
－266－ 
 

◆な行～は行 

永井 幸作（ながい・こうさく） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『栄光』 永井幸作 昭59／『地下の水のうた』 永井幸作 平6／『真珠の心のうた』 永井幸

作 平10／『育ての心のうた』 永井幸作 平14 
〔作品〕 － 
 

中井 春男（なかい・はるお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『論文、レポートのまとめ方 : 学生、ビジネスマンにすぐに役立つ』 明文社 昭48 
〔作品〕 － 
 

中上 哲夫（なかがみ・てつお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『さらば、路上の時よ』 沖積社 昭52／『アイオワ冬物語』 土曜美術社 昭58／『本陣 第

一號』（共著） 巴里倶楽部事務局 平2／『本陣 第二號』（共著） 巴里倶楽部事務局 平3／『突然訪

れた天使の日 リチャード・ブローティガン詩集』（訳） 思潮社 平3／『スウェーデン美人の金髪が緑

色になる理由』 書肆山田 平3／『ビッグ・サー』（訳） 新宿書房 平6／バベル』（訳） 思潮社 平

6／『荒涼天使たち １・２』（訳） 思潮社 平6／『ブコウスキー詩集』（訳） 新宿書房 平7／『ブ

コウスキー詩集 ２』（訳） 新宿書房 平8／『ニューヨーク育ち』（訳） 晶文社 平8／『木偶』 木

偶の会 平 10／『迷犬マリーは名犬か』 学習研究社 平 13 ／『春・夏・秋・冬 ふしぎ、ふしぎ』 

北溟社 平15／『エルヴィスが死んだ日の夜』 書肆山田 平15／『パリの悟り』（訳） 思潮社 平16
／『孤独な旅人 河出文庫 ケ １－２』（訳） 河出書房新社 平 16／『ジャック・ケルアックのブル

ース詩集』（訳） 新宿書房 平16／『中上哲夫詩集』 思潮社 平27 
〔作品〕 － 
 

中川 敏（なかがわ・さとし） 

〔雑誌〕「山頭火と西洋」『国文学・解釈と鑑賞』 平 16.10／「『荒地』の詩人たち」『国文学・解釈と鑑

賞』 平17.11 
〔図書〕『イタリアの女』（訳） 冬樹社 昭41／『トルストイかドストエフスキーか』（訳） 白水社 昭

43 新装復刊平 12／『親父を殴り殺せ』（訳） 晶文社 昭 44／『ブルーノの夢』（訳） 筑摩書房 昭

45／『原始主義』（訳） 研究社出版 昭 48／『ミラー、ダレル往復書簡集』（共訳） 筑摩書房 昭 48
／『九つの物語』（訳） 集英社 昭 52／『世界文学全集 集英社版 ８１ 』（共訳） 集英社 昭 53
／『魔に憑かれて』（訳） 集英社 昭54／『互酬性と女性の地位』（共訳） 弘文堂 昭55／『世界文学

全集 集英社版 ５４』（訳） 集英社 昭55／『クリスマス・キャロル』（訳） 集英社 平3／『認識

と文化 １１ 』 金子書房 平8／『時代の瓦礫』詩集 知加書房 平14／『山河ひとり』詩集 土曜

美術出版販売 平16  
〔作品〕 － 
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中込 時子（なかごめ・ときこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『妙好人 母の介護』 東京図書出版会 平15／『魂の介護』 文芸社 平19 
〔作品〕 － 
 

長崎 伊豆子（ながさき・いずこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『心のプロムナード／阿吽』（共著） 太陽学院出版 平10 
〔作品〕 － 
 

長崎 義廣（ながさき・よしひろ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『心のプロムナード／阿吽』（共著） 太陽学院出版 平10 
〔作品〕 － 
 

中里 青子（なかざと・せいし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 虚空』 中里青子句集刊行委員会 昭48 
〔作品〕 － 
 

中里 利夫（なかざと・としお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『郷土さがみこ 古道編』（共著） 相模湖町教育委員会 平7／『郷土さがみこ 地名編』（共著） 

相模湖町教育委員会 平8 
〔作品〕 － 
 

中里 正義（なかざと・まさよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『虚空 昭和三十二年～三十八年』 中里正義／『さいはてかけある記』 中里正義 昭42／『さ

いはてかけある記 昭和４２年８月北海道旅行』 中里正義 昭42／『中里正義氏句集』 中里正義 昭

42 
〔作品〕 － 
 

中里 通夫（なかざと・みちお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ヨーロッパの都市事情』 中里通夫 昭46 
〔作品〕 － 
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中里 芦江（なかざと・よしえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 坂道』 中里芦江 平8 
〔作品〕 － 
 

長澤 恵子（ながさわ・けいこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『長澤恵子詩集 第二集①～⑧』 長澤 恵子 平20 
〔作品〕 － 
 

長沢 真須美（ながさわ・ますみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『やさしい町 あおば町だより』 文芸社 平20 
〔作品〕 － 
 

中澤 八千代（なかざわ・やちよ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『わたしの友の［３・１１］』 中澤八千代 平 24／『黒い風』（原作） 幻冬舎メディアコンサ

ルティング 平28／『［３・１１］陸前高田 その後の８年を見つめて』 中澤八千代 令元 
〔作品〕 － 
 

中嶌 祥子（なかしま・しょうこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『諦め』 新風舎 平15／『私の小品集 母のこと』 ブックコム 平25 
〔作品〕 － 
 

中嶋 篤之助（なかじま・とくのすけ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『核燃料サイクルをめぐって』（共著） 環境コミュニケーションズ 昭53／『日本の原子力発電 : 
安全な開発をめざして』(共著) 新日本出版社 昭49／『原子力を考える』（共著） 新日本出版社 昭58
／『Ｑ＆Ａ原発』 新日本出版社 平元／『地球核汚染』（編） リベルタ出版 平7／『二一世紀のエネ

ルギーと環境』 新日本出版社 平7／『原発事故が起こったら』（共著） 学習の友社 平成元 
〔作品〕 － 
 

長島 南龍（ながしま・なんりゅう） 

〔雑誌〕『書芸』 昭51～平11 
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〔図書〕『文字―その困惑』 日本書芸会 昭52／『贈答のエチケット』 日本書芸会 昭52／『書道漫

歩』 相模時事新報社 昭57 
〔作品〕 － 
 

長島 広子（ながしま・ひろこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『創作粘土人形』 日貿出版社 平2 
〔作品〕 － 
 

中嶋 保江（なかじま・やすえ） 

〔雑誌〕「イマジンの唄」『群青』 平14／「リゾートホテル」『群青』 平18／「着物」『群青』 平19 
〔図書〕『あざみの詩』 群青社 平7／『夜明けの葦』 タウンニュース社 平16 
〔作品〕 － 
 

中島 新光（なかじま・よしみつ） 

〔雑誌〕「近代化の課題」『日本建設業協力連盟』 昭46／「労務対策・労働力不足と技能者養成を中心と

して」『土木学会誌』57巻5号 昭47.4／「建設労働対策とその展望」『建設機械』14巻8号 昭53.8／
「労務--魅力ある職場づくり」『土木学会誌』64巻10号 昭54.9 
〔図書〕『建設労務』 大成出版社 昭49／『安全施行の要点』 鹿島出版 昭52／『現場監督者のため

の土木施工 ７改訂版』（共著） 鹿島出版会 昭52／『建設業安全ミーティング虎の巻』教文堂 昭60
／『建設業安全衛生法令百科６１年度版』教文堂 昭60 
〔作品〕 － 
 

永瀬 一哉（ながせ・かずや） 

〔雑誌〕「ボランティア活動とワールドウォッチング」『放送教育』12月号 平5.12／「未知の世界へ―イ

ンドシナ難民と私」『地理月報』12月号 平6.12／「在日インドシナ児童・生徒の学力上の諸問題に関す

る研究」『日本教育政策学会年報』第8号 平12／「インドシナからの定住者をとりまく教育環境」『教育

と文化』№7／「高校から地域へ―インドシナ難民へのボランティア活動―」『開発教育』第23号／「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 」第 10 号 城山地域史研究会 

平27.3  
〔図書〕『インパール作戦 : 私の従軍記 : 昭和十九年』 神奈川県立相模原高等学校 昭 63／『「原爆」

を語り継ぎ「原爆」を受けとめる : 県相生と語る被爆体験』 神奈川県立相模原高等学校 昭63／『県立

相模原高校生の「関東大震災」』 歴史体験の発掘とその教材化研究会／『我が人生の旅』歴史体験の発掘

とその教材化研究会／『五日市憲法と私』 歴史体験の発掘とその教材化研究会／『生きているただその

ことが・・・』 歴史体験の発掘とその教材化研究会／『思い出の田中正造』（編） 歴史体験の発掘とそ

の教材化研究会 平2／『太平洋戦争海軍機関兵の戦死―軍国日本に生きた青年の記録―』 明石書店 平

7／『I Want Peace！-A Young Cambodian Refugee Has Come to Japan―＜平和を求めて カンボ

ジア難民少年、日本へ＞』 相模原市書店共同組合 平10／『開かれた地域社会に向けて―神奈川県に在

住する外国人との共生―』（共著） 神奈川県自治総合研究センター 平 13／『気が付けば国境、ポル・

ポト、秘密基地 ポル・ポト派地下放送アナウンサーの半生』 アドバンテージダーバー 平22／『クメ



－270－ 
 

ール・ルージュの跡を追う』 同時代社 平 24／『ポル・ポトと三人の男』 揺籃社 平 29／『父に学

んだ近代日本史』 揺籃社 令元／歴史研究 春林文化 第１０号 津久井の歴史と風土―歴史こぼれ話 
を語る 城山地域史研究 平27 
〔作品〕 － 

 

永田 芳子（ながた・よしこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『花 吹雪く』 短歌新聞社 平2 
〔作品〕 － 
 

中津 攸子（なかつ・ゆうこ） 

〔雑誌〕「真間の継橋考」『在野史論』通号5 平8.6／「灯火 (星の広場)」『室生犀星研究』23号 平13.10
／「吉良上野介の覚悟」『大衆文学研究』通号136 平18.12／「エッセイ・詩論 『雪とパイナップル』を

読む」『Coal sack』64号 平21.8／「史談往来 北から南から 歴史散策 ワシントン」『歴史研究』55
巻9号 通号614 平25.9／「史談往来 北から南から 信長の首塚」『歴史研究』56巻5号 通号621 
平26.5   
〔図書〕『武田氏の祖は高麗王か』 中津攸子 昭51／『万葉の悲歌 : 真間一族の滅亡』 新人物往来社 

昭 53／『かぐや姫と古代史の謎』 新人物往来社 昭 55／『市川の歴史 ジュニア版』 市川よみうり

新聞社 昭58／『こんにちは中国』 市川市日中友好協会 昭60／『万葉集で読む古代争乱』  新人物

往来社 昭61／『助産婦吉野たま』  真美社 昭62／『葛飾を歩く』 エヌ・ティ・ティ出版 昭62／
『狩野浄天：刀を捨て農業用水を引いた人々』 狩野浄天研究会 昭62／『戦国武田の女たち』 新人物

往来社 昭63／『いろはうた』 中山書房仏書林 平元／『万葉集の中の市川』 真美社 平元／『イン

ドネシア旅行記』 市川市メダン市姉妹都市協会 平 2／『ぜんろくさん 市川ではじめて梨を作った人 

小学校・中高学年用』（文） 中津攸子 平2／『小説松尾芭蕉』  新人物往来社 平3／『君が代百年』 

真美社 平4／『大宮源次郎』 大宮源次郎顕彰会 平4／『宮久保むかし話』（文） 村越静雄叙勲祝賀

会実行委員会 平4／『豊かに生きる』  真美社 平5／『攸子の窓』  真美社 平5／『天平の望郷歌』 

新人物往来社 平 5／『翔天の詩』  真美社 平 6／『やさしい女性史』 小野印刷 平 6／『真間の手

児奈』 新人物往来社 平 7／『和泉式部秘話』 講談社出版サービスセンター 平 9／『下総歴史人物

伝』 崙書房出版 平 9／『みちのく燦々』 新人物往来社 平 11／『風わたる』 角川書店 平 11／
『怨霊忠臣蔵』 彩図社 平12／『吉良上野介の覚悟』  文芸社 平13／『怨霊蒙古襲来』 彩図社 平

13／『消されていた東北の歴史』 龍書房 平13／『二十一世紀の女性の生き方』 龍書房 平14／『蒙

古襲来と東北』 龍書房 平14／『市川歴史さんぽ』 エピック 平17／『みちのく燦  々 新訂版』 新
人物往来社 平17／『宮本武蔵の覚悟』 龍書房 平17／『流れ星 : 吉良忠臣蔵秘話 』 龍書房 平18
／『風林火山の女たち』 歴研 平 19／『目で見る市川の 100 年』 郷土出版社 平 20／『戦跡巡礼』 

コールサック社 平21／『Pilgrimages to old battlegrounds』 コールサック社 平22／『京成沿線歴

史散歩』 エピック 平 25／『東北は国のまほろば日高見国の面影』 時事通信出版局 平 25／『やさ

しい日本女性史入門』 歴研 平27／『令和時代に万葉集から学ぶ古代史』 コールサック社 令元／万

葉の語る天平の動乱と仲麻呂の恋 コールサック社 令元 
〔作品〕 － 
 

長友 武子（ながとも・たけこ） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『海外文化を求めて』 博文社 昭44れい 
〔作品〕 － 
 

長野 修平（ながの・しゅうへい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『東京マル発スローライフ』 オレンジページ 平 17／『里山ライフのごちそう帖』 実業之日

本社 平26 
〔作品〕 － 
 

永野 信利（ながの・のぶとし） 

〔雑誌〕「ワシントンのサムライ下田武三大使」『潮』通号92 昭43.2／「アメリカの外交戦略」『月刊自

由民主』通号246 昭51.6／「焦立ち覚える後手 後手に回る外交」『新聞研究』通号311 昭52.6／「乗

り越えた日米欧の思惑」『月刊自由民主』通号283 昭54.8／「日本外交はなぜソ連に弱いのか」『 諸君！』

12 巻 2 号 昭 55.2／「外務官僚高島益郎の外交感覚」『 諸君！』13 巻 4 号 昭 56.4／「外務省の憂鬱」

『中央公論』96 巻 13 号 昭 56.10／「外務大臣研究」『かくしん』通号 143 昭 57.7／「追跡調査 共同

声明と戦争責任の処理」『中央公論』97巻10号 昭57・10／「下田武三プロ野球コミッショナー」『Wil
ｌ』3 巻 9 号 昭 59.9／「大喪・即位外交の研究」『東海大学教養学部紀要』通号 22 平 3／「外交政策

－経済大国として地球的課題に貢献せよ」『日本経済研究センター会報』通号 730 平 7.6.15／「「尖閣諸

島」は日本の領土--見え透いた中・台の主張の欺瞞」『月刊官界』22 巻 12 号 平 8.12／「提言 リマ事件

の教訓 外交官の危機管理」『月刊官界』23巻7号 平9.7／「提言 政府開発援助,再構築のために」『月刊

官界』24 巻 1 号 平 10.1／「論壇 北方領土 2000 年解決への筋道」『月刊官界』24 巻 9 号 平 10.9／
「論壇 21世紀の日中関係 日本流「歴史認識」どこが問題なのか」『月刊官界』25巻2号 平11.2／「吉

田政権・二六一六日」（連載）『月刊官界』28巻11号～30巻6号 平14.11～平16.6 
〔図書〕『外務省研究』 サイマル出版会 昭50／『日本外务省研究』上海译文出版社 昭54／『日本外

交ハンドブック』 サイマル出版会 昭 56／『天皇と鄧小平の握手』 行政問題研究所出版局 昭 58／
『安部晋太郎＝創造的外交をめざして』 行政問題研究所出版局 昭 59／『戦後日本外交の証言』（編）

上・下  行政問題研究所出版局 昭59，昭60／『日本外交のすべて』 行政問題研究所出版局 平元／

『二十世紀の日本外交』 行政問題研究所出版局 平 9／『吉田政権・二六一六日』上・下 行政問題研

究所出版局 平16 
〔作品〕 － 
 

中野渡 信行（なかのわたり・のぶゆき） 

〔雑誌〕「経済心理学の展開」『政経論叢（明大）』26 巻 2 号 昭 32.10／「産業社会のメンバーシップ・

キャラクターの一考察」『政経論叢（明大）』27巻6号 昭34.3／「産業社会のモラール」『政経論叢（明

大）』30 巻 3・4号 昭 36.10.30／「産業社会の人間行動」『政経論叢（明大）』36 巻 3・4 号 昭 43.2／
「東南アジアの華僑」『政経論叢（明大）』51 巻 5・6 号 昭 58.3／「産業組織と人間の行動」『政経論叢

（明大）』37 巻 3・4 号 昭 44.7／「ラテン・アメリカの文化と産業」『政経論叢（明大）』39 巻 3～6 号 

昭47.3～6／「産業行動と適応--3つの産業行動についての考察産業行動と適応」『政経論叢（明大）』43巻

1号～4号 昭50．2／「インドネシアの産業と文化」『政経論叢（明大）』51巻5・6号 昭58.3 
〔図書〕『社会心理学概説』 駿河台研究会 昭 30／『社会行動の心理学』  誠信書房 昭 34／『マス
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コミ近代史』（編） 雄山閣出版 昭44／『社会と人間の行動』 人間の科学社 昭48／『産業社会にお

ける人間の行動』 人間の科学社 昭51／『人間の科学としての社会心理学』（共著） 人間の科学社 昭

和51／『人間理解と心理学』（共著） 人間の科学社 昭52／『産業行動の起点 企業における人間の行

動』（共著）人間の科学社 昭 53／『社会心理学』（編著） 中央経済社 昭 57／『人間理解と心理学』

（共著） 人間の科学社 昭59 
〔作品〕 － 
 

中平 耀（なかひら・よう） 

〔雑誌〕同人誌『罌栗』創刊号～終刊号 昭34～昭41／『洗濯船』創刊号 昭43／『黄衣』創刊号・2号 

昭49／『詩学』29巻5号～31巻6号 昭和49年5月号～昭和51年6月号／『彼方』19号～32号（終

刊号） 昭52～昭60／「ななつの ほし-ロシア民話より」（文）『学研おはなしえほん』15巻5号 昭58
／「マンデリシュタームの詩におけるペテルブルグ像の変遷」『スラヴ文化研究』Vol.3 平15／ 
〔図書〕『詩集 吊るされた鳥』 思潮社 昭36／『戦後詩大系』第3巻 三一書房 昭45／『詩集 時

のなかの橋』 詩学社 昭 48／『樹・異界 中平耀詩集』 神無書房 昭 56／『詩集 花についての十

五篇』 花神社 昭61／「マンデリシュターム詩抄」（訳）『世界の文学・ロシアⅢ』 集英社 平2／『詩

集 滑稽譚』花神社 平4／『詩集 木』 花神社 平9／『マンデリシュターム読本』 群像社 平14 
〔作品〕 － 
 

中村 安喜雄（なかむら・あきお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『学校経営をめぐる論点』（共編）  文教書院 昭49／『教師をめぐる論点』（共著） 文教書院 

昭49 
〔作品〕 － 
 

中村 薫（なかむら・かおる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『農場管理における生産技術』／『加藤完治の世界』 不二出版 昭 59／『学生義勇軍＜農村更

生協会＞ 』（編著） 農村更生協会 昭62／『典拠検索名歌辞典 復刻』（編）東出版 平7／ 『日本の

神聖と先達 伊奘諾（尊）・伊奘冉（尊）の生涯』 近代文芸社 平 8／『大八洲国』 中村薫 平 14／
『日本建国の立役者を大陸(騎馬民族)の天(天神)天孫とするのは誤り 』 新風舎 平 16／『眞の“日本”

の文字（国号）の起源とその歴史』 中村薫 平18／『新名歌辞典』（編） 明治書院 平19 
〔作品〕 － 
 

中村 多恵（なかむら・かずえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『犬のしつけ２６アドバイス』 池田書店 平 18／『犬に言いたいたくさんのこと』 池田書店 

平24／『もっと犬に言いたいたくさんのこと』 池田書店 平25 
〔作品〕 － 
 

中村 和裕（なかむら・かずひろ） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ふじの文化財探訪』（共著） 藤野町教育委員会 平9 
〔作品〕 － 
 

中村 絹子（なかむら・きぬこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『忘れな草 : （番丁小学校の思い出）』和歌山市立番丁小学校東京親睦会 平9／『ほほえみ』（画） 
中村 絹子 平10／『再び蘇った手足よ、ありがとう 』 風詠社 平30 
〔作品〕 － 
 

中村 眞次（なかむら・しんじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『わが人生』 中村眞次 平2 
〔作品〕 － 
 

中村 美香（なかむら・みか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ミセス美香の美的ハウスキーピング すてきな収納・家事Ｌｅｓｓｏｎ』 メディアファクトリ

ー 平24／『ミセス美香の美的ハウスキーピング ２ 物の持ち方＆収納徹底Ｌｅｓｓｏｎ』 メディア

ファクトリー 平 25／『ミセス美香の幸せな美的ハウスのつくり方』 祥伝社 平 26／『ミセス美香の

美的キッチン』 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平27／『ミセス美香の美ハウスレッスン』 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平

27 
〔作品〕 － 
 

中村 恵美（なかむら・めぐみ） 

〔雑誌〕「黒のリフレイン、真ッ白いスピリット」『現代詩手帖』 平19.4／「スターバックスで御釈迦様、

蜘蛛の糸、垂れる」『ユリイカ』 平20.4 
〔図書〕『火よ！』 書肆山田 平14／『十字路』 書肆山田 平17 ／『 La tempesta di mare : recorder 
concertos 』 Musica Humana  平24／『Ring of life』 リーブル出版 平29 
〔作品〕 － 
 

