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◆た行 

たい さくら（たい・さくら） 

〔雑誌〕『地温』 昭58.6～平6.3／『白き風』 平5～ 
〔図書〕『地温合同歌集』 昭62，平3／『白き風合同歌集』 平10，平15／『タータイのおみやげ』 長

崎出版 平20 
〔作品〕 － 
 

高木 勝行（たかぎ・かつゆき） 

〔雑誌〕「池の微小生物の教材化」『教材生物』34号 昭53／「ミズクラゲ」『教材生物』34号 昭53／
「バンドリナ―モルムの教材化に関する基礎的研究」『生物教育』20巻4号 昭55／「土壌動物の教材化

に関する基礎的研究」『生物教育』22巻3号 昭56 
〔図書〕『学級総会の指導』（共著） 明治図書 昭 48／『学級総会における討議・決定の指導』（共著） 

明治図書 昭48／『学年別・学級集団づくりのすじみち』（共著） 明治図書 昭49／『私の生物学』（共

著） 講談社 昭 54／『生物教材の開発および確保に関する研究』 神奈川県立教育センター 昭 56／
『やさいをつくろう』りかあそび12 岩崎書店 昭58／『観察・実験の技能を重視した理科指導』（共著） 

全教図 昭59 
〔作品〕 － 
 

高木 絹子（たかぎ・きぬこ） 

〔雑誌〕「土曜日はへんてこりん」『灯台』 平2.12／「入園・入学これで安心Ｑ＆Ａ」『灯台』 平3.3／
「Ｐ．Ｔ．Ａ．Ｑ＆Ａ」『灯台』 平3.10／「現場から見た児童文学」『児童文芸』 平5.12／「学校・家

庭・社会の中でなやみ行動する子どもたち―日本の児童文学の中から―」『児童文芸』 平6.11／「過剰丁

寧語（お外，お家，お庭など）からのぞいた児童文学あれこれ」『児童文芸』44 巻 5 号 日本児童文芸家

協会（編） 平10.5／「創作童話 とうさんがふたり」『児童文芸』46巻3号 日本児童文芸家協会（編） 

平12.3／「ひと筆 私も、うんちくを語りたい」『自由と正義』57巻1号 通号684 平18.1 
〔図書〕『まつりをかえせ』 だ・かぼの会 昭45／『わたしだけがしっている』 市民出版 昭54／『は

んたいのハンタくん』 太平出版社 昭56／『やっちゃんのにゅうがくしき』 太平出版社 昭56／『お

ばあちゃんのてじな』 岩崎書店 昭 58／『とんでけ、よわむし』 太平出版社 昭 60／『こんちゃん

にえりまきを』 太平出版社 昭 60／『皇武神社のおきぬさま』（ふるさと紙芝居） 相模原市教育委員

会 昭63／『火の坂下のたぬきぼさつ』（ふるさと紙芝居） 相模原市教育委員会 昭63／『ユーモア交

流教室』 ぎょうせい 平2／『心ふくらむおはなし １年生』 ぎょうせい 平4／『心ふくらむおはな

し ２年生』 ぎょうせい 平4／『心にのこるみんなの体験 ２』 金の星社 平9／『おばけのモアモ

ア』 教育報道社 平14 
〔作品〕 － 
 

高城 治平（たかぎ・じへい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『資料集 ３』 土平治騒動二百周年実行委員会 昭62／『つくい町の地名』（共著） 津久井町

教育委員会 平6／『つくい町 関東大震災体験記録集』（共著） 津久井町教育委員会 平9／『つくい
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訪ね歩記』 神奈川県津久井地区行政センター 平 11／『津久井町の歴史今昔』（共著） 津久井町教育

委員会 平12／『ふるさと津久井』第1号（共著）・第2号（共著）・第3号（共編） 津久井町役場企画

政策室 平12～平14／『つくい町戦争体験記』（共編） つくい町教育委員会 平13／『津久井城物語』

（共著） 津久井城山を愛する会 平13／『つくい町の水車』（共著） 津久井町教育委員会 平16／『津

久井町史 資料篇 近世１』（共編・資料提供） 津久井町 平16／『つくい町の道標』（共著） 津久井

町教育委員会 平18 
〔作品〕 － 
 

高木 秀孝（たかぎ・しゅうこう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『城山町の地名』（共著） 城山町教育委員会 平13 
〔作品〕 － 
 

高城 鶴吉（たかぎ・つるきち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『私には愛する歌があるから』 高城鶴吉 平17 
〔作品〕 － 
 

高木 夢二郎（たかぎ・ゆめじろう） 

〔雑誌〕『川柳人 井上信子追悼号』 柳樽寺川柳会 昭33／『川柳人』（編）324号 柳樽寺川柳会 昭

33.7／『川柳人 井上剣花坊生誕百年記念号』（編）通巻465号 柳樽寺川柳会 昭45 
〔図書〕『川柳人 井上信子追悼号』 柳樽寺川柳会 昭33／『うしほ：大塚健爾句集』（編） 柳樽寺川

柳会 昭41／『冬木立』(編） 柳樽寺川柳会 昭42／『面影 高木夢二郎先生遺句集』 古川鶴声 昭

50 
〔作品〕 － 
 

高崎 喜久子（たかさき・きくこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『キクおばさんの生活の知恵』 自分流文庫 平8／『みんなでたのしくあそびましょう：幼稚園・

保育園』 ドレミ楽譜出版社 昭62 
〔作品〕 － 
 

高島 宣明（たかしま・せんみょう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『私の日曜礼拝』 高島宣明 平 7／『迎へし春は』 浄土真宗本弘寺 平 15／『本弘寺縁起』 

浄土真宗本弘寺 平 16／『どう生きる』 高島宣明 平 18／『今こそ親鸞聖人にたずねる』 浄土真宗

東本願寺派 本弘寺 平23  ／「儲ける」ための方位術 : 経営トップの戦略に学べ 現代書林 平3 
〔作品〕 － 
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高瀬 昌弘（たかせ・まさひろ） 

〔雑誌〕「東宝映画に華を添えたスターと監督たち」『わたしの世田谷』／「稲垣浩の主役たち」『チャンバ

ラ新聞』／「印南先生と早稲田二八会（印南喬先生追悼）」『演劇映像』44号 平15  
〔図書〕『八ちゃんの撮影所人生』 フィルムアート社 平 10／『初代杉作少年松尾文人：私と活動大写

真』（編） ワイズ出版 平10／『巨優 上田吉二郎』 ワイズ出版 平10／『我が心の稲垣浩』 ワイ

ズ出版 平 12／『鬼平犯科帳人情咄：私と「長谷川平蔵」の３０年』 文藝春秋 平 15／『東宝砧撮影

所物語(三船敏郎の時代)』 東宝株式会社 平15／『東宝監督群像・砧の青春』 東宝株式会社 平18／
『昭和千本のドラマたち』広済堂出版 平19   ／『盗法秘伝 . 女陶摸お富』 松竹株式会社ビデオ事業

室 平1 ／『山田野 : 陸軍演習場・演習廠舎と跡地の100年』弘前大学出版会 平26／『職業と選抜の

歴史社会学 : 国鉄と社会諸階層』（共著） 世織書房 平16／ 『太宰治自筆ノート研究プロジェクト成果

報告集』 弘前大学附属図書館   平24／『寺山修司という疑問符 』 弘前大学出版会 平26／ 
〔作品〕『鬼平犯科帳』松竹／『太陽にほえろ』東宝／『これが青春だ』東宝 
 

高瀬 哉沖（たかせ・やすおき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『むじな坊主』（ふるさと紙芝居）（画） 相模原市教育委員会 昭62／『皇武神社のおきぬさま』

（ふるさと紙芝居）（画）相模原市教育委員会 昭62／ 
〔作品〕 － 
 

髙田 健三（たかだ・けんぞう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『駒ケ岳と私』 高田健三 平 21／ 『高田健三教授退官記念誌』 高田健三教授退官記念事業

実行委員会 平2 
〔作品〕 － 
 

鳥遊 まき（たかなし・まき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕譚』 『世界一おもしろい日本神話の物語』 こう書房 平18／『世界一なぞめいた日本の伝説・

奇こう書房 平 18／『眠れないほどおもしろい日本神話の物語』 ＰＨＰ研究所 平 22／『重要ポイン

トとマンガでわかる！古事記・日本書紀』 総合科学出版 平23 
〔作品〕『世界一おもしろい日本神話の物語』（オーディオブックＣＤ） パンローリング 平19／『世界

一なぞめいた日本の伝説・奇譚』（オーディオブックＣＤ） パンローリング 平19 
 

高野 素十（たかの・すじゅう） 

〔雑誌〕「天竜絶唱」『俳句』5巻9号 昭31／「秀句の技を得る」『俳句』42巻3号 平5／『ホトトギ

ス』 
〔図書〕 『句集 初鴉』 菁柿堂 昭22／『句集 雪片』 書林新甲鳥 昭27／『句集 野花集』 書

林新甲鳥 昭28／現代日本文学全集 第９１巻』 昭33／『素十 山科便り』 踏青会 昭44／『素十

全集』全4巻 明治書院 昭45～昭46／『高野素十自選句集』 永田書房 昭52 改定新装版平4／『素
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十全集 別巻』 永田書房 昭53／『小国における虚子・素十先生作品』（編） 小国芹句会 昭53／『素

十全句集』全 5冊 永田書房 昭 54／『現代日本文学大系』95 筑摩書房 昭 48／『現代俳句大系 』

第 6 巻 角川書店 昭 56／『現代俳句大系 』第 8 巻 角川書店 昭 56／『素十・春夏秋冬』 永田書

房 昭60／『上州路 高野素十先生句集』 桑弦境句会 昭63／『空 高野素十句集』 ふらんす堂 平

成5／『現代句集』 筑摩書房 平12／『現代一○○名句集』第5巻 東京四季出版 平16 
〔作品〕 － 
 

高橋 ぎいち（たかはし・ぎいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『芦川 高齢・過疎の集落で』 サンニチ印刷 平23 
〔作品〕 － 
 

高橋 忠男（たかはし・ただお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『生き生きこどもたち』 平9／『花々の聲』 平10／『よっ平の旅』 文芸社 平15 
〔作品〕 － 
 

高橋 多見歩（たかはし・たみほ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『蹲る鳩』 ふらんす堂 令元 
〔作品〕 － 
 

たかはし としゆき（たかはし・としゆき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『こころのねいろ メロディア物語』 文芸社 平30 
〔作品〕 － 
 

