形と物語」『ＭＯＥ』9巻12号通号101 昭63.3／「Ｆａｉｒｉｕｍ Ｈｕｎｔｉｎ

ｇ」『ＭＯＥ』10巻1～12号通号102～113 昭63.3～平元.3／『版画芸術』（対談）65 平元／「アトリ

エの横顔」『ＭＯＥ』11巻8号通号121 平元.11／「特別企画 アール・ヌーヴォーの華 アルフォンス・

ミュシャ インタビュー＆エッセイ」『ＭＯＥ』11巻12号通号125 平2.3／「特集 宮沢賢治 「銀河鉄

道の謎」」『ＭＯＥ』12巻10号通号135 平3.1／「新しい天使の生まれる場所で」『幻想文学』31号 平

3.2／「精神の両性具有ルネッサンス」『ＳＰＡ！』 平3.7.31／「忘れられないあの人 「ザルツブルグの

小枝の魔法」」『ＭＯＥ』13巻6号通号143 平3.9／「人形たちに魅せられて」（対談）『幻想文学』32号 
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平3.10／「エッチングギャラリー--最近気になる銅版画から」『ＭＯＥ』14巻3号通号152 平4.6／「海

外取材特集 スペシャルギャラリー モモ」『ＭＯＥ』14巻11号通号160 平5.2／「美術館のある旅 ミ

ニ・ギャラリー 月光公園」『ＭＯＥ』15巻9号通号170 平5.12／「ファンタジーの生まれた国を訪ね

て 第１章 江國香織「嵐が丘」をゆく」『ＭＯＥ』15巻11号通号172 平6.2／「エッセイ 魔女のひ

きだし」『ＭＯＥ』16巻1号通号174～17巻6号通号191 平6.4～7.9／「生誕１００年を控えた総力企

画 宮沢賢治」『ＭＯＥ』16巻12号通号185 平7.3／「イラスト投稿ページ（第８回）ＭＯＥ月例イラ

スト審査展」『ＭＯＥ』17巻3号通号188 平7.6／「とじこみイラスト・ギャラリー 絵本のなかの宇宙 
「翼の時間」」『ＭＯＥ』17巻12号通号197 平8.3／「ハロウィーン企画 魔女の不思議な暮らし方」『Ｍ

ＯＥ』18巻8号通号205 平8.11／「もっと知りたい 「妖精大図鑑」」『ＭＯＥ』19巻2号通号211 平

9.5／「女性ファンタジスト・２０００」『幻想文学』（表紙絵）58号 平12／「大切なことはすべて少女

マンガに教わった」『ＭＯＥ』 平17.2／『詩とファンタジー』（絵） 平19～／「雑誌『詩とメルヘン』

との出会い」『ユリイカ臨増』 平25.8 
〔図書〕『愛の童話集』（画） 童心社 昭 59／『マザーグース・ファンタジー』 すばる書店 昭 51／
『サンタクロースっているんでしょうか』（画） 偕成社 昭52／『はるかなる恋人へ ゲーテ詩集』（画）  

サンリオ 昭53／『にんぎょひめ』（絵） 世界文化社 昭53／『岸田今日子ファンタジジー ひとみし

りな入江』（画） 大和書房 昭 53／『イソップものがたり』（絵） 世界文化社 昭 54／『クリスマス

物語集』（さし絵） 集英社 昭54／『しらゆきひめ』（絵） 集英社 昭55／『妖精のわすれもの』 偕

成社 昭56／『ビリティスの恋唄』（絵） PARCO出版 昭57／『Ｑはせかいいち』（絵） 集英社 昭

57／『ひとすじの光』（さし絵） 集英社 昭57／『アクエリアム 東逸子画集』 サンリオ 昭57／『ロ

ミオとジュリエット』（絵） 集英社 昭 57／『マッチうりのしょうじょ みにくいあひるのこ〈アンデ

ルセン〉（絵） 昭58／『イプシロンの翅』 白泉社 昭58／『終りのない紡ぎ唄 : ギリシャ神話の女た

ち』（絵） 中央公論社 昭 59／『チェロが鳴っている』（絵） サンリオ 昭 59／『愛の童話集』（画） 

童心社 昭59／『ＷＯＭＥＮ３５１』（画） 岩波書店 昭59／『グリム幻想―女たちの１５の伝説』（絵） 

パルコ出版局 昭59／『ローエングリーン』（絵） 新書館 昭60／『ミミナガさんの耳はマジック』（絵） 

フレーベル館 昭60／『黄金の鍵』（絵） 偕成社 昭60／『空色のたまご』（画） 偕成社 昭60／『も

うちょっとでおとな』（絵） 小峰書店 昭61／『タンホイザー』（絵） 新書館 昭61／『シンデレラ』

（絵） 三起商行 昭 62／『パルステラ』（画集） サンリオ ／『イニシャルのささやき ミステリー

の世界より』 世界文化社 昭 62／ 『シュリンクス：東逸子自選複製画集』 サンリオ 昭 62／『ほ

んもののプレゼント』（絵） 偕成社 昭63／『シェイクスピア幻想―道化たちの夢物語』（絵） パルコ

出版局 昭63／『トワイライト』（画集） サンリオ 昭63／『パルステラ 東逸子画集』 サンリオ 平

元／『アクエリアム フォルテ 東逸子画集』 サンリオ 平元／『プロキオン 東逸子自選複製画集』 

サンリオ 平元／『セレナイト』 トムズボックス 平2／『ブレーメンのおんがくたい しらゆきひめ』

（絵） 講談社 平2／『愛する人へ 自選詩集』（絵） サンリオ 平2／『ロミオとジュリエット』（絵） 

集英社 平 2／『ギリシア神話』（絵） 講談社 平 3／『パッサカリア 東逸子画集』 サンリオ 平 3
／『赤い靴』（絵） 偕成社 平4／『月光公園』（絵） 三起商行 平5／『銀河鉄道の夜』（絵） くも

ん出版 平5／『パルステラ 新装版』 サンリオ 平5／『ピルエット』 河出書房新社 平5／『銀河

鉄道の夜』（画） くもん出版 平5／『シンデレラ』（絵） 三起商行 平6／『サンタの友だちバージニ

ア』（絵） 偕成社 平6／『イソップものがたり』（絵） 世界文化社 平6／『うす灯』（画） 偕成社 

平7／『左手のパズル』（絵） 新書館 平7／『翼の時間』 三起商行 平7／『アフェリオン』画集 Ｎ

ＴＴ出版 平 8／『賢治に魅せられた３７人が案内する賢治ワールド探検の手引き（別冊家庭画報）』（共

著） 世界文化社 平 8／『アマテラス』 ほるぷ出版 平 9／『花と木のうた』（絵） 岩崎書店 平 9
／『くらやみの物語』（絵） 小峰書店 平9／『ペトリの祭檀』（絵） 新書館 平9／『眠れる森の美女 

ペロー昔話集』（絵） 講談社 平10／『月神の統べる森で』（絵） 講談社 平10／『三銃士』（絵） 講

談社 平11／『地の掟月のまなざし』（絵） 講談社 平12／『乗り合いＵＦＯ』（絵） 大日本図書 平
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12／『天地のはざま』（絵） 講談社 平13／『あなたの悲しみをわたしに』（画） 女子パウロ会 平13
／『月冠の巫王』（絵） 平13／『バラの声』（絵） 大日本図書 平14／『盗まれたあした』（絵） 小

峰書店 平14／『小さな白い鳥』（挿画） パロル舎 平15／『裔を継ぐ者』（絵） 講談社 平15／『ギ

ラの伝説』（絵） 小峰書店 平16／『日本の３太郎 桃太郎・金太郎・浦島太郎』（絵） 小学館 平16
／『遠くをみたい 星の贈りもの』（画） パロル舎 平16／『イサナと不知火のきみ』（絵） 講談社 平

18／『月の笛』（絵）小峰書店 平18／『ＢＡＣＨ ＳＩＤＥ』 新風舎 平18／『アンデルセンおはな

し絵本』（絵） 主婦と生活社 平 19／『本の妖精リブロン』（絵） あかね書房 平 19／『イサナ龍宮

の闘い』（絵） 講談社 平19／『想魔のいる街』 あかね書房 平21／『ギリシア神話 名作を１冊で

楽しむ』（絵） 講談社 平 22／『さとるくんの怪物』（絵） 小峰書店 平 22／『女の子がだ～いすき

なお話 母と子の読み聞かせえほん』（絵）ナツメ社 平22／『ギリシア神話 名作を一冊で楽しむ』 平

22／『古今東西あこがれのお姫さま物語 決定版』（絵） 講談社 平23／『みつよのいた教室』（絵） 小

峰書店 平24／『世界の恋愛詩を読みかえす』（絵） いそっぷ社 平25／『眠れる森の美女』（絵） 講

談社 平26／『いつまでも心に残る!女の子に贈りたい名作』（絵） ＰＨＰ研究所 平26／『立原えりか

のグリム童話』（絵） 朝日学生新聞社 平27／『Ｑはせかいいち』（絵） 復刊ドットコム 平28／『イ

ソップものがたり』（絵） 世界文化社 平30 
〔作品〕「Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」（銅版画） 昭63／『ロメオとジュリエット（ジュニアカセット音楽文庫 
７）』（絵） ヤマハ音楽振興会 昭63／「ＡＰＨＥＬＩＯＮ（アフェリオン）―遠日点」（ドローイング） 

平7／「翼の沈黙」（銅版画） 平10／「アリス―Ｔｈｅ Ｆａｌｌ Ｐｏｉｎｔ（落下地点）」（ドローイン

グ） 平19 
 

校倉 順三郎（あぜくら・じゅんざぶろう） 

〔雑誌〕手作り雑誌『月刊野人情報』／「小泊」文芸同人誌『ドン』／「縄文中期における生活様式の地

域性について」 
〔図書〕『野人志願－ネパール、ヒマラヤふらふら歩き』 文芸社 平15／『長明さんに逢いに行く』 文

芸社 平24 
〔作品〕「野人情報新聞」通算120号発行 
 

麻生 雍一郎（あそう・よういちろう） 

〔雑誌〕「独立をめぐる〝南海の争い〟島閥･民閥にゆれるメラネシア」『週刊読売』39巻30号通号1656
昭55.7／「試験管ベビーはここまで来た！ メルボルン･モナン大学カール･ウッド博士に独占インタビュ

ー」『週刊読売』41 巻 4 号通号 1735 昭 57.1／「本誌記者も見ました本場オーストラリアＵＦＯ最新情

報」『週刊読売』42 巻 34 号通号 1816 昭 58.8／「ルポ ここ掘れわんわん オーストラリア」『エネル

ギーレビュー』3巻12号通号35 昭58.11／「日豪交流秘話の舞台を訪ねて」『海外事情』31巻12号 昭

58.12／「晴れ後曇りになってきた日豪の貿易事情」『エネルギーレビュー』4 巻 2 号通号 37 昭 59.1／
「日豪秘話」『週刊読売』43 巻 25 号通号 1859 昭 59.6／「今月の世界史」『歴史読本』29 巻 12 号通号

390 昭59.8／「戦記ドキュメント 大暴動」『歴史読本』29巻16号通号394 昭59.10／「らんだむと

～く」『国際協力』5・2号通号361・370 昭60.5・61.2／「特化した情報をニュースレターで」『新聞経

営』1991巻4号通号117 平3.12／「乞う、顔のある財界人」『経済広報』19巻5号通号213 平9.5／
「香港発 報道ルポ２００３ 香港の幸福・香港の不幸（１）～（６）」」『中国経済』451～456号 平15.8
～平16.1／「巻頭随筆 ユニークな都市香港」『外交フォーラム』19巻11号通号220 平18.11 
〔図書〕『オーストラリアは大丈夫か』（共訳） サイマル出版社 昭55／『オーストラリア未知・未来の

大陸』 ＰＭＣ出版 昭58／『オーストラリア名画の旅』（共訳） ＰＭＣ出版 昭60／ 
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／『オーストラリア歴史・地理紀行』 新聞情報社 平25 
〔作品〕 － 
 

安達 巖（あだち・いわお） 

〔雑誌〕（一部掲載）「新國民運動の根本義」『農政研究』17巻8号 昭13.8 ほか／ 
〔図書〕『農事實行組合と産青聯』（編） 産業組合青年聯盟全國聯合 昭11／『税制改革と中小産者』（編）  
産業組合青年聯盟全國聯合 昭12／『全国産青聯研究会報告書』（共著） 産業組合青年聯盟全国聯合 昭

13／『新体制と全体主義』 新興亜社 昭 15／『国民運動の再出発』 霞ケ関書房 昭 15／『日本的食

様式の創造 粒食の復古と郷土パンの新興』 新大衆社 昭19／『最新パンの作り方』 食と生活社 昭

22／『最新 製パン技術入門』 産業評論社 昭 25／『日本パン経済図説』 パンニュース社 昭 39／
『パンと日本人 主食革命のあゆみ』 日本経済新聞社 昭 40／『ぱん由来記』 東京書房社 昭 44／
『たべもの伝来史 縄文から現代まで』 柴田書店 昭50／『日本の食物史 大陸食物文化伝来のあとを

追って』 同文書院 昭51／『粉食追放は国民の総意か 国民不在の粉食政策を斬る』 総合食品研究所 

昭52／『パン・洋菓子事典』（編） パン・洋菓子事典編纂会 昭55／『日本食物文化の起源』 自由国

民社 昭56／『食べすぎる日本人』 三一書房 昭57／『日本型食生活の歴史』 農文協 昭57／『ヤ

マザキパン王国への道 : 飯島藤十郎伝』 総合食品研究所 昭57／『レオン革命』 総合食品研究所 昭

58／『世界史に探る日本型食生活』 同文書院 昭 59／『砂糖をとりすぎる日本人』 三一書房 昭 60
／食と風俗民族名著集成 第３巻 東京書房社 昭 60／『パン食文化と日本人』 新泉社 昭 60／『日

本食物文化の起源』 自由国民社 昭 57／『出雲王朝は実在した』 新泉社 昭 60／『日本の粉食民俗

史』 東京書房社 昭 60／『原日本統一政権の成立』 新泉社 昭 61／『パンの日本史』 ジャパンタ

イムズ 平元／『日本食肉史基礎資料集成 第３０２輯』（共著） 栗田 平2／『出雲王朝の軌跡を辿る』 

新泉社 平 3／『出雲神在月の謎にせまる』 三一書房 平 4／『必ず儲かる中村屋式商法のすべて お

かみさんベーカリー奮戦記 実験ずみ』 総合食品研究所 平4／『弥生文化のルーツは出雲だ』 新泉社 

平4／『日本型食生活の歴史』 新泉社 平5／『出雲の大神と日本建国』 新泉社 平6／『出雲王朝は

実在した』 新泉社 平8／『パン』 法政大学出版局 平8／『大和は出雲の後継である』 新泉社 平

9／『日本型食生活の歴史』 新泉社 平16 
〔作品〕 － 
 

足立 倫行（あだち・のりゆき） 

〔雑誌〕（一部掲載）「インタナショナル・イソーロー」『朝日ジャーナル』13 巻 32 号 通号 651 号 昭

46.8 ほか／ 
〔図書〕『人、旅に暮らす』 日本交通公社出版事業局 昭56／『別冊太陽 新発見韓国』（共著） 平凡

社 昭60／『日本海のイカ』 情報センター出版局 昭60／『イカの魂』 情報センター出版局 昭60
／『一九七〇年の漂白』 文藝春秋 昭61／『人、夢に暮らす』 双葉社 昭63／『横浜中華街』（共著） 

新潮社 昭63／『北里大学病院２４時』 新潮社 平元／『アジアの人波、海の道』 文藝春秋 平2／
『一九七〇年の漂泊』 文芸春秋 平3／『日本海のイカ』 新潮社 平3／『アダルトな人びと』 講談

社 平4／『イワナ棲む山里』 世界文化社 平4／『お父さんの心配』 太田出版 平4／『人、旅に暮

らす』 社会思想社 平5／『錦の休日』 新潮文庫 平6／『こころの自分史 傑作選』 新潮社 平7
／『アジア海道紀行』 文藝春秋 平7／『奥只見物語―イヌワシ舞う渓谷』 世界文化社 平8／『妖怪

と歩く―ドキュメント水木しげる』 文春文庫 平9／『森林ニッポン』 新潮社 平10／『〔大活字本〕

北里大学病院２４時 生命を支える人びと 上・下』埼玉福祉会 平12／『海洋ニッポン』 岩波書店 平

12／『本田靖春集 ４』（解説） 旬報社 平 14／『船で暮らす地中海』 講談社 平 15／『親と離れて
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「ひと」となる』 ＮＨＫ出版 平 18／『悪党の金言』 集英社 平 21／『激変！日本古代史』 朝日

新聞出版 平22／『難治がんと闘う』 新潮社 平22／『死生天命』 ウェッジ 平23／『倭人伝、古

事記の正体』 朝日新聞出版 平 24／『血脈の日本古代史』 ベストセラーズ 平 27／『妖怪と歩く : 
ドキュメント・水木しげる 』今井出版 平29 
〔作品〕『ペルシャ湾岸紀行 砂漠とラクダの道』（ナレーター） 平2 
 

安達 正勝（あだち・まさかつ） 

〔雑誌〕「フランス王室編」『別冊歴史読本３２ 世界のプリンセス』28巻1号 平15.1／「ルイ十六世」

『別冊歴史読本５５ マリー・アントワネットとヴェルサイユ』28巻24号 平15.8／「「評論 モンテス

パン侯爵--太陽王と対決したコキュ」『すばる』26巻9号 平16.9／「ネー元帥の悲劇」『すばる』27巻1
号 平 17.1／「犯罪者詩人、ラスネール(1)」『すばる』27 巻 7 号 平 17.7／「犯罪者詩人、ラスネール

(2)」『すばる』27 巻 8 号 平 17.8／「六代目サンソン(1)」『すばる』28 巻 1 号 平 18.1／「六代目サン

ソン(2)」『すばる』28巻2号 平18.2／「リヨン郵便馬車事件」『すばる』29巻8号 平19.8／花の都パ

リ」『別冊歴史読本７９ ヨーロッパ三都物語』32巻27号 平19.9／「皇后ジョゼフィーヌ」『別冊歴史

読本８８ フランス宮廷物語』32巻36号 平19.12／「義妹エリザベト」『別冊歴史読本９１ マリー・

アントワネット３８年の生涯』33巻3号 平20.1 
〔図書〕『暗殺の天使，シャルロット・コルデの生涯』 三省堂 昭58／『フランス革命と四人の女』 新

潮社 昭 61／『ジョゼフィーヌ：革命が生んだ皇后』 白水社 昭 64／『マラーを殺した女』 中公文

庫 平8／『二十世紀を変えた女たち』 白水社 平12／『ナポレオンを創った女たち』 集英社 平13
／『死刑執行人サンソン 国王ルイ十六世の首を刎ねた男』 集英社 平15／『ナポレオンの生涯』文庫

クセジュ（訳） 白水社 平 16／『フランス反骨変人列伝』 集英社 平 18／『物語フランス革命 バ

スチーユ陥落からナポレオン戴冠まで』 中央公論新社 平20／『フランス革命 ヴェルサイユ落日から

ナポレオン配流まで』 ナツメ社 平 22／『フランス革命の志士たち』 筑摩書房 平 24／『マリー・

アントワネット フランス革命と対決した王妃 』 中央公論新社 平26 
〔作品〕「悲劇の王妃マリー・アントワネットの真実」（大阪松竹座「マリー・アントワネット」公演プロ

グラム） 平 18／「革命のフランス、１７９４年」（宝塚大劇場「スカーレット・ピンパーネル」公演プ

ログラム） 平20 
 

熱田 和博（あった・かずひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『石仏』 昭46 
〔作品〕 － 
 

虻川 知孝（あぶかわ・ともたか） 

〔雑誌〕『教育技術』／『国語教育』／『作文教育』 
〔図書〕『表現事項事典』 全教図 昭 57（初版）～平 8（第 9 版）／『ちからを伸ばす説明文の授業』

（共著） 日本書籍 昭62／『教職讃歌』 白陽舎 昭63／『合同句集 春秋』 春秋会 平7／『子供

の言語生活に根ざした「ことば」の学習』 東洋館出版社 平13 
〔作品〕 － 
 

阿部 幸子（あべ・さちこ） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌集 七国峠』 短歌研究社 令元 
〔作品〕 － 
 

阿部 多駄志（あべ・ただし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『轍』 阿部多駄志 昭59／『轍2号』 阿部多駄志，阿部善子 昭62 
〔作品〕 － 
 

天野 暁子（あまの・きょうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『我がふるさと津久井』（編）天野暁子 平 20／『相模原市緑区の歩歩路』 平 22／『せせらぎ

の詩 写真集 我がふる里津久井』 平29 
〔作品〕 － 
 

天野 重男（あまの・しげお） 

〔雑誌〕「言語指導のための教材・教具の工夫」『特殊教育』 昭55／「言語障害児のことばとリズム」『季

刊音楽教育研究』 昭56／「講座ことばの遅れ言語治療」『公衆衛生情報』13巻10号 昭58／「言語障

害児と音楽」（共著）『障害児と音楽』 昭58／「環境がつくる言葉のリズム」『障害児の成長と音楽』 昭

59／「孫たちへの遺書」『国民』1031 昭60／「孫と歩む」『国民』 昭62 
〔図書〕『奪われた言葉』 毎日新聞社 昭54／『言語障害は治る』 毎日新聞社 昭57／『幸せを掴む』 

センチュリー 平5／『文ちゃんのねしょうべん奮戦記』 東京綜合写真 平13 
〔作品〕 － 
 

天野 貞祐（あまの・ていゆう） 

〔雑誌〕「学問の自由と政治」『新しい教育と文化』2巻10号 昭23／「人間の哀しみ 東京裁判に思う」

『朝日評論』3 巻 10 号 昭 23.10／「青年と政治(鼎談)」（共著）（連載）『朝日評論』 昭 24.1～24.2／
「新らしい教育の方向(座談会)」（共著）『教育復興』2巻7号 昭24／「戦後青年討論(対談)」（共著）『思

索』通号25 昭24.8／「今日に生きる倫理」（連載）『心』 昭24.9～25.3／「遺伝と環境と教育(座談会)」
（共著）『婦人之友』43 巻 10 号 昭 24.10／「次代を背負うものを如何に教育するか(対談)」（共著）『婦

人公論』35 巻 12 号 通号 391 昭 24.12／「明日の日本と女性」（共著）『女性改造』5 巻 1 号 昭 25.1
／「永久平和への熱願」『世界』通号52 昭25.4／「われら如何に生きん(座談会)」（共著）『日本評論』25
巻4号 昭25.4／「中学校長諸君に語る」『新しい中学校』通号20 昭25.7／「理想的な教師 理想的な

教師とは」『社会と学校』4巻7号 昭25.7／「学生諸君に愬う」『心』3巻8号 昭25.8／「今日の問題」

『社会教育』5 巻 9 号 昭 25.9／「米国教育使節団を迎えて」『心』3 巻 11 号 昭 25.11／「哲学者と政

治(座談会)」（共著）『日本評論』25巻12号 昭25.12／「君が代・日の丸・修身科」『読売評論』3巻1号 

昭26.1／「友情と尊敬について」『文部時報』通号881 昭26.1／「国民の道義と文化の創造」『社会教育』

6巻 1号 昭26.1／「芸談(鼎談)」（共著）『改造』32巻1号 昭26.1／「修身科問題をめぐって(対談)」
（共著）『ニューエイジ』3巻2号 昭26.2／「国民道徳と観光」『観光』通号35 昭26.2／「世界文化を