南雲 道雄（なぐも・みちお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『Einige analytische Untersuchungen in linearen, metrischen Ringen』（博士論文)  昭12／『百

姓烈伝』 たいまつ社 昭 52／『大関松三郎の四季』 たいまつ社 昭 53／『三尺高い木の空で』 越

書房 昭 54／『現代文学の底流－日本農民文学入門』 オリジン出版センター 昭 58／『大関松三郎の

四季 『山芋』の少年詩人』 社会思想社 平6／『土の文学への招待』 創森社 平13／『こころのふ

るさと良寛』 平凡社 平17 
〔作品〕 － 
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那崎 圭介  （なざき・けいすけ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『いつも、わたしはドア越しに』 ブイツーソリューション 平17 
〔作品〕 － 
 

成田 禎介（なりた・ていすけ） 

〔雑誌〕「構図の生かし方」『アトリエ』655 昭56.9／「東伊豆スケッチ散歩」『アトリエ』675 昭58.5
／「作品のプロセス取材」『アトリエ』705 昭60／「油彩画３」『アトリエ』／「表紙と特集」『月刊美術』

6月号 平20.6 
〔図書〕『成田禎介展』 フジサンケイアートセンター 昭59／『美術技法百科３』 アトリエ社 昭63
／『成田禎介油絵展』 三越 平6 
〔作品〕 － 
 

成沢 広行（なるさわ・ひろゆき） 

〔雑誌〕「情報化が及ぼした教育・社会の変容」『桜美林論集』通号20 平5／「情報化が及ぼす企業経営

と産業構造の変革」『日本都市情報学会学会誌』5 号 平 5.8.20／「情報技術と組織変革」『桜美林論集』

通号21 平6／「情報化が及ぼす経済・社会の変動」『日本都市情報学会学会誌』通号7 平7.2／「Japanese 
and American Attitudes Toward Risk Taking and Monetary Losses」（共著）『国際学レヴュー』通号8 
平8／「電子商取引のリスクとリターン」『桜美林大学産業研究所年報』通号15・16 平10.3／「インタ

ーネットと電子商取引が創り出す情報文化」『情報文化学会誌』5巻1号 平10.10／「連帯と共生の情報

バリアフリー社会構築に向けて」『桜美林大学産業研究所年報』23号 平17.3／「オープン・ソース・ソ

フトウエアの労働観」『桜美林大学産業研究所年報』24号 平18.3／「コモンズとアーツの特性比較」『桜

美林大学産業研究所年報』25号 平19.3／「効率から感性へのパラダイム変革」『桜美林大学産業研究所

年報』26号 平20.3／「利益から価値へのパラダイム変革」『桜美林大学産業研究所年報』27号 平21.3
／「地域格差是正に関する考察」『桜美林大学産業研究所年報』28号 平22.3／「Webパワーに対抗する

情報統制」『桜美林大学産業研究所年報』29号 平23.3／「災害マネジメントに関する考察」『桜美林大学

産業研究所年報』30号 平24.3／「デジタルインフラが及ぼす変革」『桜美林大学産業研究所年報』31号 

平25.3 
〔図書〕『仕事に役立つマイコン活用法』（共著） 産業能率大学出版部 昭54／『そのまま使えるパソコ

ン経営実用ソフト集』1，2（共著） 中経出版 昭57／『ビジネスマイコン入門基本 １８』（共著） 電

波新聞社 昭57／『だれでもすぐできるパソコン１２０％活用法』（共著） 産業能率大学出版部 昭58
／『パソコン・グラフィックス １００万人のパソコン読本』 電波新聞社 昭58／『コンピュータプロ

グラム教本 入門編』（共著）  高文堂出版社 昭 62／『コンピュータプログラム教本 応用編』 高文

堂出版社 昭63／『情報科学基礎論』  高文堂出版社 平元／『コンピュータ要説』 高文堂出版社 平

2／『社会情報入門』 高文堂出版社 平3／『情報科学入門』（共著） 高文堂出版社 平5／『情報化社

会のひずみ』 高文堂出版社 平 7／『情報の科学と技術』 高文堂出版社 平 11／『比較情報社会論』 

高文堂出版社 平 13／『情報技術の国際革新』 高文堂出版社 平 13／『さがみはら都市みらい研究所 

自主研究報告書 平成２８年度』 相模原市企画財政局企画部企画政策課さがみはら都市みらい研究所 

平29 
〔作品〕 － 
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成瀬 藤治（なるせ・とうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ギャラリー １９８９』 ギャラリーシルバー企画 平1 
〔作品〕 － 
 

成瀬 登茂子（なるせ・としこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ギャラリー １９８９』 ギャラリーシルバー企画 平1 
〔作品〕 － 
 

成瀬 靖子（なるせ・やすこ） 

〔雑誌〕『青芝』 
〔図書〕『新版 俳句歳時記』 雄山閣出版 平 13／『青芝十駕 五十周年記念・合同句集』 青芝俳句

会 平15／『現代俳句精鋭選集Ⅴ』 東京四季出版 平16／『角川俳句大歳時記』夏・冬 角川書店 平

18／『atelier 詩歌評論合同作品集』 星雲社 平19 
〔作品〕 － 
 

難波 香久三（なんば・かくぞう） 

〔雑誌〕『峨嵒坊ノート』 昭62.6／「雪国」その他『峨嵒坊ノート』 平2.7／「足弁慶」その他『峨嵒

坊』 平 3.8／「難波香久三個人展’９３ 第２回作品集」『峨嵒坊』 平 5.9／「福井三郎先生事蹟資料

集成」『峨嵒坊』 平7.10 
〔図書〕『行動美術三十五年の小史』（編） 行動美術協会 昭55／『凍土に生きて』（共著） 昭60 
〔作品〕 － 
 

難波 義捷（なんば・よしかつ） 

〔雑誌〕「金属蒸着膜の電気伝導機構」『日本物理学会年会講演予稿集』21 巻 3 号 昭 41.3／「蒸着中の

金属薄膜の温度上昇」『応用物理』38 巻 5号 昭 44.5／「Bi蒸着膜の成長過程とその断面構造」『応用物

理』40巻6号 昭46／「最近の薄膜作製法」『潤滑』22 巻 3号 昭52.3／「荷電粒子を用いたダイヤモ

ンド状薄膜の形成」『表面科学』5巻4号 昭59／「イオン化蒸着を中心としたダイヤモンド状薄膜」『金

属表面技術』35巻12号 昭59／「イオン化蒸着法によるダイヤモンド及び cBN膜」『精密工学会誌』53
巻10号 昭62.10／「PVDによるダイヤモンド薄膜の合成」『化学工業』39巻8号 昭63.8／「カーボ

ン針状結晶(カーボンナノチューブ)発見の原点を探る」『表面』43巻6号 平17.6 
〔図書〕『ダイヤモンドの合成技術とその応用・例』 応用技術出版 昭 62／『ダイヤモンドの薄膜合成

をめざして』 平5／『橋本駅周辺の再開発の記録』／『橋本駅前再開発の写真集』難波義捷 平19 
〔作品〕『橋本駅周辺の再開発の記録』（DVD)平17／『橋本駅周辺の再開発の記録』（CD-ROM）平19／
『橋本駅周辺の再開発の記録（Ｂ）』（DVD)平 20／「難波研究室のホームページ」 http://www.hi-
ho.ne.jp/ynamba/ 
 

http://www.hi-
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南原 幹雄（なんばら・みきお） 

〔雑誌〕「歴史合せ鏡 ５０」『Forbes』6巻12号 平9.12／「「女絵地獄」『小説現代』12月号 昭48／
「付き馬屋おえん」『小説現代』4月号 昭54／「厠の鶴」『オール読物』6月号 昭56／「油地獄団十郎

殺し」『小説新潮』3 月号 昭 56／「謀将直江兼続」『小説ＮＯＮ』平成 3 年 12 月号～平成 5 年 12 月号 

平3～平5／「娘よ！」『プレジデント』 昭63.７～平7.4／「十人十食 香港で出会った辛タレの上海ガ

ニ」『宝石』 平7.2／「読切時代小説 札差平十郎 決闘小栗坂」『週刊新潮』 平8.3.14／「朝廷に政権

を返上しても幕府崩壊は免れうると確信し,最後の勝負に出る」『プレジデント』36巻1号 平10.1／「歴

史合せ鏡 ６９回」『Forbes』8巻8号 平11.8／「秀忠「凡庸」に潜む冷厳なる「実務家の素顔」」『プレ

ジデント』38巻2号 平12.2／「賢者は歴史に学ぶ（７）」リーダーの決断」『プレジデント』38巻10号 

平 12.6／「徳川四天王」（連載）『歴史読本』45 巻 11 号～48 巻 6 号 通号 726～763 平 12.7～平 15.6
／「賢者は歴史に学ぶ(１３)」『プレジデント』38巻16号 平12.9／「巻頭エッセー 海の百万石」『ラメ

ール』27巻4号 通号155 平14 
〔図書〕『代表作時代小説 ２６（昭和５５年度）』（共著） 東京文芸社 昭 55／『代表作時代小説 第

２８巻（昭和５７年度）』（共著）東京文芸社 昭 57／『美女は麝香の匂い』 立風書房 昭 57／『付き

馬屋おえん』 光風社出版 昭 58／『箱崎別離船』青樹社 昭 58／『代表作時代小説 第２９巻（昭和

５８年度）』（共著） 東京文芸社 昭58／『代表作時代小説 第２５巻（昭和５４年度）普及版』（共著） 

東京文芸社 昭 59／『御三家の犬たち 下黒犬の巻』 新人物往来社 昭 59／『御三家の犬たち 上赤

犬の巻』 新人物往来社 昭59／『首一万両』 講談社 昭56／『吉原乱れ舞』 角川書店 昭60／『か

ながわの史話１００選 下』（共著） 神奈川合同出版社 昭60／『おんな忠臣蔵』 角川書店 昭61／
『いろの罠 大江戸おんな暦』 旺文社 昭61／『代表作時代小説 ３２（昭和６１年度）』（共著） 東

京文芸社 昭61／『商道の覇者』  旺文社 昭62／『源頼朝』 ポプラ社 昭62／『天地燃える』 集

英社 昭60／『太陽を斬る』 PHP研究所 平元／『にっぽん好色英雄伝』 新人物往来社 昭58／『伊

達藩征服』 徳間書店 平元／『残菊燃ゆ』 広済堂出版 平元／『吉原大尽舞』 角川書店 平元／『代

表作時代小説 ３５（平成元年度）』（共著） 東京文芸社 平元／『それぞれの関ケ原』 祥伝社 平 2
／『廓祝言』 徳間書店 平 2／『時代小説の楽しみ ８』（共著） 新潮社 平 2／『薩摩藩乗っ取り』 

青樹社 平3／『無法おんな市場』 徳間書店 平4／『英雄たちの伝説 歴史の見どころ』 悠思社 平

4／『女絵地獄』 徳間書店 平5／『吉原繁昌記』 角川書店 平5／『闇の麝香猫』 角川書店 平5
／『黄菊白菊 江戸の女恋づくし』 角川書店 平6／『抜け荷百万石』 新潮社 平6／『江戸の女坂』 

実業之日本社 平6／『御庭番十七家』 徳間書店 平7／『天下分け目』 徳間書店 平7／『灼熱の要

塞』 集英社 平 7／『時代小説五十人集 下』 新潮社 平 7／『大江戸職人異聞』 勁文社 平 8／
『神々の賭け』 徳間書店 平8／『徳川水滸伝』 富士見書房 平8／『北の黙示録』 青樹社 平8／
『闇の剣士麝香猫』 角川書店 平8／『幕末おんな恋歌』 青樹社 平8／『吉原大黒天 付き馬屋おえ

ん』 新潮社 平8／『新選組探偵方』 ベネッセコーポレーション 平8／『虎之助一代』 新人物往来

社 平8／『鴻池一族の野望』 徳間書店 平8／『百万石太平記』 新潮社 平8／『寛永風雲録』 ベ

ネッセコーポレーション 平8／『首獲り』 青樹社 平8／『美女盗り』 青樹社 平9／『天保悪の華』 

青樹社 平9／『江戸吉凶帳』 新潮社 平9／『闇と影の百年戦争』 徳間書店 平9／『代表作時代小

説 ４３（平成９年度）』（共著） 光風社出版  平9／『見廻組暗殺録』 徳間書店 平10／『暗殺者

の神話』  勁文社 平 10／『謎の団十郎』 徳間書店 平 10／『疾風来り去る』 学陽書房 平 10／
『御三家の犬たち 新装愛蔵版』 新人物往来社 平 10／『芝居茶屋弁之助』 新潮社 平 11／『秘伝

毒の華』 徳間書店 平11／『長州を破った男』 新人物往来社 平11／『天下の旗に叛いて』 学陽書

房 平 11／『菊五郎の女』 実業之日本社 平 11／『乳房千両 付き馬屋おえん』  双葉社 平 11／
『元禄吉原大尽舞』 学陽書房 平11／『江戸おんな坂』 徳間書店 平11／『天下が揺いだ日』 角川

書店 平12／『番町牢屋敷』 小学館 平12／『八郎疾風録』 徳間書店 平12／『城取りの家』 角
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川書店 平12／『修羅の絵師 鳥居清元』 学陽書房 平12／『隠密太平記』 角川書店 平13／『暗

殺剣』 徳間書店 平13／『札差平十郎』 角川書店 平13／『本阿弥一門』（編）上・下 学陽書房 平

14／『暗闇始末 付き馬屋おえん』 角川書店 平14／『江戸おんな時雨』  徳間書店 平14／『情炎

くノ一系図』 学習研究社 平 15／『おんな用心棒』 徳間書店 平 15／『大奥十八景』 学習研究社 

平15／『おんな用心棒異人斬り』 徳間書店 平15／『新選組情婦伝』 学習研究社 平15／『将軍家

の刺客 』 徳間書店 平 15／『新選組烈士伝』（共著） 角川書店 平 15／『情炎くノ一殺法』 学習

研究社 平15／『吉原御法度 付き馬屋おえん』 角川書店 平15／『江戸夢あかり』（共著） 学習研

究社 平15／『吉原水鏡 付き馬屋おえん』 角川書店 平16／『御三家の犬たち』 徳間書店 平16
／『吉原おんな繁昌期』 学習研究社 平 16／『女郎蜘蛛の挑戦 付き馬屋おえん』 角川書店 平 16
／『御三家の黄金』 徳間書店 平 16／『御三家の反逆』 徳間書店 平 16／『名将大谷刑部』 新潮

社 平16／『鉄砲三国志』 角川書店 平16／『いろの罠』 廣済堂出版 平16／『柳橋かよい妻』 ベ

ストセラーズ 平16／『吉原おんな市場』 学習研究社 平16／『散りぬる桜』（共著） 廣済堂出版 平

16／『時代小説 第１巻』（共著） 新潮社 平 16／『江戸の秘恋』（共著） 徳間書店 平 16／『徳川

御三卿』 徳間書店 平 17／『箱崎別れ船』 ワンツーマガジン社 平 17／『残月隠密帳』 徳間書店 

平17／ 『謀将北条早雲』上・下 角川書店 平17／『徳川忍法系図』 ミリオン出版 平17／『信長を

撃いた男』 新潮社 平17／『王城の忍者』 新潮社 平17／『江戸妻お紺』 学習研究社 平17／『銭

五の海』上・下 学陽書房 平 17／『謀将山本勘助』上・下 角川書店 平 18／『おんな三十六景 付

き馬屋おえん』 角川書店 平 18／『謀将直江兼続』上・下 徳間書店 平 18／『謀将石川数正』 新

潮社 平18／『幕府隠密帳』 学習研究社 平19／『徳川四天王』上・下 角川書店 平19／『豪商伝』 

角川書店 平19／『手拭い弁之助』 新人物往来社 平20／『軍師の生きざま』（共著） コスミック出

版 平 20／『天皇家の忍者』 角川書店 平 20／『烈風疾る』 学習研究社 平 20／『天皇家の戦士』 

角川書店 平21／『名将佐竹義宣』 角川書店 平21／『覇者の決まる日』 新潮社 平21／『謀将真

田昌幸』上・下  徳間書店 平 21／『名将山中鹿之助』 角川書店 平 22／『吉原芸者心中』 角川書

店 平23／『江戸おんな八景』祥伝社 平23／『江戸しのび雨』（共著） 学研パブリッシング 平24／
『冬ごもり』（共著） ＫＡＤＯＫＡＷＡ 平 25／『吉原花魁』（共著） 角川書店 平 21／『決闘！関

ケ原』（共著） 実業之日本社 平27／『真田幸村 小説集』（共著） 作品社 平27／『真田幸村 「弱

者」の必勝戦術ここにあり』（共著） プレジデント社 平27／『血闘！新選組』（共著） 実業之日本社 

平28  
〔作品〕「徳川風雲録 御三家の野望」テレビ東京正月12時間ドラマ（原作） 昭61／「寛永風雲録」テ

レビ東京正月12時間ドラマ（原作） 昭62／「付き馬屋おえん―女郎蜘蛛は嗤う―」明治座創業百年記

念公演（原作） 平6.8／「付き馬屋おえん―恋の蛍は闇に散る―」明治座公演（原作） 平7.7 
 

新倉 滋（にいくら・しげる） 

〔雑誌〕「工場」『詩行動』 昭27／「ぼくをきたえるかずかずの試練」『現代詩』（10-6） 昭38 
〔図書〕『詩集 恢復期』 カシックの会 昭36／『詩集 白鳥』 Ｐの会 昭57 
〔作品〕 － 
 

新関 公子（にいぜき･きみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ダリ』（訳） 岩波書店 平4／『クリムト』（訳） 岩波書店 平6／『エルンスト』（訳） 西

村書店 平6／『シュルレアリスムの絵画』（訳） 西村書店 平9／『「漱石の美術愛」推理ノート』 平

凡社 平10／『セザンヌとゾラ』 ブリュッケ 平12／『ゴッホ契約の兄弟』 ブリュッケ 平23／『エ
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ルンスト 新装版』（訳） 西村書店 平24／『根源芸術家良寛』 春秋社 平28／『歌麿の生涯』 展

望社 令元  
〔作品〕 － 
 

新津谷 哲（にいつや・さとる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『手術的侵襲の生体に及ぼす影響並びにその対策』 (博士論文） 昭31／『追想－西別－』 新

津谷 哲 平27 
〔作品〕 － 
 

二川原 良三（にがわら・りょうぞう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『私の爽快テニス』 友月書房 平23／『兄弟姉妹』（共著） 友月書房 平24 
〔作品〕 － 
 

西尾 顕爾（にしお・けんじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『（に）の字記者のスクラップ・ブック 相模原・津久井の四半世紀』 相模原市書店協同組合 平

4／『星が丘の星は何の星』（文） アゴラさがみはら出版 平 11／『戦車は止まった』（文） アゴラさ

がみはら出版 平14 
〔作品〕 － 
 

西岡 昌紀（にしおか・まさのり） 

〔雑誌〕「戦後世界史最大のタブー。ナチ「ガス室」はなかった。」『マルコポーロ』 平7.2／「検証！『マ

ルコポーロ』廃刊事件 「ガス室はなかった」記事執筆の真意」『創』 平7.4／「生誕１００周年 偉大

なるロシア人指揮者ムラヴィンスキー来日秘話」『新潮４５』22巻6号 通号254 平15.6／「原爆の第

一標的は京都だった」『Wｉｌｌ』通号13 平18.1／「「原発ゼロ」でいいのか！ 放射能の真実 ここが

変だよホルミシス論争」『マンスリーウイル臨増』 平 24.11／「スターリンのドイツ侵攻電撃作戦 歴史

発掘」『Wｉｌｌ』102号 平25.6／「週刊誌、TV 小保方叩きの異常」『Wｉｌｌ』114号 平26.6 
〔図書〕『アウシュウィッツ 「ガス室」の真実』 日新報道 平 9／『ムラヴィンスキー』 リベルタ出

版 平15／『放射線を医学する』 リベルタ出版 平26／『『桜』２０１７』 文芸社 平29 
〔作品〕 － 
 

西川 史子（にしかわ・あやこ） 

〔雑誌〕「女医でＥｎｊｏｙ！ココロとカラダの快適クリニック」（連載）『ターザン』 平 12.4～平 15.1
／「「仕事ができる人」のビジネス・スタイル」『ＴＨＥ２１臨増』 平 15.7.1／「史子先生の美男革命」

（連載）『ＴＨＥ２１』 平15.8～平16.12／「愛人系医師・西川史子の恋愛医学典範」（連載）『サーカス』 

平 16.8～平 17.5／「徹底解説 後期高齢者医療制度「６つのウソ」」『週刊朝日』 平 20.5.16／「結婚当

初はなんでも口にしていたけれど 夫のためにあえてしゃべらずにいてあげる」『婦人公論』97 巻 23 号 
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通号1360 平24.11.7 
〔図書〕『LOVE&SEX～西川史子のちょっとＨなカウンセリング～』学研 平 18／『年収４０００万に

こだわる理由（わけ）』小学館 平 19／『メス化する男たちオス化する女たち』（共著） 扶桑社 平 21
／ 『西川史子のだれにも教えたくない美容クリニックガイド』（監修） 主婦の友社 平23／『女盛りは、

賞味期限が切れてから』 マガジンハウス 平25 
〔作品〕 － 
 

西川 武男（にしかわ・たけお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『緑煙集』 上田荘 昭8／『故山春秋』 相模野社 昭62 
〔作品〕 － 
 

