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凡 例 
 

☆ 収録の範囲 

  この目録は、当館所蔵の中里介山に関する図書・雑誌を収録しています。 

 

☆ 配列 

  資料の配列は、①項目 ②図書の分類番号 ③図書の出版年月の順としました。 

なお、項目等については、別表１を参照してください。 

 

☆ 記載事項および順序 

  （1） 書名、副書名（ゴシック体で表記） 

  （2） 巻次、版表示 

（3） 形態（複製 等） 

（4） 所蔵場所（別表１－③を参照してください） 

（5） 分類記号／地域記号（別表２を参照してください） 

  （6） 出版年 

  （7） 著者、編者 等 

  （8） 発行者 

  （9） シリーズ名 

  （10） 内容 

 

☆ 筆名 

     月寒、羽村生、羽村子、石雲亭、石雲生、中里生、阿参堂、遊於、 

     遊於道人、如音艸療主人、耕書堂主人、介山居士、介山 など 

 

☆ その他 

  （1） 同一書名であっても、改訂等していた場合や出版社が変わっていた場合は、

別資料として両方記載してあります。 

  （2） 複数の場所に所蔵している場合は、①地域資料（中里介山）コーナーを優先

し、以下②地下研究者寄贈コーナー ③一般開架 ④閉架書庫の順に記載し

てあります。 

（3） 旧漢字は、当用漢字で記載してあります。 

 



別 表 １  
 
① 大 項 目  
1  本 人 の 作 品         

2  評 論     

3  挿 絵  

4  そ の 他  

5  映 像   

 

② 小 項 目  
1  大 菩 薩 峠  

2  百 姓 弥 之 助  

3  高 野 の 義 人  

4  そ の 他  

5  全 集  

 

③ 所 蔵 場 所     ※ 右 は 電 算 上 の 表 記 で す  
 

 地 域 資 料 （ 中 里 介 山 ） コ ー ナ ー ・ ・ Ｈ  

 研 究 家 寄 贈 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 研 究 家  

文 庫 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 文 庫  

岩 波 文 庫 コ ー ナ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 岩 波 文 庫  

 



別表２

一般図書

０門 総記 ７門 芸術
０４９ 雑著 ７２３.１ 日本人の洋画

０５１ 日本の雑誌 ７７５ 演劇

０６１.３ 学術・研究機関 ７７８.２１ 日本の映画

０６９.８ 博物館 ７８９.３ 剣道

０７１ 新聞：日本 ９門 文学

１門 哲学 ９０１.３ 文学：文学理論・作法

１０４ 論文集・評論集・講演集 ９０２.３ 文学：文学史・文学思想史

１８５ 仏教：寺院・僧職 ９０４ 文学：論文集・評論集

２門 歴史 ９１０.２ 日本文学史

２１０.０８ 日本史：叢書・全集 ９１０.２６ 個人評論

２１０.１ 日本史：通史 ９１０.３３ 日本文学史事典

２１０.５ 日本史：近世 ９１０.４ 日本文学評論

２１０.６ 日本史：近代 ９１０.５ 日本文学誌

２１０.７ 日本史：昭和 ９１２.６ 戯曲

２１３.６ 地方：東京都 ９１３.６ 小説

２８１ 伝記：日本 ９１３.６８ 小説集

２８１.０４ 伝記：日本 ９１４.６ エッセイ

２８９ 個人伝記 ９１５.６ 紀行

２８９.１ 個人伝記（日本人） ９１８.６８ 全集・作品集

２９１.０９ 日本地理・地誌・紀行 ９８０ ロシア・ソヴィエト文学

３門 社会科学 ９８０.２ ロシア・ソヴィエト文学史

３７９.３ 青少年教育

３８０ 民俗学

５門 技術
５１５ 橋梁・橋

地域資料（特殊分類番号となっています。）
２１１ 日本史：通史

２１５ 日本史：近世

★図書の分類番号



１　大菩薩峠

都新聞（大正2年9月第9180号～第9209号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.2

「大菩薩峠　No.1～No.19」　 中里　生

都新聞（大正2年10月第9210号～第9240号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.2

「大菩薩峠　No.20～No.50」　 中里　生

都新聞（大正2年11月第9241号～第9270号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.2

「大菩薩峠　No.51～No.80」　 中里　生

都新聞（大正2年12月第9271号～第9300号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.2

「大菩薩峠　No.81～No.109」　 中里　生

都新聞（大正3年1月第9301号～第9331号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.6

「大菩薩峠　No.111～No.141」　 中里　生

都新聞（大正3年2月第9332号～第9359号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.6

「大菩薩峠　No.142～No.150」　 中里　生

都新聞（大正3年8月第9513号～第9543号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.10

「大菩薩峠　續　No.1～No.12」　 中里　生

１　本人の作品
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都新聞（大正3年9月第9544号～第9573号）復刻版 ・・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.10

「大菩薩峠　續　No.13～No.42」　 中里　生

都新聞（大正3年10月第9574号～第9604号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.10

「大菩薩峠　續　No.43～No.73」　 中里　生

都新聞（大正3年11月第9605号～第9634号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.10

「大菩薩峠　續　No.74～No.103」　 中里　生

都新聞（大正3年12月第9635号～第9664号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2001.10

「大菩薩峠　續　No.74～No.108」　 中里　生

都新聞（大正4年4月第9755号～第9784号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2002.2

「龍神（大菩薩峠の中）　No.1～No.24」　中里　生

都新聞（大正4年5月第9785号～第9815号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2002.2