高橋 紀子（たかはし・のりこ） 

〔雑誌〕『銀河系通信 西川徹郎個人雑誌』 
〔図書〕『句集 青谺』 高橋和紀 平 11／『米沢時代の吉本隆明について』全 10 巻（エッセイ 3 編） 

斉藤清一 平19／『句集 山姥』 高橋紀子 平21／『歌集 山姥 補遺』 平22 
〔作品〕 － 
 

高橋 春男（たかはし・はるお） 

〔雑誌〕「大日本中流小市民」(連載)『サンデー毎日』 平１～平22／「絶対安全地帯」（連載）『噂の真相』 

昭62.6～平6.12／「ＹＹスクランブル 男が浮気して何が悪い！」『週刊宝石』 昭63／「勝手にＭ・Ｖ・

Ｐ 長島父子のドラマを早く見たい！」『ＳＰＡ！』 昭63／「勝手にストーブリーグ ヤクルト、呂（巨）

落合（中）獲得へ」『ＳＰＡ！』 昭63／「「悲劇の誕生」を承知して人生 ジョギング男が道ばたで倒れ
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るとき」『新潮４５』 平元／「オンリイ・イエスタディ’８０ｓ プロ野球 お笑いヒーロー江川君のギ

ャグ」『サントリークォータリー』 平元／「消夏特別読み物①「バカな男とトンマな女」の噺 ジョーク

の鬼」『現代』 平元／「オヤジとおふくろ ２つの謎」『文藝春秋』 平元／「ボクの細道」（連載）『週

刊現代』 平2～平22／「随想 「ま、いいか」の日々」『現代』 平2／「貧しき美食家 ふぐは食いた

し金はなし」『新潮４５』 平2／「「嫁ぐ人」林真理子さんへの「祝辞」」『週刊現代』 平2／「ザ・ピー

プル１９９０ Man of Memories BEST１０ １０年後記憶に残るのは誰か？ ※フセイン、ゴルバチョ

フ、川嶋紀子、コール、他」『Ｔｈｅ Ｂｉｇｍａｎ』 平2／「湾岸戦争 私が日本を恥じたとき 高橋

春男 保身でマジなふりをするな」『週刊朝日』 平3／「文夫と春男の日常チャ飯事てんこ盛り」（連載）

『週刊ポスト』 平3.5～平3.12／「あのひとは私の情報羅針盤」『自由時間』 平3／「ＴＨＥ ＴＲＵ

Ｅ ＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬＳ 「プロフェッショナル」を考える。」『Ｎｕｍｂｅｒ』 平 4／「ＹＹ

ジャーナル つつましやかさとは何か？」『週刊宝石』 平4／「「悪口」のススメ 悪口の名人競作集 高

橋春男」『ＳＰＡ！』 平5／「エッケ・ホモ・バカ このバカを見よ！」（連載）『週刊朝日』 平5～平

7／「テレビ評 『表現の自由チーム』ＶＳ『朝生チーム』私的観戦記」『週刊文春』 平 5／「ユーモア

で頭をリフレッシュ ＧＷおすすめ読書案内 厳選！必ず笑える５０冊」『現代』 平7／「ほろ酔いコラ

ム「人生の妙味ここにあり」」『現代』 平7／「超ドンキー法廷」（連載）『ＶＩＥＷＳ』 平8.1～平8.12
／「月刊うにょ！？」（連載）『ｕｎｏ！』 平8～平10／「こんな税金、払えるか！ ゼンリョウな市民

を襲った突然の悲劇 税務調査官にダマされた！」『新潮４５』 平12／「あの時ああ言えば 毛髪冤罪」

『小説現代』 平 12／「人間万事塞翁が馬鹿」（連載）『オール読物』 平 14～平 16／｢絶対安全D ラン

キング｣(連載)『マンスリーウィル｣ 平 17～平 22／「私の週間食卓日記 ５６９回 高橋春男 深夜のコ

ンビニでギトギトのヌードルを」『週刊新潮』 平21 
〔図書〕『つるのおんがえし どうぶつのでてくる話１０話』（絵） 朝日ソノラマ 昭52／『爆笑４コマ

まんが二人集 髙橋春男ＶＳ宍倉ユキオ ミスとらぶるＶＳベビードールちゃん』 リイド社 昭 57／
『誰がカバやねん 漫画有名人図鑑２』 芳文社 昭57／『ひょうきんチャンネル』1～4 実業之日本社 

昭 57 昭 58 昭 59 昭 60／『ミスとらぶる 爆笑４コマ １』 リイド社 昭 58／『誰がカバやねん 

漫画有名人図鑑３』 芳文社 昭 58／『Ｄｒハルオの往診ツクツク』 立風書房 昭 59／『まんがおも

ちゃ箱』 立風書房 昭59／『Black & white』 小学館 昭60／『Go go虎エ門』 小学館 昭60／
『いわゆるひとつのチョーさん主義』 文藝春秋 昭61／『Go go虎エ門 ２』 小学館 昭62／『ブラ

ック＆ホワイト１９８８』 小学館 昭63／『ブラック＆ホワイト１９８９』 小学館 平元／『大日本

中流小市民』 毎日新聞社 平元／『ご町内のみなさま いわゆるひとつのチョーさん主義』 文藝春秋 

平2／『楽屋の王さま 笑って済ます噂噺大事典』 講談社 平4／『このバカを見よ！』 飛鳥新社 平

6／『絶対安全地帯』 宝島社 平6／『俳人二十面相の挑戦』 講談社 平7／『まんがマッチ箱』 潮

出版社 平7／『素人バカ自慢』 朝日新聞社 平8／『笑う偉人伝』 いそっぷ社 平13／『人間万事

塞翁が馬鹿』 文藝春秋 平17 
〔作品〕 － 
 

髙橋 秀憲（たかはし・ひでのり） 

〔雑誌〕「住宅の接地配線元年！内線規程が改正され、住宅配線の接地化が大幅に強化－2005年版解説」

『設備と管理』40巻6号 通号521 平18 
〔図書〕『配線器具入門』 オーム社 平20／『配線器具入門 安全な設計・施工・取扱いのポイント 改

訂２版』 オーム社 平29 
〔作品〕 － 
 

高橋 宏（たかはし・ひろし） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふじ乃町の文化財』第 2 集・第 3 集（共著） 藤野町教育委員会 平 4，平 13／『ふじのこと

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

高橋 文男（たかはし・ふみお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『宝が峰日記』 相模経済新聞社 平 2／『津久井城物語』（共編） 津久井城山を愛する会 平

13／『道志川の四季 鮎のふるさと』 中道志川トラスト協会 平12／『道志川の四季』（編） 中道志

川トラスト協会 平17 
〔作品〕 － 
 

髙橋 正和（たかはし・まさかず） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『宇宙の響きを聞きながら』 幻冬舎メディアコンサルティング 平29 
〔作品〕 － 
 

高橋 三行（たかはし・みつゆき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『都市農地の可能性を広めた市民の農園』 公孫樹舎 平19 
〔作品〕 － 
 

高原 美和（たかはら･みわ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『めしあがれ』（画）視覚デザイン研究所 平 24／『パンめしあがれ』（画）視覚デザイン研究所 

平 25／『おべんとうめしあがれ』（画）視覚デザイン研究所 平 26／『フルーツめしあがれ』（画） 視

覚デザイン研究所 平27／『おやさいめしあがれ』（画） 視覚デザイン研究所 平29 
〔作品〕 － 
 

高村 敦子（たかむら・あつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕「長寿社会・私の主張」『ねんりんピックふくおか２００５入選作品集』 平17 
〔作品〕 － 
 

高山 京子（たかやま・きょうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『林芙美子とその時代』 論創社 平22 
〔作品〕 － 
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瀧 正治（たき・しょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『川柳作家全集』 新葉館出版 平21／『自分探し : 瀧正治句集 : 柳多留250年記念』 新葉館

出版 平27 
〔作品〕 － 
 

瀧上 一歩（たきがみ・かずほ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『青芝十駕 五十周年記念・合同句集』 青芝俳句会 平15 
〔作品〕 － 
 

滝川 笙子（たきがわ・しょうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『微笑習得以前』 栄光出版社 昭54／『もう一人のあたし』 みやま書房 昭55／『求根日記』 

みやま書房 昭56／恋文幻想』 八重岳書房 昭59／『愛石譜』 東宣出版 昭59 
〔作品〕 － 
 

瀧山 森雄（たきやま・もりお） 

〔雑誌〕「特集１ 環境経営を考える～環境経営の実践～」『中小企業と組合』9月号 平20 
〔図書〕『排出権取引ビジネスの実践』（共著） 東洋経済新報社 平 19／『図解 REACH 規則と企業対

応』（共編著） 日刊工業新聞社 平 20／『ＷＥＥＥ／ＲｏＨＳ，ＥＬＶ，ＲＥＡＣＨの要求事項に対応

した有害元素分析と代替技術』（共著） 技術情報協会 平 20／『Ｑ＆Ａでよくわかるここが知りたい世

界のＲｏＨＳ法』（監修） 日刊工業新聞社 平23 
〔作品〕 － 
 

宅井 治朗（たくい･じろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『安芸路の香り 改訂版』 宅井治朗 平 2 再々版平 25／『神楽 平成６年９月吉日』 宗教

法人東林間神社 平6／『被爆・半世紀』 宅井治朗 平7 再々版平24／『塗抹記―あるロータリアン

の歴史―』（共著） 相模原西ロータリークラブ 平 8／『日付のない日記』 宅井治朗 平 12／『歌集 

郷の川』 平21／『東林間見聞録』 平22／『安芸路のしおり』 平24 
〔作品〕 － 
 

田口 正男（たぐち・まさお） 

〔雑誌〕「標識が明らかにするトンボの行動・生態」『昆虫と自然』38巻11号 平15.11／「オニヤンマは

どこまで飛ぶか―電話番による標識法―」『昆虫と科学』41巻10号 平17.10／「南浅川流域のヒガシカ

ワトンボ生活史にみられる気候温暖化の影響」『身近な水環境を生き物の視点から考える～多摩川からの

報告（第12回とうきゅうワークショップ）』 平18.7／「神奈川県・県北域の定点観測から見た北上する
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チョウの出現傾向」『昆虫と自然』42巻4号 平19.4／「生物多様性において、生物ネットワークをどう