語る-2-(鼎談)」（共著）『心』4巻4号 昭26.4／「昔の青年・今の青年(鼎談)」（共著）『実業の日本』54巻
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9 号 昭 26.5／「学生の指導について」『学徒厚生資料』通号 10 昭 26.5／「青年諸君に語る」『社会教

育』6 巻 6 号 昭 26.6／「新しい社会人のために」『ニューエイジ』3 巻 7 号 昭 26.7／「新日本の在り

方」『仏教文化』7 巻 9 号 昭 26.9／「第一次大戦後のドイツ教育界」『文部時報』通号 890 昭 26.10／
「教育問答--主婦の気になる問題(対談)」（共著）『婦人画報』通号566 昭26.11／「秀才論」『新潮』48巻

12号 昭26.11／「文化創造の方法--対立する二つの意見(座談会)」（共著）『群像』6巻12号 昭26.12／
「運命と幸福」『人生往来』1 巻 3 号 昭 26.12／「個人と国家」『社会教育』7 巻 1 号 昭 27.1／「国家

と道徳(鼎談)」（共著）『改造』33 巻 1 号 昭 27.1／「中道を求めて 昭和 27 年の構想」『心』5 巻 1 号 

昭 27.1／「国家の中心と「実践要領」」『婦人公論』38 巻 1 号 通号 416 昭 27.1／「祝詞」『高分子』1
巻1号 昭27／「巻頭言/祝辞」（共著）『分析化学』1巻1号 昭27／「一 設立準備から創立総会まで(昭
和二十四年)/二 昭和二十五年度の諸事業/三 昭和二十六年度の諸事業」（共著）『哲学』1952巻1号 昭27
／「伝統と進歩の道は相互に矛盾するものか--矛盾せざるを得ないものか(鼎談)」（共著）『婦人之友』46巻

3号 昭27.3／「道徳実践要領について私の気持」『実業の世界』49巻7号 昭27.7／「私はこう考える

(鼎談)」（共著）『視聴覚教育』6巻8号 昭27.8／「吉田茂を裸にす」『実業の世界』49巻臨1号 昭27.11
／「明日の日本」『心』5巻11号 昭27.11／「新教育制度の再検討(座談会)」（共著）『心』5巻11号 昭

27.11／「文部大臣という名の官職」『文芸春秋』30巻16号 昭27.11／「わが国民の誇りと自信」『国民』

通号 622 昭 28／「国民実践要領の由来」『心』6 巻 1号 昭 28.1／「新しい日本の在り方」『婦人公論』

39巻2号 通号429 昭28.2／「学制80年の回顧と展望」『文部時報』通号911 昭28.7／「学制80周

年の回顧と展望」『教育こうほう』3 巻 5 号 昭 28.8／「今日に生きる道-1-」『教育愛知』1 巻 3 号 昭

28.8／「道徳教育について」『信濃教育』通号802 昭28.10／「正しいと思うことはためらわず発言の勇

気を持て」『国民』通号630 昭29.1／「日本文化の独自性これを無視した教育はあり得ない」『国民』通

号632 昭29.2／「新教育の方向」『心』8巻4号 昭30.4／「基本的人権の哲学的基礎」『心』8巻6号 

昭30.6／「公共奉仕の精神について」『地方研修』通号4 昭30.7／「人間の尊重」『新論』1巻1号 昭

30.7／「翻訳難儀」『學鐙』52巻9号 昭30.9／「青少年対策の基本理念」『青少年問題』2巻10号 昭

30.10／「「新教育」の反省」『婦人公論』40 巻 12 号 昭 30.12／「道徳と愛国心」『産業訓練』2 巻 2 号 

昭 31.2／「わたしの生活から」『心』9 巻 4 号 昭 31.4／「日本教育の課題」『社会教育』11 巻 5 号 昭

31.5／「<特別寄稿>和辻君と私」『倫理學年報』6巻 昭32／「道徳教育は如何にすべきか(座談会)」（共

著）『心』10巻4号 昭32.4／「現在の教育縦談(座談会)」（共著）『心』10巻11号 昭32.10／「地方公

務員の倫理」『地方自治』通号118 昭32.10／「徳目に即して行う道徳教育」『教育技術』12巻9号 昭

32.12／「ヘッセの手紙」『心』11巻1号 昭33.1／「市民の倫理」『市政』7巻1号 昭33.1／「教育制

度の検討(対談)」（共著）『心』11巻4号 昭33.4／「道徳教育について」『心』11巻8号 昭33.7／「上

品で誠実な学生を」『心』11巻10号 昭33.10／「ドイツを見て来た天野君を囲んで内外の教育文化を談

ずる(座談会)」（共著）『心』11巻11号 昭33.10／「道徳教育について」『斯文』通号31 昭36.10／「国

立教育会館の開館にあたって」『文部時報』通号1045 昭39.9／「憂うべき教育問題」（共著）『心』21巻

1 号 昭 43.1／「誠意と温情」『心』21 巻 2 号 昭 43.2／「道理の感覚」『心』21 巻 11 号 昭 43.11／
「大学生の今昔」（共著）『心』22巻7号 昭44.7／「大学はかくあるベきだ(対談)」（共著）『心』22巻9
号 昭44.9／「高坂君をかなしむ(高坂正顕追悼)」『心』23巻2号 昭45.2／「教育五十年」（連載）『心』 

昭45.7～昭46.11／「坂田文相に聞く(座談会)」（共著）『心』24巻1号 昭46.1／「大学の学生生活とそ

の指導-1-教育者としての 50 有余年」（共著）『厚生補導』通号 56 昭 46.1／「戦争・平和・公害」『心』

25 巻 8 号 昭 47.8／「教育改革の方途」（共著）『心』25 巻 10 号 昭 47.10／「日本の教育改革につい

て」（共著）『心』25 巻 12 号 昭 47.12／「上野君の思い出(上野直昭追悼)」『心』26 巻 6 号 昭 48.6／
「志賀さんの思出など」『心』26巻11号 昭48.11／「田中さんの思い出(田中耕太郎追悼)」『心』27巻5
号 昭49.5／「日本の前途を憂う」（共著）『心』27巻10号 昭49.10／「田中秀央教授の思い出(田中秀

央追悼)」『心』27巻10号 昭49.10／「文相に聞く」（共著）『心』28巻7号 昭50.7／「武者小路先生

から学んだこと(武者小路実篤追悼号)」『心』29巻7号 昭51.7／ 
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〔図書〕『道理の感覚』 岩波書店 昭12／『私の人生観』 岩波書店 昭16／『學問と人生』 河出書

房 昭31／『道理への意志』 岩波書店 昭23／『敎育試論』 岩波書店 昭24／『若き女性のために』 

要書房 昭23／『大学生活』（編） 光文社 昭24／『如何に生くべきか』 雲井書店 昭24／『人間の

哀しみ』 弘文堂 昭24／『カント』 山根書店 昭24／『学生に与ふる書』 岩波書店 昭24／『ス

ポーツに学ぶ』 細川書店 昭26／『教育論』 河出書房 昭27／『日日の生活』 中央公論社 昭27
／『私のスポーツ観』 河出書房 昭27／『学生論』 河出書房 昭27／『人生論』 河出書房 昭27
／『忘れえぬ人々』 河出書房 昭 28／『随想録』 河出書房 昭 28／『国民実践要領』 酣灯社 昭

28／『わたしの生涯から』 青林書院 昭 28／『今日に生きる女性の道』 要書房 昭 29／『日日の倫

理』 酣灯社 昭29／『哲学序説 プロレゴメナ』（共訳） 東亜堂 大正3／『現代知性全集 ３』 日

本書房 昭33／『天野貞祐著作集』第1～5 塙書房 昭35／『私たちはどう生きるか ４』 ポプラ社 

昭35／『現代人生論全集 １』 雪華社 昭41／『カント哲学の精神』 学芸書房 昭43／『天野貞祐

全集』全 9巻 栗田出版会 昭 45～47／『若い人達へ』 独協学園図書館 昭 46／『教育五十年』 南

窓社 昭49／『純粋理性批判』全4巻（訳） 講談社 昭54／『わが人生』 自由学園出版局 昭55／
『「純粋理性批判」について』 講談社 昭 55／九鬼周造全集 第 3～11 巻 岩波書房 平 2／『西田幾

多郎とその哲学』（共著） 一灯園灯影舎 昭 60／『天野貞祐：わたしの生涯から』 日本図書センター 

平16／『天野貞祐』 日本ブックエース 平22 
〔作品〕 － 
 

天野 望（あまの・のぞむ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『津久井を語る』（共著） 相模経済新聞社 昭 63／『続・津久井を語る』（共著） 相模経済新

聞社 平5／『春夏秋冬』 平7／『続々・津久井を語る』（共著） 相模経済新聞社 平11 
〔作品〕 － 
 

天野 裕夫（あまの・ひろお） 

「ALL THAT ART-１６-天野裕夫 焼物彫刻」『美術手帖』通号501 昭57 
〔図書〕『ラ・タマ展』（ほか画） 東京セントラルアネックス 平2／『曼荼羅鯨 HIROO AMANO １
９８０‐１９９５』 伊藤信之 平7／『クロスアート天野裕夫展』 岐阜県美術館 平15／『大艦巨砲

主義 天野裕夫 １９９５-２００７』 天野裕夫 平20 
〔作品〕「進化親類」長野県美ヶ原高原美術館 昭 59／「星型シーラカンス」石神の丘美術館（岩手県） 

昭61／「背美鯨」仙台市わかば公園（宮城）／「心臓の人間」仙台市もみじが丘公園（宮城）／「リバイ

アサン」東京都調布市 平5／「カルタゴ」兵庫県神戸市 平9／「海のオーロラ」（日本テレビ制作ＣＧ

映画） 平12／「バオバブライオン」岐阜県美術館 平15 
 

天野 みゆき（あまの・みゆき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『柞山』 風神社 昭62／『喫茶去 第二句集』 栄文社 平17／『阿吽』 栄文社 平20 
〔作品〕 － 
 

あまはね きこ（あまはね・きこ） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『清貧で豊かな生活 生き生きおばさんの知恵袋』 文芸社 平 15／『ピースボートで航く地球

一周夢紀行』 揺籃社 平 17／『地球一周夢紡ぎピースボートに再乗船して』 揺籃社 平 20／『地球

一周北紀行 ピースボート三周目』 揺籃社 平22／『巡る季節の手作り暮らし 津久井の里より』 揺

籃社 平24 
〔作品〕 － 
 

雨谷 ちえ（あめたに・ちえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『サンタさんいつかきてね』 文芸社 平28／『おばあさんのたんじょうび』 文芸社 平30 
〔作品〕 － 
 

新井 けい子（あらい・けいこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『キャンバスには家族の絵を』 文研出版 平 6／『夢通りふれあい祭り』 文研出版 平 13／
『オー！まきばのなかま』 文研出版 平 14／『有名人のママをもつと』 文研出版 平 18／『やすし

のすしや』 文研出版 平 22／『電車でノリノリ』 文研出版 平 27／『しりとりボクシング』 小峰

書店 平29 
〔作品〕 － 
 

新井 完夫（あらい・さだお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『裏丹沢 命育む水源の四季』 文一総合出版 平24 
〔作品〕 － 
 

荒井 俊明（あらい・としあき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『鳥屋の獅子舞』 平5／『日本の風流』 平20／『日本獅子舞来由の読み方―下九沢本―』 平

26／『日本獅子舞来由の読み方―大島本―』 平26 
〔作品〕 － 
 

新井 宏（あらい・ひろし） 

〔雑誌〕「古代尺度復元法の研究（第１報）」『計量史研究』12巻1号 平2.12／「古代尺度復元法の研究

（第２報）」『計量史研究』13巻1号 平3.12／「古代尺度復元法の研究（第３報）」『計量史研究』14巻

1号 平4.11／「朝鮮の尺度変遷について」『計量史研究』14巻1号 平4.11／「『考工記』の尺度につい

て」『計量史研究』19巻 1 号 平 9.12／「青銅器中の微量成分と製錬法」『情報考古学』6巻 2号 平 12
／「三角縁神獣鏡泉屋博古館発表は重大な誤り」『邪馬台国』87号 平15／「古代日韓の土地制度におけ

る基本尺度」『計量史研究』26巻2号 平16.12／「鉛同位体比から見た三角縁神獣鏡の製作地」『情報考

古学』11巻2号 平17／「古代東アジアにおける土地計量制度の変遷」『計量史研究』28巻1号 平18.6
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／「多率寺にて」『まんじ』100号 平18／「炭素十四による弥生時代遡上論の問題点」『東アジアの古代

文化』127 号 平 18／「鉛同位体比から見て三角縁神獣鏡は非魏鏡」『東アジアの古代文化』129 号 平

18／「奈良朝民政史・度量衡史の権威者 「澤田吾一」について」『計量史研究』29巻1号 平19.1／「炭

素年による弥生時代遡上論の問題点（再論）」『東アジアの古代文化』135号 平20／「朝鮮半島における

「古韓尺遺跡」」『計量史研究』31巻2号 平21／「古代結負制の復元と代制の起源」『計量史研究』31巻

2号 平21／「炭素14年法と年代遡上論の問題」『情報考古学』 平22／「「古韓尺」で作られた纏向大

型建物群--古墳築造企画論と尺度論の収斂に向けて」『計量史研究』32巻1号 平22／「「古韓尺」で作ら

れた纏向大型建物群--尺度が語る年代観と高句麗との関連」『邪馬台国』104号 平22／「土器付着炭化物

の炭素14年問題--古く出ている現状とその原因について」『邪馬台国』105号 平22／「「古韓尺」で作ら

れた纏向大型建物群 : 古墳築造企画論と尺度論の収斂に向けて」『計量史研究』32 巻 1 号 平 22／「易

しい炭素年代の科学と統計学」『邪馬台国』107号 平22／「古墳期における古韓尺使用の事例研究 : 古
墳築造企画論の収斂に向けて」『情報考古学』17巻1・2号 平23／「『出雲風土記』の里程と宍道郷三石

記事に現れた「古韓尺」 」『古代文化研究』19号 平23／「箸墓年代の歴博正式論文批判--資料の改変・

隠蔽と土器炭化物問題の無視」『邪馬台国』111号 平23／「平原鏡から三角縁神獣鏡へ」『邪馬台国』113
号 平 24／「「科学する考古学」のために 「弥生遡上論」の総括から学ぶべきこと」『邪馬台国』115 号 

平24／「榛名山(はるなさん)(群馬県)FA噴火の炭素14年代について : 日本較正曲線によるウイグルマッ

チング」『邪馬台国』117 号 平 25／「鉛同位体比から見た弥生期の実年代に関する一試論」『邪馬台国』

123号 平26.10／「歴史的な建造物等から求めた尺長の変遷 : 寺社等の建造物中心に」『計量史研究』37
巻 1 号 平 27／「アンコール・ワット期のクメール建築の尺度体系について : 「hat=480mm 説」を提

示する」『計量史研究』37巻1号 平27／「北魏洛陽の永寧寺木塔の造営尺 : 「古韓尺」のルーツを求め

て」『計量史研究』38巻2号 平28／「『出雲風土記』に現れた「古韓尺」」『計量史研究』38巻１号 平

28／「『古事記』崩年分註の史料性検証」『古代史の海』83 号 平 28／「「『出雲風土記』に現れた「古韓

尺」」『邪馬台国』133 号 平 29.12／『大東輿地図』から得られた李朝周尺 : 李氏朝鮮後期の度量衡の混

乱をめぐって」『計量史研究』39 巻 2 号 平 29／「奈良朝民政史・度量衡史の権威者 澤田吾一氏につい

て」『季刊邪馬台国』134号 平30 
〔図書〕『まぼろしの古代尺 高麗尺はなかった』 吉川弘文館 平4／『みちのく世界旅』 ベースボー

ル社 平8／『歴史と遊ぶ愉しみ』 彩流社 平12／『歴史に魅せられて』 彩流社 平17／『理系の視

点からみた「考古学」の論争点』 大和書房 平19／「江田船山古墳の銀象嵌太刀」『歴史のみち草』 彩

流者 平22／『古代の鏡と東アジア』 学生社 平23 
〔作品〕 － 
 

新井 鎮久（あらい・やすひさ） 

〔雑誌〕「射水平野における地域形成力としての行政施策」『東北地理』22 巻 1 号 昭 45／「工業開発に

伴う鹿島地域農業の変質」『人文地理』22巻2号 昭45／「首都圏における農業構造改善事業の特色」『東

北地理』22巻3号 昭45.7／「工業開発地域における農業対応の実態とその規定要因」『地理学評論』43
巻 11 号 昭 45.11／「近郊台地農業の変貌とその特色―大宮・岩槻台地の例」『人文地理』22 巻 5・6 号 

昭 45.12／「首都圏近郊開拓農業の動向と土地所有形態の機能」『地理学評論』44 巻 12 号 昭 46／「筑

波研究学園都市開発地域における農家対応の実態とその規定要因」『地理学評論』45巻6号 昭47／「中

川水系見沼代用水地域における土地利用の変化と水利用」（共著）『地理学評論』45 巻 1 号  昭 47.1／
「児島湾干拓農業地域の諸特性とその変化」『専修人文論集』通号 14 昭 49.12／「苫小牧東部工業開発

と開拓農家の対応」『専修人文論集』通号15 昭50.6／「大井川河口養鰻地域の展開過程と河況変動」『人

文地理』28巻3号 昭51.6／「天竜川下流沿岸農村における水田経営環境の変化と市町村行政」『地理学

評論』49 巻 10 号 昭 51.10／「首都近郊農業の展開と土地利用競合」『専修人文論集』通号 21 昭 53.5
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／「甲府盆地・御勅使川扇状地における果樹栽培の特色と成立条件」『専修人文論集』通号24 昭55.1／
「岩木川下流農村における農地流動の特質と大規模経営農家の成立」『人文地理』32 巻 6 号 昭 55.12／
「昭和初期の埼玉県北部農村における青果物産地市場の展開と産地形成」『地理学評論』55巻7号 昭57.7
／「利根川中流右岸農村における青果物産地市場・産地仲買商と産地形成」『歴史地理学』通号 119 昭

57.12／「奥多摩地方におけるワサビ産地の形成と栽培農家の経営的特質」『専修人文論集』通号48 平3.8
／「昭和初期における東京千住青果物市場の性格と投師集団の成立」『地理学評論』65 巻 7 号 平 4.7／
「伊勢原市田中地区における果樹栽培農家の多面的土地利用と新都市計画法」『地理学評論』66巻4号 平

5.4／「東京近郊・大宮台地北部農村の米麦作とその経営的意義」『専修人文論集』通号 51 平 5.2／「昭

和初期の埼玉県南部野菜産地における市場配置と市場圏規制」『地理学評論』67 巻 1 号 平 6.1／「統制

経済期における埼玉県青果物振売り人の分布・行動圏と業者的性格」『農業市場研究』3巻2号 平7.3／
「埼玉県北部野菜作農村における生産・流通環境の変化と産地仲買業者の対応」『新地理』44 巻 3 号 平

8.12／「茨城県猿島・結城大地における産地市場・仲買業者とその業者的性格」『専修人文論集』通号 62 
平10.3／「館林・板倉地域における野菜産地の特徴と流通機構」『地理誌叢』45巻2号 平16.3 
〔図書〕『埼玉県の工業団地に関する若干の考察』 昭40／『農業協業に対する若干の考察』 昭40／『工

業化に伴う埼玉工業団地の経済効果』 昭 41／『農業経営の構造的変化に関する研究』 昭 42／『近郊

台地農業の変貌とその特色』人文地理学会 昭45／『首都近郊開拓農業の動向と土地所有形態の機能』日

本地理学会 昭46／『越谷市史』全6巻（共著） 越谷市 昭46，昭47／『開発地域の農業地理学的研

究』 大原新生社 昭48／『関東とその周辺』 古今書院 昭50／『地域農業と立地環境』 大明堂 昭

52／『鷲宮の自然』（編著） 鷲宮町 昭53／『土地・水・地域』 古今書院 昭60／『近郊農業地域論』 

大明堂 平6／『近世・近代における近郊農業の展開』 古今書院 平22／『自然環境と農業・農民』 古

今書院 平 23／『産地市場・産地仲買人の展開と産地形成』 成文堂 平 24／『近世関東畑作農村の商

品生産と舟運』 成文堂 平27／『関東畑作農村の近代化と商品生産』 成文堂 平30 
〔作品〕 － 
 

荒川 浩充（あらかわ・ひろみつ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『砕けちった泡』（訳） 早川書房 昭49／『殺人はバカンスに』（訳） 早川書房 昭50／『剣

に生き剣に斃れ』（訳） 東京創元社 昭 50／『白い服の男』 (ハヤカワ文庫 ＪＡ３４) 東京創元社 

昭６３／『不滅の孤島』（訳） 早川書房 昭51／『海底二万里』（訳） 東京創元社 昭52／『またもや

大いなる幻影』（訳） 東京創元社 昭 53／『すりかわった女』（訳） 早川書房 昭 53／『さよならメ

ラニー』（訳） 東京創元社 昭 53／『殺人交差点』（訳） 東京創元社 昭 54／『SAS カンボジア式

ルーレット』（訳） 東京創元社 昭 55／『読ませる機械＝推理小説』（訳） 東京創元社 昭 55／『理

想的な容疑者』（訳） 東京創元社 昭56／『少年船長の冒険』（訳） 角川書店 昭56／『SAS/サンチ

アゴ冷たい手の男 』（訳） 東京創元社 昭57／『穢れなき殺人者』（訳） 東京創元社 昭59／『顔の

ない告発者』（訳） 東京創元社 昭60／『十五少年漂流記』（訳） 東京創元社 平5 
〔作品〕 － 
 

有泉 正次（ありいずみ・まさつぐ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕「Ｕ字溝運搬具」 
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有賀 世治（ありが・としじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『日日過ぐ』 短歌新聞社 昭62／『愛する者』 近代文芸社 平2 
〔作品〕 － 
 

有馬 祐義（ありま・すけよし） 

〔雑誌〕『てのひら文庫』／『青銅時代』 
〔図書〕『日付変更線』 冥草舎 昭54／『メラコの泉』 
〔作品〕 － 
 

安西 千鶴子（あんざい・ちずこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『みどりなる木々のかなたに』 安西千鶴子 平27 
〔作品〕 － 
 

安西 ひろこ（あんざい・ひろこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 『バルドーの告白』 角川春樹事務所 平22 
〔作品〕 「Ａｎｄｅｒｓｅｎ Ａｎｄｅｒｓｅｎ」（演奏） エイベックス 平 13／「Ｎｅｃｅｓｓａ

ｒｙ」（演奏） エイベックス 平13 
 

安西 愈（あんざい・まさる） 

〔雑誌〕「獅子舞三景」『谷津川』第4号 平19.12（出典；『北相文化』第6号 昭29.10）／「経世居士

安西権五郎の事」『谷津川』第4号 平19.12（出典；『北相文化』第7号 昭30.1）／「雲居寺とその民

俗」『谷津川』第 5 号 平 20.1（出典；『北相文化』第9 号 昭 30.6 ほか）／「手まり唄一つ」『谷津川』

第8号 平20.4（出典；相模民俗学会『民俗』第21号 昭32.1）／「城山町道祖神点描」『谷津川』第9
号 平20.6（出典；相模民俗学会『民俗』第34号 昭34.3） 
〔図書〕『鉄筆雑誌』 安西勝 昭41／『勝海舟の参謀 藤沢志摩守』 新人物往来社 昭49／『はぐさ

合同歌集２５０号記念』 昭50／『郷愁の人 評伝 加藤武雄』 昭和書院 昭54／『津久井湖以前』 安

閑書屋 昭55／『八木重吉のふるさと』 神奈川新聞社 昭61／『小山田与清の研究』五 平11／『鎧

廼舎 山上八郎年譜稿』平12 
〔作品〕 － 
 

安藤 光勝（あんどう・みつかつ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『冷凍ピザトーストの作り方』 碧天舎 平15 
〔作品〕 － 
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アンヴィル 奈宝子（あんびる・なほこ） 