「龍神（大菩薩峠の中）　No.25～No.55」　中里　生

都新聞（大正4年6月第9816号～第9845号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2002.2

「龍神（大菩薩峠の中）　No.56～No.85」　中里　生

都新聞（大正4年7月第9846号～第9876号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2002.6

「龍神（大菩薩峠の中）　No.86～No.108」　中里　生
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都新聞（大正6年10月第10667号～第10697号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2003.10

「間の山　No.1～No.7」　 中里　生

都新聞（大正6年11月第10698号～第10727号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2003.10

「間の山　No.8～No.37」　 中里　生

都新聞（大正6年12月第10728号～第10757号）復刻版 ・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2003.10

「間の山　No.38～No.67」　 中里　生

都新聞（大正7年1月第10758号～第10788号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.2

「大菩薩峠　第五編　No.1～No.31」　 中里　生

都新聞（大正7年2月第10789号～第10816号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.2

「大菩薩峠　第五編　No.32～No.59」　 中里　生

都新聞（大正7年3月第10817号～第10847号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.2

「大菩薩峠　第五編　No.60～No.90」　 中里　生

都新聞（大正7年4月第10848号～第10877号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.2

「大菩薩峠　第五編　No.91～No.119」　中里　生

都新聞（大正7年5月第10878号～第10907号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.2

「大菩薩峠　第五編　No.120～No.150」　中里　生
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都新聞（大正7年6月第10908号～第10937号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.2

「大菩薩峠　第五編　No.151～No.180」　中里　生

都新聞（大正7年7月第10938号～第10968号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.6

「大菩薩峠　第五編　No.181～No.211」　中里　生

都新聞（大正7年8月第10969号～第10999号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.6

「大菩薩峠　第五編　No.212～No.242」　中里　生

都新聞（大正7年9月第11000号～第11029号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.6

「大菩薩峠　第五編　No.243～No.272」　中里　生

都新聞（大正7年10月第11030号～第11060号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.6

「大菩薩峠　第五編　No.273～No.303」　中里　生

都新聞（大正7年11月第11061号～第11090号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.6

「大菩薩峠　第五編　No.304～No.333」　中里　生

都新聞（大正7年12月第11091号～第11120号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.6

「大菩薩峠　第五編　No.334～No.363」　中里　生

都新聞（大正8年1月第11121号～第11151号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.10

「大菩薩峠　第五編　No.364～No.394」　中里　生

- 4 -



都新聞（大正8年2月第11152号～第11179号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.10

「大菩薩峠　第五編　No.395～No.422」　中里　生

都新聞（大正8年3月第11180号～第11210号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.10

「大菩薩峠　第五編　No.423～No.453」　中里　生

都新聞（大正8年4月第11211号～第11240号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.10

「大菩薩峠　第五編　No.454～No.483」　中里　生

都新聞（大正8年5月第11241号～第11271号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.10

「大菩薩峠　第五編　No.484～No.514」　中里　生

都新聞（大正8年6月第11272号～第11301号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2004.10

「大菩薩峠　第五編　No.515～No.544」　中里　生

都新聞（大正8年7月第11302号～第11333号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2005.2

「大菩薩峠　第五編　No.545～No.575」　中里　生

都新聞（大正8年8月第11334号～第11360号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2005.2

「大菩薩峠　第五編　No.576～No.602」　中里　生

都新聞（大正8年9月第11361号～第11390号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2005.2

「大菩薩峠　第五編　No.603～No.632」　中里　生
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都新聞（大正8年10月第11391号～第11421号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2005.2

「大菩薩峠　第五編　No.633～No.663」　中里　生

都新聞（大正8年11月第11442号～第11451号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2005.2

「大菩薩峠　第五編　No.664～No.698」　中里　生

都新聞（大正8年12月第11452号～第11481号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2005.2

「大菩薩峠　第五編　No.699～No.715」　中里　生

都新聞（大正10年1月第11847号～第11977号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.2

「大菩薩峠　第六篇　No.1～No.31」　 中里　生

都新聞（大正10年2月第11878号～第11905号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.2

「大菩薩峠　第六篇　No.32～No.59」　 中里　生

都新聞（大正10年3月第11906号～第11936号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.2

「大菩薩峠　第六篇　No.60～No.90」　 中里　生

都新聞（大正10年4月第11937号～第11966号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.2

「大菩薩峠　第六篇　No.91～No.120」　中里　生

都新聞（大正10年5月第11967号～第11997号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.2

「大菩薩峠　第六篇　No.121～No.151」　中里　生
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都新聞（大正10年6月第11998号～第12027号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.2

「大菩薩峠　第六篇　No.152～No.181」　中里　生

都新聞（大正10年7月第12028号～第12058号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.2

「大菩薩峠　第六篇　No.182～No.212」　中里　生

都新聞（大正10年8月第12059号～第12089号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.6

「大菩薩峠　第六篇　No.213～No.243」　中里　生

都新聞（大正10年9月第12090号～第12119号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.6

「大菩薩峠　第六篇　No.244～No.273」　中里　生

都新聞（大正10年10月第12120号～第12150号）復刻版・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2006.6

「大菩薩峠　第六篇　No.274～No.290」　中里　生

大菩薩峠  完全版 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 726.1／05

中里介山／原作  一峰大二／作画 マンガショップ 2007.3

大菩薩峠形譯脚本 　複写製本版 ・・・・・・・・・・・・・ H 912.6／05

中里　介山／著 大菩薩峠刊行会 1932.12

1932年版の複写製本版

「昭和3年2月帝国劇場興行　武州御嶽山連幕の巻」

「昭和5年9月歌舞伎座興行　島原－龍神連幕の巻」

「昭和7年　新脚色　甲府城下連幕の巻」

脚本　大菩薩峠 ・・・・・・・・・・・・・ H 912.７／05

中里　介山／原作　猪俣　勝人／脚本 1957

片岡千恵蔵／主演、内田　吐夢／監督の三部作
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脚本　大菩薩峠 ・・・・・・・・・・・・・ H 912.７／05