とらえるか」『理科部会会報』52巻 平20.5 
〔図書〕『明日の看護婦を目指して』 橋本高校 平3／『私は看護婦候補生―看護教育の現場から』（編） 

岩波書店 平4／『昆虫ウォッチング』フィールドガイドシリーズ⑥（共著） 平凡社 平8／『トンボの

里―アカトンボに見る谷戸の自然（農業改革とビオトープ）』 信山社サイテック 平9／『看護婦さんに

なれる本』 講談社 平11／『トンボはドコまで飛ぶか２００６活動報告書（横浜市環境まちづくり協働

事業）』 横浜市環境創造局 平 19 『ちょっと聞いて』日本文学館 平 19／『詩と歌と涙で綴るシベリ

ア抑留哀史 : 第5集』 田口正男 平17／『何時まで続くか我が生涯の記録 』 田口正男 平12／『四

年間の記録』 田口正男 平8 ／『四年間の記録 : 七〇年の記録 第2集』／『七十年の記録 : 七転び八

起き』 田口正男 平4  ／『殘照 : 第4集』 田口正男 平16 
〔作品〕 － 
 

田口 万千（たぐち・まち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『毛糸の草木染めを楽しむ』 田口万千 平20 ／『かぞくがのみすぎたら 』 田口万千 平29 
〔作品〕 － 
 

田口 幸雄（たぐち・ゆきお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『丹沢山塊三角点踏査』 相模山路会 平19 
〔作品〕 － 
 

田倉 黄波（たくら・こうは） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 記憶』 うつぎ書房 昭45／『記憶 句集』 田倉黄波 うつぎ書房 昭45／『句集 月

光』 中央公論社 昭55 
〔作品〕 － 
 

田倉 歳宝（たくら・としたか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『つくい町の古道』（共著） 津久井町教育委員会 平元／『つくい町の地名』（共著） 津久井町

教育委員会 平6／『津久井町の歴史今昔』（共編） 津久井町教育委員会 平12 
〔作品〕 － 
 

武井 忠夫（たけい・ただお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歌集 揺曳』 太陽学院出版 平 10／『歌集 歴程』 太陽学院出版 平 11／『歌集 邂逅』 

サンプリンティングシステム 平 16／『歌文集 懐想』 サンプリンティングシステム 平 19／『歌集 

追懐』 武井忠夫 平25 
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〔作品〕 － 
 

武市 英雄（たけいち・ひでお） 

〔雑誌〕「ジャーナリスト内村鑑三の対韓観」『コミュニケーション研究』15 号 昭 60／「異文化ジャー

ナリズム論の視点（多様化するマス・コミュニケーション研究）」『政経研究』34巻3号 平10.1／「新し

い新聞学への脱皮」『新聞研究』558 号 平 10.1／「グローバル化社会における共生」『社会正義』21 号 

平14／「ニュース価値基準の行方」『コミュニケーション文化論集』1号 平14.12／「メディア研究の変

遷と課題―日本を中心に」『コミュニケーション文化論集』2号 平16.3／「日本のジャーナリズム教育」

『コミュニケーション文化論集』5号 平19.3／『失語症と言語能力』「コミュニケーション文化論集」平

18.3／「新聞社の統廃合と買収」『コミュニケーション文化論集』6号 平20.3／「アメリカ報道史の翻訳

に当たって」『コミュニケーション文化論集』7号 平21.3／「私の四つのマス・コミュニケーション研究

方法--これからのジャーナリズム視点を目指して」『コミュニケーション文化論集』8号 平22.3 
〔図書〕『新聞学』（共著） 日本評論社 昭52／『コミュニケーションの社会学』（共訳） 川島書店 昭

54／『父と子とあすの社会』 女子パウロ会 昭 56／『日米新聞史話』 福武書店 昭 59／
『Communication in Development』（共著） A’blex Publishing Corporation,U.S.A. 平3／『新版

マス・コミュニケーション概論』（共著） 学陽書房 平4／『マス・コミュニケーションの空間』（監訳） 

松籟社 平6／『グローバル・コミュニケーション』（共訳） 松柏社 平8／『Communication Ethics 
and Universal Values』（共著） Sage Publication,U.S.A. 平9／『グローバル社会とメディア』（共編

著） ミネルヴァ書房 平15／『ゼミナール 日本のマス・メディア』（共著） 日本評論社 平16／『叢

書現代のメディアとジャーナリズム』第8巻（共著） ミネルヴァ書房 平21／『メディア研究とジャー

ナリズム ２１世紀の課題』 ミネルヴァ書房 平21／『アメリカ報道史』（共訳） 松柏社 平成28 
〔作品〕 － 
 

武内 邦次郎（たけうち・くにじろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『かもめの水兵さん―武内俊子伝記と作品集』 武内邦次郎 昭 52／『リンゴのヒトリゴト』武

内邦次郎 昭52／『赤い帽子 白い帽子』武内邦次郎 昭52／『船頭さん』武内邦次郎 昭52／『真珠』

武内邦次郎 昭52 
〔作品〕 － 
 

武内 伸（たけうち・しん） 

〔雑誌〕「「ラーメン王」の味わった１５００軒」『潮』通号410 平5／「日本一のラーメン王・武内伸ご

推薦！ ＴＯＫＹＯ真夏の「冷やしラーメン」ベスト５」『週刊宝石』 平9／「マル秘コレクションから

思い出の品まで「私のお宝」紹介します！ 武内伸 ラーメン日誌」『ＦＬＡＳＨ臨増』 平9／「みんな

１７歳だった 武内伸（『ＴＶチャンピオン』第２回ラーメン・チャンピオン） 好きなことは突き抜ける

までやれ！」『週刊プレイボーイ』 平 12／『ラーメンのために死にたい！」『ＳＰＡ』 平 12／「冬の

味噌ラーメン、これが“激うま”１５杯だ！ ラーメン総研究所長・武内伸＆不死身のラーメンジャーナ

リスト・北島秀一が老舗＆新鋭から厳選！」『週刊プレイボーイ臨増』 平20 
〔図書〕『超凄いラーメン』 潮出版社 平8／『何回もいきたくなるラーメン店１００ 私が４０００杯

を食べたわけ』 講談社 平11／『ラーメン王国の歩き方 読まずに食えるか』 光文社 平11／『一杯

の魂 ラーメン人物伝』1，2 集英社 平 15 平 16／『佐野実＆武内伸ラーメン見聞録 ラーメン界の



－247－ 
 

最強タッグが魂で選ぶ感動の２４５店』 日本文芸社 平17 
〔作品〕 － 
 

竹内 俊博（たけうち・としひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ＴＣＰ／ＩＰビギナーズガイド』（訳） トッパン 平6／『インターネット接続』（訳） トッ

パン 平7／『マルチメディア・ネットワーキング』（訳） インターナショナル・トムソン・パブリッシ

ング・ジャパン 平 7／『バークレイＵＮＩＸとＡＮＳＩＣ入門』（訳） トッパン 平 8／『Netscape 
Fast Track Server 完全マスター』（訳） 技術評論社 平 9／『インターネットディレクトリ技術入門』

（訳） ピアソン・エデュケーション 平13／『Webプロトコル詳解』（訳） ピアソン・エデュケーシ

ョン 平14  
〔作品〕 － 
 

竹柴 蟹助（たけしば・かにすけ） 

〔雑誌〕「勘亭流の書き方－１－」『演劇界』10 巻 11号 昭 27／「勘亭流の書き方－２－」『演劇界』10
巻12号 昭27／「勘亭流の書き方－３－」『演劇界』10巻13号 昭27／「歌舞伎座で働いて居た人達」

『幕間』7 巻 11 号 昭 27／「血達磨のはなし」『幕間』10 巻 5 号 昭 30／「中国旅日記」『演劇界』13
巻13号 昭30／「続・中国旅日記」『演劇界』14巻1号 昭31／「芝居の世界のことば--竹柴蟹助に聞

く（むかしのことば－１１－）」『言語生活』通号266 昭48／「歌舞伎への招待 歌舞伎－バロキスムの

光と影」『國文學』20 巻 8 号 昭 50／「若い人が育ってくれるといいんですが・・・（賢師歴談－６－）」

『諸君！』17巻7号 昭60 
〔図書〕『勘亭流教本』グラフィック社 昭51／『歌舞伎勘亭流』グラフィック社 昭54／『勘亭流字典』

グラフィック社 昭58 
〔作品〕「国立劇場歌舞伎公演上演」196（台本） 平7 
 

竹田 友三（たけだ・ともぞう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『憲政の人・尾崎行雄』 同時代社 平10 
〔作品〕 － 
 

武田 充弘（たけだ・みつひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ガンジス Ｒｈｙｔｈｍ ｏｆ ｔｈｅ Ｇanges』 冬青社 平26 
〔作品〕 － 
 

竹中 蔦子（たけなか・つたこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『青芝十駕 五十周年記念・合同句集』 青芝俳句会 平15 
〔作品〕 － 
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竹中 英雄（たけなか・ひでお） 

〔雑誌〕「センチコガネの観察」『新昆虫』10巻12号 昭32／「相模原市のカメムシ」『新昆虫』12巻3
号 昭34／「相模原市の半翅目について」『郷土相模原』8号 昭35／「サカグチトリノフンダマシを相

模原市内で採集」『遺伝』17巻7号 昭38／「マダニの写真」『アニマルライフ』6巻2号 昭47 
〔図書〕『学研の図鑑 昆虫のくらし』（共著） 学習研究社 昭 49／『学研 中高生図鑑 昆虫Ⅱ』（共

著） 学習研究社 昭50／『なくむし』（写真） ビデオジャポニカ 昭51／『テントウムシ』たのしい

理科教室・昆虫シリーズ⑨ 主婦と生活社 昭52／『昆虫の王者カブトムシ』（共著） 主婦と生活社 昭

54／『よりよい環境を求めて 相模原の自然とその見方』 相模原市 昭 54／『昆虫びっくり全百科』 

コロタン文庫 小学館 昭57 
〔作品〕 － 
 

竹中 りつ子（たけなか・りつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『わが青春の台湾』 図書出版社 昭58 
〔作品〕 － 
 

たしろ えりこ（たしろ・えりこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『この気持ちはなに？』（絵） ／『この気持ちはなに？ 朝鮮語版』（絵） 
〔作品〕 － 
 

田代 櫂（たしろ・かい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『湖のトリスタン』 音楽之友社 平7／『アントン・ブルックナー魂の山嶺』 春秋社 平17／
『グスタフ・マーラー』 春秋社 平21／『リヒャルト・シュトラウス』 春秋社 平26／『アルバン・

ベルク』 春秋社 平27／『クルト・ヴァイル』 春秋社 平29 
〔作品〕 － 
 

田代 右三（たしろ・ゆうぞう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『詩集 望郷花情歌』 昭62／『田代右三句集 忘れ川』 一陣プロモーション 平15／『田代