〔雑誌〕「なにたべた？」（画）『こどものとも年少版』（画）1996 年 12 月号 平 8／「じいちゃんのステ

ッキ」（画）『こどものとも』（画）1999 年 5 月号 平 11／「ペンタとぼく」（画）『こどものとも年少版』

（画）2000 年 3月号 平 12／「わたしのラスチョ」『こどものとも年少版』（画）2002 年 2 月号 平 14
／「でていったびんぼうがみ」『こどものくに ひまわり版』37 巻 9 号 平 15.12／『どうぶつのおんが

えし』 佼成出版 平16／「ラスチョのひこうせん」『こどものとも年少版』2006年2月号 平18／「ラ

スチョのせつじょうしゃ」『ことものとも年少版』通号 383  平 21.2／「しゅっぱつ！たっくんでんし

ゃ」『こどものくに ひまわり版』45巻1号 平23.1／「さるおどり」（画）『ことものとも』通号665 平

23.8 平23／「ラスチョのせんすいかん」『ことものとも年少版』通号448  平26.7 
〔図書〕『お月さまよんで』（画） 偕成社 平 10／『はるだものできるよきっと』（画） 鈴木出版 平

13／『すてきなおきゃくさん』（画） 童心社 平13／『ちょっぺいじいちゃん』（画） 文研出版 平15
／『どうぶつのおんがえし』（画） 佼成出版社 平16／『ねむねむねんねん』（画） 佼成出版社 平16
／『ラスチョのひこうせん』 （年少版こどものとも ３４７号） 福音館書店 平17／『チイ兄ちゃん』 

あおぞら文庫（画）日本標準 平16／『マーシャとくま』（画） ひかりのくに 平17／『ペンタとぼく』

（絵） 福音館書店 平17／『１０分で読めるお話』2年生・3年生・5年生（画） 学習研究社 平17
／『シロとクロとグレ』（画） アシスタントドッグ育成普及委員会 平 18／『ぴょんぴょんむらのケー

キやさん』（画） 童心社 平18／『ラスチョのせつじょうしゃ」 (年少版こどものとも ３８３号) 福

音館社 平 20 ／『さるおどり』 （こどものとも ６６５号） 福音館書店 平 21／『１０分で読め

る名作』1年生～6年生（画） 学習研究社 平19／『ジャックと豆の木』（画） 住友生命健康財団 平

20／『１０分で読める物語』1 年生～6 年生（画） 学習研究社 平 22／『どうぶつうたえほん』（絵） 

グランまま社 平30 
〔作品〕 － 
 

飯田 重利（いいだ・しげとし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌集 アラビアの海』 短歌研究社 昭63／『歌集 地上絵』 短歌出版社 平8 
〔作品〕 － 
 

飯田 誠（いいだ・まこと） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『El sol y la luna―太陽と月』 太陽と月のオフィス 平17 
〔作品〕 － 
 

飯塚 萬里（いいづか・ばんり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『飯塚萬里句集 会津』 文學の森 令元 
〔作品〕 － 
 

家坂 哲男（いえさか・てつお） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『コミュニティづくり読本』 第一法規 昭55 
〔作品〕 － 
 

五十川 省吾（いかがわ・せいご） 

〔雑誌〕「相模野大賞（参禅）」『短歌雑誌 相模野』54 巻 4 号 昭 59／「相模野特別賞（彷徨の日日）」

『短歌雑誌 相模野』55巻2号 昭60 
〔図書〕『柴胡はら』 五十川省吾 昭57 
〔作品〕 － 
 

伊倉 二郎（いくら・じろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『伊倉二郎の相模原市民史』 伊倉二郎 平9／『神奈川の水』 神奈川県企業庁 平12／『伊倉

二郎の続相模原市民史』 相模経済新聞社 平15／『橋本の戦前、戦後を聞く 平成１９年度橋本公民館

成人学級第３回』 伊倉二郎 平20／『平和を祈っていつかきた道阻止』 
〔作品〕 － 
 

池沢 稔（いけざわ・みのる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『老人の呟き』 横山好一 平15 
〔作品〕 － 
 

池田 勝徳（いけだ・かつのり） 

（京極 司）（きょうごく・つかさ） 

 
〔雑誌〕「マルクス主義からの「疎外」と「自由」の一考察」『社会学論叢』通号52 昭46.7／「Ｅ・フロ

ムの人間観と疎外」『社会学論叢』55 昭47／「Ｍ・シーマンの疎外の概念とその問題点」『社会学論叢』

通号65 昭51.3／「疎外についての一考察」『ソシオロジ』21巻3号 昭51.11／「疎外の分析方法と若

干の問題--Ｍ．シーマンを中心として」『日本大学人文科学研究所研究紀要』通号 19 昭 52／「労働疎外

についての意識研究」（共著）『社会学評論』28巻4号 昭53.3／「ホワイト・カラーの疎外意識」『社会

学論叢』通号74 昭54.3／「意識調査の妥当性について--疎外の事例研究から」『ソシオロジ』24巻1号 

昭 54.8／「疎外の調査にのこる問題--Ｍ．シーマンの質問紙から」『社会学論叢』通号 77 昭 55.3／「高

齢化社会における家族の変動と実態」『政経研究』18巻1号 昭56.9／「社会調査における選択志向の安

定性について--Ｍ．シーマンの疎外調査から」『政経研究』19巻2号 昭57.12／「脳死と医療の適用につ

いて」『桜文論叢』22巻 昭63／「医療・医療技術の適用に対する日米の意識とその対応―皆ボランティ

ア制の導入」『社会学論叢』通号 108 平 2.7／「介護・ケア意識とその対応としてのボランティア活動」

『桜文論叢』54 巻 平 14.2／「２１世紀の介護・ケア意識について--日本とアメリカおよび中国の実態」

『桜文論叢』56巻 平15.1／「介護・ケア意識とボランティア活動」『桜文論叢』58巻 平15.12／「福

祉ニーズとボランティア活動のユビキタス的支援組織について」『桜文論叢』64 巻 平 17.12／「ユビキ
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タス社会とボランティア活動（その１）」（共著）『桜文論叢』68巻 平19.2／「ユビキタス社会のボラン

ティア活動とユニバーサルデザイン（その２）」（共著）『桜文論叢』70巻 平20.1／「高齢化社会におけ

るユニバーサルデザインの重要性について」『桜文論叢』73巻 平21.2／「少子高齢化対策の対応は既存

組織の再編で可能」『桜文論叢』75・76巻 平22.2 
〔図書〕『疎外文献目録：和書・洋書』（共編） 桜楓社 昭49／『勤労者における疎外の実証的研究 : 実
態調査による比較研究』（共著） 社会学通信会 昭 56／『意識調査における選択肢の選択基準とデータ

の信頼性』 日本大学 昭57／『疎外の研究』（共訳） いなほ書房 昭58／『医療小説：禁断の手』 人

間と歴史社 昭61／『医療小説 生命の両儀性』 青山社 平3／『アメリカ西海岸：文学と文学史跡の

散策』 成隆出版 平3／『疎外論へのアプローチ』 ミネルヴァ書房 平3／『海外生活を家族でするた

めに』（共著） 泰流社 平4／『末期疾患者への高度医療の適用と介護ケアについての社会意識』 日本

大学 平5／『日本の創造力』（共著） ＮＨＫ出版 平5／『老いのセクソロジー：医療小説』 青山社 

平6／『事典 近代日本の先駆者』（共著） 日外アソシエーツ 平7／『高度医療の適用と介護・ケア意

識』 青山社 平9／『雪割草：医療小説』 現代図書 平9／『２１世紀の日本の社会とボランティア活

動』 青山社 平10／『少子高齢化社会の介護・ケアなどの面的な福祉ニーズとボランテイア活動』 日

本大学 平11／『社会学への道標』（共著） 福村出版 平13／『少子高齢化社会の介護・ケアなどの面

的な福祉ニーズとボランティア活動』 現代書房 平14／『社会学への道標』 福村出版 平13／ 『２

１世紀高齢社会とボランティア活動』 ミネルヴァ書房 平16／『社会学的アプローチ：社会の諸相を把

握する』（編著） 新泉社 平 17／『現代社会に潜む諸問題とその対応』（編著） 八千代出版 平 22／
『現代社会学の射程』（編著） 日本評論社 平24／『新時代の現代社会学６講』（編著） 福村出版 平

26／『自分史の手引き : 書籍と出版について学びながら』 翔雲社 平 30／『わかりやすい自分史の手

引き 書籍と出版について学びながら 改訂版 翔雲社 平30／ 
〔作品〕 － 
 

池田 高明（いけだ・たかあき） 

〔雑誌〕「近世在方市の成立 津久井領久保沢・原宿両市の抗争をめぐって」『歴史研究 春林文化』創刊

号 昭58／「村政と祭祀 川尻・若宮八幡神社をめぐる抗争について（一）」『歴史研究 春林文化』第2
号復刻版 昭 60／「江戸時代の津久井」『歴史研究 春林文化』第 3 号 平 20／「『市神』と『市祭り』」

『歴史研究 春林文化』第4号 平21／「道理の人―天野貞佑 その生涯と思想」『歴史研究 春林文化』

第5号 平22／「天野貞佑を育んだ郷里と家族」『歴史研究 春林文化』第8号 平25 
〔図書〕『城山町の地名 改訂版』（共編） 城山町教育委員会 平 13／『橋の下の猫やなぎ』 土曜美術

出版販売 平22 
〔作品〕 － 
 

池田 まり子（いけだ・まりこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『リボンはむすべないけど ２０才のメッセージ』 ふじ 平元／『少女が女に出会う夜 詩集』 

ユメ輝可工 平5／『ブルーダーとラッケ』 バンダイ 平13／・『ミエルのクッキー』 佼成出版社 平

14／現代女流短歌全集 ７０（現代女流短歌全集） 短歌新聞社 平21 
 
〔作品〕 － 
 

砂金 祥子（いさご・しょうこ）  
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〔雑誌〕「名詩について」『詩と思想』 平 2.11／「最期の言葉」『詩界』 平 3.9／「詩あと少し待てば」 

平 4.3／「エッセイ 冬に咲く花」『詩と思想』 平 5.6／「詩 私の初夏」『詩と思想』 平 6.8／「エッ

セイ 今年の賀状」『詩と思想』 平 8.3／「詩画集・画 白い国の詩」 平 8.3／「流れゆく時間の旅人

として」『詩と思想』 平17.3／「季節はずれのコスモスが」『詩と思想』 平18.3／「クチナシの木」『詩

と思想』 平 18.12／「竹の切り口のようにはいかない」『詩と思想』 平 19.6／「命・『九』という数字

から連想するもの」『詩と思想』 平20.5 
〔図書〕『詩集 あのころもいまも』（共著） 昭森社 昭50／『美しい時間』（共著） 花神社 昭53／
『その年の春ごろに』（共著） 花神社 昭58／『汽車に乗って』（共著） 花神社 昭60／『鯛』 花神

社 昭62／『朝の港』（共著） 平元／『アンソロジー大阪詩集』'85～'89 あすなろ社 
〔作品〕 － 
 

石井 了（いしい・あきら） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『臨湖臺 石井了自選画集』 三弘社 平9 
〔作品〕「春日野」成川美術館 昭62／「紅梅」（臥竜梅）院展 平2／「老桜」（石部の桜）院展 平3／
「庭梅」（臥竜梅 白梅）院展 平4／「高原老桜」院展 平12 
 

石井 弘一（いしい・こういち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『こころとこころを寄せあえば 祖父から愛孫へ』 文芸社 平 14／『祖父母学のすすめ』 新

生出版 平16 
〔作品〕 － 
 

石井 潤子（いしい・じゅんこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『清水利彦・壽美恵作品集』（訳） 志村真由美 平31 
〔作品〕 － 
 

石井 篁（いしい・たかむら） 

〔雑誌〕「相模原三百年の動き」『歴史研究 春林文化』3号 平20／『郷土相模原』第21号 
〔図書〕『写真で相模原を記録する』第1回～第12回 写真で相模原を記録する会／『写真で綴る市制施

行時と相模原の変わり様・横浜線物語』 相模原郷土懇話会 平 10／『市民の目線からの相模原の年表』

2006 年・2007 年 相模原郷土懇話会 平 18，19／『かしわ』 相模経済新聞社 平 20／『横浜線開業

１００周年』 平20／『ふるさと相模原 政令指定都市移行記念決定版写真集』（監修） 郷土出版社 平

22／『わがまちの変遷』 相模経済新聞社 平26 
〔作品〕 － 
 

石井 孝之（いしい・たかゆき） 

〔雑誌〕 － 
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〔図書〕『落語健康法』 文芸社 平21 
〔作品〕 － 
 

石井 丈夫（いしい・たけお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『貴女との出会い そして 石井恵子追悼文集』 昭 62／『貴女との出会い そしてⅡ 石井恵

子追悼文集』 平元 
〔作品〕 － 
 

石井 達夫（いしい・たつお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふじ乃町の民俗文化財』第 1 集～第 3 集（共著） 藤野町教育委員会 昭 51，昭 52，平元／

『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／『歴史落穂集』 第一法規出版 平3／『ふじの

文化財探訪』（共著） 藤野町教育委員会 平9 
〔作品〕 － 
 

石井 達也（いしい・たつや） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『北相模野歳時記』 北丹沢山岳センター 平19 
〔作品〕私文書「石井家覚」（石井家家系図）／私文書「石井家しおり」（重文石井家の説明書） 
 

石井 恒子（いしい・つねこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌集 夕映え』 倉吉 昭63／『歌集 ふたりの刻』 相模野社 平6／『宙にむかひて』 美

研インターナショナル 平22 
〔作品〕 － 
 

石井 幹（いしい・つよし） 

〔雑誌〕「北陸水田地帯における酪農の動向について」『玉川大学農学部研究報告』通号3 昭37.3／「Break-
even Analysis の酪農への応用 主として損益分岐点の算出について」『玉川大学農学部研究報告』通号 4 
昭38.7／「Break-even Analysisの養豚経営への応用」『玉川大学農学部研究報告』通号6 昭40.3／「肉

豚経営における損益分岐点の算出法」『畜産の研究』21巻11号 昭42.11／「畜産経営に対する損益分岐

分析の応用」（連載）『畜産の研究』昭43.2～昭43.4／「最小費用飼料(乳牛用)の自家配合法に関する研究 
主として配合原料の価格が変動する場合について」『玉川大学農学部研究報告』通号7・8 昭43.3／「樹

木の飼料化に関する研究」（連載）（共著）『玉川大学農学部研究報告』昭43.3～昭45.12／「畜産経営にお

ける利益計画のための損益分岐点とその算出法」（連載）『畜産の研究』昭44.4～昭44.5／「養豚の経営分

析 財務諸表による分析法」（連載）『畜産の研究』昭45.1～昭45.2／「企業養豚の経営分析法 企業の経
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営成果を診断するテクニック」（連載）『畜産の研究』昭47.4～昭48.1／「2期にわたる経営診断とその方

法 都市近郊の専業酪農を事例に」『畜産の研究』28 巻 6 号 昭 49.6／「酪農経営における育成牛の評価

増」『畜産の研究』28 巻 11 号 昭 49.11／「酪農の経営診断における見掛けの収益性--東京都下の酪農経

営を事例に」『畜産の研究』29 巻 7 号 昭 50.7／「全粗飼料給与法による乳用種去勢牛の飼育」（連載）

（共著）『玉川大学農学部研究報告』 昭 52～昭 54.12／「放牧牛の行動」（共著）『家畜の管理』13 巻 1
号 昭52.5／「乳用種去勢牛の放牧行動」（連載）（共著）『家畜の管理』 昭52.10～昭62.3／「反芻家畜

のための代替飼料としての樹木の利用」（共著）『畜産の研究』33 巻 11 号 昭 54.11／「低コバルト牧草

の長期給与が反芻家畜の栄養に及ぼす影響」（連載）（共著）『畜産の研究』 昭55.5～昭62.3／「北海道・

根釧地域における緬羊のコバルトービタミン B12 欠乏症の発生〔英文〕」（共著）『玉川大学農学部研究報

告』通号21 昭56／「牛と緬羊の混牧における行動」（共著）『家畜の管理』20巻1号 昭59.3／「社会

的順位の決定と乗駕行動」（共著）『家畜の管理』20巻1号 昭59.3／「北海道・根釧地域における若齢牛

(去勢牛)のコバルトービタミン B12 欠乏症の発生〔英文〕 」（共著）『玉川大学農学部研究報告』通号 25 
昭60／「放牧牛の水浴行動と食(舐)土行動」『家畜の管理』21巻1号 昭60.3／「行動学者から見た牛の

現代的飼育方法の長所と短所」『家畜の管理』21巻3号 昭61.3／「放牧牛の濃厚飼料採食時間」（共著）

『家畜の管理』22巻1号 昭61.3／「終日放牧育成牛の飲料水の選択性について」（共著）『家畜の管理』

23巻1号 昭62.3／「ホルスタイン種雌牛の気質に関する二・三の要因について」（共著）『家畜の管理』

24 巻 1 号 昭 63.3／「農用家畜に見られる異常行動」『家畜の管理』24 巻 1 号 昭 63.3／「牛の採食行

動における採食パターンと短時間の調節機構」（共著）『家畜の管理』24巻2号 昭63.10／「農用家畜の

異常行動 集約的畜産の反省のために」（連載）『畜産の研究』 昭63.11～昭63.12／「バケツ哺乳雌子牛

(集団飼育)の飲乳と飲乳前後の行動」（共著）『家畜の管理』25 巻 1 号 平元.3／「ホルスタイン種雌牛の

気質に関係する2,3の要因について : II.種雄牛が娘牛の搾乳気質に及ぼす遺伝的な影響」（共著）『家畜の

管理』25 巻 1 号 平元.3／「牛の繁殖技術における最近の進歩に対する一家畜行動研究者としての意見」

『獣医畜産新報』通号821 平元.12／「日本の闘牛」（連載）『畜産の研究』 平元.12～平2.2／「搾乳時

と非搾乳時における乳牛の行動比較」（共著）『日本家畜管理研究会誌』26巻1号 平2.3／「乳牛の機械

搾乳時における行動と忌避反応との関係」（共著）『日本家畜管理研究会誌』27巻1号 平3.3／「農用家

畜の保護--倫理および福祉問題」（連載）『畜産の研究』 平3.3～平3.6／「闘う牛たち」（連載）『Aff』 平

4.5～平4.9／「閉じ込め飼育と農用家畜の苦痛--農用家畜保護の立場から」『獣医畜産新報』45巻1号 平

4.1／「舎飼い期と運動期における乳牛の搾乳時の行動比較」（共著）『日本家畜管理研究会誌』28 巻 1 号 

平4.3／「豚にも福祉が必要か?」『畜産の研究』46巻4号 平4.4／「西欧と日本の家畜観の比較」（連載）

『畜産の研究』 平4.11～平4.12／「哺乳期および育成期における愛撫処理が牛の逃避反応性に及ぼす影

響」（共著）『日本家畜管理研究会誌』29巻1号 平5.3／「産業動物の飼養基準(法)の改正を望む」『畜産

の研究』47巻5号 平5.5／「農用家畜の種にふさわしい飼育」（連載）『畜産の研究』 平6.3～平6.4／
「動物保護法の日独比較」（連載）『畜産の研究』 平 6.8～平 6.9／「なぜ農業的畜産なのか? 9 つの理

由」（連載）『畜産の研究』 平6.12～平7.1／「農用家畜はどこへ行く?」『畜産の研究』49巻7号 平7.7
／「家畜行動学者・Stolbaの家族豚舎」『畜産の研究』49巻10号 平7.10／「乳牛の繋ぎ飼育を考える」

『畜産の研究』50 巻 2 号 平 8.2／「人間の理性と農用家畜」『畜産の研究』50 巻 3 号 平 8.3／「農用

家畜の虐待は目には見えない」『畜産コンサルタント』32巻7号 平8.7／「生産性か,福祉か,いずれかの

選択」『畜産の研究』50巻8号 平8.8／「ドイツの豚飼育(命)令」（連載）『畜産の研究』 平9.4～平9.6
／「先生!子豚が下痢する!!--N氏の養豚奮戦記」（連載）『畜産コンサルタント』 平 9.12～平 10.9／「農

用家畜の福祉」『農林統計調査』47巻12号 平9.12／「乳牛の放牧行動は合理的舎飼いへの道標」『畜産

の研究』52 巻 2 号 平 10.2／「クローン羊生産技術は受け入れられない」『畜産の研究』53 巻 6 号 平

11.6 
〔図書〕『新潟県における酪農業の生い立ち』 石井 幹 昭 33／『新潟県における酪農業発展の経過』 

新潟県酪農史出版後援会 昭35／『牛の行動学入門: よりよき飼養管理のために 』 中央畜産会 昭61
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／『図説・牛の行動 増補版』 平24 
〔作品〕 － 
 

石井 とし子（いしい・としこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『わんこといっしょに』 石井 とし子 平28／『大和の冒険』 笠間書院 平30 
〔作品〕 － 
 

石井 美樹子（いしい・みきこ） 

〔雑誌〕「女たちの証言 わたしの昭和 昭和史が残した十字架」『婦人公論』 昭 63.12／「女性天皇へ

の道 女性君主誕生をめぐる１６世紀イギリスの大論争」『論座』 昭63.12／「著者から 肖像画の魅力」

『一冊の本』 平13.6／「そしてまた妖精の時代」『ちくま』 平14.12／「アンチエイジングの時代 花

嫁の装いで逝ったルネサンスの女王エリザベス」『化粧文化』 平15.6／「ウェルエイジングという、生き

方 Prologue 永遠不滅の美で煌めく女王 逆境の中、花と輝いたレディ」『セブンヒルズ』 平 18.9／
「美しき宮廷画家の自画像 ヴィジェ・ルブラン夫人」『図書』 平22.3 
〔図書〕『思い出の昭南博物館 占領下シンガポールと徳川侯』（訳） 中央公論社 昭57／『友情は戦火

をこえて 博物館を戦争からまもった科学者たち』 ＰＨＰ研究所 昭58／『道化の社会史 イギリス民

衆文化のなかの実像 （ 書演劇と見世物の文化史） 平凡社 昭62／『聖母マリアの謎』 はくすいし

ゃ昭63／『神の道化師 聖ヨゼフの肖像』 白水社 平3／『イギリス中世劇集 : コーパス・クリスティ

祝祭劇』（訳） 篠崎書林 昭58／『中世劇の世界』 中央公論社 昭59／『道化の社会史 : イギリス民

衆文化のなかの実像』（訳） 平凡社 昭 61／『マグダラのマリヤ : 復活祭の使者』 一粒社 昭 61／
『魔女とふたりのケイト』（訳） 岩波書店 昭 62／『アンネ・フランク』（編注） 篠崎書林 昭 63／
『王妃エレアノール』 平凡社 昭 63／『聖母マリアの謎』 白水社 昭 63／『シェイクスピアと鏡の