中里　介山／原作　橋本　忍／脚本 1965

片岡千恵蔵／主演、内田　吐夢／監督の三部作

満洲新聞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 910.26／マ

満洲新聞社 1939

複写製本  大菩薩峠　７号～１８０号（昭和14年10月20日～昭和15年5月22日）

大菩薩峠　決定版　全２０巻 ・・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 913.6／ナ

中里　介山 彩光社 1953

中里介山集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 913.6／ナ

中里　介山 角川書店 1956 現代国民文学全集　第32巻

「大菩薩峠」 （ｐ7～ｐ302）

大菩薩峠　　全８巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 913.6／ナ

中里　介山 河出書房 1956 日本国民文学全集　別巻１～8

大菩薩峠　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 913.6／ナ

中里　介山 河出書房 1969 カラー版国民の文学　1

大菩薩峠　　全１２巻（新装版） ・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 筑摩書房 1979

大菩薩峠　　全２０巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 富士見書房 1981 時代小説文庫　１

大菩薩峠　　全１０巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 筑摩書房 1995

大菩薩峠　　全２０巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 筑摩書房 1996 ちくま文庫
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ザ・大菩薩峠  『大菩薩峠』全編全一冊 ・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 第三書館 2004.9

大菩薩峠　都新聞版　全９巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 論創社 2014

時代小説の楽しみ  別巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 913.68／ジ-別

中里　介山 新潮社 1990.11

大菩薩峠・机竜之介の抜粋あり。 （ｐ151～ｐ196）

颯爽登場！第一話　　時代小説ヒーロー初見参 ・・・・・・ H 913.68／05

新潮社／編 新潮社 2004.7 新潮文庫

「大菩薩峠」 （ｐ9～ｐ108）

2　百姓弥之助

中里介山  百姓弥之助の話（抄）　今人古人  ・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里　介山 日本図書センター 1997.4 作家の自伝　45

「百姓弥之助の話　第ニ冊　塾教育の巻　抄」　　（ｐ23～ｐ45）

「百姓弥之助の話　第一冊　植民地の巻　抄」 （ｐ107～ｐ185）

中里介山全集　第１９巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1972

「百姓弥之助の話」 （ｐ5～ｐ373）

3　高野の義人

都新聞（明治43年9月～10月第8087号～第8147号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.2

「高野の義人　No.1～No.58」　 中里　生
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都新聞（明治43年11月～12月第8148号～第8207号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.2

「高野の義人　No.59～No.95」　 中里　生

中里介山集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・研究家－ 913.6／ナ

中里　介山 角川書店 1958.9 現代国民文学全集　第32巻

高野の義人 （ｐ303～ｐ356）

中里介山全集　第１９巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1971

「高野の義人」 （ｐ207～ｐ285）

4　その他

都新聞（明治42年11月～12月第7785号～第7843号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1998.10

「氷の花　No.1～No.13」　 羽村　子

都新聞（明治43年1月～2月第7844号～第7902号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.2

「氷の花　No.14～No.70」　 羽村　子

都新聞（明治43年3月～4月第7903号～第7963号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.2

「氷の花　No.71～No.74」　 羽村　子

都新聞（明治44年5月～6月第8328号～第8388号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.6

「島原城　No.1～No.56、後篇のNo.1～No.2」　中里　生

都新聞（明治44年7月～8月第8389号～第8450号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.6

「島原城　後篇のNo.3～No.52」　 中里　生
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都新聞（明治44年11月～12月第8512号～第8571号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.6

「室の遊女　No.1～No.15」　 中里　生

都新聞（明治45年1月～2月第8572号～第8631号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.9

「室の遊女　No.16～No.74」　 中里　生

都新聞（明治45年3月～4月第8632号～第8692号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.9

「室の遊女　No.75～No.95」　 中里　生

都新聞（大正元年11月～12月第8877号～第8936号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 1999.9

「文覚　No.1～No.34」　 中里　介山

都新聞（大正2年1月～2月第8937号～第8995号）復刻版 ・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2000.10

「文覚　No.35～No.93」　 中里　生

都新聞（大正2年3月第8996号～第9026号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修　 柏書房 2000.10

「文覚　No.94～No.109」　 中里　生

都新聞（大正5年8月第10242号～第10272号）復刻版　・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.2

「淨るり坂　No.1～No.26」 石雲生

都新聞（大正5年9月第10273号～第10302号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.2

「淨るり坂　No.27～No.56」 石雲生

- 11 -



都新聞（大正5年10月第10303号～第10333号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.2

「淨るり坂　No.57～No.87」 石雲生

都新聞（大正5年11月第10334号～第10363号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.2

「淨るり坂　No.88～No.117」 石雲生

都新聞（大正5年12月第10364号～第10393号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.2