西川 智登（にしかわ・とものり） 

〔雑誌〕「情報モデルと情報の期待値」『産業能率短期大学紀要』通号7 昭45.9／「オートマトンによる

工程編成の最適化について」『産業能率短期大学紀要』通号8 昭46.9／「ミニコンピュータはどこへいく

か」『計装』14巻11号 昭46.11／「経済コストとシステム信頼性の新しい見方」『計装』15巻1号 昭

47.1／「ベイジアンアプローチによる発注係数の決定について」『東京都立工科短期大学研究報告』通号1 
昭48.3／「The Characteristics of Biased Estimators Applied to the Adaptive ＧＭＤＨ」『International 
Journal of mathematical and Computer Modelling』Vol.17 №1 平5／「Nonliner Phenomena in Self-
organizing Model」『International Journal of Compu.& Math. With Appl.』Vol.33 №3 平9／「複雑系

としての経営システムにおける質的特性の定量化に関する研究」『日本経営システム学会誌』14巻2号 平

10.2／「ISO 9000と品質管理」『日中企業管理シンポジウム報告論文集』14号 平10.9／「情報ネット

ワーク技術の進歩による経営システムの情報化の変遷」『日本経営システム学会誌』17巻1号 平12.9／
「Effectiveness of System Identification for Complex Systems by the Fuzzy Adaptive ＧＭＤＨ」『The 
review of int’nal Associ.for FUZZY ECONOMY,REVIEW』Vol.Ⅶ №2 平 14／「The analysis by 
catastrophe of consciousness degeneration in state of organization activities」『Journal of Logistics & 
Informatics』Vol.2 №2 平17／「Analysis of profits on operation period by nonlinear break-even point 
analysis」『Journal of Logistics & Informatics』Vol.2 №2 平19 
〔図書〕『システム工学』（共著） コロナ社 昭52／『産業用ロボットの基礎知識』 産業能率大学 昭

58／『数学Ⅱ』 産業能率大学 昭 58／『生産システムと最新自動化技術』 日本工業新聞社 昭 61／
『マトリックス演算によるシステム設計』 オーム社 昭62／『経営のためのシステム工学』（共著） 朝

倉書店 平2／『２１世紀の経営システム』（共著） 平13／『情報技術革新と経営学』（共著） 中央経

済社 平16  
〔作品〕 － 
 

錦織 英夫（にしこり・ひでお） 

〔雑誌〕「農業における危険分散」『科学農業』4巻3号 昭24.3／「東北地方の農業経営 農業経営の地

域性（２）」『農業昭和』24号 昭27.10／「三本木原営農支場に於ける営農研究」「三本木原営農支場の沿

革と概況」『東北農業試験場研究報告』通号2 昭28.3／「国土開発と東北水田草作農業」『国土開発』2巻

11号 昭28.11／「経営研究は如何にすべきか」『農業技術』9巻1号 昭29.1／「水稲の増収機構解析に

関する研究」『農業』通号857 昭30.3／「農業進歩の条件」『農業協同組合』3巻10号 昭32.10／「機
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械化と畜産」『農林統計調査』9巻7号 昭34.7／「パプア・ニューギニアにおける農・畜産関係の試験研

究について」『拓植学研究』通号3・4 昭46.3 
〔図書〕『米の收穫量に及ぼす氣候の影響に就て』 出版社不明／積雪地方に於ける農業経営改善の要諦 

出版社不明／『わが内地稲作経営の地域性』 出版社不明／『農への思慕』 日本大学農獣医学部 出版

年不明／『膠済沿線雑感 汽車の窓より』 研究ノート4 出版年不明／『島の農業形態』 刀江書院 昭

8／『郷土科学パンフレツト 第4輯』 刀江書院 昭8／『山西農業と自然』（執筆） 北京大学農学院中

国農村経済研究所 昭 16／『東北農業研究』 農林省農事試驗場三本木原榮農支場 昭 24／『畑作改良

講座』（共編） 朝倉書店 昭 34／『農業経営講座』1～4（共著） 朝倉書店 昭 36～昭 38／『畑地農

業の地域性』 農林協会 昭36／『集団的生産組織構成の変動と構成員のライフサイクルとの関連に関す

る研究(中間報告書)』 出版社不明 昭52／『農のこころ』 日本イリゲーションクラブ 昭59 
〔作品〕 － 
 

西田 一也（にしだ・かずや） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『春の小川の淡水魚 その生息場と保全』第３章 学報社 平21 
〔作品〕 － 
 

仁科 理（にしな・おさむ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『詩集異話』 昭和書院 昭62 
〔作品〕 － 
 

西村 繁男（にしむら・しげお） 

〔雑誌〕「６つの国からわたしの絵です」（編）『月刊たくさんのふしぎ』109号 平6 
〔図書〕『ハンノキのくり舟』（画） 新日本出版社 昭51／『おふろやさん』 福音館書店 昭52／『に

ちよういち』 童心社 昭54／『やこうれっしゃ』 福音館書店 昭55／『子守唄クラブ』（画） 岩崎

書店 昭54／『きつねのフラときつねずし』（画） 草土文化 昭56／『そんなことって、ある？』（画） 

サンリード 昭56／『おひさまときたかぜ』（画） 童心社 昭57／『むらの英雄』（画)ペンギン社 昭

58／『なきむしようちえん』（画） 童心社 昭58／『北のいねのものがたり』（画） 新日本出版社 昭

58／『農業のはなし』（画） ポプラ社 昭 54／『ゴンの山父たいじ』（画） 草土文化 昭 59／『絵で

見る日本の歴史』 福音館書店 昭60／『まき貝のうた』（画） 福音館書店 昭60／『親鸞白い道』（共

著） 旺文社 昭62／『ありのえんそく』（画） 童心社 昭63／『ぼくらの地図旅行』（画） 福音館書

店 平元／『粉がつくった世界』（画） 福音館書店 平 4／『おとうさんといっしょに』（画） 福音館

書店 平5／『さらばわが青春の少年ジャンプ』 飛鳥新社 平6／『絵で見る広島の原爆』 福音館書店 

平7／『みんなであそぼう』（画） 福音館書店 平7／『おとうさんといっしょに 特製版』（画） 福音

館書店 平7／『ぶらぶらばあさん』（画） 小学館 平8／『もうすぐおしょうがつ 特製版』（画） 福

音館書店 平9／『はらっぱ』（画） 童心社 平9／『漫画王国の崩壊』 ぶんか社 平10／『１０才の

とき』（画） 福音館書店 平 10／『絵で読む広島の原爆英語版』（画） 福音館書店 平 10／『がたご

とがたごと』（画） 童心社 平11／『ぶらぶらばあさんやまからうみへ』（画） 小学館 平11／『ピチ

クルピチクル』 童心社 平13／『きのぼりとかげへおくりもの』（画） 朔北社 平13／『だんだんや

まのそりすべり』（画） 福音館書店 平 14／『雪むかえの村』（画） アリス館 平 16／『トゲトゲぼ
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うや』（画） 金の星社 平 16／『外国語絵本（朝鮮語）－７８』（画） 平 16／『絵で見る日本の歴史 

英語版』 チャールズ・イー・タトル出版 平 17／『きよぼうきょうはいいてんき』（画） 福音館書店 

平17／『チータカ・スーイ』 福音館書店 平18／『おでんさむらい こぶまきのまき』（画） くもん

出版 平18／『みんなのきもち』（画） 学習研究社 平18／『おばけでんしゃ』（画） 童心社 平19
／『もうひとつの日本の歴史』（画） 解放出版社 平19／『はなさかじい』（画） 童心社 平20／『お

でんさむらい ちくわのまき』（画）くもん出版  平20／『おでんさむらい しらたきのまき』（画）く

もん出版 平20／『むしむしでんしゃ』（画） 童心社 平21／『ありがとうしょうぼうじどうしゃ』（画） 

ひかりのくに 平21／『もうすぐおしょうがつ』 福音館書店 平22／『だがしかし』（画） 文渓堂 平

22／『じごくのラーメンや』（画） 教育画劇 平22／『おでんさむらい ひやしおでんのまき』（画） く

もん出版 平 22／『うつぼざる』（画） 講談社 平 23／『ようちえんがばけますよ』（画） くもん出

版 平 24／『びんぼうがみじゃ』（画） 教育画劇 平 24／『おーなみこなみざぶん！』（画） 佼成出

版社 平24／『あいうえおのえほん』（画） 童心社 平24／『むらの英雄』（画） 瑞雲舎 平25／『タ

コのたこきちくん』（画） 小学館 平26／『せいだイモのはなし』（画） 「せいだイモの話を伝える会」

絵本制作委員会 平27／『おばけもこわがるおばけ』（画） 童心社 平27／『あからん』 福音館書店 

平29／『バスていよいしょ』（画） 童心社 平29／『あやしい妖怪はかせ』（画） アリス館 平29／
『とろとっと』（画） くもん出版 平30／たたたんたたたん (絵本・こどものひろば 童心社 令元) 
〔作品〕 － 
 

西村 醇子（にしむら・じゅんこ） 

〔雑誌〕「翻訳 翻訳する価値のある本を」『日本児童文学』41巻7号 平7.7／「指輪からはじまる物語

①ダイアナ・ウィン・ジョーンズ」『季刊ぱろる』2号 平7.12／「指輪からはじまる物語③ドラゴンのい

る風景」『季刊ぱろる』4号 平8.7／「リテレール」No.17 平8／「書評 ピーターハント『児童文学批

評の展開』」『白百合児童文化』通号 9 平 10.11／「翻訳 子どもを視野に入れた本作りを」『日本児童文

学』46巻3号 通号527 平12.6／「宮崎博和の絵本を考える 自分をみつめるワニくん」『白百合児童

文化』通号11 平13.6／「書評 『ダイアナ・ウィン・ジョーンズのファンタジーランド観光ガイド』」『白

百合児童文化』通号14 平17.3／「物語は時空を超えて ダイアナ・ウィン・ジョーンズ論」『文学』7巻

4号 平18／「『夏・みじかくて長い旅』と『かぼちゃ畑の女王さま』にみるカボチャの役割」『白百合児

童文化』通号16 平19.3／「アンソニー・ブラウン--子どもの不安と絵画表現」『絵本bookend』 平21
／「『ウィロビー・チェイスのオオカミ』の読み方」『白百合女子大学児童文化研究センター研究論文集』

通号12 平21.3／「私の一冊 『岩波少年少女文学全集全30巻』」『開花宣言』2号 平22.3／「書評 David 
Selwyn, Jane Austen and Children London」『ジェイン・オースティン研究』6号 平24 
〔図書〕『イギリス青少年サービスの展開 １８３０―１９７０』（訳） 日本図書館協会 平 3／『ひと

りぼっちの不時着』（訳） くもん出版 平 6／『魔法使いハウルと火の悪魔』（訳） 徳間書店 平 9／
『アブダラと空飛ぶ絨毯』（訳） 徳間書店 平9／『家族さがしの夏』（訳） 国土社 平10／『オック

スフォード世界児童文学百科』（共訳） 原書房 平11／『アメリカの少女たち』（共著） 白百合女子大

学児童文化研究センター 平11／『英米児童文学ガイド』（共著） 研究社 平13／『英米児童文学の宇

宙』（共著） ミネルヴァ書房 平 14／『歴史との対話』（共著） 近代文芸社 平 14／『英米児童文学

の黄金時代』（共著） ミネルヴァ書房 平 17／『世界児童文学百科―現代編』（共著） 原書房 平 17
／『絵本をひらく―現代絵本の研究』（共著） 人文書院 平 18／『子どもの本と〈食〉』（共編著） 玉

川大学出版局 平19／『アンドルー・ラング世界童話集』1～12巻（監修） 東京創元社 平20～平21
／『ハウルの動く城』1，2（訳） 徳間書店 平25   
〔作品〕 － 
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西村 輝昭（にしむら・てるあき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『四季』 そうぶん社出版 平13 
〔作品〕 － 
 

西村 典子（にしむら・のりこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『投書のすすめ』 文芸社 平 10／『投書欄にみる女性の生きざま“投書夫人”の軌跡』 金子

印刷 平13 
〔作品〕 － 
 

西村 ヒサ子（にしむら・ひさこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『心からの詞』 西村雄治 平15 
〔作品〕 － 
 

西山 健太郎（にしやま・けんたろう） 

〔雑誌〕「子どもの読書と「さし絵」の役割 小学校中学年」『学校図書館』通号 196 昭42.2 
〔図書〕『現代子ども図書館』1～20（共編） 学習研究社 昭49／『一年生の作文指導』 小学館 昭54
／『こんなときどうする二年生』 あすなろ書房 昭 56／『一年生の話し方』 あすなろ書房 昭 57／
『町田の子』40，41，42，45，46号（共著） 町田市公立小学校教育研究会国語部 昭61～平4／『ゆ

かいな川柳５・７・５』 あかね書房 昭63／『小学生の詩の指導』（執筆） 学習研究社 平5 
〔作品〕 － 
 

蜷川 譲（にながわ・ゆずる） 

〔雑誌〕「ラァマァンシャンテ(魅せられたる魂)の世界 １２」『ロマン・ロラン研究』通号1，2 昭26.11，
昭27.1／「晩年のロマン・ロラン ルネ・アルコス「ロマン・ロラン」中心に」『ロマン・ロラン研究』通

号3 昭27.3／「フランシス・ジュールダンのロマン・ロランの思い出」（訳）『ロマン・ロラン研究』通

号 4 昭 27.6／「日本・ロマン・ロラン研究史のために １，２」『ロマン・ロラン研究』通号 5，6 昭

27.8，10／「ジヤン・クリストフ論」『ロマン・ロラン研究』通号7 昭27.12／「ロマン・ロランの革命

連作劇」『ロマン・ロラン研究』通号10 昭28.6／「ロマン・ロランとレフ・トルストイ 「トルストイ

の生涯」を中心に」『ロマン・ロラン研究』通号11 昭28.8／「「魅せられた魂」の作者と読者」『ロマン・

ロラン研究』通号13 昭28.12／「ピェールとリュース論」『ロマン・ロラン研究』通号14 昭29.2／「戯

曲「リリユリ」の現代的諷刺性」『ロマン・ロラン研究』通号15 昭29.4／「ロマン・ロランとジャン・

ジァオレス」『ロマン・ロラン研究』通号16 昭29.6／「ロマン・ロランとアンドレ・ジイド」『ロマン・

ロラン研究』通号17 昭29.8／「ロマン・ロランと歌劇「コラ・ブルニヨン」（訳）『ロマン・ロラン研究』

通号18 昭29.10／」「ロマン・ロランの「愛」について」『ロマン・ロラン研究』通号18 昭29.10／「偉

人伝と「ジヤン・クリストフ」」『ロマン・ロラン研究』通号20 昭30.2／「アンデルセンとデンマークの

青春」『婦人公論』40 巻 4 号 通号 456 昭 30.4／「北欧におけるロマン・ロラン」『ロマン・ロラン研



－283－ 
 

究』通号22 昭30.6／「ヨーロツパの旅より ３」『ロマン・ロラン研究』通号25 昭31.1／「コラ・ブ

ルニヨンは生きている」『ロマン・ロラン研究』通号28 昭31.7／「大山郁夫 祖国と亡命地での二重の

抵抗」『現代の眼』22巻1号 昭56.1／「「1930年代」とロマン・ロラン」『日本福祉大学研究紀要』通号

67 昭61.3 
〔図書〕『ロマン・ロラン 生涯と芸術』（共著） 社会思想研究会出版部 昭 33／『フランス文学散歩』 

社会思想社 昭 34『ロマン・ロラン 真実に生きた人』 岩崎書店 昭 34／『ジャン・クリストフの見

える丘』 三笠書房 昭34／『ロシア文学の旅』 社会思想社 昭36／『スペインの戦慄=ゴヤ . 描かれ

た人生=レンブラント . ミケランジェロの生涯 . 光琳と乾山 』 角川書店 昭36／『パリ文学地図』 角

川書店 昭40／『海外留学あなたの番』 二見書房 昭42／『世界旅行あなたの番』 二見書房 昭42
／『ロマン・ロラン 人生の夢想と行動』 合同出版社 昭 42／『ヨーロッパ留学生』 三省堂 昭 44
／『ベートーヴェンの生涯』（訳） 旺文社 昭 44／『ミケランジェロの生涯』（訳） 旺文社 昭 47／
『評価とおくれをとりもどす指導の技術』 日本標準 昭52／『世界旅行時刻表 日本‐ヨーロッパ列車

ダイヤ』 二見書房 昭 50／『トルストイの生涯』 旺文社 昭 50／『文学のディスクール』 藤森書

店 昭54／『赤い大陸二万キロ』 二見書房 昭36／『愛すること・生きること』（訳編） 社会思想社 

昭59／『優しいパリ パリの日本人』 創樹社 平2／『パリに死す 評伝椎名其二』 藤原書店 平8
／『敗戦直後の祝祭日 回想の松尾隆』 藤原書店 平10／『パリの宿 日仏文化交流史試論』 麗澤大

学出版会 平14／『パリかくし味』 海鳴社 平22／『ロマン・ロラン讃歌』（編著） こぶし書房 平

25／愛すること・生きること ロマン・ロランの言葉 社会思想社 昭59  
〔作品〕 － 
 

布川 美津子（ぬのかわ・みつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『砂金貮捨五周年記念歌集』 砂金短歌会 昭57 
〔作品〕 － 
 

沼間 由美子（ぬま・ゆみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『あみぐるみ天使の詩』（あみぐるみ作品）p.21，p.29，p.44 健学社 平19 
〔作品〕 － 
 

根本 橘夫（ねもと・きつお） 

〔雑誌〕「対人認知に及ぼすSelf-Esteemの影響 (Ⅰ） （Ⅱ）」『実験社会心理学研究』12巻2号，13巻1
号 昭48／「対人認知に及ぼすSelf-Esteemの影響（Ⅲ）」『千葉大学教育学部研究紀要』通号23第1部 

昭49.12／「モデルとしての父親」『児童心理』30巻10号 昭51.10／「漢字の読みと書きの誤答の分析」

『国民教育』通号32 昭52.5／「「考えること」を促進する自己強化」『児童心理』32巻2号 昭53.2／
「思考能力を伸ばす」『教育と医学』26 巻 7 号 昭 53.7／「 「学級集団作り」の教育心理学的研究(序)」
『日本教育心理学会総会発表論文集』20 号 昭 53.8.10／「自己評価と相互評価」『現代教育科学』24 巻

3号 昭56.3／「「学級集団づくり」の心理学的研究」『心理科学』4巻2号 昭56.3.30／「集団主義教育

の教育心理学的研究」『日本教育学会大會研究発表要項』40号 昭56.8.28／「学級における生活指導の心

理学的研究の現状と問題」『千葉大学教育学部研究紀要』30 号第 1 部 昭 56.12／「学級集団の独自性と

学級集団研究の問題点」『心理科学』5巻 2 号 昭 57.3.30／「学級集団の構造と学級雰囲気およびモラー
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ルとの関係」『教育心理学研究』31 巻 3 号 昭 58.9／「友だち関係を深める教師の役割」『児童心理』39
巻5号 昭60.5／「学級集団心理学から個性・個別性について考える」『心理科学』10巻1号 昭61.9.30
／「学級集団の独自性からみた学級集団の規範、構造および風土」『心理科学』11 巻 1 号 昭 62.9.30／
「学級における子どもと教師の相互作用に関する実証的研究の概観」『千葉大学教育学部研究紀要』36 号

第 1 部 昭 63.2／「学級集団における社会心理学的風土の多次元的研究」『千葉大学教育学部研究紀要』

第37巻 平1／「集団の発達過程に関する心理学的研究」『千葉大学教育学部研究紀要』37号第1部 平

元.2／「男性教師と女性教師の男児・女児に対する働きかけの比率の違い」『教育心理学研究』38 巻 1 号 

平2.3／「予備校生と大学生における時間不安」『カウンセリング研究』23巻1号 平2.3／「友だちの中

で感受性を育てる」『児童心理』44巻11号 平2.9／「学級集団過程の規定要因と学級集団の発達段階に

関する試論」『心理科学』13巻1号 平3.6.15／「個が生きる集団活動」『児童心理』45巻9号 平3.7／
「「十人十色」の子ども理解」『児童心理』48 巻 6 号 平 6.4／「やる気が育つ学級集団」『児童心理』49
巻 3 号 平 7.2／「門に立つ子ら １，２，３」『東京家政学院大学紀要』通号 35，36，44 平 7.7.31，
平8.7.31，平16.8.31／「劣等感をバネにする生き方」『児童心理』51巻7号 平9.5／「教師の指導の課

題は何か」『児童心理』51 巻 19 号 平 9.12／「心理発達と身体との関係という視点からの心理学諸理論

の概観」『東京家政学院大学紀要』通号 39 平 11／「やる気を生み出す人間関係づくり」『児童心理』54
巻 4 号 通号 729 平 12.3／「なぜ人は心配するのか」『児童心理』54 巻 17 号 通号 742 平 12.12／
「大学生の食についての態度と知識」『東京家政学院大学紀要』通号 42 平 14／「「よさ」に気づくと子

どもは変わる」『児童心理』57巻4号 通号783 平15.3／「叱ることと人間形成」『児童心理』58巻14
号 通号812 平16.10／「子どもが成長する友だちづきあい」『児童心理』60巻7号 通号841 平18.5
／「感情の心理学」『児童心理』61巻14号 通号866 平19／「「くじけること」の心理学」『児童心理』

63巻5号 通号893 平21.14／「「人を好きな子」はどう育つか」『児童心理』63巻10号 通号898 平

21.7／「自分を大切にできない子の生まれる背景」『児童心理』66巻11号 通号953 平24.8 
〔図書〕『教師と教職志望者のための教育心理学』（編著） 福村出版 昭54／『教育心理学』（編著） 福