王国』 筑摩書房 平元／『イギリスの妖精 : フォークロアと文学』（訳） 筑摩書房 平3／『九日間の

女王さま』（訳） すぐ書房 平 3／『神の道化師 : 聖ヨセフの肖像』（訳） 白水社 平 3／『中世の食

卓から 筑摩書房 平3／『薔薇の冠』 朝日新聞出版社 平5／『シェイクスピアのフォークロア』 中

央公論社 平 5／『シェイクスピアの世界』（監修） 創元社 平 6／『シェイクスピアの愛とロマンス』 

同文書院 平6／『ありのままのイギリス : 幻のケルトからダイアナ妃まで不思議な国の魅力と謎』 日

本文芸社 平8／『ユングとシェイクスピア』（訳） みすず書房 平8／『中世の食卓から』 筑摩書房 

平 9／『イギリス・ルネサンスの女たち』 中央公論社 平 9／『中世英国劇におけるヨセフ像 : コヴェ

ントリー劇のことわざ』 石井 美樹子 昭61／『イギリス中世の女たち』 大修館書店 平9／『イギ

リス王妃たちの物語』 朝日新聞社出版局 平9／『芸能と祭祀 』 草書房 平10／『ダイアナ・メッ

セージ』 小学館 平10／『ダイアナ : 恵まれない人びとに手をさしのべたプリンセス』（監修） 小学

館 平10／『イギリス中世・チューダー朝演劇事典』（共著） 慶應義塾大学出版会 平10／『美女の歴

史 : 美容術と化粧術の5000年史』（監修） 創元社 平11／『挑まれる王冠』 御茶の水書房 平11／
『恋する王冠  ダイアナ妃と迷宮の王室』 御茶の水書房 平12／『小動物の神経病』（訳） 世界動物

病院協会 平12／『ルネサンスの女王エリザベス : 肖像画と権力』 朝日新聞社 平13／『妖精の時代』

（訳） 筑摩書房 平 14／『聖母のルネサンス マリアはどう描かれたか』 岩波書店 平 16／『エリ

ザベス女王』 小学館 平 16／『マリー・アントワネット : 革命の犠牲になったフランス最後の王妃』

（監修） 小学館 平 17／『図説ヨーロッパの王妃』 河出書房新社 平 18／『薔薇の王朝』 光文社 

平19／『図説 イギリスの王室』ふくろうの本 河出書房新社 平19／『マージェリー・ケンプの書 : イ
ギリス最古の自伝』（訳） 慶應義塾大学出版会 平 21／『エリザベス 華麗なる孤独』 中央公論新社 



－31－ 
 

平 21／『図説ヨーロッパ宮廷の愛人たち』 河出書房新社 平 22／『マリー・アントワネットの宮廷画

家』 河出書房新社 平 23／『イギリス王室１０００年史』 新人物往来社 平 23／『図説 エリザベ

ス一世』 河出書房新社 平24／『エリザベス女王１世』（監修） ポプラ社 平24／『英語学・英文学

の理論と応用』（監修） 御茶の水書房 平25／『大奥と後宮 愛と憎悪の世界』（監修） 実業之日本社 

平25／『マリー・アントワネット』（監修） ポプラ社 平26／『マリー・アントワネット ファッショ

ンで世界を変えた女』 河出書房新社 平 26／『それでもハミを使いますか?』（監訳） SPP 出版 平

29／『エカチェリーナ2世』（監修） ポプラ社 平29／『マリア・テレジア』（監修） ポプラ社 平31 
〔作品〕 － 
 

石井 充（いしい・みつる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『県会 十六年』 出版記念実行委員会 平2／『県会 二十年』 出版記念実行委員会 平7 
〔作品〕 － 
 

石川 直源（いしかわ・ちょくげん） 

（石川 直正）（いしかわ・なおまさ） 

 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『突進哲学』／『社会福祉政策の常識をぶち壊せ』 エス・アイ・エス 平8／『日本税制改革へ

の提言 オーストラリアとの比較論』 まつ出版・ＭＢＣ２１横浜支局 平 9／『日本に民主主義は育た

ない』 講談社出版サービスセンター 平10／『行政の仕組みを叩き直せ！社会福祉革命２１世紀の医療

と福祉の実現のため』 エス・アイ・エス 平11／『BIG FISHING 直源のオーシャン釣り日誌』 相

模経済新聞社 平16／『経営者は労働争議を恐れるな!! 裁判・判決に異議有り』 日本出版制作センター 

平17／『直ちゃんの世界遊学期』 幻冬舎ルネッサンス 平22 
〔作品〕 － 
 

石川 光男（いしかわ・みつお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『若草色の汽船』 東都書房 昭 38／『伊能忠敬』（共著） 講談社 昭 40／『スカラムーシュ』

（訳） 小学館 昭42／『世界一の新幹線』（共著） 鹿島出版会 昭43／『コンチキ号漂流記』（訳） 講

談社 昭 44／『カーネギー』（訳編） 小峰書店 昭 46／『ゼロ戦と戦艦大和』 偕成社 昭 46／『南極

にいどむ』 集英社 昭 46／「びっくりうさぎ 教育画劇 昭 52／『コロンブス』 小峰書店 昭 47／
『戦艦物語』 偕成社 昭47／『救命艇の少年』 小峰書店 昭48／『赤毛組合』 小峰書店 昭40／『血

と砂』 あすなろ書房 昭49／『奇跡の脱出』 学習研究社 昭50／『みやけ島の少年』 日本文教出版 

昭50／『わたしの八月十五日』 あかね書房 昭50／『八・一五敗戦前後』 汐文社 昭50／『くろいい

ぬ』 教育画劇 昭50／『なかよくおなじに』 教育画劇 昭51／『コロンブス』 小峰書店 昭51／『救

命艇の少年』 全国学校図書館協議会 昭51／『てっぽうおおさわぎ』 岩崎書店 昭52／『ナポレオン』 

主婦の友社 昭52／「救命艇の少年」『小学校国語 六年 上』 学校図書 昭52／『おもちゃのおふね』 

教育画劇 昭52／『コロンブス』 教育画劇 昭53／『正義に生きる』 童心社 昭53／『石川光男詩文

集 花咲く島・國境』 石川愛子 昭 57／『こどものきらいな大おとこ』 （夢のふくらむシリーズ 上） 
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教育画劇 昭57／『戦艦物語』 （少年少女ドキュメンタリー １３） 偕成社 昭57／『血と砂 ある

海軍兵士のいかり （あすなろ創作シリーズ １６） あすなろ書房 昭57／『空とぶ千里のくつ』 教育

画劇 昭58／「大西洋のじっけん航海」『ほんとうにあった美しい話 ７』 講談社 昭59／「きょうりゅ

うのたまご、はっけん 」『ほんとうにあった美しい話 ９』 講談社 昭59／『トロイのもくば』 教育

画劇 昭61／『関東大しんさい』 教育画劇 昭61／『でんしゃにちゅうい』 教育画劇 昭62／『あぶ

ないところにいかないで』 教育画劇 昭48／『まちへいったチュウキチ』 教育画劇 昭63 
〔作品〕 － 
 

石川 洋次郎（いしかわ・ようじろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕「第２章 センサ技術のプラント分野」（共著）『センサ実用便覧』 フジテクノシステム 昭 53
／「石炭利用プロセスの計装」（主催：通産省工業技術院北海道工業試験所「石炭液化と利用関連研究に関

するシンポジウム」第６テーマとして講演発表した文献） 昭62／『工業計測と制御の基礎』（共著） 工

業技術社 平15 
〔作品〕「手作り中版一眼レフカメラ」「手作り中版ビューカメラ」平17 
 

石沢 昇（いしざわ・のぼる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『我が從軍記 コヒマ編』 第 58 聯隊通信中隊コヒマ会事務局 平 3／『佐藤師団長撤退の断行

と軍及び方面軍の対応とその終熄』／『宇佐美氏の系譜』／『妻有城の検証』／『松亭（尾）神社と祭神

の考察』 
〔作品〕 － 
 

石田 正矩（いしだ・まさのり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『青空 詩集』 昭59 
〔作品〕 － 
 

石田 京（いしだ・みやこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『そこだけが磨かれた』 時間社 昭45／『石棺 詩集』 思潮社 昭50／『聖牛』 思潮社 昭

51／『石棺』 思潮社 昭 55／『句集 邂逅』（共著） 牧羊社 昭 56／『石田京詩集』 芸風書院 昭

60／『句集 龍の玉』 牧羊社 昭60／『詩集 槐の花』 思潮社 平3 
〔作品〕 － 
 

石田 泰紀（いしだ・やすのり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『存在相成論 心身問題の解消』 東京図書出版 平29 
〔作品〕 － 
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石橋 哲成（いしばし・てつなり） 

〔雑誌〕「ドイツ民主共和国における教育史研究の今日的課題」（通訳）『日本の教育史学 : 教育史学会紀

要』通号27 昭59.9／「海外研修記--新教育運動の源流を訪ねて」『全人教育』70巻11号 平8.11／「日

本におけるフレーベル教育思想の受容の仕方--『母の歌と愛撫の歌』を中心として」『人間教育の探究』通

号 9 号 平 8／「日本新教育の開拓者野口援太郎」（連載）『教育新世界』 平 9／「日本におけるペスタ

ロッチー研究文献目録」（編）『教育哲学研究』1997 巻 76 号 平 9／「野口援太郎による城西学園中学校

の創設とその教育」『教育新世界』24 巻 2 号 平 10.7／「フレーベル教育思想の日本への紹介者--A.L.ハ
ウ夫人」『人間教育の探究』通号11 平10／「新教育運動の現代的意義」（共著）『日本教育学会大會研究

発表要項』58巻 平11.8／「初陣玉川大学女子駅伝チーム「第17回全日本大学女子駅伝」で堂々の9位」

『全人教育』74巻1号 平12.1／「討論のまとめ」『教育学研究』67巻1号 平12.3／「記念講演 新教

育運動を考える--ヨーロッパと日本における展開に即して」『教育新世界』26巻2号 平12／「「全人教育

論」の内容と運用に関する研究」（共著）『玉川大学学術研究所紀要』9巻 平成15.12／「図書紹介 ヴォ

ルフガング・クラフキー著 森川直訳『ペスタロッチーのシュタンツだより : クラフキーの解釈付き』〔改

訂版〕」『教育哲学研究』92 号 平成 17／「フレーベルと現代--古典研究の今日的意味を問う」『人間教育

の探究』19 号 平 19／「小原國芳の健康教育とデンマーク体操 : ニルス・ブック一行の招聘から 80 年

目にあたりて」『玉川学園・玉川大学体育・スポーツ科学研究紀要』12号 平23／「フレーベルの教育思

想はどのように日本に伝えられ,受容されたか : 明治期のハウ女史における活動を中心として」『保育学研

究』49 巻 3 号 平 23.12／「総評」『人間教育の探究』25 号 平 25／「WEF 関連資料 成城小学校を母

体とした新学校の系譜」（連載）『教育新世界』 平25～平27／「書評 白川蓉子著『フレーベルのキンダ

ーガルテン実践に関する研究 : 「遊び」と「作業」をとおしての学び』」『幼児教育史研究』9巻 平26／
「北原白秋と小原國芳 : 成城事件における関わりを中心に」『玉川大学教育学部全人教育研究センター年

報』1号 平26年／「座談会 戦中・戦後の玉川学園の教育と生活」『玉川大学教育学部全人教育研究セン

ター年報』2号 平27／「図書紹介 エレオノーレ・ヘールヴァルト編 小笠原道雄・野平慎二訳『フレー

ベルの晩年 : 死と埋葬』」『人間教育の探究』27号 平27／「図書紹介 藤森智子(人間福祉学部教授)著『日

本統治下台湾の「国語」普及運動 : 国語講習所の成立とその影響』」『田園調布学園大学紀要』11号 平28
／「シンポジウム 京都学派の哲学と小原國芳の新教育思想 : 「全人教育思想」の形成を中心として」『教

育新世界』42 巻 1 号 平 29／「書評 永井優美著『近代日本保育者養成史の研究 : キリスト教系保姆養

成機関を中心に』」『人間教育の探究』29 号 平 29／「小原國芳の教員養成への夢とその実現 」『玉川大

学教育学部全人教育研究センター年報』5号 平29／ 
〔図書〕『ヨーロッパ教育史紀行』 玉川大学出版部 昭58／『子どもの生活』（共著） 相川書房 昭59
／『ゲルトルート教育法・シュタンツ便り』（訳） 玉川大学出版部 昭 62／『思索と生涯を語る』（訳） 

玉川大学出版部 平3／『教師論』 玉川大学出版部 平13／『保育者論』（監修） 一藝社 平28／『保

育原理』（編著） 一藝社 平28／『教育原理』（編著） 一藝社 平28／『保育内容総論』（監修） 一

藝社 平 29／『幼稚園教育実習』（監修） 一藝社 平 29／『教育・保育課程論』（監修） 一藝社 平

29／『幼稚園教育実習 新版』（監修） 一藝社 平30／『保育の心理学 １ 新版』（監修） 一藝社 平

30／『保育の心理学 ２ 新版』（監修） 一藝社 平30／『保育内容総論 新版』（監修） 一藝社 平

30／『保育実習 新版』（監修） 一藝社 平 30／『保育者論 新版』（監修） 一藝社 平 30／『保育

原理 新版』（編著） 一藝社 平30／『乳児保育 新版』（監修） 一藝社 平30／『相談援助 新版』

（監修） 一藝社 平30／『児童家庭福祉論 新版』（監修） 一藝社 平30／『障害児保育 新版』（監

修） 一藝社 平30／『子どもの食と栄養 新版』（監修） 一藝社 平30／『教育・保育課程論 新版』

（監修） 一藝社 平 30／『教育原理 新版』（編著） 一藝社 平 30／『家庭支援論 新版』（監修） 

一藝社 平30／『西洋教育史 新訂版』（編著） 一藝社 平31／ 
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〔作品〕 － 
 

石原 健一（いしはら・けんいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『大自然への憧れ 石原健一写真集』 麗アート出版 平17／『石原健一写真集 ベランダ日記 花・

風景』Ⅰ・Ⅱ 麗アート出版 平19／『石原健一写真集 ベランダ日記 雲のある風景』 麗アート出版 平

19  
〔作品〕 － 
 

石山 禎一（いしやま・よしかず） 

〔雑誌〕「明治二、三十年代に於ける独逸教育学の影響」『法制史学』通号 19 昭 42.1／「“Dr. Heinrich 
Burger”の生涯について」『法政史学』通号 22 昭 45.3／「シーボルトの日本植物学上の記録」『生物学

研究』通号25 昭49.2／「シーボルトと日本植物」『植物と文化』第13号 昭50／「シーボルトと出島

蘭館日雇熊吉―とくに二、三の日本植物標本を中心に」『科学史研究［第２期］』通号117 昭51.3／「シ

ーボルトの茶樹研究」『淡交』4～6 号 昭 53／「植物図鑑を利用して―シーボルトと日本植物」『学校図

書館』通号356 昭55.6／「Ｐｈ．Ｆｒ．フォン・シーボルトの遺稿」『生物学研究』45～46号 昭60.4・
12／「角山栄, 『茶の世界史-緑茶の文化と紅茶の社会-』」『科学史研究. 第 II 期』20 巻 138 号 昭 56／
「１８６４年ヴュルツブルクからの公開状」『生物学史研究』通巻45 昭60.4／「１８６６年，ライデン

気候馴化圏の日本植物目録．シーボルト著（その一、その二）」（共訳）『日蘭学会誌』10 巻 1～2 号 昭

60.10，昭 61.3／「京都蘭学の巨星小森挑塢」『医の道』2～5 巻 5 月号 昭 61.5／「Ｊ．ホフマン、Ｈ．

シュルテス共著．日本及び中国植物土名録（一）（二）」（訳）『科学医学資料研究』通号158，160 昭62.7・
9／「伊藤圭介著 シーボルトへ所贈錯葉目録（手稿本）」上・下『洋学史研究』5・6号 昭63.4，平元.4
／「Ａ Ｂｒｉｅｆ Ｃｈｒｏｎｏｌｏｇｙ ｏｆ Ｄｒ．Ｈｅｉｎｒｉｃｈ Ｂ üｒｇｅｒ」『Ｊａｐａ

ｎｅｓｅ Ｓｔｕｄｉｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ』9号 昭46／「ヴュ

ルツブルグからの公開状」（シーボルト晩年の書簡）（訳）『鳴滝紀要』創刊号・2号 平3.3，平4.3／「シ

ーボルトと日本植物」『挿花』5 月号 平 4.5／「シーボルトの民俗学博物館設立に関する計画草案―バイ

エルン国王ルートヴィヒ1世に提案の書簡」『科学医学資料研究』230号 平5.7／「眞岩啓子訳, Wolfgang 
Genschorek 著, 『評伝シーボルト-日出づる国に魅せられて-』」『科学史研究. 第 II 期』33 巻 191 号 平

6.9／「民族学博物館の効用とその設立の重要性に関する覚え書き―フランス王立図書館部長ジョマールに

宛てた書簡―翻訳」『鳴滝紀要』6号 平8.7／「フィリップ・フランツ・ドゥ・シーボルト,カール・ルー

トヴィヒ・ブルーメ共編『オランダにおける王立園芸奨励協会年報 第 1 号』」（連載）（共訳）『洋学 : 洋
学史学会研究年報』通号 6～7 平 9～平 10／「P.F.シーボルトと日本の医学」『日本医史学会神奈川地方

会だより』6号 平9.4／「史料紹介：フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト著『１８２４年から１

８４４年までに日本からの植物の輸入についての歴史的説明』(1)・(2)『科学医学資料研究』285・286 平

10／「資料 オランダ王立園芸奨励協会の種苗園で栽培された、日本と中国から輸入された新旧の植物一

覧表--ライデンにあるフォン・シーボルト商会」『洋学 : 洋学史学会研究年報』通号8 平11／「シーボル

トの日本工芸品・家具製品観」『季刊日本思想史』通号55 平11.11／「ウィーンにあるシーボルトの記念

碑」『科学医学資料研究』317 平13／「シーボルトの自筆書簡」『生物学史研究』70号 平14.12／「シ

ーボルト自筆ノート『大名の氏名・石高・居住地一覧』に関する一考察」（連載）『洋学 : 洋学史学会研究

年報』 平15～平16／「資料紹介：フォン・ブランデンシュタイン家所蔵文書：シーボルト自筆草稿『日

本の自然と日本人の生きた姿』」『鳴滝紀要第１５号』 平 17／「シーボルトと日本の植物(科学史入門)」
『科学史研究. 第 II 期』44 巻 平 17／「研究ノート：シーボルトと鳴滝別荘の植物園―特に再渡来時に
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植えられた日本の植物について―」『東海大学総合教育センター紀要』No.26 平18／「シーボルトが観察

した幕末日本の自然と人々の生活―自筆『日記』および『覚書』などを中心に―」『法政史学』第69号 平

20／「フォン・シーボルトが創設した出島オランダ印刷所」『法政史学』71号 平21／「シーボルトの生

涯とその業績関係年表(1)1796-1832 年」（共著）『西南学院大学国際文化論集』26 巻 1 号 平 23.9／「シ

ーボルトの生涯とその業績関係年表(2)1833-1855年」（共著）『西南学院大学国際文化論集』26巻2号 平

24.3／「シーボルトの生涯とその業績関係年表(3)1856 年-1862 年」（共著）『西南学院大学国際文化論集』

27巻1号 平24.10／「シーボルトの生涯とその業績関係年表(4)1863－2012年」（共著）『西南学院大学

国際文化論集』27巻2号 平25.3／ 
〔図書〕『シーボルトと日本植物』 昭50／『シーボルト出島蘭館日雇熊吉』 昭51／『洋学１』（共著） 

洋学史学会研究年報 八坂書房 平5／『朝日日本歴史人物事典』（共著） 朝日新聞社 平6／『シーボ

ルト記念館 鳴滝紀要』 シーボルト記念館 平8／『シーボルトの日本研究』 吉川弘文館 平9／『日

本史広辞典』（共著） 山川出版社 平 9／『シーボルトと日本の開国近代化』（共著） 続群書類従完成

会 平9／『黄昏のトクガワ・ジャパン』（共著） ＮＨＫブックス 日本放送出版協会 平10／『シーボ

ルト―日本植物に賭けた生涯―』 里文出版 平 12／『日蘭交流史 その人・物・情報』（共著） 思文

閣 平14／『新・シーボルト研究』第１巻（自然科学・医学編） 第２巻（社会・文化・芸術編）（共著） 

八坂書房 平15／『シーボルト日記 再来日時の幕末見聞記』（共訳） 八坂書房 平17／『シーボルト

の生涯をめぐる人びと』 長崎文献社 平25／『シーボルト年表 生涯とその業績』 八坂書房 平26 
〔作品〕 － 
 

和泉 克雄（いずみ・かつお） 

〔雑誌〕「手帳」『日本未来派』通号51 昭27.6／「背骨と隙間」『短歌研究』11巻10号 昭29.10／「親

近と拒絶と呪縛」『短歌研究』13巻4号 昭31.4／「メダカ館」『園芸世界』 平19～ 
〔図書〕『詩集 幻想曲』 魅惑社 昭25／『詩集 前奏曲』 魅惑社 昭25／『詩集 小組曲』 魅惑

社 昭25／『詩集 小序曲』 魅惑社 昭26／『詩集 練習曲』 日本未来派発行所 昭26／『詩集 鎮

魂曲』 魅惑社 昭 26／『變奏曲 詩集』 日本未来派発行所 昭 27／『詩集 変奏曲』 日本未来派

発行所 昭27／『詩劇 長い夢』 日本未来派発行所 昭28／『詩集 波の上』 日本文芸社 昭39／
『詩集 短い旅』 鱗片社 昭39／『祈祷書』 鱗片社 昭40／『風媒歌 詩集』 麟片社 昭41／『グ

ッピーへの招待』 緑書房 昭 42／『水草のすべて』 緑書房 昭 43／『熱帯魚の楽しみ方』 西東社 

昭43／『熱帯魚繁殖の実際』（共著） 緑書房 昭44／『グッピー百科』 西東社 昭44／『グッピー交

配の秘密』 緑書房 昭45／『熱帯メダカ族百科』 東京書店 昭46／『熱帯魚入門』 西東社 昭48
／『詩集 純粋酒』 短歌新聞社 昭58／『夜の旅』 一風堂 昭59／『静物誌』 一風堂 昭60／『熱

帯メダカ族入門』 東京書店 昭60／『詩集 影絵座』 鱗片社 昭62／『鱗片帖 句集』 鱗片社 昭

63／『彩色記』 鱗片社 昭63／『句集 夏花帖』 鱗片社 平元／『詩集 間奏曲』 鱗片社 平元／

『句集 地名帖』 鱗片社 平2／『句集 一夜帖』 鱗片社 平2／『地球儀 句集』 鱗片社 平3／
『句集 化石湖』 鱗片社 平3／『詩集 夜半楽』 鱗片社 平4／『砂時計 句集』 鱗片社 平4／
『桃源境』 鱗片社 平5／『菜園帖 句集』 鱗片社 平5／『蒐印帖 句集』 鱗片社 平6／『グッ

ピーのすべて』 東京書店 平7／『花粉袋』 鱗片社 平7／『遁走譜 詩集』 鱗片社 平8／『雅俗

帖 句集』 鱗片社 平8／『熱帯メダカ族百科』 東京書店 平8／『薔薇町』 鱗片社 平9／『睡眠

期』 鱗片社 平9／『鴉の話 猫の話』 鱗片舎 平10／『古い話』 鱗片舎 平11／『星宿帖 句集』 

鱗片舎 平12／『蜃気楼』 鱗片舎 平13／『熱帯メダカ族の楽しい飼い方』 東京書店 平13／『グ

ッピーの楽しい飼い方』 東京書店 平 14／『メダカ館』 鱗片舎 平 14／『春眠帖 句集』 鱗片舎 

平15／『夏眠館 句集』 鱗片舎 平16／『秋眠館 雑記』 鱗片舎 平17／『詩集 冬眠館』 鱗片

舎 平18／『手記 夢幻抄 上巻』 鱗片舎 平22／『手記 夢幻抄 下巻』 鱗片舎 平23 
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〔作品〕 － 
 