「淨るり坂　No.118～No.147」 石雲生

都新聞（大正6年1月第10394号～第10424号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.6

「淨るり坂　No.148～No.178」 石雲生

都新聞（大正6年2月第10425号～第10452号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.6

「淨るり坂　No.179～No.206」 石雲生

都新聞（大正6年3月第10453号～第10483号）復刻版 ・・・・・ H 071／05

中日新聞社／監修 柏書房 2003.6

「淨るり坂　No.207～No.223」 石雲生

山の旅  大正・昭和篇  ・・・・・・・・・・・・・・・岩波文庫－ 291／コ

近藤　信行／編 岩波書店 2003.11

「山道」　 中里　介山 （ｐ168～ｐ183）

日本武術神妙記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 789／05

中里　介山 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.5

雪ふる道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 隣人之友社 1936.12
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火鞭・ヒラメキ 復刻版 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 910.5／シ

「火鞭　第1巻第1号～第2巻第3号」（明治38年～明治39年刊）と「ヒラメキ　第1号～第2号」

（明治３９年刊）の復刻，合本

白柳　秀湖／ほか編 不二出版 1985

「笛吹川」 中里介山 （ｐ23～ｐ26）

「天眞の詩」 中里介山 （ｐ97～ｐ100）

「小さき理想」 中里介山 （ｐ389～ｐ390）

「覚え書」 甲山居士 （ｐ432）

「甲山君に答ふ」 中里介山 （ｐ563）

清流　第１巻第１号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.5／23

中里　介山 青梅町　芳見屋書店 1910.9

「賣茶翁の詩」　 （ｐ19）

青史夜話 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 大菩薩峠刊行会 1933.3

浄瑠璃坂の仇討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

中里　介山 彩光社 1954.8

千年樫の下にて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・研究家－ 914.6／ナ

中里　介山 隣人之友社 1928.2

【大活字】心にふるさとがある　１４・・・・・・・・・・・・・・・ Ｌ 914.6／コ-14

作品社編集部 作品社 1998.4

「武州喜多院」 （ｐ39～ｐ50）

峠 中里介山純粋個人雑誌　　全７巻 ・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 隣人之友社 1935

峠 中里介山純粋個人雑誌　複写製本版　　全７巻 ・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 隣人之友社 1986

昭和10年発行の複写製本版
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峠 中里介山純粋個人雑誌　復刻版　　全７巻別冊１ ・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 不二出版 1987

昭和10年発行の復刻版

（別冊：『峠』解説・総目録・索引　　伊藤和也／解説）

中里介山全集　第１３巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1971.10

作品集　1　「浄瑠璃坂の仇討」ほか

中里介山全集　第１４巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1971.9

作品集　2　「小野小町」ほか

中里介山全集　第１５巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1971.8

作品集　3　「安楽」ほか

中里介山全集　第１６巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1972.2

作品集　4　「篝火」ほか

中里介山全集　第１７巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1971.11

作品集　5　「雪ふる道」ほか

中里介山全集　第１８巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1971.12

作品集　6　「日本武術神妙記」ほか

中里介山全集　第１９巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1972.1

作品集　7　「百姓弥之助の話」「千年樫の下にて」
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中里介山全集　第２０巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1972.7

作品集　8　「今人古人」ほか

5　全集

中里介山全集　全２０巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.68／05

中里　介山 筑摩書房 1972

各巻の内容については、作品別（1～4）をご覧ください。

１　大菩薩峠

羽村町郷土博物館紀要　第３号 H 069.8／10

羽村市郷土博物館／編 羽村市教育委員会 1988.3

「沢田正二郎と中里介山『大菩薩峠』上演をめぐって」（ｐ35～ｐ52）

羽村市郷土博物館紀要　第１６巻 H 069.8／10

羽村市郷土博物館／編 羽村市教育委員会 2001.10

「中里介山「大正九年日記」抄」　 桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ19）

現代思想のキイ・ワード H 104／05

今村　仁司 講談社 1985.9

「ユートピア」に大菩薩峠についての記述あり。 （ｐ127～ｐ165）

日本歴史展望  １２  戦争と平和に生きる　大正－昭和 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・研究家－ 210.1／ニ

色川　大吉／編 旺文社 1982.2

「大正情緒の基調－庶民のアイドル」　 （ｐ36～ｐ37）

「介山伝説」　 （ｐ66～ｐ72）

2　評　　　論

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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多摩のあゆみ  第４号 H 210.5／01

多摩文化資料室／編 多摩中央信用金庫 1976.8

「中里介山の旅」　 桜沢　一昭 （ｐ59～ｐ61）

多摩のあゆみ  Ｖｏｌ．１０７  （神楽・神楽師） ・・・・・ H 210.5／0１

たましん歴史・美術館歴史資料室／編 たましん地域文化財団 2002.8

「机龍之助の定紋と中里介山－『大菩薩峠繪本』と御嶽山の開平三知流額－」　

齋藤　愼一 （ｐ58～ｐ63）

隣人  草志会年報　第５号  特集　紀州と多摩 ・・・・・・・・・ H 210.5／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 1988.6

「中里介山研究の動向－『大菩薩峠』脱構築のために」　

伊藤　和也 （ｐ38～ｐ43）

「壮大な巨人断章－桜沢一昭著『中里介山の原郷』評」　

宮嶋　繁明 （ｐ44～ｐ51）

三田村鳶魚全集　第２４巻 ・・・・・・・・・・・・・・・ 210.5／ミ-24

三田村　鳶魚 中央公論社 1976.12

「中里介山の『大菩薩峠』」 （ｐ178～ｐ192）

大正デモクラシーの底流  “土俗”的精神への回帰  （・・・・・・・ 210.6／カ

鹿野　政直 日本放送出版協会 1973.10 ＮＨＫブックス１９２

「大衆文学者中里介山と『大菩薩峠』」　 （ｐ32～ｐ35）

明治大正図誌  ７  関東 ・・・・・・・・・・・・・・・・研究家－ 210.6／メ

色川　大吉／編 筑摩書房 1979.8

「大菩薩と介山」 （ｐ72～ｐ73）

多摩の五千年　市民の歴史発掘　３版 ・・・・・・・・・・ H 211／01

多摩史研究会／編 平凡社 1971.1

「中里介山」　 （ｐ156～ｐ159）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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多摩の歴史散歩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 211／01