村出版 昭 58／『心配性の心理学』 講談社 平 8／『人と接するのがつらい 人間関係の自我心理学』 

文藝春秋 平11／『なぜ自分はこんな性格なのか』 ＰＨＰ研究所 平14／『「満たされない心」の心理

学』 洋泉社 平 15／『傷つくのがこわい』 文藝春秋 平 17／『なぜ自信が持てないのか』 ＰＨＰ

研究所 平19／『「いい人に見られたい」症候群』 文藝春秋 平21／『気持ちが軽くなるストレス・コ

ントロールの技術』 ＰＨＰ研究所 平 21／『「つらい人間関係」がぐっと楽になるヒント』 ＰＨＰ研

究所 平 22／『「自分には価値がない」の心理学』 朝日新聞出版 平 28／『「人前に出るのが怖い」を

治す本』 秀和システム 平28／『「気にしい」のもやもやが消える方法』 ＷＡＶＥ出版 平30 
〔作品〕 － 
 

乃木 りか（のぎ・りか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ラブ・ユー・フォーエバー』（訳） 岩崎書店 平11／『子どもを幸せにする１０１の方法』（訳） 

岩崎書店 平13／『子どもに愛をつたえる１０１の方法』（訳） 岩崎書店 平13／『すてきなママにな

る１０１の方法』（訳） 岩崎書店 平 13／『キャリア・ダウンのすすめ』（共著） ポプラ社 平 14／
『相手の心を読む方法』（共訳） ＰＨＰ研究所 平15／『おしっこでるよ』（訳） ＰＨＰ研究所 平16
／『おやすみ前にお話のプレゼント』（訳） ＰＨＰ研究所 平16／『世界一周おはなしの旅』（訳） Ｐ

ＨＰ研究所 平17／「みき」（共著）  夢工房 平21 
〔作品〕 － 
 

野口 英次（のぐち・えいじ） 
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〔雑誌〕「市民の広場として」『新聞研究』通号230 昭45.9 
〔図書〕『私的所有を巡る世のあり方についての評論』 日本図書刊行会 平 11／『意識の独自性につい

ての考察』 弘報印刷自費出版センター 平24／『抑留日本兵を管理した「日本新聞」にみる同盟社会主

義の見分』 平 26／『故郷、近代女性像の作家 加藤武雄の文学について』 野口英次 平 29／『加藤

武雄短篇選集』（編） 野口英次 平30  
〔作品〕 － 
 

野口 孝重（のぐち・こうじゅう） 

〔雑誌〕「波形新分析機」『機械學會誌』27 巻 91 号 大 13／「有機調合飮食料及香料の高周波熟成 続

報，１２，１３」（共著）『名古屋産業科学研究所研究報告』通号2，12，13 昭25.7，昭35.12，昭36.12
／「有機物調合飲食料及香料の高周波電気熟成」（共著）4，9～13 昭26.10，昭31.12～昭36.12／「「有

機調合品に対する高周波電気の熟成効果 １～３」（共著）『名城大学理工学部研究報告』通号 7，8，10 
昭41.6，昭42.5，昭44.8 
〔図書〕『新興基礎電気工学講座』第11巻（共著） オーム社 昭11／『電気化学並に電気滲透』（共著） 

オーム社 昭 13／『アルミニウム・マグネシウム』 電氣化學協會 昭 14／『材料問題展望』 電氣學

會 昭15 
〔作品〕 － 
 

野口 靖夫（のぐち・やすお） 

〔雑誌〕「知的生産のためのファイリング学入門」『ハーパーコム』平 2.7～平 3.12／「入門情報整理術」

『ほんとうの時代』15 号～18 号 平 4.1～5／「情報損失の危機！」「月刊ＩＭ」32 巻 10 号～34 巻 4号 

平 5.10～平 7.4／「仕事に差がつく プロの情報整理術」『ＴＨＥ２１』 平 7.10／「ちょっとだけ面白

い?"奇奇"管理学」（連載）『月刊ＩＭ』38巻3号～39巻2号 通号338～349 平11.3～平12.2／「野口

式情報管理の技術」『経営者』53巻11号 通号634 平11.11／「「情報」という言葉と遊ぶ」『学士会会

報』通号831 平13.4 
〔図書〕『新しい電子の眼―ＣＣＤ』 読売新聞社 昭 60／『オフィス情報対象別整理法』 産業労働調

査所 昭 62／『パーソナル・ファイリングの方法』 日本実業出版社 昭 62／『仕事の技術』 日本実

業出版社 昭 62／『書く技術・表現する方法』 日本実業出版社 昭 63／『情報価値を倍増させる超メ

モ術』 ＰＨＰ研究所 昭 63／『人間関係の技術』 日本実業出版社 昭 63／『自己啓発の技術』 日

本実業出版社 昭63／『ファイリングと書類整理の上手なやり方』 日本実業出版社 平元／『情報・書

類の整理術』 ＰＨＰ研究所 平元／『課長は自分の顔を持て』 日本実業出版社 平 2／『人を使う人

のリーダーシップ入門』 日本実業出版社 平 3／『ファイリングの進め方』 日本経済新聞社 平 3／
『ファイリングの技術』 日本実業出版社 平 3／『１分間で自分を出しきる自己紹介の方法』 日本実

業出版社 平4／『１０年１０００冊の読書法』 日本実業出版社 平5／『超スクラップ術』 ＰＨＰ研

究所 平5／『文書の危機管理と災害対策』 日本実業出版社 平7／『人間関係の技術』 日本実業出版

社 平7／『ファイリングがわかる事典』 日本実業出版社 平7／『考える技術』 創元社 平9／『生

き残れる管理者の条件』 清話会出版 平 10／『図解ファイリングの方法』 日本実業出版社 平 10／
『超メモ術』 ＰＨＰ研究所 平 11／『できる上司のポイントチェック！』 日本実業出版社 平 13／
『論理的に考える技術』 創元社 平15／『リーダーのための目標の立て方・達成のしかた』 日本実業

出版社 平15／『「晩学」のすすめ』 創元社 平17 
〔作品〕 － 
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野沢 正光（のざわ・まさみつ） 

〔雑誌〕「阿品土谷病院の１０年」『クリーンエネルギー』6巻5号 平9.5／「あかね会阿品土谷病院＋老

人保健施設「シェスタ」」『Re : Building maintenance & management』19巻1号 平9.9／「環境面で

建築家がやれることはまだまだある」『１０＋１』28号 平14／良好な外部空間をコモンズとしてつくり

だす 屋内気候とまち内気候の調和」『水の文化』21号 平17.11／「太陽の恵みを活かした暮らし」『ＣＥ

Ｌ』79 号 平 19.1／「技術と歴史(１０)サステイナブル・デザインを遡る」『１０＋１』48 号 平 19／
「環境技術が生み出すデザインの可能性」『建築とまちづくり』357 号 平 19.8／「奇跡の住宅「浦邸」」

『住宅建築』396 号 平 20.4／「園田高弘邸を読み解く」『住宅建築』409 号 平 21.5／「自然とともに

省エネで暮らす」（連載）『New energy』165号～172号 平21.7～平23.4／「トレッドソン別邸を見る」

『住宅建築』415号 平21.11／「オーエムソーラーシステムの展開」『環境研究』156号 平22.3／「手

を入れながら使い続けるのがサスティナブル建築では」『建築技術』725 号 平 22.6／「エネルギー生産

の手段を問う」『建築雑誌』127 巻 1635 号 平 24.8.20／「この国ならではの木造学校建築」『建築技術』

772号 平26.5  
〔図書〕『環境と共生する建築』（編著） 建築資料研究社 平 5／『居住のための建築を考える』（共著） 

建築資料研究社 平 6／『団地再生のすすめ』（編）マルモ出版 平 14／『住宅は骨と皮とマシンからで

きている』 ＯＭ出版 平14／『地球と生きる家』 インデックス・コミュニケーションズ 平17／『パ

ッシブハウスはゼロエネルギー住宅』 農山漁村文化協会 平21 
〔作品〕 － 
 

野島 茂（のじま・しげる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『朝の会話 詩集』 花神社 昭58／『坂の美学 : 詩集』 砂子屋書房 平2 
〔作品〕 － 
 

野島 廣司（のじま・ひろし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ノジマウェイ』 ノジマ総務企画グループ 平 19／『失敗のすすめ 「教える」だけでは人も

企業も育たない』 ダイヤモンド・フリードマン社 平23  
〔作品〕 － 
 

野頭 梅吉（のず・うめきち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『もしもこの子が歩けたら』 昭58 
〔作品〕 － 
 

野村 重存（のむら・しげあり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『はじめての風景スケッチ』 旬報社 平14／『三原色で描く風景スケッチ』 旬報社 平16／
『小旅行で楽しむ風景スケッチ』 日本放送出版協会 平 18／『野村重存の風景ぬり絵 BOOK』 日本
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文芸社 平 18／『今日から描けるはじめての水彩画』 日本文芸社 平 18／『野村重存の風景スケッチ 

ヨーロッパの田舎を描く』 日本放送出版協会 平 20／『野村重存の花と植物の描き方』 日本文芸社 

平20／『野村重存のそのまま描(か)けるえんぴつ画練習帳』 日本文芸社 平21／『日帰りで楽しむ風景

スケッチ』 日本放送出版協会 平 22／『野村重存「水彩スケッチ」の教科書』 実業之日本社 平 22
／『水彩で描く手のひらサイズの風景画』 日本文芸社 平 23／『いつでもどこでもポケットスケッチ』 

NHK出版 平23／『野村重存のはがきスケッチ』 主婦の友社 平23／『DVDでよくわかる三原色で

描く水彩画』  実業之日本社 平 24／『野村重存の写真から描きおこす水彩画テクニック』 学研パブ

リッシング 平 24／『風景を描くコツと裏ワザ』 青春出版社 平 24／『野村重存「なぞり描き」スケ

ッチ練習帳』 実業之日本社 平 25／『風景スケッチモチーフ作例事典』 大泉書店 平 25／『野村重

存の一本描きスケッチ』 NHK 出版 平 25／『野村重存ゼロからのデッサン教室』  日貿出版社 平

25／『鉛筆スケッチモチーフ作例事典』 大泉書店 平26／『水彩画「下書き」の裏ワザ』 青春出版社 

平26.8.30／『鉛筆スケッチ : モチーフ作例事典』大泉書店 平26／『シャープペンではじめる！大人の

スケッチ入門』滋慶出版 平27／『大人のための塗り絵ＢＯＯＫ』（共画） 日本文芸社 平28／『今日

から描けるはじめての水彩画 増補改訂』 日本文芸社 平29／『１２色からはじめる水彩画混色の基本』 

大泉書店 平 29／『野村重存 絶対に受けたい水彩画講座』 日貿出版社 平 29／『絵がうまくなる色

鉛筆のすごい！ぬり絵』 青春出版社 平30／『水彩画で巡る日本の名勝４７』 大泉書店 平30／『野

村重存による絵を描くための風景の写真集』 マール社 令元 
〔作品〕「日帰りで楽しむ風景スケッチ」v.1 基礎編，v.2 実践編，v.3 応用編（ＤＶＤ） NHKエンター

プライズ 平 18／「色鉛筆で楽しむ日帰り風景スケッチ ｖｏｌ．２／実践編１」（DVD) 平 19／「色

鉛筆で楽しむ日帰り風景スケッチ ｖｏｌ．３／実践編２」（DVD） 平19「水彩で描くにっぽん絶景ス

ケッチ紀行」基礎編 応用編 実践編（ＤＶＤ） NHKエンタープライズ 平21／ 
 

野村 まさえ（のむら・まさえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『雛あられ 野村まさえ遺句集』 野村政廣 平8 
〔作品〕 － 
 

野村 益世（のむら・ますよ） 

〔雑誌〕「分離抽出したDubin-Johnson症候群の肝色素・ヒト肝リポフスチン・メラニンの比較」『肝臓』

7巻3号 昭41.7 
〔図書〕『肝臓疾患とアンモニア代謝特にその障害因子の検討』 （博士論文） 昭 35／『漱石の大出血

はアスピリンが原因か―作家たちの消化器病』 愛育社 平20 
〔作品〕 － 
 

野呂 政治（のろ・まさじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『従軍日記』 野呂政治 昭58／『津久井郡文化財 石像編』（共著） 新津久井地域広域市町村

圏計画推進協議会 昭58／『津久井郡文化財 史跡・埋蔵編』（共著） 昭59／『郷土さがみこ 廿三夜

講、塔調査編』（共編） 相模湖町教育委員会 昭59／『郷土さがみこ 名木調査編』（共編） 相模湖町

教育委員会 昭61／『郷土さがみこ 史跡編』（共編） 相模湖町教育委員会 昭61／『相模湖町の歴史』

（編著） 野呂政治 昭61／『郷土さがみこ 屋号調査編』（共著） 相模湖町教育委員会 平5 
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〔作品〕 － 
 

ノンナ（のんな） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『キョロちゃんとあおむしくん』 文芸社 平19 
〔作品〕 － 

 

バー ゆきこ（ばー・ゆきこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『こころのくだもの』 文芸社 平20 
〔作品〕 － 
 

芳賀 登（はが・のぼる） 

〔雑誌〕「日本文化史学の課題」『史潮』108 号 昭 46.6／「雪国の東北」『風俗』55 号 昭 60.12／「東

京の下町の文化」『都市問題研究』40 巻 1 号 昭 63.3／「平田学研究序説」『東京家政学院大学紀要』32
号 平4.7／『江戸東京文化論』 教育出版センター 平5／『日本生活文化史序論』 つくばね舎 平6
／『江戸歌文派の成立と展開』 教育出版センター 平6／『近世国学の大成者本居宣長』 清水書院 昭

59／『江戸情報文化史研究』 皓星社 平 8／『民衆と歴史の視点』 雄山閣出版 平 8／『近代水戸学

研究史』 教育出版センター 平 8／『柳田國男と平田篤胤』 皓星社 平 9／『芳賀登著作選集』全 8
巻・別巻 雄山閣 平11～平16／「沖縄文化史の課題」『風俗史学』13号 平12.10／『日本道徳教育叢

書』1～8巻 日本図書センター 平13／『幕末志士の世界』 雄山閣 平15／『士魂の人渡辺崋山探訪』 

つくばね舎 平 16／『江戸の助け合い』 つくばね舎 平 16／『わが学問の原点と現状』 雄山閣 平

16 
〔作品〕 － 
〔図書〕『幕末国学の展開』 塙書房 昭38／『西郷隆盛』 雄山閣 昭43／『蛮社の獄』 秀英社 昭

45／『明治維新の精神構造』  雄山閣 昭46／『葬儀の歴史』 雄山閣出版 昭45／『日本思想大系 ５

１』（校注） 岩波書店 昭46／『地方史の思想』 日本放送出版協会 昭47／『本居宣長』 清水書院 

昭47／『百姓一揆』 潮出版社 昭48／『民衆史の創造』 日本放送出版協会 昭49／『明治国家と民

衆』 雄山閣 昭 49／『批判近代日本史学思想史』 柏書房 昭 49／『変革期における国学』 三一書

房 昭50／『郷土資料の活用』（共著） 柏書房 昭50／『民衆史観』 第三文明社 昭51／『維新を求

めて』 毎日新聞社 昭51／『江戸時代図誌 ９』 筑摩書房 昭51／『宿場町』 柳原書店 昭52／
『サムライの知恵・現代の知性』 山手書房 昭 52／『江戸時代図誌 ７』 筑摩書房 昭 52／『江戸

時代図誌 １０』（編） 筑摩書房 昭52／『東山の風土と歴史』 山川出版社 昭53／『豪農古橋家の

研究』 雄山閣出版 昭 54／『東海の風土と歴史』 山川出版社 昭 54／『大江戸の成立』 吉川弘文

館 昭55／『幕末国学の研究』 教育出版センター 昭55／『町人文化百科論集 第２巻』（編） 柏書

房 昭56／『町人文化百科論集 第３巻』（編）柏書房 昭56 ／『幕末志士の生活』 雄山閣出版 昭

40／『日本の農本主義』 教育出版センター 昭57／『江戸語の成立』 開拓社 昭57／『天下の町人』

（共著） 講談社 昭 58／『ビジネスに活かす江戸の知恵』 教育出版センター 昭 59／『近世国学の

大成者・本居宣長』 清水書院 昭59／『『夜明け前』の実像と虚像』  教育出版センター 昭59／『世

直しの思想』 雄山閣出版 昭 59／『民衆概念の歴史的変遷』 雄山閣出版 昭 59／『近世知識人社会
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の研究』 教育出版センター 昭60／ 『日韓文化交流史の研究』 雄山閣出版 昭61／『国家概念の歴

史的変遷』1～3 雄山閣出版 昭 62／『良妻賢母論』  雄山閣出版 平 2／『江戸っ子の生活』 雄山

閣出版 平 2／『成人式と通過儀礼』 雄山閣出版 平 3／『日本文化論』 教育出版センター 平 3／
『山の民の民俗と文化』（編） 雄山閣出版 平3／『日本風俗史学序説』 つくばね舎 平5／『葬儀の

歴史 増訂版』 雄山閣出版 平3／『偽官軍と明治維新政権』 教育出版センター 平4／『大東京の思

想』 雄山閣出版 平4／『比較文化論』 教育出版センター 平4／『世界歴史大事典』1～21（編） 教

育出版センター 平 3～平 7／『豪農古橋暉皃の生涯』 雄山閣出版 平 5／『肥後和男歴史学を考える』

（編監修） 教育出版センター 平5／『芳賀登著作選集』全8巻・別巻 雄山閣 平11～16 
〔作品〕 － 
 

萩乃 美月（はぎの・みづき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『薬子伝』 平27／『栄光のかけら』 ブックウェイ 平29 
〔作品〕 － 
 

萩原 昌好（はぎわら・まさよし） 

〔雑誌〕「西行の世界―『花』と『月』と死」『国文学』32巻6号 昭42.5／「西行の和歌と仏教」『言語

と文芸』10巻2号 昭43.3／「宮沢賢治の世界--その文学的契機と『春と修羅』序詩の意味するもの」『埼

玉大学紀要教育学部人文・社会科学』22 昭 48／「国語教材に見られる宮沢賢治の作品について-1-その

表現と主題」『埼玉大学紀要教育学部人文・社会科学』通号 28 昭 54／「奇人・哀人・温人―“境涯句”

私論」『言語と文芸』通号90 昭55.9／「修羅と宇宙―宮沢賢治の作品に見られる宇宙観」『埼玉大学紀要

教育学部人文・社会科学』通号30 昭56／「西行はなぜ出家しなければならなかったのか」『國文學』26
巻8号 昭56.6／「賢治作品研究への一視点」上『埼玉大学紀要教育学部人文・社会科学』32巻2号 昭

58／「賢治の絵」『芸術新潮』34巻3号 昭58.3／「『よだかの星』私見」『国文学』49巻13号 昭59.11
／「セロ弾きのゴーシュ―この未完成の完成」『国文学』51巻12号 昭61.12／「青春の原点からの一報

告」『国文学』53巻2号 昭63.2／「教育者賢治」『國文學』34巻14号 平元.12／「『よだかの星』」『國

文學』34 巻 14 号 平元.12／「野の師父 賢治―宮沢賢治の農業後継者たち」『農業統計調査』40 巻 12
号 平 2.12／「『夜だかの星』論」『国文学』58 巻 9 号 平 5.9／「埼玉県と宮沢賢治」『今日の学校図書

館』通号30 平8／「書簡体テキスト群としての賢治書館―“一対一”コミュニケーションの諸相」『國文

學』41巻7号 平8.6／「遥かなる旅--宮沢賢治のサハリン旅行」『埼玉大学紀要教育学部人文・社会科学』

46巻1-5号 平9／「外山映次先生の人と業績」『埼玉大学紀要教育学部人文・社会科学』48巻1-2号 平

11／「西行と雪月花--西行の自然観」『国文学』65巻3号 平12.3／「童話『銀河鉄道の夜』を読む--ふり

かへるジョバンニ」『国文学』66巻8号 平13.8／「児童文学の課題」『埼玉大学国語教育論叢』5 平14
／「『宗谷挽歌』考」『国文学』68 巻 9 号 平 15.9／「『水仙月の四日』私論―やどり木の表象するもの」

『国文学」71巻9号 平18.9／「『春と修羅』を読む--その構成と主題について」『国文学』74巻6号 平

21.6／「西行の和歌と求道」『十文字国文』16 平 22.3／「西行の仏教的世界」『国文学』76 巻 3 号 平

23.3／「西行の思想形成の場」『西行学』3 平24.8 
〔図書〕『少年少女のための日本名詩選集 １・６・１１』（編） あすなろ書房 昭61／『まんがで学習

おぼえておきたい短歌１００』（編著） あかね書房 昭62／『まんがで学習「奥の細道」を歩く』（編著） 

あかね書房 平元／『絵で見るたのしい古典』１～８ 学習研究社 平2／『江戸の笑い』（編） 講談社 

平4／『宮沢賢治「修羅」への旅』 朝文社 平6／『まんがで学習ゆかいな川柳五・七・五』 あかね書

房 平 12／『宮沢賢治｢銀河鉄道｣への旅』 河出書房新社 平 12／『これからの国語教育を考えるため
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に』 サンウェイ出版 平21／『日本語を味わう名詩入門 １～２０』（編） あすなろ書房 平23～平

26／『萩原朔太郎室生犀星』 (編） あすなろ書房 平24／『まど・みちお』 あすなろ書房 平25／
『石垣りん』 (編） あすなろ書房 平25／『谷川俊太郎』(編）あすなろ書房 平25／『西行の思想形