出雲 明子（いずも・あきこ） 

〔雑誌〕「英国国家公務員法制の改革論議」『社会科学ジャーナル』57号 平18.3／「政治任用と大臣スタ

ッフ--オーストラリア連邦政府における国会議員スタッフ(MOPS)を事例として」『社会科学ジャーナル』

58 号 平 18.3／「戦後日本の政治任用--制度設計と政治過程」『季刊行政管理研究』通号 125 平 21.3／
「英国の政官関係と政治任用」『地方公務員月報』559号 平22.2／「書評 山谷清志編著『公共部門の評

価と管理』」『季刊行政管理研究』通号131 平22.9／「イギリス公務員の給与決定と労使交渉」『季刊行政

管理研究』通号133 平23.3／「国家公務員制度改革の動向と論点」『都市とガバナンス』18号 平24.9
／「公務員制度改革のゆくえ」『人事院月報』764号 平25.4／「書評 武藤博己・申龍徹編著『東アジア

の公務員制度』」『季刊行政管理研究』143号 平25.9／「なぜ公務員の公選職への立候補、兼職は制限さ

れたのか」『季刊行政管理研究』155号 平28.9／「公務員の被選挙権・兼職に関する制限緩和の可能性」

『東海大学紀要. 政治経済学部』48 号 平 28／「内閣人事局設置後の官僚人事 : キャリアパスからみる

人事の変容と専門性」『東海大学紀要. 政治経済学部』49 号 平 29／「書評 曽我謙悟『現代日本の官僚

制』」『年報行政研究』53 号 平 30.5／「働き方改革と公務労働」『自治体学 : 自治体学会誌』32 巻 2 号 

平31.3／「公務員の女性活躍と働き方改革」（共著）『季刊行政管理研究』166号 令元.6 
〔図書〕『戦後日本の政治任用構想と制度設計 : 執政機能をめぐる特別職国家公務員、政務官、補佐体制』

（博士論文） 平 20／『公務員制度改革と政治主導』 東海大学出版部 平 26／『はじめての行政学』

（共著） 有斐閣 平28／『いちばんわかる！日本の省庁ナビ』１～７（監修） ポプラ社 平30 
〔作品〕 － 
 

井芹 みさを（いせり・みさを） 

〔雑誌〕歌誌『高嶺』 
〔図書〕『歌集 夏渡り橋』 東京四季出版 平10／『歌集 夏渡り橋 続』 東京四季出版 平21／ 
〔作品〕 － 
 

磯部 忠正（いそべ・ただまさ） 

〔雑誌〕「苦難に耐えるということ 1～3」『心』18巻11号～19巻1号 昭40～41／「沈黙ということ 

1～2」『心』20巻1・2号 昭42／「富士谷御杖の「神」」『哲学会誌』1号 昭44.9／「発菩提心 1～2」
『心』20 巻 6・7 号 昭 42／「ある犬の死」『心』24 巻 昭 46.4／「繰り返し 1～3」『心』26 巻 4～6
号 昭48.4～6／「原〔敬吾〕さんを偲ぶ」『心』28巻8号 昭50／「ショーペンハウアーの動物愛護論

にちなんで」『実存主義』 昭51／「謄々の人生―良寛考」『心』第29巻11号 昭51.11／「よそ者」『正

論』 昭59.3／「プラトンの眩暈」『正論』 昭59.12／「発菩提心」『正論』 昭60.10／「『遊び』随想」

私大連盟『大学時報』185 昭60.11／「『べからず』の重味」『正論』 昭61.11 
〔図書〕『ユーベルバーク大哲学史』上 学芸社 昭 8／『神話哲学 随順の倫理』 朝倉書店 昭 18／
『宗教について』（訳） 創元社 昭 23／『無神論々争』（訳） 創元社 昭 23／『コウノトリになった

王さま』（訳） 講談社 昭23／『はなのこびと』（編著） 講談社 昭25／『あなたの可能性』（訳） 日

本教文社 昭36／『若い世代のための人生論』 講談社 昭40／『沈黙のこころ』 理想社 昭43／『意

志と表象としての世界』1～3（訳） 理想社 昭45～昭47／『無常の構造』 講談社 昭51／『日本人

の信仰心』 講談社 昭58／『自然といのち』 文庫の会 平元／『日本人の宗教心』 春秋社 平8／ 

『神話学名著選集』 ゆまに書房 平15 
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〔作品〕 － 
 

いたばし いづみ（いたばし・いづみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『この気持ちはなに？』（文字） ／『この気持ちはなに？ 朝鮮語版』（文字） 
〔作品〕 － 
 

市川 三郎（いちかわ・さぶろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『畑地かんがい用水の今』 相模原市相武台歴史同好会 平15 
〔作品〕 － 
 

市川 晴男（いちかわ・はるお） 

〔雑誌〕「相原の歴史年表明治元年より今日まで」『相原小学校ＰＴＡのしおり』昭40～52／「二本松につ

いて」『あいはら』昭51／「上溝、橋本の県下新住宅地十佳選」『郷土相模原』19号 平5／「相原の橋」

『相模原市文化財展資料』平 5／「相模原の社寺」『相模原市文化財展資料』 平 6／「相原、その由来」

『相模原の自然と文化』14号 平6／「相原の石仏たち」『相模原市文化財展資料』 平7／「境川をめぐ

って」『相模原の自然と文化』15号 平7／「相原地域と八幡宮の沿革略記」 相原八幡宮 平7／「江戸

から明治へ」『相模原の自然と文化』16号 平8／「上溝・橋本の「県下新住宅地十佳選」入選―その経過

とその不思議―」『相模原市文化財展資料』 平15／「戦時の相原―相原八幡宮氏子総代会記録より」『相

模原市文化財展資料』 平 18／「相原よもやまばなし―地域の歴史」『相原公民館報「あいはら」』第 82
号～第159号 平5～平19 
〔図書〕『公民館の２５年―相原公民館２５周年記念誌』（編著） 相原公民館 昭51／『創立まで・創立

のとき・曲りかどにサオさして 三十年のあゆみ―市立相原小学校三十周年記念誌』 相原小学校 昭55
／『相原、橋本地区歴史年表』 相原中学校 平4／『相原地区の歴史年表』 相原公民館 平5／『相原

八幡宮（栞）』 相原八幡宮 平7／『相原地域と八幡宮の沿革略記』 相原八幡宮 平7／「相原の二本

松、当麻田、公民館、八幡宮、小学校」『相模原市今昔写真帖』 郷土出版社 平 15／「相原その由来、

当麻田、八幡さま」『相模原ふるさと歴史散策』 ＪＡ相模原市 平17 
〔作品〕 「相原八幡宮」（栞） 相原八幡宮 平7 
 

市村 章（いちむら・あきら） 

〔雑誌〕「トップ経営者もう一つの顔」（イラスト）『日刊現代』 昭59／「今週の政治笑」『週刊東洋経済』 

昭60 
〔図書〕『かんがえてみよう』（絵） ポプラ社 昭 45／『森の小さななかまたち』 野村トーイ 昭 48
／『ぼくらのまち』 野村トーイ 昭 48／『漫画集・独裁者』 市村章 昭 49／『絵で見る原子力のは

なし』（絵） 日刊工業新聞社 昭 50／『食卓の恐怖』（イラスト） 日刊工業新聞社 昭 51／『くるま

とつきあう法』（イラスト） ごま書房 昭 52／『クルマ交際法の落し穴』（イラスト） 芸文社 昭 55
／『英文解釈のテクニック』（イラスト） 朝日イブニングニュース社 昭56／『日金沢の照手姫』（ふる

さと紙芝居）（画） 相模原教育委員会 平元／『イラストで読む磁気パワーの奇蹟』（イラスト） IN通

信社 平3／『政治笑』 東洋経済新報社 平22 
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〔作品〕 － 
 

齋 高吉（いつき・こうきち） 

〔雑誌〕日立製作所企業誌『ぱんぽん』 
〔図書〕『海ゆかば』 平15／『夢ゆめ録』 新風舎 平19 
〔作品〕 － 
 

伊月 惠（いつき・めぐみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『私の座標』 日本文学館 平29 
〔作品〕 － 
 

いとう あいこ（いとう・あいこ） 

〔雑誌〕「はじめのまじめ」連載『おおきなポケット』 平 5，平 6／「オーイ、着替えはどこだ!?」原作

付『おおきなポケット』 平6／「餃子男」『おおきなポケット』 平7／「キモコとクンコの弁当こわい！」

（作画）『おおきなポケット』 平9／「謎のカヂュラホ商会」（連載）『おおきなポケット』 平10／「る

すばんの達人」『おおきなポケット』 平13.11 
〔図書〕『ハピイトオク』 朝日ソノラマ 昭52／『良くんの四季』 小学館 昭52／『良くんの春』 朝

日ソノラマ 昭54／『母の神話』 白泉社 昭54／『茉莉彦くんのお見合い』 朝日ソノラマ 昭54／
『先生に異議あり！』1～3 朝日ソノラマ 昭 55／『ウェルカム・ラブランド』 新書館 昭 55／『こ

ねこのなる樹』 朝日ソノラマ 昭 56／『バイバイヴァニティ』 主婦の友社 昭 57／『タッチマイ・

ハート』 朝日ソノラマ 昭 57／『セビリヤの午後』 新書館 昭 60／『ウームズアイズ』1・2 新書

館 昭60／『タビー』 朝日ソノラマ 昭61／『猫の街角物語』 白泉社 昭61／『夢幻山むかし』 白

泉社 昭62／『親猫物語』 書苑新社 昭62／『オデンとユゲの事』 メタモル出版 平2／『たまこち

ゃん家の猫ものがたり』 光風社 平 5／『ホームスイートホームズ １』 光風社出版 平 6／『ホー

ム・スイートホームズ ２』 光風社出版 平6／『いとうあいこのふんわり京都』 ＳＤＰ 平21 
〔作品〕「特別養護老人ホーム グレープの里」看板多数 平11／「リョドナリ サンゲンス」短期連載 平

15／「タダノサン」短期連載 平16，平17／「オデンとユゲの事」短期連載 平16／「特別養護老人ホ

ーム グレープの里」パンフレット 平18 
 

伊藤 敬一（いとう・けいいち） 

〔雑誌〕「華語は果して単音節語か」『コトバ』通号10 昭23.12／「一週一回の中国語教育について」『中

国語学研究会会報』1954 巻 23 号 昭 29／「総路線下の一幕劇」『北斗』1 巻 1 号 昭 29.10／「梁山伯

と祝英台」『北斗』1巻4号 昭30.4／「倉石武四郎編「変革期中国の研究」」『北斗』1巻6号 昭30.10
／「魯迅について」『人文学報』通号16 昭32.4／『胡風批判について』『北斗』2巻2号・3号 昭31.3
～昭32.5／「趙樹理のパラドックス--「霊泉洞」を読んで--」『新日本文学』15巻5号 昭35.5／「大西祝

の文芸思想」『日本文學誌要』通号5 昭35.6／「綱島梁川の文芸思想」『日本文學誌要』通号8 昭38.1
／「周而復さんについて」『アジア經濟旬報』541 号 昭 38.6／「張天翼再論」『人文学報』通号 36 昭

38.8／「周作人と童話」『人文学報』通号42 昭39.3／「艾蕪の『南行記』」『文學界』18巻9号 昭39.9
／「『壁』のことなど」『文學界』18巻12号 昭39.12／「倫理的世界について」『文學界』19巻2号 昭
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40.2／「第二次中国作家代表団の人びと」『アジア經濟旬報』606号 昭40.3／「干逢の『金沙洲』」『文學

界』19巻6号 昭40.6／「明治２・３０年代における芸術思想」『日本文学誌要』通号13 昭40.10／「批

判について 」『文學界』19巻8号 昭40.8／「『バカ』について」『文學界』19巻10号 昭40.10／「『播

火記』について」『文學界』20巻1号 昭41.1／「１９６５年の動向--中国文学」『文學界』20巻3号 昭

41.3／「解放軍の作家・林雨--中国文学」『文學界』20 巻 5 号 昭 41.5／「『前駆』について--中国文学」

『文學界』20巻7号 昭41.7／「社代主義文化大革命について中国--文学」『文學界』20巻9号 昭41.9
／「中国文学の現状と問題点--思想闘争の諸局面」『中国研究所紀要』通号3 昭41.11／「三〇年代文芸と

文芸講話--中国文学」『文學界』20 巻 11 号 昭 41.11／「浩然の長篇『美しき春（艶陽天）』--中国文学」

『文學界』21巻6号 昭42.6／「ある文芸運動の変質について--中国文学」『文學界』21巻8号 昭42.8
／「最近の物語文学について--中国文学（世界文学紹介）」『文學界』21巻10号 昭42.10／「試練にたつ

中国の文学--中国文学（世界文学展望）」『文學界』22 巻2 号 昭 43.2／「一生一作主義の成果--姜樹茂者

『怒りの島』について（世界文学展望）--中国文学」『文學界』22巻7号 昭43.7／「『紅灯記』について

（世界文学展望--中国文学」『文學界』22巻10号 昭和43.10／「『文学界』における浪漫主義の構造--平
田禿木・戸川残花・北村透谷をめぐって」『法政大学教養部紀要』通号13 昭44.6／「『文芸講話』の世界」

『人文学報』通号78 昭45.3／「観念小説時代の泉鏡花」『法政大学教養部紀要』通号16 昭47.3／「老

舎の世界」『外国語科研究紀要』（東大教養学部）20巻2号 昭48／「老舎年譜」『外国語科研究紀要』25
巻 4 号 昭 52／「文化大革命と文芸講話」『中国研究』102 昭 54／「老舎の小説と戯曲」『中哲文学会

報』通号6 昭56／「老舎研究の旅あれこれ」『中国研究』137～140 昭57／「老舎作品在日本的評価問

題」『外国語科研究紀要』31 巻 4 号 昭 58／「中国文学『文革』以後のあゆみと現状」『民主文学』通号

290 昭60.11／「東西文明雑感--真の豊かさを求めて」『通産ジャーナル』第18巻11号 昭60.11／「＜

老舎文学私論＞和＜“微神”与老舎文学＞両篇文論的后記」『外国語科研究紀要』34巻5号 昭61／「森

鴎外の美術論--原田直次郎・外山正一をめぐって」『日本文学誌要』通号 36 昭 62.3／「私の中国文学研

究」『日本の科学者』22巻5号 昭62.5／「感動を呼ぶ巴金の『随想録』--中国（世界の進歩的文学）」『民

主文学』通号320 昭63.5／「老舎への私の思い」『季刊中国』通号47 平8.12／「国交回復２５周年と

日中友好」『季刊中国』通号 50 平 9.9／「柳条湖事件６７周年に思う」『季刊中国』通号 54 平 10.9／
「老舎二題」『季刊中国』通号56 平11.3／「日中友好協会創立５０周年にあたって」『季刊中国』通号62 
平12／「日中国交回復３０周年 盧溝橋事件６５周年に思う」『季刊中国』通号70 平14／「近代中国少

数民族における呪術師の仮面」（訳）『季刊中国』通号 71 平 14／「新歳時記（冬の巻）忘れられぬ冬の

『食』の醍醐味！」『季刊中国』通号 75 平 15／「新歳時記＝春の巻 春そして或る清明節のこと」『季

刊中国』72号 平15／「新歳時記 夏の巻--敗戦前後のあれこれ」『季刊中国』73号 平15／「新歳時記

（秋の巻）わが幻の農村の秋」『季刊中国』74号 平15／「映画『延安の娘』を観る」『季刊中国』76号 

平16／「戦後６０年と日中関係--『反日』デモをどう考えるか」『季刊中国』81号 平17／「中国民衆の

歴史の記憶を残すために」（訳）『季刊中国』82号 平17／「中国文学あれこれ（６９）『水辺のアテイリ

ヤ』--金仁順の短編小説とその映画化」『季刊中国』80 号 平 17／「中国脅威論と相互理解」『季刊中国』

85 号 平 18／「法政今昔 激動の５０年前後」『日本文学誌要』74 巻 平 18.7／「日中平和友好条約調

印３０周年に思う―餃子問題及びチベット問題をどう考える―」『季刊中国』No.93 夏季号 平 20／「聶

栄臻将軍の手紙」『季刊中国』96号 平21／「日本中国友好協会６０周年記念 記念講演 日中関係と日

中友好運動の６０年と未来」『季刊中国』103号 平22 
〔図書〕『墨国を語る』 伊藤節夫 昭 31／『中国現代文学選集１１』 平凡社 昭 37／『上海の朝』1
～4（共訳） 至誠堂 昭34／『王杰の日記』（訳） 青年出版社 昭41／『思出の記』 昭41／『中国

語の初歩』（共著）  北望社 昭 45／『中国古代神話』1・2（共訳） みすず書房 昭 46／『近代文学

の表現』（共著） 東陽書籍 昭46／『鼻のないゾウ』（訳） 太平出版社 昭47／『老舎・曹禺集 中国

の革命と文学４』（共訳） 平凡社 昭 47／『老舎集曹禺集』（訳） 平凡社 昭 47／『中国の児童文学 

２ 初版』（訳） 太平出版社 昭47／『中国語の初歩』（共著） 北望社 昭47／『中国語発音の基礎』 
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一水社 昭51／『まぼろしの金持ち島』（共訳） 太平出版社 昭52／『森鴎外 : その若き時代』 古川

書房 昭56／『老舎』購読シリーズ（共著） 東方書店 昭59／『地球人への手紙』（訳） 太平出版社 

昭59／『森鴎外 その壮なる時代』 古川書房 昭62／『中国語３（論理と接続関係）』 放送大学教育

振興会 昭63／『中国語４（「文革」をめぐる中国人の心）」 放送大学教育振興会 昭63／『「老牛破車」

のうた』伊藤敬一論文散文撰集 光陽出版社 平20 
〔作品〕 － 
 

伊藤 弘人（いとう・こうじん） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『伊藤弘人展』 相模原市民文化彰受賞記念伊藤弘人展発起人会 昭61 
〔作品〕 － 
 

伊藤 智子（いとう・さちこ） 

（伊藤 翠）（いとう・すい） 

 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 翠霤』 文學の森 平24／『句集 翠滴』 文學の森 平23／『写俳集 翠川 信玄の

道に沿って』 平25／『句集 道の隈ひ 万葉の植物を求めて』 耕出版 平27 
〔作品〕 － 
 

伊藤 俊吾（いとう・しゅんご） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕「僕の行方」（作詞作曲） 平 13／「やさしいピアノ」（作詞作曲） 平 14／「二人のアカボシ」

（作詞作曲） 平12／「七色の風」（作詞作曲） 平14／「さらば」（作詞作曲） 平14／「車線変更２

５時」（作詞作曲） 平14／「人とコウモリ」（作詞） 平14／「日曜日の夜」（作詞） 平14／「黄昏列

車」（作詞作曲） 平15／「二人のムラサキ東京」（作詞作曲） 平16／「メロディ」（作詞作曲） 平16
／「むすんでひらいて」（作詞作曲）平16／「SUMMER MUSIC」（作詞作曲）平17／「冬の磁石」（作

詞）平17／「影法師」（作詞） 平17／「さよならの表情」（作詞作曲）平18／「金木犀 e.p.」（作詞作曲）

平19／「星屑」（作詞作曲） 平20 
 

伊東 乾（いとう・すすむ） 

〔雑誌〕（一部掲載）「民訴法の一書三稿」『法学研究』21巻8号 昭23.8 ほか／ 
〔図書〕『入門法律学辞典』（共編） 泉文堂 昭 30／『民事訴訟法』 慶応通信 昭 34／『民事訴訟法

研究』（博士論文） 昭35／『民事訴訟法研究』 酒井書店 昭43／『法学演習講座 : 重要問題と解説』 

法学書院 昭46／『民事訴訟法の基礎理論』 日本評論社 昭47／『演習 破産法』（編集） 青林書院

新社 昭48／『原典による法学の歩み』  講談社 昭49／『弁論主義』 学陽書房 昭50／『基本マス

ター 破産法』（共著） 法学書院 昭56／『注解非訟事件手続法 : 借地非訟事件手続規則』（共編） 青

林書院 昭61／『注解民事手続法 ６・８ 青林書院 昭61／『原典による法学の歩み １・２』（編著） 
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信山社出版 平 11／『現時法学の理論と実践：伊東乾教授喜寿記念論文集』 慶応義塾大学出版 平 12
／『法学の底の底』 慈学社出版 平18 
『ボストノゲノム時代の内視鏡学』 中山書店 平15／ 
〔作品〕 
 

伊藤 忠彦（いとう・ただひこ）  

〔雑誌〕「開会礼拝奨励 同じように分け合い、共の負い、共に主の御前に--民数記 11 章 14～17・サムエ

ル上30章23～24・ルカ5章17～26」『キリスト教社会福祉学研究』39号 平18 
〔図書〕『キリスト教概論』 新教出版社 昭59／『キリスト教信仰入門』 杉山書店 昭60／『キリス

ト教教理入門』 ヨルダン社 昭62／『保育所実習』（共著） 川島書店 昭62 
〔作品〕 － 
 

イトウ トイ（いとう・とい） 

〔雑誌〕『こんぺいとう』創刊号・2号 平22・24  
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

伊藤 文子（いとう・ふみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『エイの肝の燈心』 伊藤文子 昭60 
〔作品〕 － 
 

伊藤 悠子（いとう・ゆうこ） 

〔雑誌〕詩「てのひら」他、エッセイ「夕べの風が」『Something』6号 平19.12／エッセイ「まなざし

のなかを チェーザレ･パヴェーゼの故郷ランゲ」『港のひと』5号 平20.6／詩「緑のなかの一枚」他『ふ

らんす堂通信』117号 平20.7 
〔図書〕『道を小道を』 ふらんす堂 平19／『ろうそく町』 思潮社 平23／『まだ空はじゅうぶん明

るいのに』 思潮社 平28／『風もかなひぬ』 思潮社 平28／『傘の眠り』 思潮社 令元 
〔作品〕 － 
 

伊藤 良子（いとう・りょうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『トラブルキャット危機一髪』（画） 学習研究社 平 16／『ぼくのミステリー新聞』（画） ジ

ャイブ 平 16／『ぼくのミステリー学園』（画） ジャイブ 平 16／『ぼくのミステリーなぼく』（画） 

ジャイブ 平 16／『ぼくのミステリーなあいつ』（画） ジャイブ 平 16／『ぼくのミステリークラブ』

（画） ジャイブ 平16／『月明かりの森』（画） 新風舎 平19  
〔作品〕 － 
 

稲垣 信（いながき・しん） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ポリ猫かんちゃんってスゴイネ！』 近代文藝社 平6 
〔作品〕「メリークリスマス！オンザロード」（作詞作曲）／「ララバイフォーユー」（作詞作曲） 
 

稲葉 智枝子（いなば・ちえこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『弾ける夢』 ＮＰＯ法人ようこそ津久井あごらへ 令元 
〔作品〕 － 
 

稲村 肇（いなむら・はじめ） 

〔雑誌〕（一部掲載）「気象予測に基づく防災対策の決定モデル」（共著）『土木学会論文報告集』1973巻216
号 昭48 ほか／ 
〔図書〕「地域住民の反応と路線選定」（博士論文） 昭49／『小名浜沿岸地域形成史』 運輸省第二港湾

