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青木　正博・長 イーハトーブの地質（ジオ） 研究資料no.544 産業技術総合研究所2012-
赤田　秀子 電車 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
赤田　秀子 床屋　本郷菊坂町 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
秋枝　美保 東日本大震災後の「雨ニモマケズ」受容と宮沢賢治にとっての「雨ニモマケズ」 論攷宮沢賢治10 中四国宮沢賢治研究Jan-12
秋枝　美保 宮沢賢治　世界観の展開　『春と修羅』の到達点、ウィリアム・ジェイムズの心理学『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
天沢　退二郎 宮沢賢治の＜宗教＞の核心 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
天沢　退二郎 宮沢賢治と＜土地の精霊＞　『なめとこ山の熊』を中心に 国語教育　研究と実践49 千葉県高等学校教育Mar-12
天沢　退二郎 テクスト・クローズアップ（３２）　ひかりの素足〔イーハトヴ版〕 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報45　雲の宮沢賢治学会イーハSep-12
天沢　退二郎 「遠野物語と宮沢賢治」は可能か 現代思想40-12 青土社 Sep-12
網谷　厚子 科学技術的思考の魅惑　宮沢賢治短歌を中心に 月刊国語教育研究477 日本国語教育学会 Jan-12
阿毛　久芳 「よだかの星」についての感想、二、三 賢治研究117 宮沢賢治研究会 Apr-12
荒木　浩 釈教歌と石鹸　宮沢賢治の＜有明＞再読 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
石井　竹夫 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する鳥の押し葉 人間・植物関係学会雑誌11-2 人間・植物関係学会Mar-12
石井　竹夫 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する農業（前編） 人間・植物関係学会雑誌12-1 人間・植物関係学会Sep-12
石井　竹夫 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場する農業（後編） 人間・植物関係学会雑誌12-1 人間・植物関係学会Sep-12
石井　正己 民間伝承と宮澤賢治 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
石川　朗 カントで読み解く『春と修羅』序の世界 賢治研究118 宮澤賢治研究会 Sep-12
石　寒太 『宮沢賢治の全俳句』 『宮沢賢治の全俳句』 飯塚書店 Jun-12
泉沢　善雄 賢治周辺聞き書き　賢治エピソード落穂ひ拾い第17話　鳥谷崎神社と賢治 ワルトラワラ34 ワルトラワラの会 Apr-12
泉沢　善雄 賢治周辺聞き書き　賢治エピソード落穂ひ拾い第18話　安浄寺と宗青寺 ワルトラワラ35 ワルトラワラの会 Nov-12
稲賀　繁美 宮沢賢治とファン・ゴッホ　相互照射の試み お茶の水女子大学比較日本学教育研究センターお茶の水女子大学 Mar-12
稲賀　繁美 星と修羅と自己犠牲　宮沢賢治の心象へのいくつかの補助線 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
入沢　康夫 文語詩難解語句（7） 賢治研究117 宮沢賢治研究会 Apr-12
入沢　康夫 研究漫筆（22）　鶯がごろごろ・追記 賢治研究117 宮沢賢治研究会 Apr-12
入沢　康夫 研究漫筆（23）　文語詩難読語句のことなど 賢治研究118 宮沢賢治研究会 Sep-12
入沢　康夫 研究漫筆（24）　ああ、紛らわしい「天霧し」 賢治研究118 宮沢賢治研究会 Sep-12
碧海　寿広・岩 第8章　宮沢賢治と近角常観　宮沢一族書簡の翻刻と解題 近代化の中の伝統宗教と精神運動　基準点とし平成20年度～平成2Mar-12
岩本　由輝 杉山元治郎と宮澤賢治　宗教的遍歴と甲種農学校出身者としての使命感（1） 東北学院大学キリスト教文化研究所紀要30 東北学院大学キリスJun-12
宇佐美　怜子 「なめとこ山の熊」　なめとこ山の熊のことならおもしろい小考 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報44号・琥宮沢賢治学会イーハMar-12
牛崎　敏哉 宮澤賢治「ばだらの神楽」考 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
大内　秀明 近代文明批判の先駆者、モリスと宮沢賢治 『ウィリアム・モリスのマルクス主義　アーツ＆クラ平凡社新書 Jun-12