色川　大吉／編 朝日新聞社 1975.6

「中里介山」　 （ｐ156～ｐ159）

多摩歴史散歩  ３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 211／01

佐藤　孝太郎 有峰書店 1979.8

「大菩薩峠と奥多摩」　 （ｐ121～ｐ128）

はむら郷土いろはうたとお話 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 211／10

渡辺　義次 渡辺　義次 1979.11

「中里介山の『大菩薩峠』」 （ｐ18～ｐ19）

街道の日本史  １８  多摩と甲州道中 ・・・・・・・・・・ H 215／01

新井　勝紘／編 吉川弘文館 2003.5

「中里介山『大菩薩峠』の世界」　 （ｐ236～ｐ242）

二十世紀の千人　１ ・・・・・・・・・ 280.4／ニ-1

朝日新聞社／編 朝日新聞社 1995.1

「全身まるごとニヒリズム」の誕生 （ｐ166～ｐ169）

とっておきのものとっておきの話  第２巻 ・・・・・・・・・ H 281.04／05

Ｙａｎａｓｅ　ｌｉｆｅ編集室／編 芸神出版社 1997.6

「中里介山　介山幻の刀剣名鑑」 （ｐ96～ｐ99）

幻視の国家 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 311.2／05

小寺　正敏 萌書房 2014.5

中里介山におけるニヒリズムと政治 （ｐ193～ｐ224）

中里介山の大乗的政治観と国家 （ｐ225～ｐ259）

西多摩村青年会報  第２２号 ・・・・・・・・・・・・・・・・ H 379.3／10

西多摩村青年会／編 西多摩村青年会 1926.12

「三ツの話」 （ｐ15～ｐ16）
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隣人  草志会年報　第２号  特集　楠方熊楠と柳田国男 ・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 1985.5

「野人交歓－中里介山と南方・柳田」 桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ9）

隣人  草志会年報　第１６号 ・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 2002.3

「大菩薩峠を読む」 小峰　勲 （ｐ87～ｐ98）

隣人  草志会年報　第１７号 ・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 2003.5

「『大菩薩峠』を旋りて」 小峰　勲 （ｐ64～ｐ81）

隣人  草志会年報　第１８号 ・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 2004.6

「大菩薩峠　未完への旅立ち」 小峰　勲 （ｐ70～ｐ82）

隣人  草志会年報　第１９号 ・・・・・・・・・・・・・ H 380／10
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「中里介山」　 桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ27）

第三文明　第191号～第196号（合本製本） ・・・・・・・ 研究家－ 051／ダ

第三文明社

「中里介山　近代のあけぼの・多摩①」　桜沢　一昭 （第191号ｐ49～ｐ53）

- 29 -



羽村郷土研究会の三十年 ・・・・・・・・・・・・・・ H 061／10

羽村郷土研究会 羽村郷土研究会 1998.6

「中里家と我が家のご縁」　 古谷　肇 （ｐ88～ｐ91）

羽村町郷土博物館紀要  創刊号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村町郷土博物館 羽村町教育委員会 1986.3

「座談会・中里介山を語る」　 清水　利／ほか談 （ｐ6～ｐ27）

「中里介山・中国の旅」 桜沢　一昭 （ｐ28～ｐ44）

羽村市郷土博物館紀要  第８号 ・・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 1993.3

「特集　中里介山」　

羽村市郷土博物館紀要  第１１号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 1996.3

「白詩提唱　中里介山における白楽天」　桜沢　一昭 （ｐ39～ｐ46）

「介山ゆかりの地を訪ねて五　小説の舞台と旅の楽しみ」　（ｐ58～ｐ62）

羽村市郷土博物館紀要  第１３号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 1998.3

「『土』の発見　中里介山の長塚節論」　桜沢　一昭 （ｐ19～ｐ26）

羽村市郷土博物館紀要  第１４号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 1999.3

「中里介山・アメリカ紀行」　 桜沢　一昭 （ｐ54～ｐ69）

「『大菩薩峠絵本』考」　 河村　康博 （ｐ70～ｐ83）

羽村市郷土博物館紀要  第１５号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 2000.8

「中里介山の大正八年」　 桜沢　一昭 （ｐ11～ｐ27）

羽村市郷土博物館紀要  第１７号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 2003.3

「耕書堂日記　中里介山の昭和十・十一年」桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ19）

- 30 -



羽村市郷土博物館紀要  第１８号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 2004.3

「中里介山「西隣日記」昭和十一・十二年」　桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ20）

羽村市郷土博物館紀要  第１９号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 2004.12

「中里介山・昭和１３年日記」　 桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ14）

「介山二題　その民衆性をめぐって」　 遠藤　誠治 （ｐ15～ｐ21）

羽村市郷土博物館紀要  第２０号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 2005.10

「中里介山・昭和十四年日記」 桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ12）

「中里介山ニ件」 遠藤　誠治 （ｐ13～ｐ26）

羽村市郷土博物館紀要  第２１号 ・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村市郷土博物館 羽村市教育委員会 2006.12

「中里介山・昭和十五年日記」 桜沢　一昭 （ｐ1～ｐ18）

「介山三話―一茶・民謡・唯識―」 遠藤　誠治 （ｐ19～ｐ28）
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「大菩薩峠　介山における島田虎之助」　桜沢　一昭 （第２号ｐ52～ｐ54）