建設局 昭58／『交通学説史の研究』（共著） 運輸経済研究センター 昭60／『港湾工学』（共著） 鹿

島出版会 昭61／『海外交通プロジェクトの評価』（共著） 鹿島出版会 昭61／『土木工学ハンドブッ

ク』（共著） 土木学会 昭64／『交通施設整備制度』（共著） 土木学会 平2／『都市と環境―現状と

対策』 ぎょうせい 平4／『社会基盤の整備システム』 経済調査会 平7／『みなとの役割と社会経済

評価』 東洋経済新報社 平13／「船社の協調関係を考慮したコンテナ海運ネットワーク予測に基づく港

湾整備評価」 稲村 肇 平14／『都市の未来』（共著） 日本経済新聞社 平15／「二国間産業構造改

革と貿易政策変化による京都議定書達成可能性の検討」 稲村 肇 平17／ 
〔作品〕 － 
 

稲村 真理子（いなむら・まりこ） 

(雑誌)「漢字指導のための多義漢字の分類」『東北大学留学生センター紀要』4号 平10／「専門日本語読

解への橋渡し教材の開発―テキスト構造に関する知識の獲得と活用をめざして」『東北大学留学生センタ

ー紀要』5 号 平 13／「発表語彙の獲得を目指した漢字教材の開発」『日本語教育方法研究会誌』14 巻 2
号 平19.9 
〔図書〕『大学・大学院留学生の日本語』①読解編・⑤漢字語彙編 アルク 平13 
〔作品〕 － 
 

乾 照夫（いぬい・てるお） 

〔雑誌〕｢成島柳北の洋学摂取に関する一考察―幕末期における知識人の思想形成について｣『史叢』 通号

18 昭和 49.9／｢軍夫となった自由党壮士--神奈川県出身の「玉組」軍夫を中心に｣『地方史研究』32 巻 3
号 昭57.6／「成島柳北と自由民権」『経営情報科学』2巻4号 平2.3／「憲政党神奈川県支部の内訌お

よび分裂について」『経営情報科学』3 巻 2 号 平 2.11／「日清戦後の神奈川県自由党」『経営情報科学』

3 巻 4 号 平 3.3／「明治 10 年代における成島柳北の言論活動について」『経営情報科学』6 巻 2 号 平

5.8／「成島柳北『東京珍聞』」『経営情報科学』7 巻 4 号 平 7.3／「大衆ジャーナリズムの歴史における

女性(一九九五年度春季研究発表会 ワークショップ報告)」（共著）『マス・コミュニケーション研究』48巻 

平8.1／「自由民権期の学習運動と地域社会―神奈川県津久井郡旧川尻村の事例」『メディア史研究』通号

5 平 8.11／「幕末期の成島柳北―幕末奥儒者の生活と漢文学の動向」通号 8 平 11.3／「明治のメディ
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アに見る「語り」の状況」『メディア史研究』12巻 平14.4／「書評と紹介 土屋礼子著『大衆紙の源流--
明治期小新聞の研究』 」『日本歴史』667 号 平 15.12／「初期議会期における民党壮士運動と地域社会

の動向について―田野倉仙蔵の日記資料を中心に(上) 」『メディア史研究』17 巻 平 16.11／「初期議会

期における民党壮士運動と地域社会の動向について―田野倉仙蔵の日記資料を中心に(下) 」『メディア史

研究』18 巻 平 17.6／「日露戦後における水力発電計画と地域政治の動向について―神奈川県津久井郡

を事例として」『メディア史研究』21巻 平18.12／「成島柳北の『航薇日記』について」『東京情報大学

研究論集』10巻2号通号23 平19.3／「書評と紹介 有山輝雄著『近代日本のメディアと地域社会』 」
『日本歴史』746 号 平 22.7／「明治初期における言論規制の構図について--新聞紙条例と讒謗律をめぐ

って」『メディア史研究』28巻 平22.9／「地域社会に生きる人びととメディア : 明治・大正期の地主ク

ラスの日記資料から」『メディア史研究』33 号 平 25.3／「『漢城旬報』を創った印刷技術者 : 真田謙蔵

に関する覚え書き」『メディア史研究』37巻 平27.3／「成島柳北と西洋貨幣について : 明治初年の西洋

体験と関連させて」『メディア史研究』44巻 平30.11 
〔図書〕『近代日本形成過程の研究』（共著） 雄山閣出版 昭53／『憲政党神奈川県支部の内訂および分

裂について』 東京情報大学 平 2／『日清戦争後の神奈川県自由党』 東京情報大学 平 3／『城山町

史』１巻（共著） 城山町 平5／『国民国家の構図』（共著） 雄山閣出版 平11／『成島柳北 読売雑

譚集』（編著） ぺりかん社 平 12／『成島柳北研究』（博士論文） 乾 照夫 平 13／『幕末維新の文

化』（共著） 吉川弘文館 平13／『成島柳北研究』 ぺりかん社 平15／『歴史研究春林文化：津久井

の歴史と風土：歴史こぼれ話を語る会講話記録集 ３・8号』（共著） 城山地域史研究会 平25 
〔作品〕 － 
 

井上 勝夫（いのうえ・かつお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『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  
〔作品〕 － 
 

井上 正路（いのうえ・しょうじ） 

〔雑誌〕「萬葉集の助詞『かも』の研究」『碧落』2 昭21／「華蔵院守護の牛頭天王の懸仏について」『か

ながわ風土記』15 昭53／「柴胡雑考」『かながわ風土記』25 昭54／「畑作･養蚕地帯（相模原北部）

に於ける一農家の年中行事」1・2『かながわ風土記』29・30 昭54，昭55 
〔図書〕『はぐさ合同歌集・２５０号記念』 はぐさ短歌会 昭50／『さがみはら石仏夜話』（共著） 丸

井図書出版 昭 53／『かぎろい―大野北短歌会第一歌集』 大野北短歌会 昭 54／『お母さんへのおみ

やげ まっ黒く炒った豆 さがみはらの年中行事』 丸井図書出版 昭 57／『あけぼの』（第二合同歌集） 

大野北短歌会 昭58／『幾山川 人の一生の節目、折り目』 相原の歴史をさぐる会 昭60／『しののめ』

（第三合同歌集） 大野北短歌会 昭61／『仰祖遺後―相原と二本松のむかしといま』 相原の歴史をさ

ぐる会 平元／『あかつき』（第四合同歌集） 大野北短歌会 平2／『風樹の嘆き 井上正路遺歌集』 井

上廣士 平5 
〔作品〕 － 
 

井上 桑条（いのうえ・そうじょう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 畦草』 若葉社 平4 
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〔作品〕 － 
 

井上 孝夫（いのうえ・たかお） 

〔雑誌〕「英語の特徴を知って楽しく学ぼう」（インタビュー記事）『朝日中学生ウィークリー』平 19.5／
「学びやすい言語と『お得な』言語」『マガジンアルク』平20.9／「制作リスクワースト３を解消する 誤

植・誤報のリスクフリー 誤植はブランドを破壊する！」『編集会議』 平20.9／「マルチンガルの楽しみ

方 語学の魅力と学びのヒントが大集合！」『マガジンアルク』 平20.9 
〔図書〕『世界中の言語を楽しく学ぶ』 新潮社 平16／『その日本語、ヨロシイですか？』 新潮社 平

26 
〔作品〕 － 
 

井上 貴之（いのうえ・たかゆき） 

〔雑誌〕「聖子」『蟹』2 昭57 
〔図書〕『発狂・白くただれた意識の中で僕は』 井上貴之 昭55 
〔作品〕 － 
 

井上 富夫（いのうえ・とみお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『今昔「奥の細道」尋ねてみよう昔の速さで』 文芸社 平15 
〔作品〕 － 
 

井上 豊子（いのうえ・とよこ） 

〔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』 藤野町図書館を考える会 

平14／〕『ムササビムーちゃん いのちいきいきシリーズ』 佼成出版社 平17 
〔作品〕 － 
 

井上 尚登（いのうえ・なおと） 

〔雑誌〕「著者インタビュー 井上尚登 金と武器を騙し取れ！日本と中国を股にかけ日本人詐欺師が仕

掛けるコン・ゲームの行方は？ 『Ｔ．Ｒ．Ｙ』」『小説すばる』 平11.9／「今週のブック 井上尚登『Ｔ．

Ｒ．Ｙ．』角川書店 革命に生きる男のロマン 第１９回横溝正史賞を受賞した傑作エンターテインメント

が登場！」『東京ウォーカー』 平11.9／「ＰＯＳＴブック・ワンダーランド 著者に訊け 井上尚登『Ｔ．

Ｒ．Ｙ．トライ』角川書店 ルパン３世『カリオストロの城』のような冒険小説を書いてみたかったんで

す」『週刊ポスト』 平11.9／「著者とその本 ３７０回 井上尚登氏 『Ｔ．Ｒ．Ｙ． トライ』」 平

11.10／「セイシュンの本棚 著者インタビュー 「革命と詐欺はよく似ている」 井上尚登『Ｔ．Ｒ．Ｙ．

（トライ）』角川書店」『週刊プレイボーイ』 平11.10／「ｂｏｏｋｓ 井上尚登『Ｔ．Ｒ．Ｙ．』角川書

店 マンガを超えるとまでは言わないけれど、マンガに匹敵する面白さを活字で表現したいと思った」 平

11.11／「『七人の侍』のような群像劇が好きです。期待の新星、創作の秘密に迫る ※『Ｔ．Ｒ．Ｙ．』角

川書店」『ダ・ヴィンチ』 平11.11／「Ｂｏｏｋ ｓａｌｏｎ 井上尚登さん『Ｔ．Ｒ．Ｙ トライ』角
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川書店 本を読んで、“だまされる快感”を味わってほしい」『ＭＩＮＥ』 平11.11／「書想倶楽部 ２０

世紀初め、清朝打倒を目指した男たちの奇妙な日中共闘物語 井上尚登『Ｔ．Ｒ．Ｙ．』角川書店 辛亥革

命に命を賭けた青春群像を描く冒険小説」『ＳＡＰＩＯ』 平11.11／「ミステリーはエンターテインメン

トの王様か！？ ミステリーの行方 井上尚登 材料とサービスが揃ってこそよいミステリー。拡散する

ミステリーの核にあるべきもの」『ダ・ヴィンチ』 平12.12／「ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 著者をたずね

てみました 井上尚登さん『キャピタルダンス』角川書店 「ベンチャーをやっている人には共通するに

おいがある」」『女性セブン』 平14.4／「Ｇｏ！Ｇｏ！健康道場 事実、井上は年末までに１５キロ痩せ

る…はずである」『小説すばる』 平14.5／「シネマ ダ・ヴィンチ 作家のシネマ・セレクション 井上

尚登Ｓｅｌｅｃｔｓ 『ザ・カップ 夢のアンテナ』 見る側とやる側は五分五分なのだ！」『ダ・ヴィン

チ』 平14.6／「リレー・エッセイ 映画と私 １６３回 井上尚登 映画館のある街には住みたいと思

っていた」『キネマ旬報』 平14.7／「月替わりエッセイ 井上尚登 あざ笑う馬 ※逃げ馬、メジロパー

マーのこと」『優駿』 平14.10／「私の青春の１冊 フランク・ハーバート『デューン 砂の惑星』」『小

説現代』 平 15.1／「思い入れエッセイ特集 サッカーＷ杯を語ろう！ それでも勝て！日本！」『小説

宝石』 平 18.6／「インタビュー 井上尚登 帰ってきた稀代の詐欺師 ※『Ｔ．Ｒ．Ｙ． 北京詐劇』

角川書店」『本の旅人』 平18.9／「サンデーらいぶらりぃ 著者インタビュー 革命の中国を舞台に 井

上尚登『Ｔ．Ｒ．Ｙ．北京詐劇』角川書店」『サンデー毎日』 平18.9／「満漢全席的『Ｔ．Ｒ．Ｙ．』」『新

刊ニュース』 平18.10／「私がデビューしたころ 反省の日々」『ミステリーズ！』 平20.12／「本が

好き！ 小説宝石から生まれた本 私を好きにして！ ※『女神の嘘 金融探偵・七森恵子の事件簿』光

文社」『小説宝石』 平25.4 
〔図書〕『Ｔ．Ｒ．Ｙ』 角川書店 平11／『Ｃ．Ｈ．Ｅ』 角川書店 平12／『キャピタルダンス』 角

川書店 平12／『リスク』 世界文化社 平14／『Ｔ．Ｒ．Ｙ北京詐劇』 角川書店 平18／『クロス

カウンター』 光文社 平 19／『厨房ガール』 角川書店 平 19／『ホペイロの憂鬱 ＪＦＬ篇』 東

京創元社 平21／『幸せの萌黄色フラッグ』 東京創元社 平22／『ポーツマスの贋作』 角川書店 平

22／『ブンデスの星、ふたたび』 東京創元社 平 23／『事件でござるぞ、太郎冠者』 祥伝社 平 24
／『女神の嘘―金融探偵・七森恵子の事件簿』 光文社 平25／『ルパン三世The Novel : 謎の宝石と伝

説の王国』 KADOKAWA 平26 
〔作品〕 － 
 

いのうえ 真弓（いのうえ・まゆみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『美しい着物リフォーム』 成美堂出版 平17／『いのうえ真弓のきもの・和布リフォーム』 辰

巳出版 平21 
〔作品〕 － 
 

今井 山朗（いまい・さんろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 相模野』 故郷社 昭62 
〔作品〕 － 
 

今井 夏彦（いまい・なつひこ） 

〔雑誌〕「J.D.Salingerについて--シーモアは価値か」『英米文学研究』通号10 昭和49.11／「J.D.Salinger
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について--シーモア・その生と死」『英米文学研究』通号11 昭50.12／「「都市とユダヤ」試論」『英米文

学研究』通号12 昭51.12／「Miss Lonelyhearts論--無垢の終焉」通号13 昭52／「Miriam試論―死

の天使」通号 14 昭 53.12／「カポーティにおける「都市」」『英文学』通号 53 昭 55.3／「Nathanael 
West研究--"A Cool Million"」『英米文学研究』通号18 昭57／「Nathanael West研究--The Day of the 
Locust-1- 」『英米文学研究』通号19 昭58.11／「Nathaneal West研究--The Day of the Locust-2-」『英

米文学研究』通号20 昭59／「The Dream life of Balso Snell-1-(Nathanael West研究)」『英米文学研

究』通号21 昭60／「The Dream Life of Balso Snell-2-(Nathanael West研究) 」『英米文学研究』通号

22 昭 61／「Nathanael West 研究--Miss Lonelyhearts の周辺」『英米文学研究』通号 23 昭 62／
「Nathanael West研究--孤独なMiss Lonelyhearts」『英米文学研究』通号24 昭63／「Nathanael West
研究--Miss Lonelyheartsとは誰か」『英米文学研究』通号26 平2／「Nathanael Westの芸術観」『玉川

大学文学部紀要』通号35 平6／「『トムは真夜中の庭で』における時間と生」『児童文芸』43巻3号 平

9.3／「現代人とアイデンティティ」『全人教育』72 巻 9 号 平 10.9／「童話に見られるアイデンティテ

ィ」『児童文芸』45巻2号 平11.2／「文系授業における成績評価と到達目標度設定の研究」（共著）『玉

川大学学術研究所紀要』13号 平19／「日本の児童文学の中で」『児童文芸』52巻5号 平18.10／「ナ

サニエル・ウェスト『ミス・ロンリーハーツ』翻訳(その1)」『玉川大学リベラルアーツ学部研究紀要』3号 

平 21／「ナサニエル・ウェストとアメリカ」『英文学論考』36 巻 平 22／「ナサニエル・ウェスト『ミ

ス・ロンリーハーツ』翻訳(その2)」『玉川大学リベラルアーツ学部研究紀要』4号 平22 
〔図書〕『文学における笑い』（共著） 笠間書院 昭52／『文学における父と子』（共著） 笠間書院 昭

58／『文学における都市』（共著） 笠間書院 昭63／『英和アメリカ史学習基本用語辞典』 アルク 平

13／『イギリス・アメリカ児童文学ガイド』（共著） 荒地出版社 平15／『あらすじで読む世界文学』

（共著） 玉川大学出版部 平16／『他者のロゴスとパトス』（共著） 玉川大学出版部 平18／『アメ

リカ１９３０年代の光と影―ナサニエル･ウェスト論』 荒地出版社 平 20／『英和学習基本用語辞典ア

メリカ史 : 海外子女・留学生必携』（共著） アルク 平21 
〔作品〕 － 
 

今井 満（いまい・みつる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ドイツ見たまま感じたまま 日独友好親善ふれあいの旅』 相模経済新聞社 平 3／『ふれあい

の大地』 相模経済新聞社 平8／『吾以外皆師』 相模経済新聞社 平24 
〔作品〕 － 
 

今井 芳（いまい・よし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『芸苑』 今井朋茂 昭62 
〔作品〕 － 
 

今岡 昌子（いまおか・まさこ） 

〔雑誌〕グラビア 「砂漠、夢のような空間」 Morocco」『国際協力』通号537 平12.1／「トルコ 大地

震から立ち直れ ゼロからのスタートに立つ被災者」『ＡＥＲＡ』 平12.1.31／「フォト・エッセイ トル

コ/神への信仰心と、家族の連帯--大地震の地で 」『アジ研ワールド・トレンド』6巻4号通号55 平12.4
／「台湾大地震から５カ月、埔里で活動する日本人ボランティア 「今、動こう」心の瓦礫を取り除くた
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め 神戸の経験を生かし活動する「元気村」」『コスモポリタン』 平12.6／「国境紛争で避難民１００万

人 エリトリア 復興への遠い道のり」『週刊朝日』 平12.10.13／「トルコの日本村--地震から1年」『中

央公論』115巻12号 通号1398 平12.11／「独立三〇年戦争と国境紛争 停戦直後のエリトリア横断ル

ポ」『軍事研究』35巻12号 平12.12／「サハラの風に吹かれて」『母の友』571号 平12.12／「グラビ

ア ギュレシュ―トルコのレスリング」『世界』684 平 13.2／「グラビア インド地震が残したもの」『国

際協力』通号552 平13.4／「自衛隊緊急援助隊も出動 死者2万人、インド大震災ルポ」『軍事研究』36
巻 5 号 平 13.5／「グラビア トルコ「忘れられない夏休み」」『国際協力』通号 555 平 13.7／「ＯＬ生

活１２年、そして彼女は「戦場カメラマン」になった」『週刊ディアス』 平13.9.10／「フォト・エッセ

イ マケドニア/戦禍の村の絶望と希望」『アジ研ワールド・トレンド』7 巻 10 号 通号 73 平 13.10／
「FROM ZAMBIA 現地ルポ/エイズと向かい合う人々」『国際協力』通号559 平13.11／「PHOTO・M 
人間の「生きる力」」『総合ジャーナリズム研究』39巻1号通号179 平14／「グラビア ガレキの隣のオ

ンナたち」『文藝春秋』79 巻 14 号 平 13.12／「グラビア 東京報道(2)豊島区東長崎放浪記」『中央公論』

117号3巻 通号1414 平14.3／「タリバン兵収容所」『週刊新潮』 平14.4.18／「Papua New Guinea 
グラビア「パプアニューギニア」」『国際協力』通号 566 平 14.6／「カラー・グラビア なんでも「日本

一」(8)旭山動物園(北海道・旭川市) 」『潮』通号522 平14.8／「カラー・グラビア 世界転 (々8)子どもた

ちの楽園 パプアニューギニア」『潮』通号522 平14.8／「アジア 女たちのアフガニスタン復興」『ＡＥ

ＲＡ』15巻38号 通号772 平14.9／「忘れ去られるアフガン」『潮』通号524 平14.10／「グラビア 
アフガニスタン 子供の笑顔」『文藝春秋』80 巻 13 号 平 14.10／「ニュースアイ あれから１年、アフ

ガンは今…」『丸』 平 15.3／「カラー・グラビア 世界転 (々16)モロッコ南部・サハラ砂漠―サハラの風

紋を求めて」『潮』通号530 平15.4／「復活！アフガン女性部隊」『軍事研究』 平15.4／「ファインダ

ーの向こう側 スリランカ 平和への思い」『国際協力』通号 578 平 15.6／「スリランカ 内戦の傷跡」

『軍事研究』 平15.6／「戦場を見た女性たち コソボ、アフガニスタン、東ティモール、そしてイラク

…」『日経ウーマン』 平15.8／「Ghana ファインダーの向こう側 ガーナ 瞳(ひとみ)に映る未来」『国際

協力』通号 581 平 15.9／「グラビア 西アフリカ、ガーナ」『中央公論』118 巻 10 号 通号 1433 平

15.10／「深く輝きに満ちた瞳--パプアニューギニアの子どもたち」『母の友』610 号 平 16.3／「Ｕｎｄ

ｅｒ ｔｈｅ Ｖｅｉｌ」『サンデー毎日』 平16.6.6／「３０代からのわたしの時間 ３０代で新しい道

に進んだ女性たち」『ＰＨＰカラット』 平16.6／「フォト・エッセイ 砒素対策支援--バングラデッシュ」

『アジ研ワールド・トレンド』10巻10号 通号109 平16.10／「火の見櫓 被災地を撮る」『東京消防』 

平17.2／「変貌する“シルクロード”の都「新疆ウィグル地区」」『サンデー毎日』 平17.3.6／「ファイ

ンダーの向こう側 タジク族と結婚式 中国 新疆ウイグル自治区」『国際協力』通号602 平17.6／「天災

が残した傷痕 インドネシア ニアス島」『中央公論』 平 17.10／「原風景への旅 新疆ウィグル地区」

『週刊文春』 平17.10.20／「大地震の悲しみをのりこえて--パキスタン・ハベリ地区の人たち」『暮らし

の手帖』第 4 世紀 22 号 平 18／「山の上の被災者たち パキスタン北部カシミール大地震の現場」『サ

ンデー毎日』 平18.2／「春は訪れ、復興の道険し パキスタン大地震の傷跡」『ＡＥＲＡ』 平18.5.29
／「フォト・エッセイ インドネシア・ジャワ中部地震の被災地から」『アジ研ワールド・トレンド』12巻

10号 通号133 平18.10／「パキスタン大地震から1年 命を守る医療施設の耐震化支援」『Ｍｏｎｔｈ

ｌｙ ＪＩＣＡ』14号 平18.11／「命をつなぐ苗木」『地上』 平19.2／「Ｃｌｏｓｅ Ｕｐ’07 忘れ

られた難民 ネパール ダマク 難民男性は言った。「足もなく羽もなくモノのようだ」」『サンデー毎日』 

平19.2.25／「女たちのアフガニスタン」『地上』61巻4号 平19.4／「フォト・エッセイ パキスタンの

アフガニスタン難民」『アジ研ワールド・トレンド』13巻9号 通号144 平19.9／「村を守る御田祭 宮

崎県美郷町」『地上』 平19.10／「私の取材機材 ４回 今岡昌子 フォトグラファー デジタルカメラ

で写真の可能性追求」『ＤＡＹＳ ＪＡＰＡＮ』 平20.4／「フォト・エッセイ 北京の街角から」『アジ研

ワールド・トレンド』14巻8号 通号155 平20.8／「Ｃｌｏｓｅ Ｕｐ’０９ 養蜂家・那須久喜さん 

ミツバチの心を知る翁」『サンデー毎日』 平21.2／「Ｃｌｏｓｅ Ｕｐ’０９ 憂き世を笑い飛ばす「地
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芝居」「岩田利右衛門一座」座長・岩田幸男さん（６０歳）「おれたちはポーズ取るよりも『素』を生かす

『本物』よ」」『サンデー毎日』 平21.7.12／「Ｃｌｏｓｅ Ｕｐ 2010 岩手県・タイマグラの職人 古

き佳き日本の桶を継ぐ 奥畑正宏さん」『サンデー毎日』 平22.6.13／「Ｃｌｏｓｅ Ｕｐ ２０１１ ア

フリカの嘆き ウガンダ・パデル県ラテゲ村の保健センターで出会ったＨＩＶ患者たち 長い内戦、そし

て病がもたらす悲劇」『サンデー毎日』 平23.1.30／「Ｃｌｏｓｅ Ｕｐ ２０１１ 九州の真ん中で出

会った、神楽のエネルギー」『サンデー毎日』 平23.4.10／「Ｔｏｐｏｐｈｉｌｉａ 九州の力を求めて」

『サンデー毎日』 平 24.2.5／「宮崎県美郷町西郷地区「田代神社の御田祭」 泥にまみれて祈願する」

『サンデー毎日』 平25.7.7／『CAPA』／『日本カメラ』 
〔図書〕『re-birth―ガレキの隣のオンナたち』 窓社 平 15／『天山南路―Around the Taklamakan 
Desert』 冬青社 平17／『トポフィリア : 九州力の原像へ』 つなぎ美術館 平23 
〔作品〕「re-birth―ガレキの隣のオンナたち」／「天山南路―Around the Taklamakan Desert」／「茶