大角　修 仏の国のイーハトーブ　賢治の諸作品に観られる仏教思想 大法輪79-4 大法輪閣 Apr-12
大角　修 〔峯や谷は〕 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
大角　修 図書館幻想 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
大久保　貞江 猫 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
大久保　貞江 ラジュウムの雁 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
大島　丈志 「東京ノート」と「短歌」拾遺 賢治研究118 宮沢賢治研究会 Sep-12
大島　丈志 詩「第三芸術」から「農民芸術概論」へ　「技術」と「芸術」の継承に関する考察 賢治研究119 宮沢賢治研究会 Dec-12
大竹　智美 宮沢賢治　「一九二四、四、六、」の心象スケッチ連作 賢治研究116 宮沢賢治研究会 Mar-12
大槻　美智子 「注文の多い料理店」小考　「数量詞＋も＋仮定節」「数量詞＋だけ」の表現性か大阪大谷国文42 大阪大谷大学日本語Mar-12
大野　香織 詩人の「プロペラ」　全集刊行までの草野心平による宮沢賢治評価 近代文学　第二次　研究と資料 早稲田大学大学院教Mar-12
大場　有里子 宮沢賢治の晩年の思想　晩年の改稿をめぐる一考察 中央大学国文55 中央大学国文学会 Mar-12
岩田　文昭・碧 第8章　宮沢賢治と近角常観　宮沢一族書簡の翻刻と解題 近代化の中の伝統宗教と精神運動　基準点とし平成20年度～平成2Mar-12
岡澤　敏男 「ホロタイタネリ」の幻想　≪ふたりのタネリ≫考（続） ワルトラワラ34 ワルトラワラの会 Apr-12
岡澤　敏男 藁酒考　「藁のオムレツ」レシピを添えて ワルトラワラ35 ワルトラワラの会 Nov-12
岡村　民夫 宮沢賢治と東北力 photographer's gallery press11 photographer's gallerNov-12
奥本　淳恵 『春と修羅』≪第一集≫所収詩篇「昴」　＜昴＞の意味するもの 論攷宮沢賢治10 中四国宮沢賢治研究Jan-12
奥山　文幸 宮沢賢治と樺太 海外事情研究39-2 熊本学園大学付属海Mar-12
加倉井　厚夫 宮沢賢治のプラネタリウム18 ワルトラワラ34 ワルトラワラの会 Apr-12
加倉井　厚夫 宮沢賢治のプラネタリウム19　天文少年宮沢賢治（1） ワルトラワラ35 ワルトラワラの会 Nov-12
笠井　哲 宮沢賢治『グスコーブドリの伝記』における「技術者倫理」 福島工業高等専門学校研究紀要53 福島工業高等専門学Jul-05
片山　杜秀 一部言及 『未完のファシズム　「持たざる国」日本の運命』 新潮社 May-12
加藤　碵一 温故知新・宮沢賢治と保阪嘉内の「秩父巡検」考 ＧＳＪ地質ニュース1-10 地質調査総合センタOct-12
加藤　碵一・青 イーハトーブの地質（ジオ） 研究資料no.544 産業技術総合研究所2012-
構　大樹 宮沢賢治書簡「200」における二つの『春と修羅』像　「文芸」の場が受けとめた＜ 賢治研究116 宮沢賢治研究会 Mar-12
亀井　茂・照井　『宮沢賢治岩手山麓を行く　盛岡附近地質調査』 『宮沢賢治岩手山麓を行く　盛岡附近地質調査』イーハトーヴ団栗団 Apr-12
川口　寛 者と物　雨ニモマケズ・よだか・ブドリをめぐって 青燈3 村上林造 May-12
川島　幸希 宮沢賢治資料（47）　「新出本」宮沢賢治『注文の多い料理店』署名本 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報45　雲の宮沢賢治学会イーハSep-12
菅野　俊之 福島の文学　文藝風土と宮沢賢治との関連を事例として 『ＡＣＦ福島学シリーズ1　地域を知る地域に学ぶアカデミア・コンソーシMar-12
私市　由枝 女 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
私市　由枝 うろこ雲 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
北原　裕理・平　宮沢賢治の童話作品に登場する植物に就いて 人間・植物関係学会雑誌11-2 人間・植物関係学会Mar-12
木村　功 『賢治・南吉・戦争児童文学を読みなおす』 『賢治・南吉・戦争児童文学を読みなおす』 和泉書院 Dec-12
木村　直弘 宮沢賢治＜土神ときつね＞管見　狐はなぜ「美学」をかた（語・騙）るのか 岩手大学教育学部研究年報71 岩手大学教育学部 Mar-12
國廣　清光 「心象スケッチ屋」さん 国語の研究37 大分大学国語国文学Mar-12
栗原　敦 資料と研究・ところどころ12　＜美しい文章＞のこと、「さらさら」の秘密、吉本隆明賢治研究117 宮沢賢治研究会 Apr-12