右三句集 天北』 一陣プロモーション 平 17／『富士颪』 文學の森 平 19／『昭和旅師』 一陣プ

ロモーション 平23／『赤富士』 文芸社 平25 
〔作品〕「紋別の白い花」（作詞）キングレコード 平1／「おしどり峠」（作詞）キングレコード 平9 
 

立木 早（たつき・そう） 

〔雑誌〕  
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〔図書〕『五月、あざな』 詩学社 平15 
〔作品〕 － 
 

舘盛 勝弘（たてもり・かつひろ） 

〔雑誌〕  
〔図書〕『相模原の武将 淵野辺義博』 日相出版 令元 
〔作品〕 － 
 

舘盛 静光（たてもり・せいこう） 

〔雑誌〕「相模原の活力と魅力の創造をめざして」『建設月報』38 巻 6 号 昭 60／「うるおいのあるまち

づくり--相模原市--みどり豊かなまちをめざして」『新都市』47巻5号 平5 
〔図書〕『市長随想 第一集』 勁草書房 昭55／『ふれあい』 相模経済新聞出版局 昭59／『続・ふ

れあい』 相模経済新聞社 昭 63／『続々・ふれあい』 相模経済新聞社 平 4／『続々々・ふれあい』 

相模経済新聞社 平9 
〔作品〕 － 
 

立山 龍彦（たてやま・たつひこ） 

〔雑誌〕「米国刑務所における矯正処遇と民営刑務所」『犯罪社会学研究』12号 昭62／「尊厳死」『文明』

通号 59 平 2／「アメリカにおける法執行機関と受刑者の処遇」『文明』通号 63 平 3／「カナダにおけ

る行刑事情」『刑政』102巻5号 平3／「総合教育科目について」『文明』通号67 平4／「高齢受刑者

処遇の比較法的考察」『ＪＣＣＤ』96 号 平 17／「臓器移植法改正案の問題点」『ＪＣＣＤ』100 号 平

19／「終末期医療での家族による患者の意思の代行」『ＪＣＣＤ』101 号 平 19／「資料・ブルガリア臓

器移植法」『ＪＣＣＤ』104 号 平 21／「高齢者・知的障害者に対するノルウェーでの試み」『ＪＣＣＤ』

106号 平22 
〔図書〕『法の基礎的理解』 東海大学出版会 昭59／『刑法総論演習』 北樹出版 昭59／『社会と秩

序』 東海大学出版会 昭 61／『刑罰の限界』（訳） 新有堂 平元／『高齢化社会の諸問題』 東海大

学出版会 平3／『障害者に施設は必要か』（訳） 東海大学出版会 平6／『高齢化社会の法的側面』 東

海大学出版会 平7／『自己決定権と死ぬ権利』 東海大学出版会 平10／『基礎から学ぶ 法の見方・

考え方』 東海大学出版会 平11／『平成１９年度 自主研究報告書』相模原市企画財政局企画部さがみ

はら都市みらい研究所 平20／『新版 自己決定権と死ぬ権利 第2版』 東海大学出版会 平14 
〔作品〕 － 
 

立山 学（たてやま・まなぶ） 

〔雑誌〕「原水禁世界大会の苦い教訓(1)--たたかいの記録(5)」『社会主義』通号132 昭37.9／「大衆闘争

の場へ--社青同の前進のために」『社会主義』通号147 昭39.1／「社青同4回大会と今後の課題--第4回

社青同大会を顧みて」『月刊社会党』通号 82 昭 39.4／「「失業問題」に社会党は積極的に取り組もう(投
稿)」『月刊社会党」通号 256 昭 53.3／「報告 中曽根流"土地かっぱらい"戦略」『賃金と社会保障』通号

925 昭60／「国鉄資産100兆円」を監視せよ」『文芸春秋」64巻10号 昭61.10／「国鉄用地を「公共

財」と見る視点から」『月刊自治研』28巻12号 昭61.12／「国労」決起す--日本株式会社の亀裂」『中央

公論』101巻14号 昭61.12／「JR天北線の"ああ無情"」『潮』通号364 平元.8／「委員長 土井たか子
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の敵は社会党だ」『文芸春秋』67巻10号 平元.9／「熊本 自民党農政はもうご免！」『潮』通号368 平

元.12／「交通事故死1万人を追う」『潮』通号371 平2.3／「ＪＲ売浮かれ商法の大きな落とし穴」『週

刊文春』 平2.2.15／「２度の首切りは許さない」『世界』通号539 平2.4／「国鉄清算事業団最後の凄

惨現場」『週刊現代』 平2.4.21／「旧国鉄用地九兆九千億円の怪」『潮』通号374 平2.6／「第２次交通

戦争を切る」『潮』 平 2／「歪む新宿副都心構想」『世界』通号 547 平 2.11／「東京新都心・新宿ウォ

ッチング--新宿を語るための最新データ集」『中央公論』106巻5号 平3.5／「民営化5年の大惨事--信楽

鉄道事故の背景」『世界』通号556 平3.7／「「最後」の社会党委員長・田辺誠」『文芸春秋』69巻10号 

平3.9／「政治介入で"旧国鉄体質"に逆戻りのおそれ」『エコノミスト』69巻56号 平3.12.24／「第２の

「国鉄」化への道」『世界』通号563 平4.1／「中労委「解決案」とは何か」『世界』通号571 平4.8／
「「佐川スキャンダル」根本は運輸省だ」『世界』通号577 平5.1／「JR株上場に異議あり」『世界』通号

585 平5.8／「国鉄民営分割化の負の遺産」『世界』通号602 平6.12／「「革新」と「改革派」の違いを

論ずる」『賃金と社会保障』通号1150 平7.3.25／「「無党派」にとってナチュラルな党」『前衛』通号661 
平 7.7／「「国民負担」４０兆円超の大構図」『賃金と社会保障』通号 1174 平 8.3.25／「「行革版"悪魔の

サイクル"」を押し返すために」『賃金と社会保障』通号 1181・1182 平 8.7.25／「検証 JR１０年--公共

性はどこへ行ったか(１)」『世界』通号 628 平 8.11／「旧国鉄債務は増えつづけるばかり」『月刊ｔｉｍ

ｅｓ』21巻1号 平9.1／「「橋本行革」を裸にする」『賃金と社会保障』通号1202 平9.5.25／「このま

ま進めばどうなるか」『世界』通号638 平9.8／「橋本行革に"つき合う"とはどういうことか」『賃金と社

会保障』通号1212 平9.10.25／「無責任,国民無視が招いた国鉄債務処理問題」『社会民主』通号512 平

10.1／「鷲尾悦也」『現代』32 巻 2 号 平 10.2／「国鉄債務処理案は解決にならない」『世界』通号 646 
平 10.3／「"教育費は大学までタダにせよ"の要求は無茶か」『賃金と社会保障』通号 1225 平 10.5.10／
「総務省 よみがえる内務省の亡霊」『金曜日』6 巻 23 号 平 10.6.12／「金庫番を入れ替える選挙」『前

衛』通号 701 平 10.7／「″政談″福祉を削る政権は消される時代がやってきた-１，２」『賃金と社会保

障』通号1238，1244 平10.11.25，平11.2.25／「21世紀の日本のかたち」『賃金と社会保障』通号1249 
平11.5.10／「続・政談 日本社会をどう見るか--危ない国・日本と「自・自・公」政権-その１，２-」『賃金

と社会保障』通号1262，1263 平11.11.25 平11.12.10／「行政の私物化こそ諸悪の根源 官僚の「天下

り禁止」で利権政治との訣別を図れ！」『月刊ｔｉｍｅｓ』25 巻 4 号 平 13.5／「直言 古いマントは旅

人自身に脱がせよ」『賃金と社会保障』通号 1305 平 13.9／「特集 小泉内閣の特殊法人改革の見方につ

いて 「米百俵」改革がなぜ,「育英奨学金廃止」となるのか」『賃金と社会保障』通号1310 平13.11／「特

集 情勢をどう見るか 「戦争ブーム」と小泉「構造改革」(1)日本の「非常事態」」『賃金と社会保障』通号

1317 平14.3／「のしかかる臨海副都心開発問題の重圧 石原都知事のアキレス腱」『月刊ｔｉｍｅｓ』27
巻 7 号 平 15.8／「JR は大丈夫か? 「民営化」でぐらつく乗客の安全」『金曜日』12 巻 1 号 通号 500 
平 16.1.9／「「民営化成功神話」を揺るがす JR 東日本」『月刊ｔimes』28 巻 2 号 平 16.2／「悪夢とな

った「夢の九州新幹線」」『金曜日』12 巻 11号 通号 510 平 16.3.19／「六本木ヒルズ回転扉事故で ひ
ずみ露呈した"小泉都市再生政策"」『月刊 times』28巻5号 平16.6／「新たな国民負担の詐欺」『金曜日』

13巻11号 通号561 平17.3.11／「「国鉄民営化災害」としての事故解明を」『前衛』通号792 平17.7
／「特集 見直し迫られる「民営化・規制緩和」政策」『社会民主』613号 平18.6／「国鉄闘争の武器は

「告発力」だ 反転攻勢のチャンスを生かそう」『人民の力』846号 平19.1／「国鉄の「民営化」を語ら

ずして事故の連鎖は止められない」『金曜日』15 巻 5 号 通号 655 平 19.2.9／「安全優先の鉄道を再構

築する」『都市問題』98巻6号 平19.6 
〔図書〕『バキューム車奮戦記』 創林社 昭 61／『国鉄民営分割の政治算術』 ヒューマンネットワー

ク 昭61／『教育市場争奪戦』 柘植書房 昭62／『総評が消える日』 アリエス書房 昭63／『ＪＲ

の光と影』 岩波書店 平元／『ＪＲの歪んだ「決算」』（共著） 教育史料出版会 平元／『ああ非情』

（監修） 教育史料出版会 平元／『ＪＲ東海とＪＲ東日本はなぜ戦うのか 対立する企業の論理』 光

文社 平 3／『小説 都庁新宿移転』 健友館 平 3／『野村証券スキャンダルの検証 宴のウラで悪魔
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が微笑むドキュメント』（共著） 健友館 平 3／『「民活」の検証 特殊法人現場からの提言 住宅、原

子力、教育費、水資源』（共著） 労働旬報社 平 3／『「国鉄民営分割」五年目の決算 利用者のための

鉄道論 ドキュメント』 健友館 平4／『橋本行革の罪と罰』 健友館 平9／『野村証券ＶＩＰ口座の

真相 ドキュメント』（共著） 健友館 平9 
〔作品〕 － 
 

田所 潤子（たどころ・じゅんこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『昭和万葉集』巻15 講談社 昭55／『歌集 粕川堤』 田所潤子 昭55 
〔作品〕 － 
 