成の場』 平27／『童謡えほん』（編） あすなろ書房 平26／『はじめての万葉集』上・下（編） あ

すなろ書房 令元 
〔作品〕 － 
 

萩原 隆一（はぎわら・りゅういち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『朝会講話・小学校編 ひとくち話』 平16 
〔作品〕 － 
 

朴 慶南（ぱく・きょんなむ） 

〔雑誌〕「まんだらクワルテット」（連載）『エコノミスト』70 巻 38 号～71 巻 6 号 平 4～平 5／「追悼 
岡本文弥さん 98歳の謝罪」『世界』通号633 平9.4／「生きること、諦めないことを伝える「本」」『教

育評論』通号668 平14.12／「風のきもち あれこれ日記」『教育評論』通号672～707 平15.4～平18.3
／「街道をゆく １９７１～７２年 韓のくに紀行--枠を越え、壁を崩した"沙也可"に思う」『別冊太陽』通

号130 平16.8 
〔図書〕『クミヨ（ゆめよ） キョンナムさんと語る』 未来社 平2／『いつか会える』 毎日新聞社 平

7／『私の好きな松本さん』 三五館 平7／『命さえ忘れなきゃ』 岩波書店 平9／『ポッカリ月が出

ましたら』 三五館 平4／『なんとかなるよ、大丈夫』 小学館 平10／『詩画集 クレドサラヤジ そ

れでも生きていかなくちゃ』（著） 北水 平12／『私以上でもなく、私以下でもない私』 岩波書店 平

15／『サラムとサラン』 岩波書店 平20／『やさしさという強さ』  毎日新聞社 平25／『私たちは

幸せになるために生まれてきた』 光文社 平 26／『あなたが希望です』 新日本出版社 平 27／やさ

しさという強さ 毎日新聞社 平25 
〔作品〕 － 
 

伯野 元彦（はくの・もとひこ） 

〔雑誌〕「構造の面からの安全性についての諸問題」『土木学会誌』54 巻 8 号 昭 44.8／「構造工学にお

ける不規則現象とその評価」『土木学会誌』55巻9号 昭45.9／「岐阜県中部地震 1969年9月9日によ

る被害調査報告」『東京大学地震研究所彙報』48巻68号 昭45.11／「ペルー地震の被害」『土木学会誌』

56巻4号 昭46.4／「地震の防災対策について」『土と基礎』21巻6号 昭48.6／「地震と力学」『土木

学会誌』60巻9号 昭50.8／「土質工学者への招待状」『土木学会誌』63巻10号 昭53.9／「線状構造

物の地震時破壊確率〔英文〕」『東京大学地震研究所彙報』52 巻 3・4 号 昭 53／「ライフラインと地震」

『安全工学』18巻5号 昭54.10／「1978年島根県中部地震の被害調査報告」『東京大学地震研究所彙報』

54巻1号 昭54／「土木構造物」『建築雑誌』98巻1207号 昭58.5／「直下型地震とその対策」『土と

基礎』33巻3号 昭60.3.25／「地震防災・被害復旧の目標と課題」『土木学会誌』71巻4号 昭61.4／
「地震工学入門」『農業土木学会誌』55巻11号 昭62.11／「粒状体の運動 数値シミュレーション」『地

學雜誌』98巻6号 平1.12／「土石流・土砂くずれ・液状化・噴火とシミュレーション」『シミュレーシ

ョン』9巻2号 平2.6.15／「あいさつ」『自然災害科学』9巻2号 平2.8.31／「建物および土砂崩壊の

シミュレーション分析」『オペレーションズ・リサーチ』38巻1号 平5.1.1／「予知と防災」『学術月報』
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47巻12号 平6.12／「土木構造物にみる地震の被害とその対応策」『セメント・コンクリート』通号606 
平 9.8／「阪神・淡路大震災直前の家屋のゆがみについて」『地震ジャーナル』通号 25 平 10.6／「レポ

ート イラン・ガエン地震」『地震ジャーナル』通号25 平10.6／「五年目を迎える秋季入学制度」『大学

時報』47巻261号 平10.7／「地震工学から見た鳥取県西部地震の被害」『地震ジャーナル』通号31 平

13.6／「工学から見た地震の予知・予測」『地震ジャーナル』通号37 平16.6／「地震対策の基本は人命

である」『地域安全学会梗概集』15号 平16.11／「新潟県中越地震の災害(緊急報告)」『地震ジャーナル』

通号38 平16.12／「耐震補強詐欺」『地域安全学会梗概集』17号 平17.11／「最近の地震被害の特徴」

『地学雑誌』115 巻 4 号 通号 1007 平 18／「構造物の地震被害の特徴と対策」『モノレール』110 号 

平18／「姉歯元建築士の功罪」『日本地震工学会論文集』7巻4号 平19／「地震工学と私」『自然災害科

学』25巻4号 平19 
〔図書〕『土木解析法２』（共著） 技報堂 昭 50／『Study report of damage done by the １９８７ 
earthquakes in Ecuador』（共著） 昭63／『被害から学ぶ地震工学』（共著） 鹿島出版会 平4／『自

然災害と防災』（共編） 日本学術振興会 平7／『破壊のシミュレーション』 森北出版 平9／『日本

の自然災害』（監修） 日本専門図書出版 平22 
〔作品〕 － 
 

土師 雅子（はじ・まさこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『椎の実 土師雅子作品集』 土師雅子作曲  平元／『変奏で楽しむ童謡曲集』 河合楽器製作所

出版事業部 平7 
〔作品〕 － 
 

橋村 くみ子（はしむら・くみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ほどほどさまのほどほどまつり まみばあちゃんが語る昔話』 文芸社 平 28／『ナルばあち

ゃん』 平30 
〔作品〕 － 
 

橋本 守男（はしもと・もりお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『橋本守男 画集 水彩編』 橋本守男 平30／『橋本守男 画集 油彩編』 橋本守男 平30 
〔作品〕 － 
 

はしもと れいこ（はしもと・れいこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ゆきがふったよ』 アリス館 昭 57／『おばあちゃんのてじな』（共著） ポプラ社 昭 58／
『いっしょうけんめい物語 おとくいはバイバーイ』（共著） 国土社 平6 
〔作品〕 － 
 

長谷川 昭彦（はせがわ・あきひこ） 
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〔雑誌〕「社会生活における合目的性」『三重大学学芸学部教育研究所研究紀要』通号9 昭28.2／「近代

社会における合理性の二つの面」『三重大学学芸学部教育研究所研究紀要』通号14 昭30.4／「志摩国府

の隠居制」『社会学評論』9巻4号 昭34／「京都府下農村の都市への依存関係」『京都府立大学学術報告』

通号13 昭36.9／「社会的空間の中心と周辺」『ソシオロジ』11巻1・2号 昭39.9／「嫁の長期里帰り

慣行の社会的意義」『京都府立大學學術報告』17号 昭40.9.30／「志摩半島における村落生活の変動」『明

治大学農学部研究報告』通号24 昭44.2／「農村社会の空間構造」『明治大学社会科学研究所紀要』通号

7 昭44.3／「農村社会の封鎖性の問題(視点)」『ソシオロジ 』15巻1号 昭44.7／「農村における自動

車普及の影響」『明治大学農学部研究報告』通号25 昭45.3／「農村家族の類型」『ソシオロジ』17巻1・
2 号 昭 46.10／「近郊農村における農業と農村生活の構造的変化」『明治大学農学部研究報告』通号 45 
昭54.1／「相互扶助慣行と農村自治」『村落社会研究』17号 昭56／「アメリカにおける農業の展開と農

村整備の問題」『農村計画学会誌』4巻 4号 昭 61.3.30／「国際化と農村計画の課題」『農村計画学会誌』

5巻4号 昭62.3.30／「地域農業の振興と地域の活性化」『明治大学社会科学研究所紀要』26巻2号 昭

63.3／「土地利用体系の変化と農村計画の方向性」『明治大学社会科学研究所紀要』28巻1号 平元.10／
「夫婦関係の地域差」『明治大学農学部研究報告』通号 93 平 4.3／「隠居分居慣行と農村地域活性化」

『Sociologica』21巻1号 平8.12／「近代化のなかの村落(Rural Community in Modernization of Japan)」
『明治大学農学部研究報告』通号 113 平 9.9／「農村の定住性の回復に向けて」『村落社会研究』4 巻 2
号 平 10.3／「農村集落機能の重層構造」『地域政策』8 巻 1 号 平 10.4／「農村コミュニティの現状」

『建築雑誌』115 巻 1461 号 平 12.10／「フィールドノート 20 世紀後半農村の生活状態の変化」『村落

社会研究』8巻2号 通号16 平14.3 
〔図書〕『むらの家族』（共著） ミネルヴァ書房 昭48／『農村社会の構造と変動』 ミネルヴァ書房 昭

49／『地域の社会学』 日本経済評論社 昭62／「過疎化の進行と対策」『現代農学論集』 日本経済評

論社 昭 63／「日本の農村社会の変化と展望」『国際化と日本農業』 日本経済評論社 平 2／『農村の

家族と地域社会』 御茶の水書房 平5／『過疎地域の景観と集団』（共著） 日本経済評論社 平8／『近

代化のなかの村落』 日本経済評論社 平9／『農村ふるさとの再生』（共著） 日本経済評論社 平16 
〔作品〕 － 
 

長谷川 孝（はせがわ・たかし） 

〔雑誌〕「親業に関心寄せる日本の土壌」『月刊教育の森』5 巻 3 号 昭 55.3／｢管理された教師が管理に

走る｣『月刊教育の森』6巻2号 昭56.2／ ｢｢内申書｣判決と学校の暴力(日本の潮)｣『世界』通号440 昭

57. 7／｢"浮浪者襲撃"事件の衝撃(日本の潮)｣『世界』通号 449 昭 58.4／「「体罰事件」の教師たち」『世

界』通号450 昭58.5／「教師の暴力は権力の暴力だ」『思想の科学』通号41 昭58. 12 ／「"まなび"を
起点とした発想を」『教育評論』通号449 昭59.11／「民衆の学びの運動を労働組合の教育問題への取組

みに望む」『月刊総評』通号 324 昭 59.12／ 「自由民権ルネッサンスを」『月刊自治研』28 巻 7 号 昭

61.7／「統一労組懇事務局長に聞く」『労働運動』通号281 平元.3／「自治のなかの学校教育と権利の主

人公」『教育評論』通号 531 平 3.8／「子どもとの関係の質が教師を育てる」『教育評論』通号 579 平

7.8／「現代社会と子どもの「いじめ」」『軍縮問題資料』通号 188 平 8.7／「神戸市・小学生連続殺傷事

件をめぐって考える」『月刊状況と主体』通号260 平9.8／「新聞をつくる子は自分をもつくる」『月刊状

況と主体』通号261 平9.9／「言論の自由がある教室で育つ思考・表現力」『月刊状況と主体』通号263 
平9.11／「<自己性中心>を大事にすることが子どもを救う」『月刊状況と主体』通号265 平10.1／「今

日の諸問題 変わるべき学校・変わらない学校」『月刊状況と主体』通号269 平10.5／「今日の諸問題 子
どもが「変わった」という大人の眼を変える」『月刊状況と主体』通号277 平11.1／「子どもを受け止め

られない大人の問題」『月刊状況と主体』通号280 平11.4／「今日の諸問題 東京・音羽の幼女殺人事件」

『月刊状況と主体』通号288 平11.12／「学校改革にむけて問われる生活・地域で自治の再生」『月刊状
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況と主体』通号 289 平 12.1／「教育基本法改定で何が改悪されようとしているか」『社会主義』503 号 

平16.9／「個人の尊厳を基本とした教育は仏教思想に適う」『全面教育学研究会年報０５』 平18.3／「「与

えられた教育を受け取る」学習を地域で変えよう」『子どもと教科書全国ネット２１NEWS』№53 平19
／「市民社会と学ぶ権利の社会は未成熟だった」『全面教育学研究会年報０６』 平19.3／「「モンスター・

ペアレント」という発想を生む学校の妖怪性」『教育と文化』50冬号 平20／「上から与え施す教育・学

校文化の変革を」『全面教育学研究会年報０７』 平 20.3／「生存権としての学ぶ権利を保障する教育づ

くり」『福祉労働』通号 126 平 22／『自治体実務サポート 総務・人事 地方公共団体におけるオープン

データの取組(3)横浜市の事例から』 『自治実務セミナー』 640号 平27／『マイナンバー制度におけ

る情報連携の現状について』 『住民行政の窓』 462号 平30 
〔図書〕『学校からの自立』（編著）  三一書房 昭59／『わたしたちの教育基本法』 大揚社 昭60／
『子どもって不思議』 ウイ書房 昭60／『新聞をつくろう』（共著） さ・え・ら書房 昭62 ／『娑

婆の教育極楽の教育』（共著） 鈴木出版 平4／『自分らしさを許さない体制－オウムと学校教育に見る

戦後社会（講演録）』私家版 平8／『お金のしつけが子を育てる』 河出書房新社 平11／『学校改革研

究委員会報告書 つながり、つなぐ学校へ』（共著） 教育総研 平 12／『教育基本法の「見直し」に反

論する』（共著） かもがわ出版 平14／『「心のノート」を読み解く』（共著） かもがわ出版 平15／
『学びの論理と文化研究委員会中間報告書 あしたの学びを考える』（共著） 教育総研 平 15／『＜国

家たる国家＞のための教育基本法改悪』（共著） フォーラム平和・人権・環境 平 15／『学びの論理と

文化研究委員会報告書 学びと教えの分裂をどう超えるか』（共著） 教育研究 平 16／『＜まなび＞と

＜教え＞』（編著） 現代書館 平18／『伝統・文化のタネあかし』（共著） アドバンテージサーバー 平

20 ／『「日本の伝統・文化」理解教育研究委員会報告書』 （共著） 国民教育文化総合研究所 平21 
〔作品〕 － 
 

長谷川 理子（はせがわ・りこ） 

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

波多野 勝彦（はたの・かつひこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『対馬紀行』第1集，第2集 在京対馬青年有志会 昭32，昭36／『病気は自ら治す防ぐ』 新

生出版 平19／『すべての病気は自分で防げる』 マガジンランド 平22 
〔作品〕「海の詩」（映画） 昭48／「雪の詩」（映画） 昭51／「栃の葉国体の記録」（映画）／「大島航

路」（映画）／「対馬藩にみる鎖国時代の国際交流」（映画） 平7 
 

波多野 繁夫（はたの・しげお） 

〔雑誌〕「浜っ子の修学旅行」『お元気ですか』（広報上越別刷） 平16.11.15／「恩師は越後の六牙の白象」

『お元気ですか』（広報上越別刷） 平 17.7.15／「大漁旗暖簾の店で」『お元気ですか』（広報上越別刷） 

平18.7.20／「図書館に咲く白い３輪の蓮華」『お元気ですか』（広報上越別刷） 平19.10.22／「心頭滅却

し、やり過ごした猛暑の夏」『ふるさと上越ネットワーク会報』 平19.12 
〔図書〕「腕時計を質に入れて夕食を御馳走」『恩師藤田英夫先生自伝 海猫凜と』 平10／「微笑みの国

タイへの長い道程（出発迄の奮戦記）」『ゴールデンシャワーの国へ 直高三二会還暦記念タイ旅行感想文
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集』 平12 
〔作品〕 － 
 

初瀬 武美（はつせ・たけみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『写真集 鳥海 鳥海山麓／由利の四季』（撮影） 初瀬武美 平 4／『写真集 グリーンウエー

ブさがみはら’９２』 初瀬武美 平5／『写真集ダリア 秋田 雄和国際ダリア園』（撮影） 初瀬武美 

平8／『鳥海〔カレンダー〕 本海番楽の里 １９９９』（撮影）  秋田県鳥海町本海獅子舞伝承者懇話会 

平11／ 『写真集 鳥海山麓獅子舞・番楽』（撮影） 初瀬武美 平15／『写真集 ダリアの園』 初瀬武

美 平22 
〔作品〕 － 
 

服部 漁舟（はっとり・ぎょしゅう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕 － 
〔作品〕『神奈川新聞県央・相模原・津久井版』に水墨画130作掲載 
 

はっとり ゆきこ（はっとり・ゆきこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『つむじ曲がりの羊 ゆきこのおはなし』（作） 服部加津子 平11 
〔作品〕 － 
 

花井 睦（はない・むつみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『父が残した戦場日記 ニューギニアから故郷』 高知新聞総合印刷 平27 
〔作品〕 － 
 

花輪 如一（はなわ・なおと） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『コックリさんは呪いのはじまり』 ポプラ社 平3／『ラジオの教科書』 データハウス 平20
／『マンション建設の教科書』 データ・ハウス 平20／『ディズニー愛』 データハウス 平21／『ジ

ャニーズ愛』 データハウス 平 21／『この芸能人ブログがすごい』 データハウス 平 22／『もし江

姫がツイッターをはじめたら』 データハウス 平23／『よけいもん 古代幻史小説』 栄光出版社 平

30／『詐話師平賀源内（祥伝社文庫）』 祥伝社 令元 
〔作品〕 － 
 

羽根田 正明（はねだ・まさあき） 

〔雑誌〕 － 
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〔図書〕『日本の環状列石』 大陸書房 昭51／『多摩の古道と伝説』 有峯書店 昭52 
〔作品〕 － 
 

土生 依子（はぶ・よりこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 良夜』 青芝俳句会 平12／『青芝十駕 五十周年記念合同句集』 青芝俳句会 平15 
〔作品〕 － 
 

浜 洋（はま・ひろし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『幻のレムリア大陸』（訳） 大陸書房 昭42／『幻のレムリア大陸』（訳） 大陸書房 昭43／
『インカ黄金帝国』（訳） 大陸書房 昭４２『非合理の世界』 大陸書房 昭 45／『この超人をみよ』

（訳） 大陸書房 昭45／『謎の日本列島』 ＫＫベストブックス社 昭50／『ネッシーは生きている』 

集英社 昭50／『世界の黄金』 集英社 昭50／『謎の巨人族』（訳） 大陸書房 昭51／『エル・ドラ

ード』（訳） 大陸書房 昭51／『レムリア大陸』（訳） 大陸書房 昭52／『死海文書の謎』（訳） 大

陸書房 昭53／『日本の２０不思議』 大陸書房 昭60／『世界の２０不思議』 大陸書房 昭60／『世

界の謎と怪奇』 大陸書房 昭60／『日本史２０の謎』 大陸書房 昭61 
〔作品〕 － 
 

濱田 源治郎（はまだ・げんじろう） 

〔雑誌〕「破産会計の一試論」（共著）『自由と正義』19巻8号 昭43.8／「墓をめぐる諸問題」『自由と正

義』40巻2号 平元.2 
〔図書〕『会社運営をめぐる紛争解決』 東栄堂 昭45／『倒産・整理の知識』 東栄堂 昭46／『有限

会社設立の法律実務』 東栄堂 昭 49／『会社設立の実務 ３訂版』 同文館 昭 50／『裁判宗教法』 

酒井書店 昭 53／『倒産処理の実務』（共著） 酒井書店 昭 52／『会社運営の実務』（共著） 同文館 

昭54／『会社設立増資合併の実務』（共著） 同文館出版 昭52／『新・倒産処理の実務』（共著） 酒井

書店 平2／『識者の言』 近代文芸社 平7／『カミとホトケ』 デジプロ 平22 
〔作品〕 － 
 

浜田 駒子（はまだ・こまこ） 

〔雑誌〕「夫婦」『真世界』 昭58～／「美しい関係の創造」『社会教育』 昭59／「グループ・ワークに

おける学生の人格的発達についての研究」1・2『学生相談研究』8号・9号 昭62，昭63／「はじめて出

会い、はじめての心理劇で育ったもの」『関係学研究』15 号 昭 62／「自己の内在的世界の展開」『関係

学研究』17号 平元／「身体的症状消失のプロセス」『東海大学紀要』通号22 平4／「女性がかがやく

時」『Two way』通号138 平9.8／「心理劇における変化記録シート作成の試み」『心理劇』4巻1号 平

11.12／「心理劇とはなにか」『家庭科教育』75巻6号 平13.6／「老人ホームにおける心理劇活動導入の

試み」『関係学研究』32巻1号 平16／「日本の伝統文化「箸の持ち方」」『家庭フォーラム』通号15 平

18 
〔図書〕『愛のきびしさと深さと』上・中・下（共著） 帝人 昭53／『好ましい親子関係』（共著） シ

ナップス教育センター出版局 昭54／『子どもの心・親の心』（共著） 全日本家庭教育研究会 昭55／
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『親と子の悩みに答える 教育相談事例集』1・2（共著） 全日本家庭教育研究会 昭56／『父と母と子

の美しい関係の創造』 展転社 昭 59／『いい子ってどんな子』（共著） 展転社 平元／『カウンセリ

ング辞典』（共著） 誠信書房 平2／『自分を変える心理劇』 旬報社 平9／『パパの子育てデビュー』

（共著） 瑞雲舎 平10／『家庭科における心理劇の実践』 家政教育社 平13 
〔作品〕 － 
 

浜田 信雄（はまだ・のぶお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『世界の秘宝 : 探検大作戦』  (共著） 集英社 昭52 
〔作品〕 － 
 

浜田 三雄（はまだ・みつお） 

〔雑誌〕「今日の家庭教育の見直し」『新世界』 昭57～60／「幼児の図形反応におけるパターン認識」『国

学院大学幼児教育専門学校研究紀要』第3輯 平元／「自立とふれあいの考え方」『さがみはら教育』№94 
平元／「２～４歳児の漢字パターン認識」『国学院大学幼児教育専門学校研究紀要』第6輯 平4／「文書