「中里介山の旅」　 桜沢　一昭 （第４号ｐ59～ｐ61）

「鈴法寺と中里介山」　 山下 弥十郎 （第５号ｐ50～ｐ52）

多摩のあゆみ（合本製本）第１１号～第２０号 ・・・・ 研究家ー 213.6／タ／2

たましん歴史・美術館歴史資料室 たましん地域文化財団1980

「中里介山と松尾熊太の歌（上）」　 桜沢　孝平 （第17号ｐ60～ｐ63）

「中里介山と松尾熊太の歌（下）」　 桜沢　孝平 （第18号ｐ68～ｐ71）

多摩のあゆみ（合本製本）　第４１号～第４５号 ・・・・ 研究家ー 213.6／タ／5

たましん歴史・美術館歴史資料室 たましん地域文化財団1986

「高尾山妙音寺草庵 大正末期の中里介山」　桜沢　一昭 （第41号ｐ184～ｐ190）

「中里介山の思い出」　 河野　通明 （第41号ｐ191～ｐ195）

「鳶魚再見　三田村玄竜と中里介山」　 桜沢　一昭 （第42号ｐ90～ｐ95）

多摩のあゆみ（合本製本）　第５１号～第５５号 ・・・・ 研究家ー 213.6／タ／7

たましん歴史・美術館歴史資料室 たましん地域文化財団1989

「中里介山草庵の周辺」　 桜沢　一昭 （第53号ｐ96～ｐ99）

「劉生・鶴三・介山」　 桜沢　一昭 （第53号ｐ100～ｐ103）

多摩のあゆみ（合本製本）　第６１号～第６５号 ・・・・ 研究家ー 213.6／タ／9

たましん歴史・美術館歴史資料室 たましん地域文化財団1991

「鈴木鳴象覚書　中里介山との親交」　 桜沢　一昭 （第65号ｐ71～ｐ78）

民衆文化の源流  東国の古代から近代へ ・・・・・・・・・・ H 213.6／05

色川　大吉ほか 平凡社教育産業センター 1980.18

「鳶魚・介山を生んだ基盤」　 （ｐ18～21）

大菩薩峠介山荘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 213.6／05

横山　厚夫ほか 幹書房 1998.8

「未完の最長編「大菩薩峠」」　 （ｐ170～ｐ183）
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一度はお参りしたい、あの人のお墓  東京・鎌倉近郊墓 ・・・・ H 281／05

岩井　寛／解説 平凡社 1999.4

「中里介山」　   （ｐ31）

楽しく調べる東京の歴史　東京の歴史・人物・文化遺産 ・・・・ H 281／00

東京都小学校社会科研究会／編 日本標準 2007.2

「中里介山」　   （ｐ150）

多摩川に泳ぎ武蔵野を駈けた人々 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 289／10

羽村市

「武蔵野に生まれ平民として生きる　中里介山」

多摩川の生んだ文豪　中里介山　資料集’９３特別展 ・・・・ H 289／05

羽村市郷土博物館／編 ’９３特別展実行委員会 1993.10

ただありがたし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289.1／ア

秋元　巳太郎 1992

三ヶ島眼医者　鈴木一貫物語 ・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 289.1／ス

新藤康助 ユー企画制作室 1994.1

「中里介山　赤門」について記述あり。 （ｐ72）

武蔵野を歩く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 291.36／02

海野　弘 アーツ・アンド・クラフツ 2006.12

「玉川上水の入口」 介山の墓の写真あり （ｐ226～ｐ231）

新宿文化絵図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 291.36／68

新宿区地域文化部文化国際課／編・出版 2007.3

新宿人物事典に介山の紹介あり （ｐ214）

隣人  草志会年報  第１０号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 1994.8

「都新聞時代の介山（一）」　 島田　秀男 （ｐ98～ｐ101）

研究家－
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隣人　草志会年報  第１１号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 1996.3

「光は大澄山のふもとより 介山門人 田中澄徹」　菅井　憲一 （ｐ29～ｐ38）

「都新聞時代の介山（二）」　 島田　秀男 （ｐ42～ｐ45）

隣人　草志会年報  第１２号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 1997.6

「『隣人』の友　草志会の二十年」　 松本 三喜夫 （ｐ3～ｐ9）

「『大菩薩峠』の現在」　 伊藤　和也 （ｐ22～ｐ29）

「都新聞時代の介山（三）」　 島田　秀男 （ｐ30～ｐ33）

隣人　草志会年報  第１３号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 1998.8

「介山・五山・熊二・貫平　佐久平周遊」　菅井　憲一 （ｐ23～ｐ31）

隣人　草志会年報  第１５号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 2000.11

「詩人中里残聲」　 小峰　勲 （ｐ82～ｐ101）

隣人　草志会年報  第２６号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 380／10

菅井　憲一／編 菅井　憲一 2013.6

「介山草庵再訪　西多摩」 菅井　憲一 （ｐ138～ｐ151）

隣人（合本製本）　創刊号～第５号 ・・・・・・・・・・ 研究家－ 380／リ

菅井　憲一／編 菅井　憲一 1988

隣人（合本製本）　第６号～第１０号 ・・・・・・・・ 研究家－ 380／リ

菅井　憲一／編 菅井　憲一 1994

隣人（合本製本）　第１１号～第１５号 ・・・・・・・ 研究家－ 380／リ

菅井　憲一／編 菅井　憲一 2000
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多摩川橋めぐり  続  立日橋から御岳橋まで ・・・・・・・・・ H 515.2／01