栗原　敦 意識的と無意識的と　「銀河鉄道の夜」に触れて 実践国文学82 実践国文学会 Oct-12
栗原　敦 資料と研究・ところどころ13　北川太一さんの近著から、国柱会関連の研究状況と賢治研究119 宮沢賢治研究会 Dec-12
黒澤　勉 岩手の伝承文化からイーハトヴ芸術へ　『鹿踊りのはじまり』を例として 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
小島　聡子 宮沢賢治の童話における「標準語」の語法　方言からの影響について 近代語研究16 武蔵野書院 Mar-12
五嶋　千夏 岩手県を「翻訳」する＜イーハトーヴ＞　ベンヤミンにおける「言語」と「翻訳」とを手『メタフィクションの圏域』 花書院 Dec-12
小関　和弘 一部言及 『鉄道の文学誌』 日本経済評論社 May-12
小張　ヒサ子 家長制度 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
小張　ヒサ子 秋田街道 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
小松　和彦 賢治童話における「童子」をめぐって　『オツベルと象』の＜赤衣の童子＞はどこか『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
蔡 宜静 「氷河鼠の毛皮」における＜鉄道＞空間の設定と格闘プロット　映画『大列車強盗宮沢賢治研究Ａｎｎｕａｌ22 宮沢賢治学会イーハMar-12
斎藤　文一 デクノボーと地涌菩薩　涙ぐむ宮沢賢治 第12回グスコーブドリの大学校報告書 石と賢治のミュージアMar-12
佐々木　ボグナ宮沢賢治　レトリックとしての「相対性」 博士論文 京都大学 Mar-12
佐藤　桂子 異界との交感　宮沢賢治からのメッセージ でくのぼう宮沢賢治の会13 山波言太郎総合文化Jun-12
佐藤　成 我が心象の宮沢賢治 でくのぼう宮沢賢治の会13 山波言太郎総合文化Jun-12
志内　利恵 『春と修羅　第二集』　「一九一　風と杉　一九二四、九、六、」考 文月7 大阪教育大学近代文Jul-12
柴田　慈幸 宮沢賢治の世界観を表す「イーハトーブの風景地」と保存管理計画 月刊文化財589 第一法規 Oct-12
島薗　進 プロローグ 『日本人の死生観を読む』 朝日新聞社 Feb-12
島田　隆輔 宮沢賢治研究　文語詩稿五十篇・訳注5 宮沢賢治研究　文語詩稿五十篇・訳注6 島田隆輔 Jan-12
島田　隆輔 命名の意図　文語詩稿「電気工夫」生成の一面 論攷宮沢賢治10 中四国宮沢賢治研究Jan-12
島田　隆輔 宮沢賢治　文語詩稿「岩手公園」の生成過程　自伝詩篇から社会詩篇 国語教育論叢21 島根大学教育学部国Mar-12
志村　有弘 作品に見る仏教の心　『春と修羅』　妹の市と深い哀しみ 大法輪79-4 大法輪閣 Apr-12
ジョージ・プラッ序論 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
ジョージ・プラッ賢治作品に投影しているキリスト教的表象　一考察 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
白木　健一 賢治の言葉散策　英国のサア、アーキバルド、ケーキー 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報44号・琥宮沢賢治学会イーハMar-12
絓秀実 宮澤賢治のロハス的「国民化」 『反原発の思想』 筑摩書房 Feb-12
杉浦　静 ＜春と修羅　第二集＞における宗教表象　「五輪峠」「晴天恣意」を中心に 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
鈴木　健司 「銀河鉄道の夜」におけるテクストの解体と再生のメカニズム　カムパネルラの「母『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
鈴木　健司 『イーハトーボの劇列車』論　＜デクノボー＞としての日蓮 『天保十二年のシェイクスピア　井上ひさし追悼研文教大学出版事業部Mar-12
鈴木　幸一 イーハトーブ＜養蚕＞学　賢治さんの「よーさん」から養蚕イノベーションへ 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報45　雲の宮沢賢治学会イーハSep-12
鈴木　貞美 宮沢賢治世界の宗教性をめぐって 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
須永　裕子 山地の稜 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
関口　安義 賢治童話を読む（24）　「さるのこしかけ」 論叢児童文化46 くさむら社 Feb-12
関口　安義 賢治童話を読む（25）　「インドラの網」 論叢児童文化47 くさむら社 May-12



関口　安義 賢治童話を読む（26）　「葡萄水」 論叢児童文化48 くさむら社 Aug-12