田所 長義（たどころ・ながよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ヨーロッパ通信』  田所長義 昭42 
〔作品〕 － 
 

田所 弘（たどころ・ひろし） 

〔雑誌〕「豊臣家滅亡の或る事実と女性たち」『めぐりあい』 昭 58／「仏教史から見た仏像」『講座テキ

スト（日本セカンドライフ協会東京会場）』 平10 
〔図書〕『太平洋戦争の歴史的意義』 県立高教組 昭38／『シゴキ研修講話会』 湘南出版社 昭57／
『大原の女院徳子の生涯』 湘南出版社 昭58／『豊臣家滅亡の或る事実と女性たち』 湘南出版社 昭

59／『平家物語を糺す』 湘南出版社 昭59／『見直された聖域・東大寺大仏史』 文芸社 平13 
〔作品〕 － 
 

田所 文夫（たどころ・ふみお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ぼうち唄』（編） 田所文夫 昭39 
〔作品〕 － 
 

田所 みつ子（たどころ・みつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『みつ子歌集』 杉並けやき出版 平16 
〔作品〕 － 
 

田中 勝廣（たなか・かつひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『回路技術者のための等価回路』（共著） 昭56／『電磁気学 : テキストブック』 日本理工出版

会 昭54／『電磁気学計算法』 日本理工出版会 平元 
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〔作品〕 － 
 

田中 皓（たなか・きよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『工業力学入門』 コロナ社 平9／『分子物理学』 裳華社 平11／『わかる力学』 化学同人 

平22 
〔作品〕 － 
 

田中 武一（たなか・ぶいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『歩けるようになる７つの法則』 文芸社 平21 
〔作品〕 － 
 

田中 弥寿男（たなか・やすお） 

〔雑誌〕「霜桂と土壤水分の関係」『農業』通号 798 昭 25.1／「みみずによる土壤の改良」『農業』通号

800 昭25.3／「Bentonite混合土の土質学的研究－２.，３－」『東京農業大学農学集法』3巻2号 4巻

2号  昭32.6 昭33.11／「突き固めた土の圧密試験について」『土地改良』8巻4号 昭33.4／「水田

土壤の水流動に関する現場的研究-予-」『東京農業大学農学集法』4 巻 2 号 昭 33.11／「基礎地盤の支持

力調査について」 『東京農業大学農学集法』4巻3号 昭33.12／「水田土層内の水流動に関する研究－

１」 『東京農業大学農学集法』5巻 3号 昭 34.11／「会誌編集にあたっての考え方」『土と基礎』17 巻

1号 昭44.1.25／「土と農業」1～13（連載）『土と基礎』32巻8号～33巻3号 昭59.8～昭60.3／「分

類、物理化学的性質」（共著）『土と基礎』32巻10号 昭59.10.25／「pH3.9以下の水分量の迅速測定装

置とその利用について」（共著）『農業土木学会誌』55 巻 9 号 昭 62.9／「網走地域の畑地灌漑に関する

研究 １～６」『東京農業大学農学集報』34 巻 4 号～36 巻 3 号 平 2.6～平 4.1／「網走地域における風

食と土壌因子」（共著）『農業土木学会誌」58巻12号 平2.12／「網走地域におけるベントナイトミルク

散布による畑地の風食防止試験」『農業土木学会誌』59巻2号 平3.2 
〔図書〕『学習百科事典 初版』（共著） 三省堂 昭 32／『学習百科事典 新版』（共著） 三省堂 昭

36／『農業工学』 東京農業大学通信教育部／『農業水利学』（共著） 文永堂 昭53／『農業土木ポケ

ットブック』（共著） 講談社 昭61／『力学と建築物のかたち』 建築技術 平7 
〔作品〕 － 
 

田中 禮子（たなか・れいこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕「阿吽」『芸術界 ２０２０』 日本芸術年鑑社 令元 
 

田辺 慶治（たなべ・けいじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『炬火』第1号（編） 東京外國語學校校友會第4部 大14／『Pen, Pencil and Poison, and other 
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essays』（編注） The Hokuseido Press 昭4／『英語英文学講座』第17巻 英語英文学刊行会 昭9／
『モダン・シヨート・ストリーズ』（編） 三省堂 昭16／『リミテーションズオヴサイエンス』（編） 北

星堂書店 昭16／『獄中記』（編） 北星堂書店 昭26 
〔作品〕 － 
 

田辺 充（たなべ・みつる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『基礎配電理論/配線設計』絵とき第2種電気工事士マスターシリーズ1 オーム社 平5 
〔作品〕 － 
 

谷 清明（たに・せいめい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『研究莫迦驀地』 文芸社 平20 
〔作品〕 － 
 

谷 佳紀（たに・よしのり） 

〔雑誌〕「新興俳句と前衛の流れ」『俳句』32巻4号 昭58.4／『しろ』1～18号 平16～平24  
〔図書〕『谷佳紀句集』 海程新社 昭58／『谷佳紀集 楽』 近代文芸社 平12／『碧 海程神奈川合

同句集』第3集～第6集 木村和彦 平16～平23 
〔作品〕 － 
 

谷内 聖（たにうち・きよし） 

〔雑誌〕「突起のある円管内の低レイノルズ数流れ」（共著）『日本機械学会論文集」42巻361号 昭51.9
／「直円管内突起下流の低レイノルズ数流れ--実験的解析〔含 討論〕」『日本機械学会論文集』46巻403号 

昭 55.3／「水素気ほう法による乱れた低レイノルズ数流れ速度分布の解析」『明治大学工学部研究報告』

通号38 昭55.3.25／「Low Reynolds Number Flow through a Sudden Enlargement」『明治大学科学

技術研究所紀要』23巻9号 昭59／「歯元におけるストレッチャ・ストレインの形態の観察」（共著）『明

治大学科学技術研究所紀要』24 巻 10 号 昭 60／「曲げによるストレッチャ・ストレイン」『明治大学工

学部研究報告』通号50 昭61／「切欠付鋼製帯板の弾塑性特性」『明治大学科学技術研究所紀要』26巻4
号 昭 62／「急拡大管上流の低 Re 数流れの速度分布」『明治大学工学部研究報告』通号 53 昭 62／
「Simple Stress Sensor:Utilizing of Stretcher Strains」『ASTM STP』1025 平元／「A Technique for 
Stress Visualization」『明治大学科学技術研究所』32巻3号 平5／「切欠き先端近傍の引張荷重による

弾塑性域の状態」『明治大学理工学部研究報告』通号10 平5／「直円管内における円形薄板上流の特性」

（共著）『明治大学科学技術研究所紀要』32 巻 10 号 平 5／「Irwin の塑性域補正に関する一考察」『明

治大学科学技術研究所紀要』32巻1号 平5／「き裂先端に近似の切欠き先端--塑性域」『明治大学理工学

部研究報告』通号12 平6／「The Visualization of Elastic-Plastic Zones」『Experimental Techniques』
Vol.18 №3 平 6.5／「Detection of the Failure Zone Caused by Cyclic Loading」（共著）『Journal of 
Intelligent Material System and Structures』Vol.10 平11.3／「Yield Strength in Relation to Cyclic 
Loading」(共著)『Journal of Testing and Evaluation, JTEVA』Vol.29 №6 平 13.11／「Detection of 
Crack Initiation by Observations of Free Surface Condition」(共著)『Journal of ASTM International』
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Vol.3 №6 paperID JAI13189 平18.5，『ASTM STP』1480 平19 
〔図書〕『機械設計製図』(共著) 山海堂 昭 48／『図学』(共著) 山海堂 昭 49／『機械工学概論』(共
著) 啓学出版 昭50 
〔作品〕 － 
 

谷川 安政（たにかわ・やすまさ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『商業ルネッサンス事始―相模原西門近代化物語』 相模経済新聞出版局 昭60 
〔作品〕 － 
 

谷口 一男（たにぐち・かずお） 

〔雑誌〕「特許について」『富士製鉄技報』1巻4号 昭27.12／「厚板について 下」『鉄鋼界』3巻6号 

昭28.6 
〔図書〕『鋼材』 潮文閣 昭19／『歌集 茄子の花』 地上社 昭31／『歌集 多多良』 地上社 昭

33／『鋼の性格』 鉄鋼と金属社 昭33／『随想 白い道』 カゾ・デザイン事務所 昭57／『歌集 青

い杉』 地上社 昭 61／『谷口一男全歌集』 カゾ・デザイン事務所 昭 63／『燁燁』 ながらみ書房 

平13  ／『江岸に吹く風』 日本民主主義文学会 平20 
〔作品〕 － 
 

谷口 優子（たにぐち・ゆうこ） 

〔雑誌〕「沖縄における無国籍児の実態と解決策の現状」『自由と正義』32巻11号 昭56.10／女性と「犯

罪」『横浜弁護士会論集』3 昭 57.10／「国籍法」『賃金と社会保障』通号 884 昭 59.2.25／「彼女はな

ぜ父親を殺したのか」『婦人公論別冊』 昭 60／「裁判所を騙した地面師たち」『婦人公論別冊』 昭 62
／「美人ママは「女スパイ」だったか」『文芸春秋』66 巻 11 号 昭 63.9／「法廷に現われた女性の性」

『婦人公論社別冊』 平元.7／「母子心中」『婦人公論別冊』 平 2.1／「弁護士・谷口優子の相談室 ド

キュメント離婚」（連載）『女性セブン』 平5.10～平6.4 
〔図書〕『蒼茫の獅子』 立花書房 昭61／『尊属殺人が消えた日』 筑摩書房 昭62／『離婚―法律カ

ウンセリング―』 有斐閣 平3 
〔作品〕 － 
 

谷山 渓水（たにやま・けいすい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 すべて些事』 文學の森 平25 
〔作品〕 － 
 

田保 行雄（たぼ・ゆきお） 

〔雑誌〕「日本語ＷＰ導入のポイント」『月刊総務』20巻10号 昭57／「これだけは知っておきたいＯＡ

機器（ファクシミリ編）」『月刊総務』21 巻 1 号 昭 58／「メカトロニクスの基礎知識」『省力と自動化』 

昭60.1～5／「中小企業コンサルタントとして独立して15年」『日本技術士会会報』 平3.4／「売れる融
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合化開発への挑戦」『日本技術士会会報』 平5.9 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

玉井 彰（たまい・あきら） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『私の軍隊生活』 小学館スクウェア 平18／『私の樺太真岡町』 小学館スクウェア 平18 
〔作品〕 － 
 

玉木 孚（たまき・まこと） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『かげであそぼう』りかあそび4 岩崎書店 昭54／『とける・とかす』りかあそび8 岩崎書店 