島田　良夫／文 けやき出版 2004.4

｢羽村大橋」に中里介山についての記述あり。 （ｐ24～ｐ27）

画像・中里介山二題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 723.1／05

稲村　退三 1985.5

ディヴァガシオン  文學雜纂 ・・・・・・・・・・・・・・・・ H 904／10

伊藤　和也 1993.11

「『大菩薩峠』を彩る女たち」に大菩薩峠についての記述あり。　（ｐ53～ｐ58）

「博愛主義と童貞と」に中里介山についての記述あり。　 （ｐ59～ｐ60）

「中里介山と幸徳秋水」に中里介山についての記述あり。　 （ｐ61～ｐ63）

「『峠』創刊の意義」に中里介山についての記述あり。　 （ｐ64～ｐ80）

「介山と女性」に中里介山についての記述あり。　 （ｐ81～ｐ89）

「スタンダールと中里介山」に中里介山についての記述あり。　（ｐ90～ｐ102）

「介山を巡る二、三のことがら」に中里介山について記述あり。　（ｐ103～ｐ120）

「『大菩薩峠』」に大菩薩峠についての記述あり。 （ｐ121～ｐ144）

「『大菩薩峠』脱構築のために」に大菩薩峠について記述あり。　（ｐ145～ｐ161）

「青梅・奥多摩」に中里介山についての記述あり。　 （ｐ169）

「文学散歩」に中里介山についての記述あり。　 （ｐ177～ｐ180）

「アネックドート抄」に中里介山についての記述あり。　 （ｐ212～ｐ216）

岩波講座　日本文学史  第１２巻  ２０世紀の文学 ・・・・・ 910.2／ク-12

久保田淳／〔ほか〕編集 岩波書店 1996.2

「久米邦武事件」　夢殿について記述あり （ｐ227～ｐ228）

論集　中里介山　（合本製本） ・・・・・・・・・・・ 研究家－ 910.26／ナ

随筆　大菩薩峠  中里介山をめぐる人々 ・・・・・・・・・ H 910.26／05

松尾　熊太 春秋社 1956.6

兄・中里介山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里　健 春秋社 1957.3
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大正文学史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

臼井　吉見 筑摩書房 1963.7

座談会　大正文学史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

柳田　泉／ほか編 岩波書店 1970.1

「中里介山の「大菩薩峠」をめぐって」　桜沢　一昭 （ｐ699～ｐ704）

近代文学の発掘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 910.26／ニ

西田　勝 法政大学出版局 1971.8

「明治の社会主義文学」　 （ｐ183、ｐ187、ｐ195）

中里介山研究  創刊号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山研究会／編 武蔵書房 1973.4

中里介山研究  第２号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山研究会／編 武蔵書房 1973.7

中里介山研究  第３号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山研究会／編 武蔵書房 1973.10

中里介山研究  第４号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山研究会／編 武蔵書房 1974.3

中里介山研究  第５号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山研究会／編 武蔵書房 1974.8

中里介山研究  第６号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山研究会／編 武蔵書房 1974.12

中里介山研究  第７号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山研究会／編 武蔵書房 1975.8
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中里介山研究（合本製本） 創刊号～第７号 ・・・・・・・研究家－ 910.26／ナ

中里介山研究会／編 武蔵書房 1975

修羅　明治の秋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

尾崎　秀樹 新潮社 1973.8

近代文学百人  （別冊太陽　日本のこころ　１１） ・・・・・・ H 910.26／05

平凡社 1975.6

「中里　介山」　 （ｐ98、ｐ121～ｐ122）

奥野健男　作家論集　第２巻 ・・・・・・・・・・・・・・・ 910.26／オ-2

奥野　健男 泰流社 1977.5

「中里介山―縄文文化の深層に達する」 （ｐ249～ｐ251）

中里介山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

松本　健一 朝日新聞社 1978.1 朝日評伝選１８

峠の人　中里介山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

尾崎　秀樹 新潮社 1980.8

文壇人物誌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

笹本　寅 冬樹社 1980.10

「中里介山」　 （ｐ10～ｐ11，ｐ323～ｐ439）

中里介山　孤高の思索者 ・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

尾崎　秀樹 剄草書房 1980.10

近代文学研究叢書　５３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

昭和女子大学近代文学研究室昭和女子大学近代文化研究所1982.５

中里介山と大逆事件  その人と思想 ・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中村　文雄／著 三一書房 1983.5
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中里介山論　増補版 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