による教育相談の分析」『国学院大学幼児教育専門学校紀要』第10輯 平8／「今、親に求められる個性」

『日本教材文化研究財団研究紀要』27 号 平 9／「新幼稚園教育要領の改革点」『日本教材文化研究財団

研究紀要』28号 平10／「主体的に生きる子を育てる」『日本教材文化研究財団研究紀要』35号 平17 
〔図書〕『愛のきびしさと深さと』（共著） 帝人 昭 53／『好ましい親子関係』（共著） シナップス教

育センター出版局 昭54／『子どもの心・親の心』（共著） 全日本家庭教育研究会 昭55／『親と子の

知恵あそび』全12冊 サンリオ 昭58／『続 親と子の知恵あそび』全8冊 サンリオ 昭59／『海老

名市の家庭教育』海老名市教育委員会 昭 60／『幼児の美術教育』（全国学校図書館推選図書）高文堂出

版社 昭 62／『小学生の道徳 ひろい心』全 6 巻 全日本家庭教育研究会 昭 63／『幼児の認識絵本』

全 3 巻（監修） サンリオ 昭 63／『いい子ってどんな子』（共著） 展転社 平元／『保母養成講座』

10巻（監修，共著） 保母養成振興会 平2／『くもんのことば絵じてん』（編集協力） くもん出版 平

5／『よい親への子育てガイド』 海老名市教育委員会 平 7／『パパの子育てデビュー』（共著） 瑞雲

舎 平10 
〔作品〕 － 
 

浜谷 喜美子（はまたに･きみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『人生を変えた内部告発』（訳） 三一書房 昭 61／『食卓を脅かす食品照射』（訳） 三一書房 

昭63／『自閉症児』（訳） 三一書房 平2／『シャドウの恐怖』（訳） ジャプラン出版 平3／『母乳

の政治経済学』（訳） 技術と人間 平3／『ネルソン・マンデラ闘いはわが人生』（訳） 三一書房 平4
／『ゆりかごが堕ちる時』（訳） 技術と人間 平4／『ホームレス』（訳） 三一書房 平5／『エイズ・

ディザースター』（訳） 三一書房 平6／『アメリカ銃社会の恐怖』（訳） 三一書房 平7／『緑の革命

とその暴力』（訳） 日本経済評論社 平9 
〔作品〕 － 
 

濱野 健治（はまの・けんじ） 



－297－ 
 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『のっぺらぼう』 学芸通信社 平10 
〔作品〕 － 
 

浜野 寿雄（はまの・ひさお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『津久井郡神社誌』（編） 神奈川県神社庁津久井郡支部 昭28／『我が愛する日本のために 神

道篇, 神秘篇』 石楯尾神社社務所 昭 37／『津久井郡神社誌 神社篇，神道篇，神秘篇』 浜野寿雄 

昭 37／『神ながらのまこと正道』 石楯尾神社社務所 昭 47／『導かれた神ながらの道』 石楯尾神社 

昭 48／『産土神に導かれて御奉仕五十年』 石楯尾神社 昭 48／『まとめ得た日本の心』 石楯尾神社

社務所 昭 49／『よみがえった古事記』 浜野寿雄 昭 50／『ふじ乃町の民俗文化財』第 1 集・第 2 集

（共著）藤野町教育委員会 昭51，昭52／『運命を開く日本』 石楯尾神社社務所 昭53／『ふじ乃町

の古民家』（共著）藤野町教育委員会 昭55／『生命の親総産土神』 石楯尾神社 昭55／『ふじ乃町の

文化財』第1集・第2集（共著）藤野町教育委員会 昭57，平4／『水子霊を救う道』 たま出版 昭58
／『運命を開くよみがえった古事記』 浜野寿雄 昭59／『産霊の祭』 石楯尾神社社務所 昭59／『天

皇陛下御在位六十周年記念津久井郡神社誌 記念篇・神社篇・神道篇・神秘篇 石楯尾神社社務所 昭60
／『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／『尊い、天皇陛下御在位六十年』 石楯尾神社社務所 昭 61／『よみがえった神道』 石楯

尾神社社務所 平元 
〔作品〕 － 
 

林 あや子（はやし・あやこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『老楽笑歌』 保健同人社 平15／『みんなで作った老楽笑歌 全国公募』2・3（編） 保健同

人社 平16，平17  
〔作品〕 － 
 

林 啓治（はやし・けいじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『城山町民具所在目録』（共著） 城山町教育委員会 平元 
〔作品〕 － 
 

林 憲司（はやし・けんじ） 

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

林 志ず子（はやし・しずこ） 

〔雑誌〕 － 
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〔図書〕『砂金貳拾五周年記念歌集』 砂金短歌会 昭57 
〔作品〕 － 
 

林 大輔（はやし・だいすけ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『振動運搬機の基本設計』 林大輔 昭54 
〔作品〕 － 
 

林 信子（はやし・のぶこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『風よ運んでおくれ』 林信子 平26／『登山紀行 山に魅せられて上・下』 林信子 平27／
『海外旅行記 未知なる国々にあこがれて上・下』 林信子 平31 
〔作品〕 － 
 

林 登（はやし・のぼる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『鄙のあけくれ』 二瓶社 平7 
〔作品〕 － 
 

林 操（はやし・みさお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『優しさに包まれて』 日本ヴォーグ社 平 15／『妖精たちの詩』 日本ヴォーグ社 平 17／
『The Flower Art Collection DRaMA VOL.２/フランス編』（掲載） 美研インターナショナル 平17／
『現代日本のクラフトVOL.１』（掲載）アートボックスインターナショナル 平17／『小さな仲間たち』 

日本ヴォーグ社 平 18／『Mio’s Friends』 アートボックスインターナショナル 平 19／『微笑みが

えし』 創林 平20／『翼を持った仲間たち』 創林 平21 
〔作品〕「The Blue Bird's World」（押し花絵） 平17／「棲みか」（押し花絵） 平18 
 

林 律子（はやし・りつこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『Again : ケニアへの想いと歩きへのこだわり。10年間のきろく』 新風舎 平18／『新・エミ

ューのおへそ ももの木動物記』 ももの木ペットクリニック 平25 
〔作品〕 － 
 

原 一司（はら・かずし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『まほうのたいこ』 グリム館 昭23／『発明漫画 ロボット・S1号発明漫画』 東京漫画出版

社 昭 23／『もりのうんどうかい』（絵） 光文社 昭 23／『ゆかいなごうけつ(千人力之助)』 荻原星
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文館 昭24／『ヨウちゃん』1・2～4 大日本雄弁会講談社，講談社 昭24，昭25～昭28／『カンラ・

カラ兵衛』1・2 講談社，東京漫画出版社 昭26，昭29／『少年漫画劇場』 筑摩書房 昭46／「カン

ラ・カラ兵衛 : 『漫画少年』傑作選」 マインドカルチャーセンター 平7.12  
〔作品〕 － 
 

原 聖樹（はら・せいき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ギフチョウと姫川谷』 築地書館 昭59／『チョウが消えた』（共著） あかね書房 平5／『作

物に魅せられたチョウは害虫』 大日本図書 平11 
〔作品〕 － 
 

原 孝則（はら・たかのり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『知って得する賢い年金の受け取り方』 近代文藝社 平17 
〔作品〕 － 
 

原 藤吉（はら・とうきち） 

〔雑誌〕『相模俳句』159号 平20／『塔』7号・8号 平20 
〔図書〕『相模原市教育史紀要 第１５号』（共著） 相模原市教育委員会 昭60／み『返り花 原藤吉句

集』 相模原市俳句連盟 昭63／『流泉 塔創刊４５周年記念合同句集』 塔俳句会 平15／『相輪 塔

創刊５０周年 記念合同句集』 塔俳句会 平20 
〔作品〕「みやしも音頭」（作詞） 宮下自治会 平14 
 

原 浜雄（はら・はまお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『合同句集 白梅』 相模原市俳句連盟 昭38／『合同句集 欅並木』相模原市俳句連盟 昭47 
〔作品〕 － 
 

原 義範（はら・よしのり） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『郷土相模原 第１１集』（共著） 相模原市教育委員会 昭37／『郷土史拾遺』 原義範 昭62
／『相模原の地名』 原義範 汐入書房 平2 
〔作品〕 － 
 

原田 豊子（はらだ・とよこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『路次あかり』 青芝俳句会 昭52／『句集 緋寒櫻』 青芝俳句会 平6 
〔作品〕 － 
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柊 りおん（ひいらぎ・りおん） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『「感情美人」になれる７つの扉』 光文社 平 27／『「嫉妬する女はブスになる」問題』 サン

マーク出版 平28／『彼氏にフラれ仕事もクビ。人生詰んだので「成功の経済学」で運命変えることにし

た。』 主婦の友インフォス 平29 
〔作品〕 － 
 

ひきだ 沙南（ひきだ・さな） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『きらめき処方箋 詩集』 文芸社 平26 
〔作品〕 － 
 

疋田 三良（ひきた・みつお） 

〔雑誌〕「Subcategorizationの二,三の問題」『人文研究』通号35 昭42.3／「マーカス・ガーヴェイの幻

の国家」『人文研究』通号63 昭50／「ブラック・ナショナリズム考」1，2『人文研究』通号68，72 昭

52，昭54／「研究・教育におけるパーソナルコンピュータの活用」『神奈川大学言語研究』通号17 平6 
〔図書〕『あなたも外人客の応待ができる』（共著） 文一出版 昭 37／『トム・ソーヤの冒険』（編注） 

語学春秋社 昭61／『アメリカ南部の奴隷制』（訳） 彩流社 昭63／『６０年代アメリカ』（共訳） 彩

流社 平5／『ｅ－英単語手帳』（編） ユニコム 平12／『アメリカの文化戦争』（共訳） 彩流社 平

13 
〔作品〕「トム・ソーヤの冒険」（共訳）（シナリオ・カセット） 語学春秋社 昭63／「ガリバー旅行記」

（共訳）（カセット） ＵＮＩＣＯＭ 平元／ 
 

樋口 孝治（ひぐち・たかはる） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『城山町民具所在目録』（共著） 城山町教育委員会 平元／『尾崎行雄と二人の夫人』 津久井

町立尾崎記念館 平8／『尾崎行雄（咢堂）と津久井の人々』 津久井町立尾崎記念館 平10／『尾崎行

雄の「書」・筆墨の研究』（編著） 津久井町立尾崎記念館 平 11／『城山町の地名』（共著） 城山町教

育委員会 平 13／『人生の本舞台は常に将来にあり』 尾崎幸雄を全国に発信する会 平 18／『写真に

見る久保沢のむかし昔』 樋口孝治 平30  
〔作品〕 － 
 

ひさこ（ひさこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『本日のなっちゃん』 文芸社 平29 
〔作品〕 － 
 

久光 良城（ひさみつ・よしき） 
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〔雑誌〕 － 
〔図書〕『日本のやきもの １』（写真） 淡交社 昭61 
〔作品〕 － 
 

菱山 毅（ひしやま・たけし） 

〔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』（編集協力） 津久井町教育委員会 平12 
〔作品〕 － 
 

日高 紀雄（ひだか・のりお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ミンダナオ島ダバオを偲んで』 第三十二特別根拠地隊陸戦隊 平 13／『合同歌集 桜 第１

４集（Ⅱ）』 生涯学習研究社 平16／『わたしの太平洋戦争のうた』 生涯学習研究社 平17 
〔作品〕 － 
 

日高 誠（ひだか・まこと） 

〔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〕 － 
 

引越 吉藏（ひっこし・よしぞう） 

〔雑誌〕『市民短歌』42巻163号・43巻164号 平20.6.9 
〔図書〕 － 
〔作品〕 － 
 

ひでみ（ひでみ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『だっこのき』 日本文学館 平21 
〔作品〕 － 
 

日野 孝次朗（ひの・こうじろう） 

〔雑誌〕「巻末実務マニュアル ビジネスマンのための著作権講座」『月刊総務』41巻7号  通号494号 

平 15.6／「２０１０年１月１日施行 著作権法はこう変わる」『月刊総務』48 巻 1 号 通号 575 号 平

22.1 
〔図書〕『著作権法セミナー みんなで考える著作権』 文芸社 平12 
〔作品〕 － 
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日乃 萌（ひの・もえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『加代と正吉達の鳥取砂丘』 日相出版 平30 
〔作品〕 － 
 

緋鳳（びほう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『新撰組八番組長 藤堂平助とは何者か』平 22／『藤堂平助とは何者か 落胤と呼ばれた男』中

央公論事業出版 平26 
〔作品〕 － 
 

平井 紅峰（ひらい・こうほう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『かゞり火 句集』（共著） 川戸飛鴻 昭 36／『阿武利嶺』 竹頭社 昭 38／『相模原郷土史 

渕野辺の巻』 平井正治 昭40／『里のききがき 相模原の巻』 文芸出版社 昭45／『第３句集』 
〔作品〕 － 
 

平田 伊都子（ひらた・いつこ） 

〔雑誌〕「ジプシーの少女と友だちになった」『たくさんのふしぎ』通号119 平7.2／「たびのそら」１４

～１７『週刊読売』平 11.7.4～平 11.7.25／「カダフィ大佐、２０世紀最後のメッセージ」『週刊プレイボ

ーイ』平11.11.16／「最後の植民地、西サハラを行く」『PLAYBOY』平13.3／「ぐるり地球街道 イラク

--風化するメソポタミア文明」『道新 today』29巻11号 通号362 平13.9／「中東『対岸の禍事』を読

む！」『FLASH』平 14.4.30／「アメリカよ、来るなら来い！」『PLAYBOY』平 14.11／「ルポ イラク

の庶民は何を思っているか」『世界』710 平15.2／「サダム・フセインの特別法廷は違法だ！」『PLAYBOY』
平17.6／「フセイン弁護人インタビュー『私が殺されても不思議はない』」『読売ウィークリー』平17.12.11
／「フセイン特別法廷は、ハリウッド製の茶番劇だ」『PLAYBOY』平18.2／「これは２１世紀の魔女裁判

だ！サダム・フセインの遺言」『PLAYBOY』平 19.4／「アフリカ最後の植民地--西サハラ」『軍縮問題資

料』345～346 平21.8～9／「日本のうしお 世界のうしお チュニジア革命、エジプト革命、そして…」

『まなぶ』644 平 23.3／「私が見たカダフィ大佐の素顔」『週刊朝日』平 23.3.11／「北アフリカから広

がる反体制の動き」『まなぶ』646 平23.5／「カダフィ虐殺 国際社会が喝采したその死に様」『Kotoba』
6 平24 
〔図書〕『ジプシーの少女に会った』 福音館／『インティファーダの子どもたち』 マルジェ社／『アラ

ビア語の初歩の初歩』『イタリア語の初歩の初歩』『フランス語の初歩の初歩』（イラスト入り語学書 3 部

作） 南雲堂 昭54，昭55／『すぐに役立つ英会話 オールイラスト』（共著）南雲堂 昭55／『イツコ

のイスラーム入門 イラストノート』 第三書館 昭 61／『アラビア語のきまり文句』（共著） 南雲堂 

昭 61／『えほんこどもえいご』入門・初級・中級・上級 南雲堂 昭 63／『絵本子ども英語らんど 入

門』 南雲堂 昭63／『アラビア語夜話』 南雲堂 平元／『カダフィ正伝』 集英社 平2／『銃とオ

リーブ―パレスチナ人最新ドキュメント in中東９カ国』 第三書館 平4／『ピース・ダイナマイト ア

ラファト伝』 集英社 平6／『南仏プロヴァンスのジプシー』 南雲堂フェニックス 平7／『赤いラク
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ダ―ポリサリオ解放戦線体験記』 第三書館 平 8／『サハラの狼 エル・ワリの生涯』 読売新聞出版

社 平11／『イツコのイスラーム入門 新版』 第三書館 平11／『教えてイラクの戦争と今・むかし』

3 部作 汐文舎 平 15，平 16／『悪魔のダンス』（訳）徳間書店 平 18／『オバマとなら私にもできる 

大統領のメールに学ぶ！魔法の英語フレーズ４０』 南雲堂フェニックス 平21／『ラストコロニー西サ

ハラ』 社会評論社 平27 
〔作品〕 － 
 

平塚 幸子（ひらつか・さちこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『碧 海程神奈川合同句集』第3集・第4集・第5集 日経印刷 平16，平19，平21，平23 
〔作品〕 － 
 

平野 君子（ひらの・きみこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『葛飾野菊 : 平野君子句集 』 冬扇社 昭44／『光のカンバス』 相鑑舎 平30 
〔作品〕 － 
 

平林 久枝（ひらばやし・ひさえ） 

〔雑誌〕「在日朝鮮婦人の軌跡」『別冊経済評論』通号 10 昭 47.9／「忘れられた陰--在日朝鮮人」『朝日

ジャーナル』14 巻 42 号 昭 47.10／季刊『三千里』第2 号・第 5号・第 12 号・第 14 号・第 35 号 昭

50～／「朝鮮の歴史を学ぶ」『月刊社会教育』19 巻 2 号 昭 50.2／「自由な個性の謳歌」『思想の科学』

通号31 昭58.4／「十五年戦争と朝鮮人女性の受難」『歴史評論』通号407 昭59.3／「すばらしい韓国

の女たち」『新日本文学』47巻10号 平4.10 
〔図書〕『身世打鈴―在日朝鮮女性の半生』  三共社 昭 62／『わたしを呼ぶ朝鮮』  社会評論社 平 3
／『強制連行と従軍慰安婦』 日本図書センター 平 4／『国籍の壁のない街に』 相模原市職員労働組

合地方自治研究室 平10／『百万人の身世打鈴』 東方出版 平11 
〔作品〕 － 
 

平山 けい（ひらやま・けい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『京都文学散歩十人集』 相模原市民短歌会 昭 45／『砂金貳拾五周年記念歌集』 砂金短歌会 

昭57／『歌集 女ひとり』 相模野社 昭57 
〔作品〕 － 
 

広瀬 弓（ひろせ・ゆみ） 

〔雑誌〕『ひばり野』24集 平19.12／『木偶』74号 平20.8／『斜塔』26号 平20.7 
〔図書〕『満ち干』新風舎 平18／『水を撒くティルル』思潮社 平22／『みずめの水玉』 思潮社 平

26／『虫数奇』 (詩） ふらんす堂 平30 
〔作品〕 － 
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廣田 和吉（ひろた・かずよし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『「聴松庵詩鈔」道光上人と出雲』 廣田 和吉 平25／『近世随筆で読む出雲国 化け物 妖怪 

群れ立つ』 日相印刷 平28 
〔作品〕 － 
 

深澤 要（ふかざわ・かなめ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『子供考』 ヤマト書房 昭6／『脳と身体を強くする！』 ヘルスメディア 昭57／『レーザー

鍼と光灸療法 電磁波エネルギーの東洋医学的利用』 谷口書店 昭62／『レーザー鍼と光灸療法 : 生命

と新しい光温熱療法・その理論と実際 新しい光温熱エネルギーの東洋医学的利用』 たにぐち書店 平6 
〔作品〕 － 
 

福井 美恵（ふくい・みえ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『アイ ディド マイ ベスト』 東京書房 平元 
〔作品〕 － 
 

福士 則夫（ふくし・のりお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『レゾナンス=I : 三人のマリンバ奏者のために』 音楽之友社 昭48／『Ode=I°: バリトン、ギ

ター、打楽器のために = ODE=I°: pour baryton, guitare et percussion 』 音楽之友社 昭49／『ソ

ロ・パーカッションのためのグラウンドⅠ』 日本作曲家協議会 昭51／『Ground I : for percussion = 
グラウンド I : ソロ・パーカッションのための』  日本作曲家協議会 昭51／『シリカ : ピアノとヴィ

ブラフォンのための = Silica : for piano and vibraphone 』 音楽之友社 昭52／『ミカ = Mica』 音

楽之友社 昭56／『「亀」 : 独奏箏のための = Kame : for solo koto』 音楽之友社 昭58／『陽の扉 : 
混声合唱曲集』 音楽之友社 昭59／『クロモスフェール : 打楽器とオーケストラのための』 全音楽譜

出版社 昭60／『グラウンド : ソロ・パーカッションのための』 Ongaku no Tomo Edition 平3／『リ

スコントロ : ヴァイオリンと打楽器のための = Riscontro : for violin and percussion 』 Ongaku no 
Tomo Edition 平3／『愛のグラマトロジー : 混声合唱組曲』 音楽之友社 平５／『"Chromosphere" : 
for percussion and orchestra . Image . Scenes from Basho 』 Camerata 平5／『Ground』 (共著） 

Camerata 平6／『Silica : for piano and vibraphone = シリカ : ピアノとヴィブラフォンのための 』 

全音楽譜出版社 平8／『ソロ・パーカッションのための樹霊 』 全音楽譜出版社 平9／『Gray of gray 
= グレイ・オブ・グレイ』 Zen-on Music 平9／『Radiant starlight pouring down in autumn season』
(共著）Fontec 平 12／『ISCM 世界音楽の日々2001 横浜大会 : 日本現代音楽協会新世紀音楽祭 : こど

もみらい2001?プログラム』(共著）ISCN世界音楽の日々2001横浜大会実行委員会 平13 ／『福士 則

夫 透明な空へ : アルトフルートのための』 全音楽譜出版社 平 14／『春霖』 全音楽譜出版社 平

15／『Dancing flower leaves in a forest = 花降る森』Zen-on Music Co 平15／『Syun-rin = 春霖』 

Zen-on Music 平15／『花降る森』 全音楽譜出版社 平15／『手のための「ていろ」 = Clapping rhythm』 
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全音楽譜出版社 平 18／『新しい音楽教育 : 創造と表現の可能性 : シンポジウム』 国立音楽大学 平