昭55／『風とあそぼう』りかあそび11 岩崎書店 昭58／『科学面白ゼミナール』 東京図書 昭58 
〔作品〕 － 
 

玉野 良雄（たまの・よしお） 

〔雑誌〕「造形リトミック・セラピーにおけるパソコンの利用」『発達の遅れと教育』338号 昭61.6 
〔図書〕『造形リトミック』 全音楽譜出版社／『えかきうた100』（作曲） コスモ出版 昭47／『児童

の為の歌唱造形指導法による創造性教育指導書』 ナチュラル出版部 昭 51／『絵かき歌』春、夏、秋、

冬、基礎編 鳩の森書房 昭51／『たのしい絵かき歌』全15巻 エレック社 昭52／『歌唱造形と絵の

指導』保育全書シリーズ 8 明治図書出版 昭 54／『リズムでかこう』1・2 メイト企画 昭 54／『情

緒障害児の教育』（下） 日本文化科学社 昭 58／『幼児と小学校低学年のための造形リトミックシリー

ズ 障害児教育にも役立つ ２』 労働教育センター出版部 昭59／『つくってあそぼう紙こうさく』 労

働教育センター 昭 59／『たのしい絵かき歌 応用編』 労働教育センター出版部 昭 59／『英国に於

けるマイクロ教育計画（ＭＥＰ）の現状』Ｂ.Ｅ.Ｐ.研究所 昭 61／『絵かきうた絵本』春、夏の巻・秋、

冬の巻 偕成社 昭63／『右脳を育てる創造性教育法 見る力・考える力・創る力』 創教出版 平3／
『楽しくつくる．あそぶ画用紙工作』Ⅰ・Ⅱ（共著） 明治図書出版 平 4／『療育技法マニュアル第一

集―障害をもつ子どもたちへのアプローチ』 神奈川県児童医療福祉財団 平 7／『わが道を歩む 東京

編』（上） 文京図書出版 平10  ／『造形リトミックの世界 : 歌を歌い・絵を描き・認知能力を高める』 
映像情報センター  平12 
〔作品〕 － 
 

田丸 英司（たまる・ひでし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『腹タテズ心ハマルク気ハナガク』 平20／『食べる』 平21／『漂う』 平21／『隣人につな

がる道』 平 22／『歴史の断片』 平 22／『盗み、騙して、世を拗ねて、そして尽くして､棄てられて』 

平22 
〔作品〕 － 
 

田村 恒子（たむら・つねこ） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『遥かなりレイテの山々』（共著） 田村区隊長レイテ島慰霊参拝記念誌刊行会 平 2／『續 遥

かなりレイテの山々』（共著） 田村区隊長レイテ島慰霊参拝記念誌刊行会 平9 
〔作品〕 － 
 

田村 雅之（たむら・まさゆき） 

〔雑誌〕 「吉本隆明―悲しみの真空」『流動』 昭53.3／「悪の定型（座談会）」『短歌』 昭53.10／「吉

本隆明特集」『現代詩手帖』 昭 61／「昭和短歌の世界」『アサヒグラフ』 昭 61／「石川啄木―悲しみ

の予兆」『ぴえろた』 
〔図書〕『さびしい朝』 国文社 昭47／『永訣』 国文社 昭50／『ガリレオの首』 七月堂 昭53／
『破歌車が駆けてゆく』 アトリエ出版 昭57／『デジャビュ』 砂子屋書房 平4／『鬼の耳』 花社 

平10／『山中智恵子論集成』 砂子屋書房 平13／『曙光』 砂子屋書房 平15／『エーヴリカ』 紙

鳶社 平18／『田村雅之詩集』 砂子屋書房 平20／『萱の歌』 砂子屋書房 平22／『水馬』 白地

社 平23 ／『碓氷 : 田村雅之詩集』 砂子屋書房 平28／『オウムアムア : 田村雅之詩集 : 2016-2018 』 

砂子屋書房 平30 
〔作品〕 － 
 

多門 天（たもん・たかし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『みずたまの記』 杉並けやき出版 平13／『翠瞳』 杉並けやき出版 平14 
〔作品〕 － 
 

田山 ゆきこ（たやま・ゆきこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『たった５０円の親孝行 ふるさとの両親へ送った１２年間の絵手紙』 スカイビュープランニン

グ 平18 
〔作品〕 － 
 

垂井 道夫（たるい・みちお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『賭博の世界への誘い』 平21／『ドミノのドローゲーム必勝法』 平22 
〔作品〕 － 
 

丹葉 暁弥（たんば・あきや） 

〔雑誌〕「野生のシロクマと犬の友情 Ｈｕｇ ｆｒｉｅｎｄｓ！」（写真）『週刊朝日』 平 26／「極北

で芽生えたシロクマと犬「奇跡の友情」」（写真）『ＦＲＩＤＡＹ』 平26 
〔図書〕『『シロクマの旅立ち』 エクスナレッジ 平15／『Promised land－シロクマの約束』 エクス

ナレッジ 平15／『シロクマの風景』 春日出版 平20／『ＨＵＧ！fｒｉｅｎｄｓ』（写真） セラピー

フォトブッ 平 25／『ＨＵＧ！eａｒｔｈ』（写真） セラピーフォトブック 平 26／『ＨＵＧ！ｔｏｄ
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ａｙ』（写真） 小学館 平27 
〔作品〕 － 
 

茶木 ちさと（ちゃぎ・ちさと） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『結婚ってほんと美しい』 新風舎 平18 
〔作品〕 － 
 

茶木 稔郎（ちゃき・としお） 

〔雑誌〕「徳川慶喜と武田耕雲斎」『歴史研究』通号433 平9.6／「本圀寺の人々」『歴史研究』43巻2号 

通号477 平13.2／「史談往来 北から南から 本圀寺のひとびと」『歴史研究』44巻9号 通号496 平

14.9／「本圀寺の人々と霊明舎」『歴史研究』45巻8号 通号507 平15.8 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

趙 成寅（ちょ・そんいん） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『介護とはなにか 結局、自分のためになること』 ブイツーソリューション 平30 
〔作品〕 － 
 

長 愛子（ちょう・あいこ） 

〔雑誌〕「助産師・いのち 助産現場から子どもたちに伝えたいこと」『Sexuality』29号 平19.1 
〔図書〕『現役助産師が語る お医者さんが教えてくれない妊娠・出産の神秘』 新風舎 平18 
〔作品〕 － 
 

塚田 千春（つかだ・ちはる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕「駅という座標点」『「私の青森駅／ボクとワタシの新幹線」作品集』  青森編集会議 平22 
〔作品〕 － 
 

塚本 謹一（つかもと・きんいち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『昭和の「小国民」からのメッセージ―平和憲法の初心に生きる―』 ケイ・アイ・メディア 平

15 
〔作品〕 － 
 

月岡 弘一（つきおか・こういち） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『月岡弘一童謡１００曲集』 月岡弘一 昭 58／『千曲川そしておたまじゃくし わが人生の記

録』 月岡弘一 平元 
〔作品〕 － 
 

柘植 陽一郎（つげ・よういちろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『スポーツメンタルコーチング 最強の選手・チームを育てる』 洋泉社 平 27／『成長のため

の答えは、選手の中にある』 洋泉社 平30   
〔作品〕 － 
 

辻 直子（つじ・なおこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『願いをかなえる乳房再建』 現代書林 平 24／『もっと願いをかなえる乳房再建 自分の幹細

胞を用いたＣＡＬで実現する柔らかく自然な乳房』 現代書林 平28 
〔作品〕 － 
 

辻井 一郎（つじい・いちろう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕「黒幕」（録音）／「幻の殺意」（録音）（コマ・プロ）／「讃歌」（録音）／「華魁」（録音） 富

士映画／「幻魔大戦」（録音）（角川映画）／「逃れの街」（録音）／「ＳＦ新世紀 レンズマン」（録音）

／「ボビーに首ったけ」（録音）／「カムイの剣」（録音）／「火の鳥 鳳凰編」（音響プロデューサー）／

「ゴキブリたちの黄昏」（録音）／「春琴抄」（近代映画協会）／「ぼくらの七日間戦争」（角川映画）／「ハ

リマオ」（録音）（セディック）／「カンバック」（録音）／「モンゴリアン Ｂ．Ｂ．Ｑ」（録音）／「四

万十川」（録音）／「喜太郎の十五少女漂流記」（録音）／「夢の女」（録音）／「トイレの花子さん（１９

９５）」（録音）／「一生、遊んで暮らしたい」（録音）／「バブルと寝た女たち」（録音）／「ネプチュー

ン ｉｎ どつきどつかれ」（録音）／「ドリームメーカー」（録音）／「ｓｔｒａｉｎ ストレイン」（録

音）／「ＤＲＵＧ」（録音）／「今日という日が最後なら、」（録音）／「弁天通りの人々」（プロデューサ

ー、ＭＡ）／「Ｒｅ： Ｐｌａｙ－Ｇｉｒｌｓリプレイガールズ」（整音）／「少女戦士伝シオン」（録音）

／「ブルックリン橋をわたって」（整音）／「「わたし」の人生 我が命のタンゴ」（録音）／「恐竜を掘ろ

う」（録音）／「会社物語」（録音）（セディック） 
 

辻本 燿三（つじもと・ようぞう） 

〔雑誌〕「鹿港（台湾にて）」「相模川」（現代詩）『草原』100 号記念号 平 16／「童謡と少年詩は同列の

詩」（評論）『児童文芸』6・7月号 平16／「春の朝」（少年詩）『児童文芸』 平17／「ポエムランド 夢

を追う楽しみ」（エッセイ）『詩と思想』 平17／「さくら」（少年詩）『児童文芸』 平18 
〔図書〕『雲とコンパス』 日本定形詩人会 昭54／「おかあさん」（作詞）『花の季節』 教育芸術社 平

11／「手のひらに」「雨とアジサイ」「ふしぎだねぇ空」「春の雲」『現代児童の歌 １９』 教育研究所 平

15／「かたくり」『子どものための少年詩集』 銀の鈴社 平16／「ぼうやとホタル」「ゆきやなぎ」「と
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うがらし」「とんとんとん」『現代児童の歌 ２１』 教育研究社 平 17／「カレンダー」「コスモスのと

き」『栗原正義作曲集』 栗原正義 平 17／「宇宙ゴミ」『子どものための少年詩集』 銀の鈴社 平 17
／「ホタルイカ」（作詞）『こどものコーラス展』 日本童謡協会出版 平 18／「星と雲」『子どものため