伊藤　和也 未来工房 1986.7

中里介山の原郷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

桜沢　一昭／著 不二出版 1987.7

中里介山の碑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

中里介山碑建設発起人会 中里介山碑建設発起人会 1991.11

中里介山・愛の屈折  雪花蝶に寄せる思慕 ・・・・・・・・・・ H 910.26／05

武井　昌博／編 甲府　山梨ふるさと文庫 1992.4

中里介山  辺境を旅するひと ・・・・・・・・・・ H 910.26／05

松本　健一 風人社〈世田谷区〉 1993.6

中里介山　人と作品　羽村市郷土博物館資料集　１ ・・・・ H 910.26／05

羽村市郷土博物館 羽村市郷土博物館 1995.3

時代小説百番勝負 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 910.26／ジ

時代小説の会 筑摩書房 1996.4

「『大菩薩峠』・中里介山」 （ｐ20～ｐ21）

早稲田鶴巻町の中里介山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

桜沢　一昭 早稲田大学校友会 1996.5

作家の墓を訪ねよう  週末計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ 910.26／イ

岩井　寛 同文書院 1996.10

「中里介山 」　 岩井　寛 （ｐ108～ｐ109）

新潮日本文学アルバム  ３７　中里介山 ・・・・・・・・・・ H 910.26／05

新潮社 1997.5

- 42 -



文学に描かれた教師たち　漱石・賢治・啄木・藤村・介山 ・・・ H 910.26／05

山本　龍生 新風舎 1999.9

「中里介山の描いた教師たち」　 （ｐ134～ｐ150）

ペンネームの由来事典 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 910.26／キ

紀田　順一郎 東京堂出版 2001.12

「中里　介山」　 （ｐ182）

大衆文学自筆原稿集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 910.26／ア

青木　正美 東京堂出版 2004.7

中里介山「大震災消息」　 青木　正美 （ｐ4～ｐ9）

伯父　介山の思い出　―写真 書籍 はがき 諸資料 愛用品など ・・・ H 910.26／05

山田　ゆみ 山田　ゆみ 2006.7

この独身者はすごい！　結婚しなかった２４人の偉人 ・・・・ H 910.26／05

北嶋　廣敏 ジョルダン 2009.10

「『大菩薩峠』『宮本武蔵』と石井鶴三」　 （ｐ98～ｐ102）

思い出すままに（介山の素顔） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 912.6／05

山田　ゆみ 山田　ゆみ 2004.4

文豪の風景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

高橋敏夫／監修 エクスナレッジ 2014.2

中里介山の風景 （ｐ76～ｐ79）

文豪の素顔 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

高橋敏夫／監修 エクスナレッジ 2015.7

中里介山の素顔 （ｐ52～ｐ55）

中里の心 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

遠藤誠治 遠藤誠治 2015.11
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考える、そして、研究する ・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

遠藤誠治 遠藤誠治 2016.1

西湖のほとり　わたしにとって中国とは ・・・・・・・・・・ H 915.6／05

尾崎　秀樹 有斐閣 1979.10

「山中峯太郎と中里介山」　 （ｐ147～ｐ168）

小山清全集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.6／10

小山　清 筑摩書房 1969.4

「中里介山」（笹本寅）について　 （ｐ550）

小山清全集（増補新装版） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 918.6／10

小山　清 筑摩書房 1999.11

「中里介山」（笹本寅）について　 （ｐ550）

マロース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 980／05

中里　迪弥 日野市未来工房 1983.8

「中里介山とトルストイ」　 中里　迪弥 （ｐ455～ｐ459）

１　大菩薩峠

羽村町郷土博物館紀要  第２号 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 069.8／10

羽村町郷土博物館 羽村町教育委員会 1987.3

「『大菩薩峠』挿絵略史」 桜沢　一昭 （ｐ20～ｐ41）

多摩のあゆみ  Ｖｏｌ．１０９ ・・・・・・・・・・・・・・・ H 210.5／01

多摩中央信用金庫文化資料室 多摩中央信用金庫 2003.2

「沢井万年橋と水車小屋」　 「都新聞」連載「大菩薩峠」挿絵

齋藤　愼一 （ｐ82～ｐ87）

３　挿　　絵
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名作挿絵全集　第２巻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 726／05

平凡社 1980.3

「大菩薩峠」 （ｐ26～ｐ41）

大衆の心に生きた昭和の画家たち ・・・・・・・・・・・・・・・ H 726.5／05

中村 嘉人 ＰＨＰ研究所 2007.3

「中里介山 」　 （ｐ20～ｐ30）

文壇うちそと　大衆文学逸史 ・・・・・・・・・・・・・・・ H 910.26／05

尾崎　秀樹 筑摩書房 1975.8

「大菩薩峠」と挿絵 尾崎　秀樹 （ｐ112～ｐ115）

大衆文学論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究家－ 910.26／オ

尾崎　秀樹 勁草書房 1979

「時代小説と挿絵」　 尾崎　秀樹 （ｐ306～ｐ322）

１　大菩薩峠

ＫＡＩＺＡＮ　魔剣の伝説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ H 912.6／05

中里介山没後60年

笠井　心 新風舎 2005.5

小説中里介山  大菩薩峠の世界 ・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

梁取　三義 光和堂 1987.11

ヤマンタカ　―　大菩薩峠血風録 ・・・・・・・・・・・ H 913.6／05

夢枕　獏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.12

4　その他
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１　大菩薩峠

〔ＤＶＤ〕大菩薩峠  第１部  （片岡千恵蔵主演） ・・・・ DVD－ 778.1／ダ

内田　吐夢／監督 東映ビデオ 1957作品

〔ＤＶＤ〕大菩薩峠  第２部  （片岡千恵蔵主演） ・・・・ DVD－ 778.1／ダ

内田　吐夢／監督 東映ビデオ 1958作品

〔ＤＶＤ〕大菩薩峠  完結編  （片岡千恵蔵主演） ・・・・ DVD－ 778.1／ダ

内田　吐夢／監督 東映ビデオ 1959作品

〔ＤＶＤ〕大菩薩峠（市川雷蔵主演） ・・・・・・・・・・ DVD－ 778.1／ダ

三隅　研次／監督 角川映画 1960作品

〔ＤＶＤ〕大菩薩峠  　竜神の巻 （市川雷蔵主演） ・・・・ DVD－ 778.1／ダ

三隅　研次／監督 角川映画 1960作品

〔ＤＶＤ〕大菩薩峠  完結編  （市川雷蔵主演） ・・・・ DVD－ 778.1／ダ

森　一生／監督 角川映画 1961作品

５　映　　像
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