19／『Kai-ryu : for six percussionists = 海流 : 6人の打楽器奏者のための』 全音楽譜出版社 平19／
『トリプレクス : 5人の打楽器奏者のための = Triplex : for 5 percussionists』 全音楽譜出版社 平20
／『カップル : 二人の打楽器奏者のための = Couple : for two percussionists』 全音楽譜出版社 平21
／『赤道のゼフィルス = Equatorial zephyrus』 全音楽譜出版社 平21／『タイム・サークル : ヴァイ

オリン, バスーンとハープのために = Time circle : for violin, bassoon and harp』 全音楽譜出版社 平

26 ／『ウンブリアの微風(そよかぜ) : 無伴奏女声合唱のための』 音楽之友社 平26／『福士則夫:タイ

ム・サークル : ヴァイオリン、バスーンとハープのために』 全音楽譜出版社 平26／『現音・音楽づく

りワークショップ』 (共著） マザーアース 平 26／『竜夢 : バスーンのための』 全音楽譜出版社 平

26／『眠る島 : 独奏フルートのための』 全音楽譜出版社 令和元年／『カモメは岬を巡り : フルートと

ハープのための』 全音楽譜出版社 令和元年 
 
〔作品〕 － 
 

福島 康人（ふくしま・やすと） 

〔雑誌〕「Ｂ．Ｎ．ガングリ著『軍縮の経済的影響』１９６３」『国際政治』通号32 昭42.6／「情報革命

時代の経営」1～5『産業經理』28巻6号～10号 昭43.6～10／「ＰＰＢＳの本質と役割」『防衛論集』7
巻2号 昭43.11／「予算編成の新手法・ＰＰＢＳ」『エコノミスト』46巻50号 昭43.12／「ＰＰＢＳ

の導入と今後の方向」『ファイナンス』4巻10号 昭44.1／「ＰＰＢＳと情報システム」『ＯＨＭ』56巻

4号 昭44.3／「ＰＰＢＳと保健活動」『公衆衛生』33巻10号 昭44.10／「国家資源の配分とＰＰＢＳ」

『数理科学』10巻9号 昭47.9／「軍隊の変質と自衛隊の新しい役割」『防衛論集』11巻3・4号 昭48.3
／「政策科学の現状とその課題」『経営科学』19巻1号 昭50.1／「戦後米ソの政治・経済関係」『新防衛

論集』昭 55.1／「行政改革と防衛予算」『国防』31 巻 10 号 昭 57.10／「レーガンのアメリカ―その対

日・ソ連観」『国防』33巻4号 昭59.4／「わたしの見たアメリカ」『海外事情』32巻6号 昭59.6／「ソ

連の国防費をめぐる諸問題」『国防』34 巻 7 号 昭 60.7／「ＳＤＩと日本の参加問題--対ソ抑止力はむし

ろ高まる」『世界週報』67巻33号 昭61.8／「“太平洋国家”ソ連の思惑」『海外事情』35巻5号 昭62.5
／「外圧受動から新経済秩序主導へ」『国防』36 巻 7 号 昭 62.7／「国際国家日本の役割を考える」『国

防』36 巻 7 号 昭 62.7／「ココムの沿革と意義・問題点」『国防』36 巻 9 号 昭 62.9／「東西冷戦の申

し子ココムの実態」『世界週報』68 巻 37 号 昭 62.9／「国力の概念とその評価」『現代の安全保障』昭

63.10／「わが国をめぐる安全保障環境の変化」『新防衛論集』16巻3号 昭63.12／「安全保障の概念と

諸問題」上下『国防』37 巻 12 号，38 巻 1 号 昭 63.12，平元.1／「保守化のなかの米国経済」『海外事

情』37巻5号 平元.5／「輪郭が見え出したブッシュの対ソ戦略」『世界週報』70巻27号 平元.7／「『ソ

連軍事支出の推計』丹羽春喜」『新防衛論集』17 巻 2 号 平元.9／「冷戦の“終焉”と日米安保条約の意

義」『新防衛論集』18巻2号 平2.9／「大国の盛衰とわが国への教訓」『徳山大学論叢』通号36 平3／
「『北朝鮮国内総生産の推計、１９５６～１９５９年』後藤富士男」『徳山大学論叢』通号35 平3.6／「大

国の盛衰とわが国への教訓」『徳山大学論叢』平 3.12／「冷戦後世界の新しい安全保障―模索への動きを

探る」『国防』42 巻 9 号 平 5.9／「太平洋戦争と日本の戦争責任」『徳山大学論叢』通号 44 平 7.12／
「国際関係と人権問題」『徳山大学論叢』通号48 平9.12／「文明、文化、そして日本の課題」『徳山大学

論叢』通号51 平11.6／「卒業式祝辞 歴史に学ぶ慢心の戒め」『波涛』32巻1号 通号184 平18.5 
〔図書〕『マクナマラの理論』 (訳)日本経済出版会 昭41／『マクナマラ理論の展開とその反省』 （共

監訳）フジミック 昭43／『ＰＰＢＳの理論と手法』（訳） 日本経済新聞社 昭44／『システムズ・ア

ナリシス』 ダイヤモンド社 昭 45／『戦略決定の経営科学』 実業之日本社 昭 46／『システムズ・

アプローチの概念と手法』 日本工業新聞社 昭 47／『長期計画の考え方と手法』（訳） ダイヤモンド
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社 昭47／『図説 あすの世界と日本』（編著） 歴史に学ぶ会 昭51／『政策科学への模索』 日科技

連出版社 昭 52／『世界の国防費と日本の防衛予算』 教育社 昭 54／『世界情勢の読み方』 産業能

率大学出版部 昭57／ 
〔作品〕 － 
 
 

福田 貴志（ふくだ・たかし） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『句集 鬼虎魚』本阿弥書店 平13／『杉菜 十周年記念合同句文集』 杉菜句会 平21 
〔作品〕 － 
 

福田 達夫（ふくだ・たつお） 

〔雑誌〕「“芸術終焉論”再考」『美学』37巻3号 昭61／「音楽は言語か」『東海大学紀要』18号 昭63
／「音楽作品の同一性の問題圏」『東海大学紀要』19号 昭63／「神の死と芸術の危機―アンリ・プスー

ルの直観と倫理―」『Matrix』№7 平元／『芸術の危機に関する覚書』『Matrix』№8 平2  
〔図書〕『音楽の偉大さ』（共訳） 紀伊国屋書店 昭40／『芸術と社会』（共著） 美術出版社 昭41／
『日本の音楽家と聴衆』 音楽出版社 昭42／『フレージングとアーティキュレーション 生きた演奏の

ための基礎文法』（共訳） 音楽之友社 昭 44／『ラヴェル』（訳） 白水社 昭 45／『ベートーヴェン

の第５交響曲』（共訳） 東海大学出版会 昭56／『演奏とは何か』（訳） 東海大学出版会 昭56／『ピ

アニストの思考』 春秋社 平元／『指揮者という仕事』(訳) 春秋社 平6／『指揮者の領分』(訳) 春

秋社 平9／『ラヴェル 新装版』（訳） 白水社 平14／『芸術創造の美学』 春秋社 平15／『指揮

者の奥義』(訳) 春秋社 平19／『指揮者のおしえ』(訳) 春秋社 平20／『指揮者という仕事 新装版』

（訳） 春秋社 平20／『上手な教わり方の秘訣』(共著） 三恵社 平28 
〔作品〕 － 
 

福地 喜子（ふくち・よしこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『働いて働いた母「ダイ」の人生』 文芸社 平18／『夫に笑顔が戻った』 文芸社 平30 
〔作品〕 － 
 

藤井 正伸（ふじい・まさのぶ） 

〔雑誌〕「スライディングフォーム工法の諸問題」『建築技術』通号182 昭41.9／「コンクリートタワー

の能力」『建築技術』通号194 昭42.10／「幕末の藩銭背アの鋳造記録を発見」『ボナンザ』13巻5月 昭

52.5／「排煙脱硫石こうをそのまま利用したセメント・スラグの混合体」『硫酸と工業』31巻7号 昭53.7
／「広島藩天保銭に関する山本家文書」『貨幣』24巻5号 昭55.5／「外壁を利用した合成被覆構造」『建

築技術』542号 平7.6／「通貨が語る歴史の真実」『正論』349号 平13.9／「米軍のベトナム本格介入

からベトナムの統一」『貨幣』48巻4号 平16.4 
〔図書〕『広島藩の古札・古銭考』 創スペース研究会 平元／『最新耐震・防火建築ハンドブック』（共

著） 建設産業調査会 平3／『原爆半世紀の軌跡』 創スペース研究会 平4／『原爆に耐えた鉄筋コン

クリート建築』 創スペース研究会 平6／『ハトのお爺さんの話』創スペース研究会 平6／『耐火構造
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はどのように変遷して来たか』全２巻(編著) 創スペース研究会 平 7／『広島の原爆に関する展示資料

集』 広島を考える会 平 16／『原爆孤児のメモ短歌集』 創スペース研究会 平 16／『米軍の宣伝ビ

ラから学ぶ原爆投下の真相』 創スペース研究会 平17／『なぜ、日本に原爆が投下されたのか 米軍の

謀略宣伝ビラから学ぶ』 広島を考える会 平19／『なぜ、日本に原爆が投下されたのか 米軍の謀略宣

伝ビラ「伝単」から学ぶ』 ダルマ 平19 
〔作品〕 － 
 

藤倉 由宇（ふじくら・ゆう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『陽溜りの怪』 豊出版社 平11 
〔作品〕 － 
 

藤沢 恭（ふじさわ・きょう） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『藤沢、相模大野間』 神奈川新聞社 平27 
〔作品〕 － 
 

藤田 嗣治（ふじた・つぐはる） 

〔雑誌〕『中央美術』第19号 第22号 昭10／「満州国絵の旅」『中央公論』昭10.8／『別冊みづゑ』№

27 美術出版社 昭35／「戦争画制作の要点」「美術手帖」通号424 昭52.9／「パリに暮らして 藤田嗣治 
パリを魅了した画家 高峰秀子さんと“ヘチャップリ大王”※藤田嗣治の思い出」『ミセス』平18.6／「孫

がよく来る田舎のつくり方 “おじいちゃん・おばあちゃんがいる”ふる里は、魅力がいっぱい！」『いな

か暮らしの本』平24.9 
〔図書〕『L’oiseau noir dans le soleil levant』1927／『藤田嗣治画集』朝日新聞社 1929／『巴里の横顔』

実業之日本社 1929／『藤田嗣治画集』東京朝日新聞社1929／『藤田嗣治二科会陳列作品集』二科展図録

刊行会 編 二科会展図録刊行会 1934／『紀行世界図絵』共著 岡倉書房 1936／『腕一本』東邦美術協会 
1936／『フランスを中心として見たり聞いたりした戦争風景朝鮮の一般事情朝鮮經濟懇談會』共述 東洋

經濟新報社 1940／『随筆集地を泳ぐ』書物展望社 1942／『藤田嗣治画集』造形芸術社 1943／『少國民

の友 第二十卷第九號十二月號』小學館 1943／『絵巻アッツ島血戦』陸軍美術協会出版部 1944／『少国

民詩：年刊１』（絵）日本少国民文化協会 編 帝国教育会出版部 1944／『落葉日記』（装画）岸田國士 著 
大地書房 1947／『巴里の昼と夜』（述）世界の日本社 1948／『パリの画と夜』（対談）世界の日本社 1948
／『藤田嗣治展２』毎日新聞社 1960／『平野政吉コレクション』毎日新聞社 1960／『レオナール・フジ

タ近作集』彩壺堂 1967／『猫女とモンパルナス藤田嗣治』ノーベル書房 1968／『藤田嗣治：Leonard Fujita』
（画）藤田嗣治展開催委員会 1977／『藤田嗣治画集：1949-1968』日動出版部 1978／『フジタ・嗣治：

鑑賞プロムナード』フジヰ画廊 1984／『地を泳ぐ：随筆集』第一出版センター 1984／『腕一本』講談社 
1984／『生誕１００年レオナール・フジタ展』（画）高島屋 1986／『藤田嗣治画集：素晴らしき乳白色』

（原著）講談社 2002／『藤田嗣治書簡：妻とみ宛１・２・３・４』「パリ留学初期の藤田嗣治」研究会 2003
／『生誕１２０年藤田嗣治展』日本経済新聞社 2006／『藤田嗣治：パリを魅了した異邦人いま蘇る伝説

の画家』青幻舎 2010／『レオナール・フジタ：私のパリ、私のアトリエ』（画）ポーラ美術振興財団ポー

ラ美術館 2011／ 
〔作品〕「Youki Portrait」1900／「Portrait de Jean Rostand」1900／「キリスト像」1900／「湖畔の霧」
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1911／「パリ風景」国立近代美術館 1918／「タピスリーの裸婦」京都国立近代美術館 1923／「五人の

裸婦」東京国立近代美術館 1923／「横たわる裸婦（夢）」国立国際美術館 1925／「裸婦」国立西洋美術

館 1926／「お梅さんの第三の春」国立西洋美術館 1926／「自画像」国立西洋美術館 1926／「二人の女」

京都国立近代美術館 1927／「坐る女」国立西洋美術館 1929／「婦人像」国立国際美術館 1930／「ラパ

スの老婆」東京国立近代美術館 1932／「メキシコに於けるマドレーヌ」京都国立近代美術館 1932／「横

たわる裸婦」京都国立近代美術館 1937／「武漢新劇」国立近代美術館 1938／南昌飛行場の焼打」東京国

立近代美術館 1938／「猫」東京国立近代美術館 1940／「哈爾哈河畔之戦闘」東京国立近代美術館 1941
／「河内附近アンピー」1941／「十二月八日の真珠湾」1942／「シンガポール最後の日（ブキ・テマ高地）」

東京国立近代美術館 1942／「画帖（二）」東京国立近代美術館 1942／「ソロモン海戦に於ける米兵の末

路」東京国立近代美術館 1943／「アッツ島玉砕」東京国立近代美術館 1943／「○○部隊の死闘－ニュー

ギニア戦線」東京国立近代美術館 1943／「ブキテマの夜戦」東京国立近代美術館 1944／大柿部隊の奮戦」

東京国立近代美術館 1944／「神兵の救出到る」東京国立近代美術館 1944／「血戦ガダルカナル」東京国

立近代美術館 1944／「薫空挺隊敵陣に強行着陸奮戦す」東京国立近代美術館 1945／「サイパン島同胞臣

節を完うす」東京国立近代美術館 1945／「世界の花束」コスモポリタン社 1948／「動物宴」東京国立近

代美術館 1949／「ラフォンテーヌ頌」東京国立近代美術館 1949／「少女」東京国立近代美術館 1956／
「かわいい商人（Petits Metiers &Gagne-Petit）」京都国立近代美術館 1960／「しじゅうがら（La 
Mesangere）」（画）ジャン・コクトー（文）京都国立近代美術館／「日曜日」（原画）ムーラン・ド・ヴォ

ーボアイヤン（織）京都国立近代美術館 1965／「アダムとイヴ」（原画）ムーラン・ド・ヴォーボアイヤ

ン（織）京都国立近代美術館 1967／ 
 

藤田 元信（ふじた・もとのぶ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『技術は戦略をくつがえす 戦略を破壊した戦争の技術史』 クロスメディア・パブリッシング 

平29 
〔作品〕 － 
 

藤丸 実花（ふじまる・みか） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『よりよく生きるために／１０１の言葉』 文芸社 平 21／『拝啓一国のリーダーの皆さんへ』 

文芸社 平23 
〔作品〕 － 
 

船越 輝一（ふなこし・てるかず） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『シェパード犬の飼い方』 金園社 昭48／『シェパード犬の飼い方 : ドイツ・シェパード犬の

系統・訓練・繁殖』 金園社 昭51／『マルチーズの魅力』 市民出版会 昭55／『ヨークシャー・テリ

アの魅力 = Yorkshire terrier charming』 市民出版会 昭55／『犬の新百科 : JKCの犬種標準による』 

金園社 1981／『人気の室内犬 : 買い方・飼い方・しつけ方』 ひかりのくに 昭 57／『日本のシェル

ティー・そのすべて part 3』 ジャパンドッグレビュー 昭59 
〔作品〕 － 
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冬木 舜（ふゆき・しゅん） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『叛逆のセレモニー』 文芸社 平 13／『楽しく！おもしろく！ゴロで覚えるフランス語』 国

際語学社 平 15／『紅蓮の華咲きて』アルマット 平 16／『ＣＤブック まずはこれだけフランス語』 

国際語学社 平 16／『楽しく！おもしろく！ゴロで覚えるスペイン語』 国際語学社 平 17／『文学セ

ラピー』 アルマット 平18／『すぐにつかえるロシア語―日本語―英語辞典』（監修） 国際語学社 平

19／『ソウル・レクエルド 魂の記憶』 揺籃社 平25 
〔作品〕 － 
 

古市 幸雄 （ふるいち・ゆきお） 

〔雑誌〕「ゆるめの勉強法が成功する理由 集中型より短く長く」『ダカーポ』 平19.8／「読まずにすま

せるベストセラー--やはり読みたいベストセラー リターンズ」『新潮４５』26巻12号 平19.12／「三年

後、『使えない上司』にならないための正しい目標設定と努力のしかた」『Business data』22巻 通号275 
平19.10／「『即戦力』になれる人ｖｓなれない人の習慣」『ＴＨＥ２１』 平19.10／「目標に向かって続

ける技術＆達成する技術」『ＴＨＥ２１』 平20.1／「“１日３０分”でナンバーワン！」『ＧＱ Ｊａｐａ

ｎ』 平20.2／「『最小の努力』で『最大の効果』があがるレバレッジ勉強法 『１日３０分』続かない人

は危機感＆目標をもとう」『ＴＨＥ２１』25 巻 4 号 通号 281 平 20.4／稼ぎ頭の勉強法 落ちこぼれの

勉強法」『プレジデント』46 巻 16 号 平 20.8／「『お金がザクザク貯まる』５つの行動習慣」『プレジデ

ント』46巻23号 平20.11／「レベル別英語勉強法 初級者はフレーズの丸暗記を 英語発音社長」『週刊

ダイヤモンド』96巻46号 平20.11／ 
〔図書〕『英会話学校に行かない人ほど、うまくなる』 ダイヤモンド社 平18／『「１日３０分」を続け

なさい！ 人生勝利の勉強法５５』  マガジンハウス 平19／『「朝３０分」を続けなさい！』 アスコ

ム 平19／『英語でチャンスをつかみなさい！』 アスコム 平20／『あなたの英語がダメな理由』 祥

伝社 平 21／『無理なく勉強を続けられる人の時間術５９』 大和書房 平 21／『僕たち、どうして勉

強するの？「１日３０分」を続けなさい！』 マガジンハウス 平21／『「カレーライス」の方程式』 祥

伝社 平 22／『３０歳からの人生戦略』 大和書房 平 23／『無理なく続けられる人の時間術 勉強効

率を上げるコツ５９』 大和書房 平29  
〔作品〕 － 
 

古橋 裕一（ふるはし・ゆういち） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『土地に住みますか？家に住みますか？』 日本建築出版社 平22 
〔作品〕 － 
 

古山 高麗雄（ふるやま・こまお） 

〔雑誌〕「裸の群」『雄鶏通信』5巻11号 昭24.11／「二十世紀のサムライ」『新潮』68巻3号 昭46.2
／「“いち抜け者”の感動」『潮』通号136 昭46.2／「エラい人の発言の虚しさ」『文芸春秋』50巻3号 

昭 47.3／「悪魔のささやき」『報知新聞』／「正義の人」『海』7 巻 4 号 昭 50.4／「流行の考え方」『文

學界』30巻9号 昭51.9／「一等兵の戦地再訪」７，８『諸君！』9巻1号～2号 昭52.1～2／「戒厳

令下のソウルをゆく」『潮』通号 250 昭 55.3／「新聞の嘘・今も昔も」『諸君！』12 巻 4 号 昭 55.4／
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「われらは歩く」１，８，９，１４，２０，２３，２７『潮』通号239，246，247，252，258，261，265 
昭 54.4，昭 54.11，昭 54.12，昭 55.5，昭 55.11，昭 56.2，昭 56.6／「野呂さんと“竜”と“菊”」『文學

界』34 巻 7 号 昭 55.7／「強い者は考えろ」『諸君！』13 巻 6 号 昭 56.6／「ターフに魅せられて―我

が競馬人生」1～4『週刊サンケイ』31巻53号～56号 昭57／「鴨緑江で思ったこと」『文芸春秋』60巻

8号 昭57.7／「船を待ちながら」『海燕』1月号 昭63／「小説も世につれ」『新潮』86巻3号 平元.3
／「毅然としてとめどなく」『文學界』43巻10号 平元.10／「開高健の『珠玉』」『新潮』87巻4号 平

2.4／「７つほど思い出す」『文芸春秋』72巻 2 号 平 6.2／「第２１回川端康成文学賞発表―「セミの追

憶」」『新潮』91 巻 6 号 平 6.6／「感傷旅行 北朝鮮を訪ねた」『諸君！』27 巻 7 号 平 7.7／「悟りの

稽古」『新潮４５』16 巻 5 号 平 9.5／「私のフーコン旅行記」１～３・完『諸君！』30 巻 7 号～10 号 

平10.7～平10.10／「阿Ｑの友だち」『新潮』95巻8号 平10.8／「編集者冥利の生活」１～３・完『春

秋』通号401・407・408・409 平10.8・平11.4・平11.5・平11.6／「未復員兵より」『文學界』53巻9
号 平11.9／「みんな終わった」『新潮』96巻9号 平11.9／「死と生」『文芸春秋』78巻3号 平12.2
／「コミちゃん--追悼・田中小実昌」『文學界』54 巻 5 号 平 12.5／「妻の部屋」『新潮』97 巻 6 号 平