の少年詩集』 銀の鈴社 平18／「梅の花」「沈丁花」「冬へのものがたり」「ぼうやとホタル」「たんぽぽ」

「なかよしね」「風のおはじき」「さくら」（作詞）『栗原正義作曲集』 栗原正義 平 18／「ふきのとう」

『栗原正義作曲集』 平20／「ひこうき雲」『子どものための少年詩集 ２００８』 銀の鈴社 平20 
〔作品〕「柿の実」（作詞） 日本童謡協会出版 平 18／「この道は」「夏になる」「春のあたたかさ」（作

詞）『りぼんをつけてあげたいな』 教育研究社 平18／「やさしさ」（作詞） わかいさ会 平19／「富

士山の顔」（作詞） わかいさ会 平19／「秋便り」（作詞） わかいさ会 平19 
 

土江 香子（つちえ・きょうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ダダダ』 ふらんす堂 平13 
〔作品〕 － 
 

土屋 久昭（つちや・ひさあき） 

〔雑誌〕『路』／『連峰』／『くろしお』 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

土屋 遊華（つちや・ゆうか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『やさしさに逢いに 風の手紙』 文芸社 平14 
〔作品〕 － 
 

角田 俊久（つのだ・としひさ） 

〔雑誌〕「俳人鳩川亭について」『郷土相模原』 昭47／「勝坂遺跡余聞１，２」『郷土相模原』復刊5 昭

50／「相模川沿岸南部散策路を行く」『郷土相模原』復刊6 昭51／「新磯昔噺」『公民館報あらいそ』創

刊～ 昭53～／「百日二等兵」『郷土相模原 戦争体験特集号』 昭56 
〔図書〕『合同歌集 貌』 醍醐社 昭35／『現代歌人作品集』 万葉書房 昭38／『歌集 光の音』 醍

醐社 昭42／『中学校二十周年記念誌』（編）高座郡中学校研究会 昭43／『昭和三万歌集』 文芸出版

社 昭46／『現代短歌作品集』 短歌新聞社 昭46／『座間むかしむかし』 座間市教育委員会 昭51
～／『現代秀歌大観』 東京出版 昭 52／『あなた精一杯やってきましたよ』 県民生部援護課 昭 57
／『合同歌集 檀』 檀社 昭60／『南国の孤島に一身を捧げた弟よ』（追悼録） 平7 
〔作品〕 － 
 

角田 律子（つのだ・りつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 正面 （四季叢書第四十五篇）』 四季書房 平27／『津久井ぐらし』 角田 律子 平
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28 
〔作品〕 － 
 

坪内 千秋（つぼうち・ちあき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『はんがのもよう』 ポプラ社 昭38／『いれもののデザイン』 ポプラ社 昭38／『少年工作

事典』（編） 昭39／『発明くふうの工作』 ポプラ社 昭39／『紙で作るくふう』 誠文堂新光社 昭

40／『工作工芸の基礎』1～5開隆堂  昭45～昭46／『こどもの工作』（監修） ポプラ社 昭52／『コ

ーキ幼育ずかん １１』 昭54／『新小学生の工作事典』1・2年、3・4年、5・6年 誠文堂新光社 昭

56～昭57／『くふうする工作教室１』 誠文堂新光社 昭58／『随想千秋』 坪内千秋 昭60 
〔作品〕 － 
 

坪内 美江（つぼうち・はるえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『随想 佳泉』平9 
〔作品〕 － 
 

露木 英男（つゆき・ひでお） 

〔雑誌〕「高周波誘電加熱による魚肝油の採取について」『日本大学農獣医学部学術研究報告』通号 1 昭

28.3／「B.H.A.および Propyl Gallate の抗酸化性について」『日本大学農獣医学部学術研究報告』通号 3 
昭 29.12／「ブリ油の性状（英文） ５・６」『日本大学農獣医学部学術研究報告』通号 11 昭 35／「水

産切手による油脂研究の回顧」『油化学』15 巻 4 号 昭 41.4／「マイクロ波によるα化米の製造法」『日

本醸造協會雜誌』65 巻 5 号 昭 45.5／「みその歴史」『化学工業』23 巻 4 号 昭 47.4／「化学調味料・

人口甘味料の歴史」『化学工業』23巻5号 昭47.5／「業務用高周波解凍機・マイクロ波解凍機について」

『コールドチェーン研究』3巻1号 昭52／「食品工業とマイクロ波加熱」『食品衛生学雑誌』20巻5号 

昭54.10／「食糧事情考察」『コールドチェーン研究』6巻1号 昭55／「食品工業における高周波および

マイクロ波加熱の利用」『日本食品工業学会誌』29巻2号 昭57.2／「マイクロ波加熱による食品の殺菌

と保存」『日本食品工業学会誌』30 巻 1 号 昭 58.1／「マイクロ波加熱による即席米, スナック・フーズ

の製造法」『栄養学雑誌』42巻1号 昭59.2／「海産動物脂質のエイコサペンタエン酸およびドコサヘキ

サエン酸」『栄養学雑誌』42 巻 2 号 昭 59.4／「食品の乾燥とマイクロ波加熱装置」『日本機械学会誌』

87巻786号 昭59.5.5／「農水産物の脂質に関する食品化学的研究」『日本食品工業学会誌」33巻12号 

昭61.12／「マイクロ波加熱の利用」『農林水産技術研究ジャーナル』9巻4号 昭61.4／「マイクロ波加

熱」『日本食品工業学会誌』34 巻 10 号 昭 62／「食品の調理・加工・殺菌工程におけるマイクロ波加熱

の利用」『栄養学雑誌』46巻6号 昭63.12／「Temporal changes of total lipids in salted salmon roes 
during storage.」（共著）『日本食品低温保蔵学会誌』16巻4号 平2／「Chemical Changes of Total Lipids 
in Salted Pollack Roe and Salted Herring Roe During Preservation. 」（共著）『日本食品低温保蔵学会

誌』18 巻 2 号 平 4／「トキイロラッパタケ(Cantharellus luteocomus)脂質の dehydrocrepenynic acid
の同定とアンズタケ科および近縁きのこにおける分布」（共著）『日本菌学会会報』33 巻 4 号 平 4.12／
「食品の貯蔵中における脂質劣化と低温保蔵効果」『日本食品低温保蔵学会誌』19巻4号 平5／「High 
Pressure Denatured Metalloprotein is a New No-Trapper, Progress in Biotechnology 13」『High 
Pressure Bioscience and Biotechnology』(共著）平7.11／「Relationship of Carotene and Xanthophyll 



－261－ 
 

in Tomato Strains and their Pro‐genies」『Food Science and Technology，International』（共著）2巻

3 号 平 8.8／「外国産米に含まれる総脂質の理化学的性状」（共著）『日本大学農獣医学部学術研究報告』

通号54 平9.3／「Changes in Total Lipids and DHA in DHA-enriched Infant Milk Powder During 
Storage」（共著）『日本食品保蔵科学会誌』24巻3号 平10.5／「海洋性植物プランクトンの脂質および

脂肪酸組成」（共著）『日本食品科学工学会誌』46巻1号 平11.1 
〔図書〕『化学実験法』（共著） 績文堂出版 昭 34／『物理化学総論』 績文堂出版 昭 34／『世界の

魚：切手水族館』 河出書房新社 昭38／『つくだ煮の化学と製造法』（共著） 光琳書院 昭40／『食

物の歴史』 徳間書店 昭42／『食品の履歴書：おいたちを探る』 女子栄養大学出版部 昭47品のマ

イクロ波加熱：膨化乾燥加工技術』 建帛社 昭 49／『食品理化学』 医歯薬出版 昭 49／『食品理化

学実験』（編著） 医歯薬出版 昭 50／『栄養生化学』（編著） 共立出版 昭 52／『海の幸と日本人』 

ＰＨＰ研究所 昭59／『新食品加工技術』（編） サイエンスフォーラム 昭60.12／『食品学各論』（編

著） 共立出版 平元／『食品学総論』（編著） 共立出版 平元／『食品加工学』 共立出版 平2／『生

化学』（編著） 共立出版 平3／『食のテクノロジー』（共著） 地球社出版 平3／『新殺菌工学実用ハ

ンドブック』（共著） サイエンスフォーラム 平3／『健康食品カタログ’９２』（共著） 大洋図書 平

3／『食品保存便覧』（共著） クリエイティブジャパン 平4／『バイオ電磁工学とその応用』（共著） フ

ジテクノシステム 平4／『食品製造科学』（共著） 建帛社 平6／『食品産業における電子利用技術の

展開』（共著） 食品産業電子利用技術研究組合 平13／『食品設備・機器事典』（共編著） 産業調査会

事典出版センター 平14／『食品学―栄養機能から加工まで』（共編著） 共立出版 平14／『食品加工

学―加工から保蔵まで』（共編著） 共立出版 平14／『食品学：栄養機能から加工まで』（共編著） 共

立出版 平21 
〔作品〕 － 
 

釣 洋一（つり・よういち） 

〔雑誌〕「全国史跡めぐり<特別企画/新選組旅情>」（連載）『歴史研究』通号 422～429 平 8.7～平 9.2／
「真相探究 四谷怪談の新事実」『歴史読本』42 巻 1号 平 9.1／「全国史跡めぐり<特別企画/新選組旅情

>第２弾」（連載）『歴史研究』通号430～434 平9.3～平9.7／「全国史跡めぐり<特別企画/新選組旅情>
第３弾 土方歳三の海路をさぐる旅」（連載）『歴史研究』通号435～447 平9.8～平9.10／「踏破土方歳

三の「道」」『歴史読本』42巻9号 平9.9／「新選組の隊旗と「日の丸」」『歴史読本』42巻12号 平9.12
／「特別紀行 踏破 土方歳三の「道」2」『歴史読本』43巻2号 平10.2／「新撰組旅情」（連載）『歴史研

究』通号442～455 平10.3～平11.4／「近藤勇の妻 近藤ツネ」『歴史読本』44巻11号 通号712 平

11.9／「四季散策 元号を外して日本史は語れない」『教育じほう』通号 621 平 11.10／「史談往来/北か

ら南から 東海道を歩いて京都まで 草鞋がけの試行」『歴史研究』43巻12号 通号487 平13.12／「新

選組追究の道を振り返って」『歴史読本』57 巻 9 号 通号 879 平 24.9／「特集史論 歴史期日の表記問

題」『歴史読本』57巻10号 通号880 平24.10 
〔図書〕『新撰組再掘記』 新人物往来社 昭47／『新撰組秘録』 新人物往来社 昭51／『沖田総司の

手記』 新人物往来社 昭 55／『写真集 新撰組始末記』（編） 新人物往来社 昭 56／『和洋暦換算事

典』 新人物往来社 平4／『和洋暦換算事典 第５巻（南北朝編）』 新人物往来社 平7／『和洋暦換

算事典 第６巻（室町・戦国編）』 新人物往来社 平7／『新撰組写真全集』 新人物往来社 平9／『新

撰組誠史』 新人物往来社 平 10／『新撰組宝典 写真集』 新人物往来社 平 15／『土方歳三波涛録』 

新人物往来社 平15／『江戸幕末・和洋暦換算事典』 新人物往来社 平16／『江戸刑事人名事典 火附

盗賊改』 新人物往来社 平 18／『江戸幕末和洋暦換算事典』 食の王国社 平 25／映像で見る新選組 

学習研究社 平15／ 
〔作品〕 － 
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手塚 政孝（てずか・まさたか） 