馬古道―The Ancient Tea-Horse Road」 
 

いまき みち（いまき・みち） 

〔雑誌〕「おとうさんといっしょに」（共絵）『こどものとも』通号380 昭62.11／「なぞなぞなーに なぞ

なーに」『こどものとも. 年少版』通号130 昭63.1／「なぞなぞなーに はるのまき」『こどものとも. 年
少版』通号144 平元.3／「おとうさんといっしょに-おばあちゃんのうちへ」（共絵）『こどものとも』通

号400 平元.7／「なぞなぞなーに なつのまき」『こどものとも. 年少版』通号149 平元.8／「なぞなぞ

なーに あきのまき」『こどものとも. 年少版』通号163 平2.10／「しりとり しりとり ふゆのまき 」『こ

どものとも. 年少版』通号178 平4.1／「しりとりしりとり はるのまき」『こどものとも. 年少版』通号

192 平5.3／「しりとりしりとり あきのまき」『こどものとも. 年少版』通号200 平5.11／「しりとり

しりとり なつのまき」『こどものとも. 年少版』通号209 平6.8／「コップ」『こどものとも. 年中向き』

通号197 平14.8／「ヒコリふねにのる」『こどものとも』通号595 平17.10／「だんごむしコロン-1か

ら10のかぞえうた」『ほっぺ』通号12 平18.5／「ヒコリはたけにいく」『こどものとも』通号692 平

20.8／「ちびだこ たこらす」（絵）『こどものとも. 年少版』通号389 平21.8／「たねのさくせん」（絵）

『かがくのとも』通号511 平23.10／「たこらすとまいかちゃん」（絵）『こどものとも. 年少版』通号412 
平 23.7／「このたねなーに」『この本読んで！』12 巻 2号 通号 43 平 24／「ヒコリみなみのしまにい

く」『こどものとも. 年中向き』通号318 平24.9／「たこらすとうみがめのおじいさん」（絵）『こどもの

とも. 年少版』通号450 平26.9／「あかちゃんはふしぎがいっぱい」（絵）『かがくのとも』通号568 平

28.7／「ゆうちゃんとひよどり」『こどものとも. 年少版』通号491 平30.2／「読んであげるお話のペー

ジ 1(ひとつ)から10(とお)のとりのかぞえうた」『母の友』通号792 令元.5 
〔図書〕『おとうさん』 福音館書店 昭48／『おかあさん』 福音館書店 昭48／『ともだち』 福音

館書店 昭48／『あそぼうよのえほん １～３』 福音館書店 昭51／『けんたのにんぎょう』（画） 童

心社 昭 53／『もうーいいかーい』 偕成社 昭 60／『おにさんこちらてのなるほうへ』 偕成社 昭

60／『かげふみ』 偕成社 昭60／『ぼくおよげるよ』（画）童心社 平8／『おとうさんといっしょに』

（共画） 福音館書店 昭 62／『なぞなぞなーになぞなーに』 福音館書店 昭 63／『ふうちゃんとち

ゅうりっぷ』 福音館書店 平2／『ふうちゃんとちゃぼ』 福音館書店 平2／『ふうちゃんとあげはち

ょう』 福音館書店 平2／『さようならこんにちは』 福音館書店 平4／『あがりめさがりめ』 福音

館書店 平 4／『おとうさんといっしょに』（共画） 福音館書店 平 5／『なぞなぞなーにはるのまき』 

福音館書店 平 7／『なぞなぞなーになつのまき』 福音館書店 平 7／『なぞなぞなーにあきのまき』 

福音館書店 平 7／『なぞなぞなーにふゆのまき』 福音館書店 平 7／『おとうさんといっしょに 特

製版 おばあちゃんのうちへ』（共画） 福音館書店 平 7／『ワハハ先生のからだの話』（画）フレーベ

ル館 平15 ／『しっぽのきらいなネコ』（絵） 福音館書店 平17／『とちのき』 そうえん社 平19
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／『なぁんくくるんなぁんくくるん』（絵） そうえん社 平21／『ちびだこたこらす』（絵） 福音館書

店 平28／『なぞなぞなーに』シリーズ 福音館書店 平元～6／『ヒコリふねにのる』 福音館書店 平 
17／『ヒコリはたけにいく』福音館書店 平20／『たこらすとまいかちゃん』(年少版こどものとも 412
号) 福温館書店 平20／『たねのさくせん』 （かがくのとも ５１１号） 福音館書店 平20／『ヒ

コリみなみのしまにいく （こどものとも 年中向き 318号） 平20／ 
作品〕 － 
 

今西 祐行（いまにし・すけゆき） 

〔雑誌〕「人のこころを求めつつ」『学校図書館』通号249 昭46.7／「可能性を込めた作品」『日本児童文

学』20巻13号 昭49.12／「ふるさと・戦争・山住由来」（共著）『日本児童文学』26巻13号 昭55.10
／「作家が作品の中に生きるということ」『日本児童文学』29巻2号 昭58.2／「教科書の中の児童文学」

（共著）『日本児童文学』29巻5号 昭58.4／「「マタルペシュペ物語」をめぐって」『日本児童文学』35
巻 2 号 平元.2／「随想 宮大工と土の文化」『大学と学生』310 巻 平 3.8／「4 年生「1 つの花」--「1
つの花」の演奏」『日本児童文学』37巻9号 平3.9／「われ山に向いて目をあぐ」『日本児童文学』38巻

8 号 平 4.8／「自然は、自然が教えてくれる」『教育と情報』通号 447 平 7.6／「子供の向こうにある

「死」」『国文学』63巻4号 平10.4／「一つの花をもとめて」『子どもと読書』通号316 平11.7／「準

一童話集かいせつ」『ネバーランド』3巻 平17.5／ 
〔図書〕『青い鳥』（訳） 泰光堂 昭 31／『空のひつじかい』 実業之日本社 昭 40／『ひらかな世界

むかしばなし』 金の星社 昭35／『なぜなぜ話12か月 読んで聞かせる童話』 実業之日本社 昭35
／『知恵とくふうの物語 １～５』（共著） 実業之日本社 昭37～38／『１００のことわざ物語 第１

集～第３集』（共著） 実業之日本社 昭37／『よいこのどうぶつの本 : どうぶつのおやこ』（共編） 大

日本図書 昭38／『よいこのどうぶつの本 : せかいのどうぶつ』（共編） 大日本図書 昭38／『よい

このどうぶつの本 : みんななかよし』（共編） 大日本図書 昭38／『ひらかな世界むかしばなし 第１

集～第２集』 金の星社 昭39／『エジソン』 偕成社 昭38／『アラビアン・ナイト : ペルシャ民話

集』 偕成社 昭40／『ガリバー旅行記』（訳） 講談社 昭40／『どうぶつの童話集』 あかね書房 昭

40／『おおかみと七匹の子やぎ』 講談社 昭 40／『こどもの民話かみそりぎつね』 盛光社 昭 41／
『熊本城 名城合戦物語１０』 盛光社 昭 41／『あるハンノキの話』 実業之日本社 昭和 41／『ジ

ャックとまめのき』 講談社 昭和 42／『ヒロシマのうた』 全国学校図書館協議会 昭 44／『十五少

年漂流記』（訳） 学習研究社 昭44／『ふしぎな童話集』 三十書房 昭37／『ミツバチノおしろ』（文） 

幼教出版 昭45／『知っておきたい世界の有名な話』（共著） 実業之日本社 昭45／『ねむの木のはな

し』 あかね書房 昭40／『牛若丸 : 源平絵巻物語』 講談社 昭46／『屋島のたたかい: 源平絵巻物

語』 講談社 昭46／『壇の浦のたたかい: 源平絵巻物語』 講談社 昭46／『ひよどりごえ: 源平絵巻

物語』 講談社 昭 46／『クマの子のなみだ・夜のさんぽ』 偕成社 昭 46／『勝海舟』 国土社 昭

42／『安宅の関 : 源平絵巻物語』 講談社 昭47／『木曽義仲 : 源平絵巻物語』 講談社 昭47／『源

頼朝 : 源平絵巻物語』 講談社 昭47／『衣川のやかた : 源平絵巻物語』 講談社 昭48／『きつねと

かねのおと』 実業之日本社 昭 48／『ねことオルガン』 小峰書店 昭 48／『やたがらす （絵本む

かしばなし ６）』 国土社 昭43／『はなのオルガン』 岩崎書店 昭49／『コン太のシッポ物語』 大

日本図書 昭 49／『おいしいおにぎりをたべるには』 小学館 昭 50／『どっこどっこまつの木』 講

談社 昭50／『みずうみは何故こおる』（共著） 学習研究社 昭50／『メリー=ポピンズ』（文） 講談

社 昭40／『つづみをうつ少年』 ポプラ社 昭51／『かきやまぶし』 ポプラ社 昭51／『はちの木』 

ポプラ社 昭51／『ふたり大名』 ポプラ社  ４）昭51／『ちいさなしまのものがたり』 小学館 昭

51／『空のひつじかい』 偕成社 昭 51／『すみだ川』 ポプラ社 昭 52／『しゃみせんの木』 フレ

ーベル館 昭 52／『クマと暮らした男 ほか 雪をめぐる話』 家の光協会 昭 52／『ロビンソン・ク
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ル-ソ-』（文） 小学館 昭 52／『やいちとふじまる （こみね創作絵本 ４） 小峰書店 昭 52／『世

界伝記全集 平清盛 源義経』（共著） 講談社 昭 53／『えものがたり日本のわらい話 １年生』 実

業之日本社 昭53／『しろいつばきのさくしま』 旺文社 昭53／『つちのふえ』 小峰書店 昭53／
『しゃみせんの木』 教学研究社 昭 53『海底二万里』 集英社 昭 53／『ひばりのおつかい』 佼成

出版社 昭53／『とんちの一休さん』 講談社 昭53／『つりがねどろぼう』 国土社 昭53／『浦上

の旅人たち』 講談社 昭58／『長ぐつをはいたねこ』（訳） 金の星社 昭42／『いっすんぼうし』 講

談社 昭 54／『ライオンのめがね』（文） 主婦の友社 昭 52／『コーカサスのとりこ』（編著） ポプ

ラ社 昭 54／『花さかじいさん』 集英社 昭 52／『物語日本史 3』 学習研究社 昭和 54／『源平絵

巻物語』第1～10巻 偕成社 昭54／『民話絵本 かみそりぎつね』（文） すばる書房 昭54／『だれ

がけいとをあんでるの』 偕成社 昭 54／『肥後の石工』 実業之日本社 昭 54／『武蔵坊弁慶』 偕

成社 昭54／『牛若丸』 偕成社 昭54／『西郷隆盛』 国土社 昭54／『光と風と雲と木とイワサキ

良英』 小学館 昭55／『アンデルセン』 講談社 昭55／『あるハンノキの話』 偕成社 昭55／『や

いちとふじまる』 小峰書店 昭52／『竹取物語 今昔物語』（共著） 学研 昭56／『太平洋を渡った

五つのリンゴ』 三沢市教育委員会 昭56／『モーツァルトレセップス』（共著） 小学館 昭56／えも

のがたり日本のわらい話 1年生 （学年別シリーズ） 実業乃日本社 昭57／『島原の絵師』 小峰書

店 昭56／『くらがり峠』 偕成社 昭56／『だれがないてるの』 金の星社 昭56／『ゆめみこぞう 

長崎県』（文） 第一法規出版 昭56／『冬の祭り 随筆集』 偕成社 昭56／『ネコチャンノハナ』 イ

ワサキヨシヒデ 昭 56／『ハコちゃん』 実業之日本社 昭 56／『ヒロシマの歌 ほか』 講談社 昭

57／『そらのいろはなぜあおい』 小峰書店 昭57／『鉢の木・釣狐 わたしの能・狂言』 童心社 昭

57／『家なき子』（訳） 集英社 昭 57／『まめたろう』（文） ひさかたチャイルド 昭 57／『やたが

らす』 国土社 昭57／『うみさちやまさち』 国土社 昭57／『ネコちゃんの花』 教育画劇 昭57
／『日本のふしぎなお話』（共著） 小学館 昭 57／『花さかじいさん 正じきじいさんの話 （母と子

の日本の民話 １５） 集英社 昭57／『天人の琴』（編） 小峰書店 昭55／『太郎コオロギ』 実業

之日本社 昭 57／『さくら子とおじいさん』 あかね書房 昭 58／『浦上の旅人たち』 実業之日本社 

昭58／『どんぐりともだち』 講談社 昭59／『空のひつじかい』 あすなろ書房 昭59／『ヒロシマ

の歌』 岩崎書店 昭59／『肥後の石工』 理論社 昭59／『ねことオルガン』 日本ライトハウス 昭

59／『少年少女世界の名作１７』 集英社 昭59／『わたしの8月15日』 あかね書房 昭60／『遥か

なりローマ』 岩崎書店 昭 60／『くもとかすけおじいさん』 秋書房 昭 60／『いればをしたロバの

話』 金の星社 昭 60／『天神の琴』 小峰書店 昭 60／『名栗川少年記 マタルペシュペ物語第１部』 

偕成社 昭 60／『留辺蕊の春 マタルペシュペ物語第２部』 偕成社 昭 60／『つよい心、たくましい

心』（共著） 実業之日本社 昭 60／『すなおな心、ゆたかな心』（共著） 実業之日本社 昭 60／『あ 

たたかい心、ひろい心』（共著） 実業之日本社 昭60／『はまひるがおの小さな海』 岩崎書店 昭60
／『青い鳥』（訳） 偕成社 昭60／『にじのはしがかかるとき』 あすなろ書房 昭61／『天の川流れ

る島』 あすなろ書房 昭61／『運河 物語・川村孫兵衛重吉伝』 偕成社 昭61／『りんごとバイオリ

ン』 講談社 昭61／『太郎こおろぎ』 偕成社 昭62／『肥後の石工』 講談社 昭50／『江川太郎

左衛門』 さ・え・ら書房 昭 63／『今西祐行全集 １～１５』 偕成社 昭 63～平元／『大きな木に

すむ小さな神さま』 あすなろ書房 平元／『生きること耕すこと』 家の光協会 平元／『はまひるが

おの小さな海』 あすなろ書房 平元／『だいちゃんとはな』 ひさかたチャイルド 昭57／『かさじぞ

う』 チャイルド本社 平元／『ネコちゃんの花』（共著） 岩崎書店 平元／『ねむり屋さん』 あすな

ろ書房 平元／『みつばちのおしろ』（文） ぎんのすず幼教出版 平元／『天使とくつした』 あすなろ

書房 昭60／『おもちはなぜふくれるの』 あすなろ書房 平2／『おにさんはどこにいる』 あすなろ

書房 昭59／『ヘレン＝ケラー自伝』（訳） 講談社 平2／『ハコちゃん』 あすなろ書房 平2／『ト

コちゃんの金のおさかな』 あすなろ書房 平2／『天使とくつした』 あすなろ書房 昭60／『にじの

はしがかかるとき』 家の光協会 昭 51／『きつねとかねのおと』 実業之日本社 昭 45／『ももたろ
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う』 チャイルド本社 昭62／『すみれ島』 偕成社 平3／『こども伝記ものがたりⅡ-8』（文） チャ

イルド本社 平 3／『むささび星』（文） ポプラ社 昭 46／『厚木のむかしむかしかみしばい第 6 巻』 

厚木市教育委員会 平3／『あるハンノキの話』 日本標準 平3／『青い鳥』（訳） チャイルド本社 平

3／『ぬまをわたるカワセミ』 あすなろ書房 平4／『農業小学校のうた』 木魂社 平3／『農業小学

校の博物誌』（共著） 木魂社 平5／『なたねじぞう』 あすなろ書房 平5／『おにぎりぱくりん おい

しいおにぎりをたべるには』（文） 全国学校給食協会 平6／『海底二万里』（訳） 集英社 平6／『土

ってあったかいね  農業小学校の記』（文） 岩崎書店 平 6／『ボンジーヤ(おはよう)』 文溪堂 平 6
／『一つの花』 岩崎書店 平7／『つりがねどろぼう』 国土社 平9／『とうげのおおかみ』 金の星

社 平10／『土のふえ』 岩崎書店 平10／『竹取物語 はじめてであう日本の古典２』（編著） 小峰

書店 平 10／『バイオリンのおとは山のおと』 偕成社 平 11／『こびとのつづみ』 チャイルド本社 

平25／『ゆみ子とつばめのおはか』 偕成社 平12／『ヒロシマの歌』 岩崎書店 昭57／『とうげの

おおかみ 改訂版』 金の星社 昭 58／『一つの花』 あすなろ書房 平 12／『土のふえ』 岩崎書店 

平10『肥後の石工』 岩波書店 平13／『どっこどっこまつのき』 チャイルド本社 平14／『リンド

バーグ』（文） チャイルド本社 平14／『だいくとおにろく』（文） フレーベル館 平14／『源義経』 

小峰書店 平16／『夜の翼』（共著） 全日出版 平16／心にひびく名作読みもの 3年 読んで 聞い

て声に出そう ポプラ社 平 16／『お父さんのマジック』 らくだ出版 平 17／『本は友だち 6 年生 

偕成社 平 17／『花の咲く童話集 ２ 一つの花 ポプラ社 ｈ『一つ社 平 18／『能・狂言』 童心

社 平21  
〔作品〕 － 
 

今西 孝雄（いまにし・たかお） 

 
〔雑誌〕「島根の盲ろう教育について」『教育月報』通号48 昭27.10／「盲・ろう児教育の現状について」

『教育月報』通号52 昭28. 
〔図書〕『ふり返ればやりたい放題』 神奈川新聞社出版局 平13 
〔作品〕 － 
 

今西 広（いまにし・ひろし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『四国八十八ヵ所一期一会歩き遍路一人旅』 新風舎 平18 
〔作品〕 － 
 

今宮 裕貴（いまみや・ゆうき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『はるに君だけをおいて』 文芸社 平20 
〔作品〕 － 
 

今村 義正（いまむら・よしまさ） 

〔雑誌〕「「やる気」や「自信」等についての実験的研究」（共著）「大学教育改革に関する体育学的・未来

学的研究(II)」（共著）『東海大学紀要』通号2 昭47／「「力み」や「平静さ」に関する基礎的研究」（共著）
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『東海大学紀要』通号3 昭48／「生活・経済の側面から : 学生の食生活に関する関心度(その I)」（共著）

「伊勢原市における社会体育振興のための課題と施策の方向 : 社会体育に関する調査・研究から」（共著）

『東海大学紀要』4巻 昭49／「大学における学生の課外活動の概況」『厚生補導』通号97 昭49／「体

育学研究科の課題」「試合前後の攻撃反応の変化について--柔道とバスケットボールについて」（共著）「水

泳初心者指導における一考察」（共著）『東海大学紀要』通号7 昭52／「クラブ退部者に関する基礎的研

究」（共著）『東海大学紀要』通号 8 昭 53／「留年対策について(事例)」『厚生補導』通号 148 昭 53／
「水泳初心者指導における一考察--スイムグラスの効果について」（共著）『東海大学紀要』通号 9 昭 55
／「陸上競技における短距離選手と長距離選手の精神特徴について」（共著）『東海大学紀要』通号10 昭

55／「水泳のスピード変化について」（共著）「体育会所属クラブにおける実態調査(1) : 退会動機について」

（共著）『東海大学紀要』通号11 昭56／「体育会所属クラブにおける実態調査(2) : 退会動機について」

（共著）『東海大学紀要』通号12 昭57／「体育会所属クラブにおける実態調査(3) : 退会動機について」

（共著）『東海大学紀要』通号13 昭58／「体育系クラブ活動に関する学生の意識」（共著）『東海大学紀

要』通号14 昭59／「学生の実態と意識」（共著）「授(学)業と学生生活」（共著）『東海大学紀要』通号16 
昭61／「学生の満足感・幸福感」『関東学院大学文学部紀要』通号49 昭61／「空手道に係わる少年少女

の性格特性」（共著）『武道学研究』19 巻 2 号 昭 61／「学生生活と満足感・幸福感」（共著）「留学生の

「日常生活領域」の満足度」（共著）「水泳指導における感覚的言語に関する研究 : 「速く泳ぐ」ために」

（共著）『東海大学紀要』通号 17 昭 62／「二部学生の日常生活における満足感に関する調査」（共著）

『東海大学紀要』通号 18 昭 63／「学生の教職意識についての研究」（共著）「研修航海における学生の

身体的・精神的変化について」（共著）「全国四年制大学における転部科に関する実態調査」（共著）『東海

大学紀要』通号 19 平元／「不安傾向にあるＮ君のケースについて」（共著）『学生相談研究』10 巻 1 号 

平元／「心理学関連領域の研究」『東海大学スポーツ医科学雑誌』1巻 平元／「剣道選手の勝負に関する

原因帰属について」（共著）「空手上段突きの肘関節角度と打突力との関係」（共著）『武道学研究』22巻2
号 平元／「学生の教職意識についての研究Ⅱ」（共著）「第２１回研修航海における学生の身体的･精神的

変化について」（共著）「学生生活の視点からみた教育環境に関する一考察」（共著）「スポーツとメンタル・

トレーニング」『東海大学紀要』通号20 平2／「学校での怠学への取り組み―スポーツをとおして」『教

育心理』Vol.38 No.9 平2／「空手道上段逆突きにおける各種間合いでの衝撃力と肘関節角度」『武道学研

究』23巻1号 平2／「剣道選手の試合における原因帰属について」（共著）「空手道上段逆突きと右スト

レート(ボクシング)との比較研究―より大きな衝撃力を発現するための肘関節角度の変化及び間合いに関

して―」（共著）『武道学研究』23巻2号 平2／「研修航海における学生の対人関係の成長に関する研究」

（共著）「全国 4 年制大学における車輌通学に関する実態調査」（共著）『東海大学紀要』通号 21 平 3／
「東海大学スポーツ医科学研究所とオーストリア・ルードヴィッヒ・ボルツマン研究所およびウィーン大

学との共同研究プロジェクトの提携について」（共著）「剣道選手の試合における原因帰属に関する研究 : 
個人差の観点を中心に」（共著）『東海大学スポーツ医科学雑誌』通号3 平3／「剣道選手の試合における

行為者と観察者の原因帰属の差異について」（共著）「剣道競技におけるナショナル・チームの心理状態に

ついて」（共著）『武道学研究』24巻2号 平3／「剣道における技術評価尺度の検討」（共著）『武道学研

究』25巻Supplement号 平4／「スポーツ施設環境の評価に関する心理学的研究 1 : 大学の体育館環境

に対するスポーツ競技者と一般学生の評価差を検討するためのパイロット・サーベイ」（共著）「スポーツ

施設環境の評価に関する心理学的研究 2 : スポーツ施設環境調査項目の経営学、および心理学的検討」（共

著）「オーストリア・ボルツマン研究所およびウィーン大学との共同研究プロジェクトの打ち合わせに関す

る報告書 : ERGOPSYCHOMETRISCHE TESTBATTERIEの運用に関して」（共著）『東海大学スポー

ツ医科学雑誌』通号5 平5／「中国全国大学陸上選手権大会並びに陸上科学学術会議に出席して」「体育

学部・研究セミナー収録」（共著）『東海大学紀要 体育学部』通号23 平6.3／「座談会・教育の現場か

ら--「癒し場所」を求めてさすらう若者たち」（共著）『望星』29巻4号 平10 
〔図書〕『大学保健体育』（共著） 道和書院 昭46／『教育心理学』（共著） 前野書店 昭47／『保健
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体育行事事典』（共著） 道和書院 昭47／『大学の理念と実践』（共著） 東海大学出版会 昭48／『あ