12.6／「本物のヤモメ」『文芸春秋』78巻9号 平12.7／「マシになったとは思う」『草思』2巻8号 通

号16 平12.8／「東林間のブタ小屋」『文學界』54巻9号 平12.9／「三部作」『本の話』7巻1号 通

号 68 平 13.1／「創作 遺書」『文學界』55巻 4 号 平 13.4／「魯迅『阿Ｑ正伝』」『文芸春秋』79 巻 8
号 平13.8／「万年一等兵の靖国神社」『文芸春秋』79巻9号 平13.9／「来し方ばかり」『新潮』98巻

11号 平13.11／「孤独死」『東京新聞』平14.1.26夕刊／「物皆物申し候」『文學界』56巻「2号 平14.2 
〔図書〕『私の競馬道』文和書房 昭46／『湯タンポにビールを入れて』講談社 昭46／『小説の題 古

山高麗雄随想集』冬樹社 昭 47／『古山高麗雄集』河出書房新社 昭 47／『小さな市街図』河出書房新

社 昭47／『風景のない旅』文芸春秋 昭48／『プレオ―８の夜明け』講談社 昭49／『蟻の自由』文

藝春秋 昭49／『三枚目の幸福』河出書房新社 昭49／『立見席の客』講談社 昭50／『螢の宿』新潮

社 昭50／『悪魔の囁き』番町書房 昭50／『代表作時代小説 第２１巻（昭和５０年度）』（共著） 東

京文芸社 昭50／『今昔物語 宇治拾遺物語』 世界文化社 昭50／『今朝太郎渡世旅』講談社 昭51
／『岸田国士と私』新潮社 昭 51／『私がヒッピーだったころ』角川書店 昭 51／『兵隊蟻が歩いた』

文藝春秋 昭52／『わが花の街』実業之日本社 昭52／『半ちく半助捕物ばなし』新潮社 昭52／『八

面のサイコロ』北洋社 昭52／『競馬場の春』文和書房 昭54／『隠し事だらけ』作品社 昭54／『片

乞い紀行』 中央公論社 昭54／『点鬼簿』講談社 昭54／『他人の痛み』中央公論社 昭54／『ケサ

タロウ トセイタビ』 講談社 昭 51／『日本好戦詩集』新潮社 昭 55／『サインは薔薇の色』実業之

日本社 昭55／『身世打鈴』中央公論社 昭55／『ローカル線気まま旅』潮出版社 昭56／『旅の始り』

作品社 昭56／『韓国現代文学１３人集』新潮社 昭56／『古里は街道筋』実業之日本社 昭56／『や

ばい関係』集英社 昭56／『狼が来たぞ』日本経済新聞社 昭57／『芥川賞全集 第８巻』（共著） 文

藝春秋 昭57／代の『水蜜のある風景』実業之日本社 昭59／『一つ釜の飯』小沢書店 昭59／『女と

もだち』集英社 昭59／『現文学 ３５』（共著） 講談社 昭59／『ロバはニンジンを追って』実業之

日本社 昭60／『竜陵会戦』文芸春秋 昭60／『日本の名随筆 １３』（共著） 作品社 昭62／『わた

しの?東綺譚』小沢書店 平元／『競馬読本』（共著） 福武書店 昭63／『船を待ちながら』福武書店 平

2／『袖すりあうも』小沢書店 平5／『旅にしあれば』小沢書店 平6／『セミの追憶』新潮社 平6／
『窮鳥を抱いて』実業之日本社 平6／『時代小説五十人集 上』（共著） 新潮社 平7／『真吾の恋人』

新潮社 平8／『剣鬼無明斬り』（共著） 光風社出版 平9／『フーコン戦記』文藝春秋 平11／『川端

康成文学賞全作品 ２ １９８７～１９９８』（共著） 新潮社 平 11／『反時代的、反教養的、反叙情

的 必ず、何か、いいものがある』ベストセラーズ 平 13／『プレオー８の夜明け 古山高麗雄作品選』 

平13／『二十三の戦争短編小説』文芸春秋 平13／『文学 ２００１』（共著） 講談社 平13／『戦後

短篇小説再発見 ２ 性の根源へ』（共著） 講談社 平 13／『妻の部屋』文藝春秋 平 14／『断作戦』

文藝春秋 平 15／『龍陵会戦』 文藝春秋 平 15／『文学 ２００３』（共著） 講談社 平 15／『人
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生、しょせん運不運』 草思社 平16／『今昔物語・宇治拾遺物語』（共著） 世界文化社 平19／『肌』

（共著） ポプラ社 平23／『カレーライス！！』（共著） パルコエンタテインメント事業部 平19 
〔作品〕 － 
 

不破 哲三（ふわ・てつぞう） 

〔雑誌〕「マルクスと『資本論』再生論と恐慌」１～１０『経済』76～85 平14.1～平14.10／「『ゴータ

綱領批判』の読み方」『前衛』768 平15.10／「新しい世紀と新しい綱領」『前衛』775 平16.4／「綱領

改定についての報告」『前衛』臨増776 平16.4／「『資本論』のなかの未来社会論」『前衛』777 平16.5
／「戦争のないアジア、戦争のない世界をめざして」『前衛』784 平 16.11／「アジア政党国際会議に参

加して」『前衛』785 平16.12／「二十一世紀・『資本論』のすすめ」上下『前衛』787～788 平17.2～
平17.3／「憲法９条改定論の三つの盲点」『前衛』797 平17.12／「科学的社会主義の学説の研究方法に

ついて--中国・マルクス主義研究院との理論交流から」『前衛』813 平19.1／「憲法対決の全体像をつか

もう--憲法改定派はどんな日本をつくろうとしているか」『前衛』819 平19.7／「小林多喜二 時代に挑

戦した五年間--『一九二八年三月十五日』から『党生活者』『地区の人々』まで」『前衛』830 平20.5／「マ

ルクス、エンゲルス 革命論研究」第１回～第９回『前衛』833～841 平 20.8～平 21.4／「公開連続セ

ミナー マルクスは生きている」第１回～第２回 『前衛』852～853 平22.1～平22.2／「非核の日本、

非核の世界」『前衛』858 平22.6／「宮本顕治へ 宮本顕治同志」『文芸春秋』89巻1号 平23.1／「『資

本論』はどのようにして形成されたか―マルクスによる経済学変革の道程をたどる」１～６『経済』188～
193 平 23.5～平 23.10／「『党首討論』後の不破委員長の記者会見」『前衛』871 平 23.6／「古典教室 

革命論 マルクス、エンゲルスはこうして多数者革命論を発展させた」上下 『前衛』882～883 平24.5
～平24.6／「古典教室 マルクス、エンゲルス以後の理論史」『前衛』884 平24.7／「戦前の理論史と野

呂栄太郎」『前衛』886 平24.9／「スターリン秘史 巨悪の成立と展開」第１～２３章『前衛』891～916 
平26.8～平26.12／「マルクス未来社会論の“発掘”」上・下『前衛』911・912 平26.7 
〔図書〕『マルクス主義と現代修正主義』大月書店 昭40／『不破哲三作著作』大月書店 昭44／『沖縄

基地とニクソン戦略』新日本出版社 昭 47／『進歩と変革の大道を』新日本出版社 昭 53／『不破哲三

国会論戦集』新日本出版社 昭54／『不破哲三政策論集』上・下 昭56～昭57／『スターリンと大国主

義』新日本出版社 昭57／『講座「家族、私有財産および国家の起源」入門』新日本出版社 昭58／『選

挙戦での日本共産党論』新日本出版社 昭 61／『政策活動入門』新日本出版社 昭 61／『政策争点と反

核平和論』新日本出版社 昭 61／『地方政治の争点と選択』新日本出版社 昭 62／『古典への旅』新日

本出版社 昭 62／『世界史のなかの社会主』 新日本出版社 昭 62／『レーニンカール・マルクスを読

む』 新日本出版社 昭 63／『自然の弁証法』 新日本出版社 昭 63 ／『革新・平和の主流と逆流』

新日本出版社 平元／『自然の秘密をさぐる』新日本出版社 平 2／『私の宮本百合子論』 新日本出版

社 平 3／『日本共産党綱領と歴史の検証』 新日本出版社 平 3／『９０年代・世界と日本の新しい進

路』 新日本出版社 平3／『現代史のなかの日本共産党』新日本出版社 平4／『この世界と日本をどう

みる』 新日本出版社 平4／『国政の争点と体制選択論』新日本出版社 平5／『日本共産党にたいする

干渉と内通の記録 上・下』 新日本出版社 平5／『科学的社会主義の運動論』 新日本出版社 平5／
『綱領路線の今日的発展 上・下』 新日本出版社 平 7／『革新の本流を大河のように』新日本出版社 

平9／『私の南アルプス』 山と溪谷社 平10／『レーニンと「資本論」』１～７ 新日本出版社 平10
～13／『二十一世紀の日本をめざして』 新日本出版社 平10／『新しい国づくりを提唱する』 新日本

出版社 平10／『私たちの日本改革論』新日本出版社 平11／『新日本共産党宣言』（共著） 光文社 平

11／『現代史のなかで日本共産党を考える』 新日本出版社 平11／『日米核密約』新日本出版社 平12
／『首都移転を考える』 新日本出版社 平12／『一滴の力水』（共著） 光文社 平12／『二十一世紀

と「科学の目」』新日本出版社 平13／『世紀の転換点に立って』 新日本出版社世紀 平13／『科学的
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社会主義を学ぶ』 新日本出版社 平 13／『二十一世紀はどんな時代になるか』新日本出版社 平 14／
『歴史教科書と日本の戦争』 小学館 平 14／『マルクスと資本論 １～３』 新日本出版社 平 14／
『「資本論」全三部を読む』第1冊～第7冊 新日本出版社 平15，平16／『古典研究 マルクス未来社

会論』新日本出版社 平 16／『古典研究 議会の多数を得ての革命』新日本出版社 平 16／『いまこの

世界をどう見るか アジア・アフリカ・ラテンアメリカ』新日本出版社 平17／『私の戦後六十年 日本

共産党議長の証言』新潮社 平17／『日本の前途を考える』新日本出版社 平18／『憲法対決の全体像』

新日本出版社 平 19／『同じ世代を生きて―水上勉・不破哲三往復書簡集』新日本出版社 平 19／『い

ま世界がおもしろい』新日本出版社 平 19／『小林多喜二 時代への挑戦』新日本出版社 平 20／『マ

ルクスは生きている』 平凡社 平 21／『激動の世界はどこに向かうか』 新日本出版社 平 21／『マ

ルクスとともに現代を考える』新日本出版社 平22／『不破哲三時代の証言』中央公論新社 平23／『「科

学の目」で見る日本と世界』 新日本出版社 平 23／『「資本論」はどのようにして形成されたか』新日

本出版社 平 24／『「科学の目」で日本の戦争を考える』 新日本出版社 平 27／『マルクス『資本論』

発掘・追跡・探究』 新日本出版社 平27／『科学的社会主義の理論の発展』 学習の友社 平27／『文

化と政治を結んで』 新日本出版社 平28／『たたかいの記録』新日本出版社 平29／『『資本論』のな

かの未来社会論』 新日本出版社 平31／ほ    
〔作品〕 － 
 

辺見 亢（へんみ・たかし） 

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

野町教育委員会 昭54／『藤野町の古民家』（共著）藤野町教育委員会 昭55／『ふじ乃町の文化財』第

1集・第2集（共著）藤野町教育委員会 昭57，平4 
〔作品〕 － 
 

外間 喜明（ほかま・きめい） 

〔雑誌〕「平和の作り方・僕の場合」『月刊社会教育』52巻8号 平20.8／「沖縄戦を語り継ぎ、平和の架

け橋に」『Plan B』19 平21.2 
〔図書〕『うちなー讃歌 沖縄戦終って六十年目に』平 17／『うちな―讃歌 沖縄の心 平和のメッセー

ジ』かりゆし出版 平19 
〔作品〕 － 
 

保坂 進（ほさか・すすむ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『戦争は国民が泣くだけだ』 文芸社 平27 
〔作品〕 － 
 

細井 弘子（ほそい・ひろこ） 

〔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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細川 光成（ほそかわ・みつなり） 

〔雑誌〕「江戸時代海老名の村々の農間商人・職人について」『えびなの歴史』第 8 号 平 8.9／「藤原実

資の私生活についてのいくつかのまとめ」『古代文化史論政』16 平9／「江戸後期から明治初期の海老名

の農業」『えびなの歴史』第 11 号 平 12.3／「相模国中南部の御鷹捉飼場と野廻役」『えびなの歴史』第

13 号 平 15.3／「江戸時代の寺院や住職の村社会での役割」『えびなの歴史』第 15 号 平 17.3／「中新

田、今福美雄家文書の紹介」『えびなの歴史』第17号 平19.3 
〔図書〕『相模国高座郡中野村御用留』1～3（編）細川光成 平12，平13／『海老名市史７ 通史編近世』

（共著）海老名市 平13／『大島氏と近世海老名小史』（共著）平14／『神奈川県海老名市門沢橋神部（舜

一）家近世文書』（編）細川光成 平 15／『相模国高座郡橋本村関係古文書』第 1 集（編）細川光成 平

16 
〔作品〕 － 
 

ホムグン（ほむぐん） 

〔雑誌〕『長白山』／『道拉吉』／『延辺文学』 
〔図書〕『随筆集 落葉を拾う心』民族出版社 平16／『紳士のポケットはゴミ袋』民族出版社 平19 
〔作品〕「赤い唐辛し」／「本」 
 

堀井 純二（ほりい・じゅんじ） 

〔雑誌〕「氏族志編纂に関する一考察」『藝林』22巻4号 昭46.8／「野中寺弥勒菩薩造像銘考」『皇学館

論叢』5巻5号 昭47.10／「法隆寺金堂薬師如来造像銘考」『藝林』25巻6号 昭49.12／「上代金石文

関係論文目録」『皇学館論叢』8 巻 4 号 昭 50.8／「上代金石文字形索引--墓誌銘篇(資料)」『皇学館論叢』

11巻6号 昭53.12／「橿原神宮の創建」『神道史研究』37巻4号 平元.10／「書評 田中卓著作集１１

－１『神社と祭祀』」『藝林』44巻1号 平7.2／「書評 荊木美行『「日本書紀」とその世界』」『皇学館論

叢』28巻4号 平7.8／「伊勢神宮の成立--果して伊勢神宮は持統天皇朝の成立か」『神道史研究』45巻1
号 平9.1／「シナに於ける政治思想についての一考察」『日本文化大学柏樹論叢』1号 平9.11／「吉田

松陰の革命思想批判」『日本学研究』通号1 平10.6／「天皇号の始用時期について」『神道史研究』46巻

4 号 平 10.10／「上代金石文字形索引--造像銘篇」『皇学館論叢』31 巻 6号 平 10.12／「建武中興の歴

史的意義(上)（下）」『日本及日本人』通号1634,1635 平11.4,平11.8／「野中寺弥勒菩薩造像銘再考」『藝

林』48巻3号 通号238 平11.8／「日本書紀と有徳思想」『日本文化大学柏樹論叢』2号 通号238 平

11.11／「建武中興余滴（１）～（４）」『日本及日本人』通号1637～1641 平12.1～13.8／「書評 荊木美

行氏編『令集解私記の研究』を読む」『日本文化大学柏樹論叢』3 号 平 13.7／「蘇我氏と革命思想-大化

改新前史についての一考察」『皇学館論叢』34 巻 5 号 通号 202 平 13.10／「皇極天皇紀の蘇我大臣」

『皇学館論叢』35巻1号 通号204 平14.2／「奈良時代に於ける天命思想の受容と批判」『日本文化大

学柏樹論叢』4号 平16.3／「太平記に於ける三種の神器観 」『柏樹論叢』5号 平18.3／「楠木正成悪

党論についての一考察」『柏樹論叢』6号 平20.12／「水戸史学に於ける崇神天皇御事績の研究」『皇学館

論叢』42巻3号 通号248 平21.6／「水戸史学に於ける垂仁天皇御事績の研究」『皇学館論叢』42巻6
号 通号251 平21.12／「『大日本史』仲哀・応神天皇本紀の基礎的研究」『柏樹論叢』7号 平21.12／
「『大日本史』履中・反正・允恭天皇本紀の基礎的研究」『皇学館論叢』43巻5号 通号256 平22.10／
「『大日本史』清寧天皇本紀以下武烈天皇本紀の基礎的研究」『柏樹論叢』8号 平22.12／「藝林会第四回

学術研究大会の報告記」『藝林』60巻1号 通号265 平23.4／「水戸史学に於ける欽明天皇御事績の研
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究」『柏樹論叢』9号 平23.12／「神功皇后・飯豊青皇女即位考」『皇学館論叢』45巻3号 通号266 平

24.6／「書評 廣瀬明正著『播磨古代史論考』」『皇学館論叢』45巻4号 通号267 平24.8／「『大日本

史』推古天皇本紀の基礎的研究」『柏樹論叢』10号 平24.12／「孝徳天皇朝の宮都を検証し日本紀の天皇

評に及ぶ」『皇学館論叢』46巻4号 通号273 平25.8／「新刊書評 梶山孝夫氏『大日本史の史眼』を読

む」『藝林』62 巻 2 号 通号 270 平 25.10／「『大日本史』天智天皇本紀の基礎的研究」『柏樹論叢』11
号 平25.12／「『大日本史』天武天皇本紀の基礎的研究」『柏樹論叢』12号 平26.12／「『大日本史』持

統天皇本紀の基礎的研究」『柏樹論叢』13号 平27.12／「『大日本史』持統天皇本紀の基礎的研究」『柏樹

論叢』13号 平27.12／「山片蟠桃の革命観について」『柏樹論叢』14号 平28.12／「『大日本史』列伝

における楠木正成の記述について」『柏樹論叢』15号 平29.12／「『梅松論』の楠木正成に関する記述に

ついて」『柏樹論叢』16 号 平 30.12／『１９１８年 柳田國男らによる内郷村調査: 各所感報告の検証』 

山梨学院大学大学院 社会科学研究科 平29／『現代企業の構図と戦略』（共著） 中央経済社 平12 
〔図書〕『建武の中興 理想に殉じた人々』 錦正社 平2／『欧米の世界支配と現代』 錦正社 平11／
『訳註報徳外記』（編著） 錦正社 平 14／『日本消滅 その防止のために』 錦正社 平 26／『日本政

治思想史』 日本文化大學 平29／『『大日本史』本紀の『日本書紀』研究』 錦正社 平30 
〔作品〕 － 
 

堀越 芳昭（ほりこし・よしあき） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『現代企業の構図と戦略』（共著） 中央経済社 平12／『１９１８年 柳田國男らによる内郷村

調査－各所感報告の検証』 山梨学院大学大学院 社会科学研究科 平29／『資料 鈴木重光著作目録 』

山梨学院大学大学院 社会科学研究科 平31 
〔作品〕 － 
 

堀越 隆嗣（ほりこし・りゅうじ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『新島日記』 文芸社 平29 
〔作品〕 － 
 

本田 尚平（ほんだ・しょうへい） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『被爆５５年 忘れられないあの日―広島・長崎被爆者の詞画集―』（共編）神奈川県原爆被災者

の会 平12 
〔作品〕 － 
 

本多 ちかこ（ほんだ・ちかこ） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『ぶす 狂言紙芝居』（絵） 鈴木出版 平 30／『駐在さん 高齢者向け紙芝居』（脚本・絵） 雲

母書房 平31 
〔作品〕 － 
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本多 時生（ほんだ・ときお） 

〔雑誌〕 － 
〔図書〕『幸せになる方法』 近代文芸社 平7／『くよくよしない考え方』 文芸社 平14／『不幸にな

る考え方をやめる！』 アルファポリス 平 17／『幸せになる考え方』 アルファポリス 平 19／『イ

ヤな人がいる！』 アルファポリス 平 19／『ラクに生きよう』 アルファポリス 平 20／『考えすぎ

ない』 アルファポリス 平21／『夢をかなえる』 アルファポリス 平22／『幸せグセのつけ方』 ア

ルファポリス 平23 
〔作品〕 － 
 

本多 正久（ほんだ・まさひさ） 

〔雑誌〕「言語系統論のための一つのこころみ」(共著)『計量国語学』47 号 昭 43.12／「日本語の誕生」

(共著)２，４～６『数理科学』10巻3号，10巻5号～7号 昭47.3，昭47.5～7／「購買行動の研究―２

―」(共著)『産業能率短期大学紀要』13号 昭51.10／「購買行動の計量地理学的研究」(共著)『産業能率

大学紀要』2巻1号 昭57.3／「コンビニエンス・ストアの出店戦略に関する研究」(共著)『研究所年報』

14号 平12／「幼稚園経営に関する研究」(共著)『研究所年報』15号 平13 
〔図書〕『経営のための多変量解析法』産業能率大学出版部 昭52／『日本語の誕生』大修館書店 昭53
／『因子分析法』培風館 昭 56／『BASIC による予測入門』共立出版 昭 61／『現代経営情報学概論』

（共著）オーム社 昭63／『インフォメーション・アナリストのためのマーケティング調査とデータ解析』

産業能率大学出版部 平元／『商業特性による都市の分類』産能大学情報科学研究所地域計画情報研究室 

平3『多変量解析の実際』産能大学出版部 平5／『インフォメーション・アナリストのための多変量解析

の実際』産能大学出版部 平5／『商業集積の売上要因に関する研究』産能大学地域環境研究所 平11／
『経営のための需要の分析と予測』産能大学出版部 平 12／『マーケティング調査入門』（共著） 培風

館 平19 
〔作品〕 － 
 