〔雑誌〕「呼吸相と筋力の関係について」『麻布獣医科大学一般教育研究報告』通号4 昭38.4／「柔道絞

め技によるいわゆる「落ち」の生理機構」『日本体育学会大会号』25 号 昭 49.9.1／「柔道における運動

技能の学習」『体育の科学』25巻5号 昭50.5／「柔道絞め技による「落ち」の生理機構に関する研究－

１，２－」『明治大学教養論集』通号94，100 昭50，昭51／「救急蘇生法の資料から―在外研究報告に

かえて」『人文科学論集』通号28 昭56.3／「柔道投技の分析－１」『明治大学教養論集』通号147 昭56
／「Medical Checkからみた柔道選手の特性」『明治大学教養論集』通号164 昭58.2.1／「柔道の稽古」

『体育の科学』33巻1号 昭58.1／「柔道のスキルと指導」『明治大学教養論集』通号173 昭59.3.1／
「アメリカにおけるウェルネス事情－ワシントン州ケヌウィック市の事例報告」『人文科学論集』通号 36 
平元.3／「大学一般教育としての保健体育科目を考える-７-」『体育の科学』39巻8号 平元.8／「柔術の

「活法」について」『人文科学論集』通号45 平10.3／「柔術「活法」の文献研究」『明治大学人文科学研

究所紀要』47号 平12.3／「楊心流,長尾流躰術,天神眞楊流柔術「活流」について」『明治大学人文科学研

究所紀要』50 号 平 14.3／「柔道選手の間欠的最大自転車運動時におけるパフォーマンスおよび等速性

大腿筋力に及ぼすクレアチン経口補給の効果」『講道館柔道科学研究会紀要９』（共著） 平14／「一流高

校柔道選手のコンディショニングの実態―トレーニング期別による形態的、血液生化学的パラメーターの

変動による検討―」『講道館柔道科学研究会紀要』9 平 14／「柔道選手の等速性体幹筋パワー出力特性」

『講道館柔道科学研究会紀要』9 平14／「古流柔術「殺法」に関する文献研究」『明治大学人文科学研究

所紀要』54号 平16.3／「青少年期の柔道経験が骨量に及ぼす影響」『講道館柔道科学研究会紀要』10 平

17 
〔図書〕『柔道絞め技によるいわゆる「落ち」の実験生理学的研究』 文化書房博文社 昭 53／『大学教

養の健康と体力の科学』（共著） 文化書房博文社 昭56／『新訂運動生理学概論』（共著） 大修館 昭

58／『東京高等師範学校柔道部史』東京高等師範学校柔道部史刊行会 昭62／『論説柔道』 不昧堂 昭

59／『健康と体力』 文化書房 昭63／『学生のための健康と体力』（共著） 文化書房博文社 昭63／
『技術・体力で探る柔道』 イセブ 平2／『東京教育大学柔道部史』（編） 東京教育大学柔道部史刊行

委員会 平4／『からだの働きと健康問題』 文化書房博文社 平10／『柔道大事典』（共著） アテネ書

房 平 11／『柔道の傷害予防と対策―活法について―』 全日本柔道連盟医科学委員会 平 11／『和英

対照柔道用語小事典』（共著） 講道館 平12／『スポーツ科学講習会テキスト―救急蘇生法と柔道の「活

法」について―』 柔道整復研修試験財団 平14 
〔作品〕 － 
 

寺川 昭司（てらかわ・しょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『人生トラブル相談・こころの随想集』 相模経済新聞社 平19 
〔作品〕 － 
 

土井 秀雄（どい・ひでお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『命の影 土井秀雄詩集』 外狩雅巳 昭61／『ひとり歩き 土井秀雄詩集』 外狩雅巳 平元 
〔作品〕 － 
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土肥 美穂（どい・みほ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『緑湖のジャンヌ・ダルク』（画） 朝日カルチャーセンター 平16 
〔作品〕 － 
 

當原 ツヨ（とうはら・つよ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『島 亜壇 日中友好と平和を貫いた生涯』 當原ツヨ 平20 
〔作品〕 － 
 

遠矢 清子（とおや・きよこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『風がはこんだたより－イサカだより―』 インターンシップ・プログラムス 平6／『ピースボ

ートで地球一周』 平23／『ハンドベルで紡ぐ交響曲 ニュージーランド編』 平24／LOVEチョコ（プ

チブティックシリーズ ５３１）ブティック社 平22 
 
〔作品〕 「おばさんのニュージーランド放浪記」（コスモス文学ノンフィクション部門佳作） 平7／「チ

ビとデカの弥次喜多道中記」（コスモス文学ノンフィクション部門入選） 平9／「相武台ハンドベル ニ

ュージーランドへ行く」（コスモス文学ノンフィクョン部門入選） 平 11／「ニュージーランド滞在記」

（コスモス文学ノンフィクション部門奨励賞） 平14 
 

外狩 克子（とがり・かつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『夫婦集』 平20 
〔作品〕 － 
 

外狩 雅巳（とがり・まさみ） 

〔雑誌〕『慧』31号／『慧』32号／『相模文芸』 
〔図書〕『都会の夜を刻む音』 外狩雅巳 平元／『はてしない道 外狩恒太遺稿集』（編） 外狩玉枝 平

8／『青春は翳りて』 外狩雅巳 平14／『この路地抜けられます』 東京経済 平21／『外狩雅巳作品

集』 外狩雅巳 平 21／『組曲』 平 21／『十坪のるつぼ』 日本文学館 平 22／『ギフト』（共著） 

外狩雅巳 平22 
〔作品〕 － 
 

時田 まさよし（ときた・まさよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『大山「霊山の四季」写真集』 アイカラー 平 26／『未来に伝える「津波」の記憶』 アイカ
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ラー 平26 
〔作品〕 － 
 

得猪 外明（とくい・そとあき） 

〔雑誌〕「教育の回廊 ニワトリ学事始」『初等教育資料』756号 平14.6／「見性庵聞き語り」『北國文華』

35号 平20／「報国石川号」『北國文華』36号 平20 
〔図書〕『ガラガラドッシーン』 神田雑学大学／『こけこっ考』 得猪外明 平 14／『へんな言葉の通

になる』 祥伝社 平19／『なんじゃらほい』 神田雑学大学 
〔作品〕 － 
 

橡尾 明子（とちお・あきこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『友希 橡尾明子句集』 青芝俳句会 昭63／『俳句文学誌事典 新訂第三版』 文芸出版社 平

5／『平成現代俳句大集』春季編・夏季編・秋季編・冬季編・新年編 文芸出版社 平5～平6／『平成初

期俳句士部集』生活編・行事編・動物編 文芸出版社 平5～平6／『文芸俳句歳時記』秋編 文芸出版社 

平 6／『ふるさと大歳時記 別巻 世界大歳時記』 平 7／『天の川 橡尾明子句集』 青芝俳句会 平

10／『青芝十駕 五十周年記念・合同句集』 青芝俳句会 平15 
〔作品〕 － 
 

とどろき ちづこ（とどろき・ちづこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ピッキ－のさがしもの』（画） 日本青年奉仕協会 平 7／『きみのゆめはなあに？』 とどろ

き ちづこ 平30／『つるばら』 (絵) らくだ出版 平2 
〔作品〕 － 
 

富田 美和（とみた・みわ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 金環蝕』 暖流俳句会 昭37／『富田美和集』 八幡船社 昭47／『句集 雪椿』 風

神社 昭59 
〔作品〕 － 
 

富永 たか子（とみなが・たかこ） 

〔雑誌〕『山脈』 平 6～／『しもん』1 号 平 9／『新現代詩』創刊号～ 平 13～／『ひばり野』24 集 

平19.12／「河童織る旅」『詩人会議』49巻4号 平23.4 
〔図書〕『詩集 シルクハットをかぶった河童』 飛天詩社 平3／『詩集 月が歩く』 山脈文庫 平8 
〔作品〕「頬杖ついて」（銀河誌手帖賞受賞作）／「春のチンドン屋」（パープル賞受賞作） 
 

冨永 ナル子（とみなが・なるこ） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ピノキオ１０年のあゆみ』（編） 布おもちゃサークルピノキオ 平13／『布のまほう―ピノキ

オさくひんしゅう―』（編） 布おもちゃサークルピノキオ 平13  
〔作品〕 － 
 

とみなが みちひこ（とみなが・みちひこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『折々のこと』一～八 冨永道彦 平6，平8，平10，平22，平24，平25，平28，令元 
〔作品〕 － 
 

富山 庄二（とやま・しょうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふじ乃町の年中行事』（共著） 藤野町教育委員会 昭 60／『ふじ乃町の古道』（共著） 藤野

町教育委員会 昭 61／『ふじ乃町の文化財』第 2 集・第 3 集（共著） 藤野町教育委員会 平 4，平 13
／『ふじのことば』（共編著） 藤野町教育委員会 平 6／『ふじの文化財探訪』（共編著） 藤野町教育

委員会 平9 
〔作品〕 － 
 

豊田 久美子（とよだ・くみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『産科母子草』（翻刻） 平7／『無病長壽 養生手引草』上・下（翻刻） 平12／『足浴ケアが

術後排尿困難の改善に与える効果に関する検証』 (文部省科学研究費補助金研究成果報告書) 平 12／
『「今、ここ」にかかわる看護 : 患者支援のためのコミュニケーション』 朱鷺書房 (共編著） 平14／
『日本文化において末期がん患者を看取る看護者の感情労働に関する研究』 豊田 久美子 滋賀県立大

学 平14／基礎看護学 技術編 (看護系標準教科書) オーム社 平19.9 
〔作品〕 － 
 

豊田 繁雄（とよだ・しげお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『メタ語 高次元的多言語システム習得法 ダイジェスト版』 
〔作品〕 － 
 

豊永 緑（とよなが・みどり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『我が奇跡の半生』 豊永緑 平2 
〔作品〕 － 