なたの知らない心理学』（共著） 東海大学出版会 昭49／『視線と連想』（共著） 東海大学出版会 昭

50／『クラブ活動 教育の風化を防ぐために』 東海大学出版会 昭53／『社会体育とその指導』（共著） 

東海大学出版会 昭51／『留年―その生態と挑戦』（共著） 東海大学出版会 昭53／『国際社会への対

応 大学教育の一視点』 東海大学出版会 昭 54／『行動のオーガナイゼーション』（共著） 八千代出

版 昭56／『心理学』 八千代出版 昭57／『体育心理学』（共著） 実務教育出版 昭57／『大学生の

体育と保健』（共著） 道和書院 昭 59／『大学生の保健体育』（共著） 東海大学出版会 昭 60／『生

活健康百科エスキューレ』第1巻（共著） 大日本健康出版 昭60／『論理療法にまなぶ アルバート・

エリスとともに 非論理の思いこみに挑戦しよう』 川島書店 平元／『生涯スポーツの時代』（監修） 

東海大学出版会 平元／『余暇の時代』（監修） 東海大学出版会 平元／『人と自然の時代』（監修） 東

海大学出版会 平元／『転部科に関する実態調査 全国４年制大学のアンケート調査』（編） 教育研究所

学生生活部門 平元／『東海大学学生生活実態調査』 平2／『東海大学留学生生活実態調査』 平2 
〔作品〕 － 
 

伊従 博（いより・ひろし） 

〔雑誌〕「近代歌人『人と作品』」『市民短歌』34・38・42 昭 50～53／「歌人『相模』について」『市民

短歌』37 昭51.11／「相模川縁りの歌人」『かながわ風土記』16 昭53.11／「万葉植物と短歌」『市民短

歌』39～42 昭53／「西行･頼朝･実朝」『市民短歌』47・48 昭54／『相模原の自然と文化 ２０周年号』

平12 
〔図書〕『津久井郡勢誌』（編著） 津久井郡勢誌刊行会 昭 28／『上溝中学校創立十周年記念誌』（編） 

相模原市立上溝中学校 昭 33／『神奈川県産業教育十年の歩み』（編著） 神奈川県中学校産業教育委員

会 昭40／『大野南中学校創立二十周年記念誌』（編） 相模原市立大野南中学校 昭43／『相模原市民

歌集』（編） 相模原市民短歌会 昭 50／『自選歌集 伏流泉』 伊従 博 昭 50／『津久井郡勢誌』増

補復刻版（編著） 津久井郡勢誌刊行会 昭54／『林間集 : 東林短歌会創立十周年記念合同歌集』（監修） 

東林短歌会 昭61／『第二歌集 葉月集』 昭和書院 昭63／『愛川町郷土誌』（共編） 昭54／『相模

原市教育史』（共編） 平元～平2 
〔作品〕「相模原市立上溝中学校校歌」（作詞） 昭33／「清新鼓笛隊の歌」（作詞） 昭61／「清新音頭」

（作詞） 昭61／「県立上溝南高等学校校歌」（作詞） 
 

岩明 均（いわあき・ひとし） 

〔雑誌〕「近頃マンガがつまらない！」『ＳＰＡ！』 平5.8.18／｢マンガ最前線 岩明均インタビュー 「人

間はどこから来て、どこへ行くのか」｣『クイック･ジャパン』 平17.3／｢インタビュー 晴れた日に、ペ

ンをとり｣（共著）『ユリイカ』46 巻 16 号 平 27.1／｢岩明均[原作]インタビュー 20 余年の時を超えて｣

『キネマ旬報』1687号 平27.5／ 
〔図書〕『寄生獣』全10巻 講談社 平2～平7／『骨の音 傑作集』講談社 平2／『風子のいる店』全

4巻 講談社 平7／『七夕の国』全4巻 小学館 平9／『雪の峠 岩明均歴史作品集剣の舞』 講談社 

平13／『ヘウレーカ』 白泉社 平14／『七夕の国 完全版 上・下』 小学館 平15／『ヒストリエ 

１～１１』 講談社 平16～令元／『ネオ寄生獣ｆ』（原作） 講談社 平27／『レイリ』全6巻（原作） 

秋田書店 平28～令元／『寄生獣リバーシ １～３』（原作） 講談社 平30 
〔作品〕 － 
 

岩井 淳（いわい・じゅん） 
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〔雑誌〕「トマス・グッドウィンの千年王国論と教会論」『史学雑誌』96巻6号 昭62.6／「ピューリタン

革命期の国家と反カトリック問題」『歴史学研究』通号573 昭62.10／「独立派は千年王国論を主張した

か―「シオンの栄光のきらめき」(1641 年)の著者をめぐって」『歴史学研究』通号 577 昭 63.2／「ピュ

ーリタニズム研究の変遷」『静岡大学人文学部社会学科・言語文化学科研究報告』通号 42 平 3／「ピュ

ーリタニズム研究の新展開」『歴史学研究』通号 629 平 4／「ニューイングランドとピューリタン革命--
ジョン・コトンの千年王国論」『西洋史学』通号 169 平 5／「ピューリタン革命とアメリカ植民地」『歴

史評論』通号541 平7.5／「１７世紀ピューリタンの他者認識--先住民布教と千年王国論」『歴史学研究』

通号 703 平 9.10／「ピューリタンと北米先住民―ジョン・エリオットの千年王国論」『静岡大学人文学

部社会学科・言語文化学科研究報告』49巻1号 平10／「ピューリタン革命とヒュー・ピーター」『静岡

大学人文学部社会学科・言語文化学科研究報告』平 10／「蘇生する１７世紀イギリスの千年王国論」『歴

史学研究』724 巻 平 11／「初期ステュアート期の外交政策と国際関係」『静岡大学人文学部社会学科・

言語文化学科研究報告』51巻1号 平12／「ピューリタン・ジェントリ論の射程」『静岡大学人文学部社

会学科・言語文化学科研究報告』51 巻 2号 平 12／「「ブリテン帝国」の成立--１６～１７世紀の帝国概

念と古代ローマ」『歴史学研究』776 号 平 15.6／「ヒルとトレヴァ=ローパーの死--イギリス革命論への

足跡」『歴史学研究』783号 平15／「ブリテン近世の国家と帝国」『史論』57巻 平16／「イギリス(近
代，ヨーロッパ，２００５年の歴史学界―回顧と展望―)」『史学雑誌』115巻5号 平18.5／「オリヴァ・

クロムウェル研究の新動向--伝記的研究と政治文化的研究」『静岡大学人文学部社会学科・言語文化学科研

究報告』60巻 1 号 平 21／「「大反乱」から「ブリテン革命」へ:―17 世紀中葉の事件をめぐる長き論争

―」『イギリス哲学研究』34巻 平23／「「交易の時代」の港市国家マラッカ : 空間軸と時間軸から考え

る」『アジア研究』6 号 平 23.3／「世界史認識とアジアのミニ・システム : 海洋史観と港市国家から考

える」『文化と哲学』28 巻 平 23／「１７世紀ブリテンの複合国家と他者認識--ウェールズとアイルラン

ドの場合」『歴史学研究』増刊 885 号 平 23.10／「コモンウェルスを創出する : ピューリタン革命と政

治文化」『人文論集』63 巻 2 号 平 24／「ヴェトナム独立宣言の世界史 : ヴェトナムとアメリカの独立

宣言を結ぶ」『アジア研究』8 号 平 25.3／「時空をつなぐコモンウェルス論: 近世イングランド・19 世

紀オーストラリア・20世紀マレーシア」『アジア研究』9号 平26.3／「19世紀オーストラリアの「コモ

ンウェルス」とアジア : 歴史的紐帯と民族的障壁」『アジア研究』10号 平27.3／「「生ける国家」と「モ

ンスター」 : イングランド近世の有機体的国家観」『歴史学研究』938 号 平 27.11／「20 世紀前半の台

湾文化協会と民族運動 : 蔣渭水の有機体的台湾観」『アジア研究』13号 平30.3 
〔図書〕『千年王国を夢見た革命』 講談社 平7／『イギリス史の新潮流』（編） 彩流社 平12／『図

説スコットランドの歴史』（訳） 彩流社 平14／『イギリス革命論の軌跡 ヒルとトレヴァ＝ローバー』 

蒼天社出版 平17／『帝国への新たな視座 歴史研究の地平から』（共著） 青木書店 平17／『いま歴

史とは何か』（共訳） ミネルヴァ書房 平17／『帝国の誕生 : ブリテン帝国のイデオロギー的起源』（共

訳） 日本経済評論社 平 17／『ピューリタン革命と複合国家』 山川出版社 平 22／『複合国家イギ

リスの宗教と社会』（編著） ミネルヴァ書房 平24／『独立宣言の世界史』（共訳） ミネルヴァ書房 平

24／『ピューリタン革命の世界史』 ミネルヴァ書房 平27 
〔作品〕 － 
 

岩井 護（いわい・まもる） 

〔雑誌〕「言語環境と学校教育」『國學院雑誌』 96 巻 11 号 平 7.11／「『日本霊異記』の上代特殊仮名

遣」『國學院大學大学院紀要 文学研究科』37巻 平17／「『日本霊異記』の諸本と訓注の仮名」『國學院

大學大学院文学研究科論集』 33号 平18／「『日本霊異記』 の「諺」」『解釈』通号624・625 平19 
〔図書〕『郷土読本』（共著） 座間市教育委員会 昭59／『座間の石造物』1～5（共著） 座間市教育委

員会 昭61～平10／『國語教育の周邊』 暖流社 平8／『歌の中の日本語』 ケイ・エム・ピー 平22 
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〔作品〕 － 
 

岩尾 美元（いわお・よしもと） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『第二電気工事士技能試験読本 経験者が受験者にちゃんと語る第二種電気工事士技能試験解説』 

東京新聞ショッパー社 平14 
〔作品〕 － 
 

岩城 喜義（いわき・きよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『土木法規読本』 技報堂出版 平6 
〔作品〕 － 
 

岩城 正夫（いわき・まさお） 

〔雑誌〕「古代技術復原実験」『女子栄養大学紀要』通号3 昭47.11／「技術論と大学教育」『女子栄養大

学紀要』通号 4 昭 48.11／「いまでも使える火のおこし方」『科学朝日』38 巻 9 号 昭 53.9／「古代日

本の木製出土発火具図面一覧－上－」（共著）『女子栄養大学紀要』通号9 昭53.12／「原始技術をたずね

て 14～18」『月刊教育の森』4 巻 5～9 号 昭 54.5～9／「古代日本の木製出土発火具図面一覧－下－」

（共著）『女子栄養大学紀要』通号10 昭54.12／「古文献に見られる古代発火技術について--主に日本の

ばあい」（共著）『和光大学人文学部紀要』通号18 昭58／「現代における環境と人間の問題--発達と教育

の観点から」『教育』34巻8号 昭59.7／「人間を対象とした技術は成立するか」『教育』36巻2号 昭

61.2／「２つの教育観について--人間を対象とした技術論にかかわって」『教育』37 巻 10 号 昭 62.9／
「科学史入門--原始技術史--原始時代の技術の歴史は文献なしで何に頼るか?」『科学史研究［第 2 期］』31
巻 通号 181 平 4.3／「一般教育としての「人間科学論」について」『和光大学人文学部紀要』通号 30 
平7／「人間関係学科教員座談会」（共著）『和光大学人文学部紀要』通号30 平7 
〔図書〕『くるまから宇宙旅行まで』（編） 国土社 昭44／『やってみなければわからない』 国土社 昭

49／『原始技術史入門』 新生出版 昭51／『仁科芳雄』（共著） 国土社 昭51／『原始時代の火』 新

生出版 昭52／『飛行機とロケット 大昔の発火法』（共著） ラボ国際交流センター 昭53／『原始人

の技術にいどむ』 大月書店 昭55／『原始時代の発明発見物語 : 道具の発見から土器の発明まで』 国

土社 昭57／『人間学入門 人間どう視るか１』（共著） 群羊社 昭57／『乗りものの発明発見物語 : 
くるまから宇宙旅行まで』（編） 国土社 昭58／『原始技術論』 新生出版 昭60／『自己家畜化論 人

間どう視るか２』（共著） 群羊社 昭59／『自然「知」の探究 : 人間科学から人間学へ 人間どう視る

か３』（共著） 群羊社 昭61／『古代日本の発火技術』（共著） 群羊社 昭62／『ある発明のはなし : 
せんいが社会をかえる』 国土社 平3／『火をつくる』 大月書店 平6／『セルフメイドの世界』 ア

イ・エイチ 平17 
〔作品〕 － 
 

岩永 佐保（いわなが・さほ） 

〔雑誌〕「隠喩の名句鑑賞 密度のたかい簡潔」『俳句』55巻6号 平18.5／『俳句』8月号 平20／「俳

句研究賞作家による夏の特別句会」『俳句研究』76巻3号 平21 
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〔図書〕『海響 岩永佐保句集』 本阿弥書店 平3／『こすもす : 合同句集』（共著） 鷹世田谷句会 平

10／『丹青 岩永佐保句集』 富士見書房 平15／『鑑賞 女性俳句の世界 第６巻 華やかな群像』 角

川学芸出版 平20／『迦音』 角川書店 平24／『岩永佐保集』 俳人協会 平30 
〔作品〕 － 
 

岩永 静子（いわなが・しずこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『老年の主張、標語入選作品集（７４歳のある一日）』 健康・体力づくり事業財団 平元 
〔作品〕 － 
 

岩中 徳次郎（いわなか・とくじろう） 

〔雑誌〕「形と構成の新しい研究」『アトリエ』342 昭30／「形（フォルム）」『別冊アトリエ』38 昭32
／「造形と近代絵画 １～２」『教育美術』16 巻 9・11 号 昭 30.9・10／「造形の基本と近代美術 4～
10」『教育美術』17 巻 7 号～18 巻 4 号 昭 31.5～昭 32.3／『近代絵画構成 ２」『美術手帖』通号 244 
昭39.11 
〔図書〕『図解 形と構成の新しい研究 : セザンヌから現代絵画へ』 アトリエ出版 昭30／『フォルムの

基本 : デザインのために』 美術出版社 昭35／『形と比例―自然が示す造形の尺度』 美術出版社 昭

53／『画面構成』 岩崎美術社 昭 58／『招待作家美術展４』 相模原市教育委員会 昭 59／『岩中徳

次郎画集』 総美社 昭60／『岩中徳次郎の世界展』 池田20世紀美術館 昭62 
〔作品〕 － 
 

岩橋 英遠（いわはし・えいえん） 

〔雑誌〕「岩橋英遠風土と自作を語る」『三彩』通号414 昭57.3／「作者の言葉」（共著）『三彩』通号452 
昭60.5 
〔図書〕『日本人はどれだけの事をしてきたか ２』（共絵） 新潮社 昭26／『現代日本美術全集 １０』

（画） 角川書店 昭31／『岩橋英遠展』（画） 朝日出版社 昭53／『岩橋英遠画集』（画） 朝日出版

社 昭54／『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／『岩橋英遠』 集英社 昭

57／『現代日本画全集第９巻 ワイド版』（画） 集英社 昭 57／『赤れんが庁舎の絵画 : 北海道開拓の

あゆみを描く』（画） 北海道立旭川美術館 昭 58／『現代日本絵巻全集 １５』（画） 小学館 昭 58
／『現代日本画の巨匠 : 新作の歩み : 竣工記念展 10 周年記念展の作品を併せて : 開館 20 周年記念展』

（画） 山種美術館 昭61／『岩橋英遠展 : 富士を巡る−山と雲など』 村越画廊 昭63／『道産子追憶

之巻 : 岩橋英遠展 : 滝川市制施行30周年記念』（画） 北海道滝川市 昭63／『岩橋英遠展』（画） 岩

橋英遠展実行委員会 平2／『岩橋英遠展 : 滝川市開基一〇〇年・文化功労者顕彰記念特別展』（画） 滝

川市美術自然史館 平2／『近代日本画 : 四季の美』（共画） 北海道立旭川美術館 平3／『画業７０年

岩橋英遠展』（画） 朝日新聞社 平 5／『岩橋英遠画集: 「私の虹」の記録』 求龍堂 平 5／『近代日

本画名作と傑作芝居絵展 : 明治座所蔵』（共画） 笠間日動美術館 平5／『岩橋英遠・岩橋崇至二人展 : 
相模原市企画美術展・市制40周年記念』（画） 相模原市教育委員会 平6／『岩橋英遠展 : 郷土の巨匠 
相模原市立博物館開館記念特別展』（画） 相模原市立博物館 平 7／『岩橋英遠展 清新な大自然』 名

都美術館 平8／『岩橋英遠展 大自然を観る―神秘とロマンと悠遠』（画） 北海道立釧路芸術館 平11
／『永遠なる大ロマン 岩橋英遠展 図録』 相模原市立相模原市民ギャラリー 平 12／『岩橋英遠 時空

を超えて』（画） 滝川市美術自然史館 平12／『生誕１００年 岩橋英遠展』（画） 朝日新聞社 平14
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／『北の巨匠 岩橋英遠・片岡球子展』（画） NHK札幌放送局 平15／『画家・岩橋英遠とふるさと』

（画） 岩橋英遠とふるさと編集委員会 平 16／『日本画家岩橋英遠資料集』（画） 滝川市美術自然史

館 平17／『壮大な自然を描く岩橋英遠』（画） 笠岡市立竹喬美術館 平23／『日本画家・岩橋英遠"虹
"を旅する』（画） 「生誕110年記念岩橋英遠展」実行委員会 平25『日本画家・岩橋英遠と北辰の森・

さくら並木の記憶』（画） 岩橋ふるさと北辰振興会 平25／『岩橋英遠と北の日本画家たち : 院展を彩

った 6 人の個性』（共画） 滝川市美術自然史館 平 26／『「きた ものがたり」 : 北海道の先人の生き

方に学ぶ』（共画） 北海道教育委員会 平29／『アトリエの英遠 : 道産子の魂 : 日本画家・岩橋英遠没

後20年』（画） 滝川市美術自然史館 令元 
〔作品〕「陸軍記念日の村の小学校」 昭3／「駅 青梅口」 昭12／「歴史」 昭15／「庭石（日・水・

雨・雪）」 昭 28／「庭石 雨」 昭 28／「壁」 昭 30／「新山生成」 昭 31／「蝕」 昭 34／「鴇」 

昭35／「記録１」 昭39／「仙」 昭38／「神々とファラオ」 昭42／「風雪の名瀑 風（那智）」 昭

43／「風雪の名瀑 雪（華厳）」 昭 43／「阿寒湖畔の松浦武四郎」 昭 45／「憂北の人」 昭 45～54
／「懸泉」 昭47／「戸隠」 昭51／「道産子追憶之巻」 昭53～57／「洞門」 昭54／「彩雲」 昭

54／「氷結する湖」 昭63 ほか 
 

岩橋 崇至（いわはし・たかし） 

〔雑誌〕「自然を見つめる眼-岩橋崇至君を訪ねて」『三田評論』966号 平7.2／「涸沢座談会 わが心の山

岳写真」『山と渓谷』748号 平9.11／「地球の貌 北米大陸大自然紀行」『ＦＲＩＤＡＹ』臨時増刊 平

10.8／「グラフ 槍・穂高紅葉」『山と渓谷』通号759 平10.10／「閉ざされた立山カルデラは「大地の覗

き窓」」『Ｓｉｎｒａ』6巻8号 通号68 平11.8／「日本山岳写真集団の山岳写真術-11-西穂高岳周辺の

厳冬の雪山を撮る」『山と渓谷』通号 787 平 13.2／「＜わたしの一点＞明鏡止水」『三田評論』1034 号 

平 13.4／「鼎談 町全体で育てる子ども」『マナビィ』12 号 平 14.6／「日本名山図鑑(2)厳冬二月、樹氷

は最も美しく成長する 蔵王連峰」『Ｆｏｌｅ』17 号 平 16.2／「カラー 山の歳時記（1）～（最終回）」

『女性の広場』通号326～340 平18.4～19.6／「ｈｕｍａｎ ＩＮＴＥＲＥＳＴ 神の石庭」『週刊新潮』 

平19.10.4／「旅の達人８０人に訊いた、世界でいちばん好きな場所 生涯かけて、追い続ける“絵”があ

る 岩橋崇至 蝶が空と見間違えるほど、美しい湖のある北朝鮮の聖山」『Ｐｅｎ』 平22.2.15／「北ア

ルプス 標高２７６３Ｍ 盛夏 燕岳」サンデー毎日 平 22.8.15／「北アルプス 表銀座の妖精たち」

『サンデー毎日』 平23.5.22／「進化する伝統のかたち 東北のモダン・クラフト 東北の日常は、神秘

の山とともに」『Ｐｅｎ』 平23.11.1／「進化する伝統のかたち 東北のモダン・クラフト」『Ｐｅｎ』 平

23.11.1／「祝！２０１２年 雪山で迎える新しき年 北アルプス燕岳にて」『サンデー毎日』 平 24.1.8
／「三人閑談 百名山に登る」『三田評論』1203号 平28 
〔図書〕『アルプスの博物誌』（共著） 山と渓谷社 昭 47／『カラー穂高岳・槍ガ岳』（共著） 山と渓

谷社 昭 47／『谷川岳』 山と渓谷社 昭 50／『美しき山』（共著） 山と渓谷社 昭 52／『北アルプ

ス』（共著） 実業之日本社 昭54／『日本百岳』（共著） 小学館 昭57／『北ぐにの山々』 月刊さつ

き研究社 昭58／『アルプス大縦走』 山と渓谷社 昭59／『フォトテクニック山岳写真』（共著） 東

京写真専門学校出版局 昭60／『黒部渓谷』 山と渓谷社 昭62／『日本の湖沼と渓谷 ８』（共著） ぎ

ょうせい 昭62／『日本の山撮影ガイド』１・２（共著） 朝日ソノラマ 昭62／『立山・剣・雲ノ平』

アルペンガイド（共著） 山と渓谷社 平3／『The Rockies：アラスカからメキシコまで』 ぎょうせい 

平4／『新日本の山』（共著） 東京新聞出版局 平4／『日本の山１０００』（共著） 山と渓谷社 平4
／『上高地・槍・穂高』アルペンガイド（共著） 山と渓谷社 平4／『北アルプス』アルペンガイド（共

著） 山と渓谷社 平4／『白頭山』 日朝友好資料センター 平5／『岩橋崇至の世界 アルプス大縦走』 

山と渓谷社 平5／『岩橋英遠・岩橋崇至二人展 : 相模原市企画美術展・市制40周年記念』（写真） 相

模原市教育委員会 平6／『樹』（共著） 東京新聞出版局 平7／『名水：黒部の流れ』 BeeBooks 平
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8／『槍・穂高』 山と渓谷社 平11／『北アルプス大百科』 ＴＢＳブリタニカ 平12／『ロックガー

デン』 樹花社 平19／『燕岳 : 四季へのいざない』 毎日新聞社 平23／『北アルプス : 岩橋崇至作

品展』 JCII フォトサロン 平 28／『北アルプス花』 日本写真企画 平 29／『名水 : 黒部の流れ 岩
橋崇至写真集』 光村印刷株 平８ 
〔作品〕『美しき山』（オリジナルプリント作品集） 山と渓谷社 昭52 