関口　安義 賢治童話を読む（27）　「ツェねずみ」 論叢児童文化49 くさむら社 Nov-12
大明　敦 小鹿野町における宮沢賢治の足跡　田隝保日記の記述から見えるもの 埼玉県立歴史と民俗の博物館紀要6 埼玉県立歴史と民俗Mar-12
平　倫子 高木仁三郎と宮沢賢治　「われわれはどんな方法でわれわれに必要な科学をわヘカッチ7 日本児童文学会北海May-12
平　智・原　理恵宮沢賢治の童話作品に登場する植物に就いて 人間・植物関係学会雑誌11-2 人間・植物関係学会Mar-12
高根沢　紀子 作品に見る仏教の心　『銀河鉄道の夜』　現在、ここにある物語 大法輪79-4 大法輪閣 Apr-12
高橋　直美 宮沢賢治論　「土神ときつね」異読 ライフデザイン学研究7 東洋大学ライフデザ Mar-12
高屋敷　真人 二人のケンジ　宮沢賢治と中上健次　パラドックスと四次元芸術の世界 関西外国語大学研究論集96 関西外国語大学 Sep-12
啄木・賢治研究なぜ雪童子は子供を助けたのか　「水仙月の四日」をめぐって 日本文学会学生紀要20 盛岡大学日本文学会Mar-12
竹腰　幸夫 宮沢賢治『やまなし』論　燃える生命の譜 静岡近代文学27 静岡近代文学研究会Dec-12
武田　芳明 希望の芸術　宮沢賢治「農民芸術概論綱要」の向こう ARTing　福岡・芸術文化の創造と思考特別増刊ARTing福岡 Dec-12
田嶋　彩香 「銀河鉄道の夜」ジョバンニとその家族　改稿がもたらしたジョバンニのよりどころ実践国文学81 実践国文学会 Mar-12
照井　一明・亀 『宮沢賢治岩手山麓を行く　盛岡附近地質調査』 『宮沢賢治岩手山麓を行く　盛岡附近地質調査』イーハトーヴ団栗団 Apr-12
中島　紀一 地人の道を歩もうとした宮沢賢治　農業技師という側面から 農民文学296 日本農民文学会 2012玄冬
永嶋　浩 賢治のシステム設計論 川口短大紀要26 川口短期大学 Dec-12
中谷　俊雄 『宮沢賢治の樹木園』 『宮沢賢治の樹木園』 中谷俊雄 May-12
中谷　俊雄 「旅人のはなし」から 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
中谷　俊雄 復活の前 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
中谷　俊雄 電線の喚び　銅の博物誌 賢治研究119 宮沢賢治研究会 Dec-12
中地　文 宮沢賢治「雪渡り」考　法華文学としての童話の試み 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
中野　一基 「ドリームランドとしての岩手県」考 文月7 大阪教育大学近代文Jul-12
中野　隆之 賢治童話「さいかち淵」を読む 黒葡萄29 中野隆之 Dec-12
中村　晋吾 賢治童話における衣服の役割　身体・関係・例外的効果 早実研究紀要46 早稲田実業学校 Mar-12
中村　晋吾 仕立て直される「菜食信者」　「ビヂテリアン大祭」における「衣裳」をめぐって 日本文学61-9 日本文学協会 Sep-12
長森　英明・加 イーハトーブの地質（ジオ） 研究資料no.544 産業技術総合研究所2012-
信時　哲郎 社会主事　佐伯正氏 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報44号・琥宮沢賢治学会イーハMar-12
信時　哲郎 資料紹介「岩手毎日新聞」から　生前批評・文芸関係記事 賢治研究117 宮沢賢治研究会 Apr-12
萩原　孝雄 賢治と三島（第一回） 賢治研究116 宮沢賢治研究会 Mar-12
萩原　昌好 宮沢賢治の仏教世界　その時間と空間 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
原　理恵子・村 宮沢賢治の童話作品に登場する植物に就いて 人間・植物関係学会雑誌11-2 人間・植物関係学会Mar-12
桧垣　立哉 吉本隆明と自然史　マルクス・ランボー・宮沢賢治 現代思想40-8 青土社 Jul-12
東　百道 『朗読のための文学作品論　宮澤賢治の視点と心象』 『朗読のための文学作品論　宮澤賢治の視点と 木鶏社 Jul-12
飛高　隆夫 『近代詩雑纂』 『近代詩雑纂』 有文社 Mar-12
平澤　信一 テクスト・クローズアップ（31）叫んだのは又三郎だった？　『風の又三郎』「九月八宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報44号・琥宮沢賢治学会イーハMar-12
平山　英子 文語詩「歯科医院」論　「磁気嵐」考 論攷宮沢賢治10 中四国宮沢賢治研究Jan-12
深見　美希 小菅健吉と文芸同人誌『アザリア』　宮沢賢治他同人との関わりを中心に 日本女子大学大学院文学研究科紀要18 日本女子大学 Mar-12
藤田　晴央 宮沢賢治　意識の流れの陰影 『詩人たちの森　ポエジーの輝き』 北方新社 May-12
藤根　研一 宮沢賢治　石灰肥料のすすめ 第12回グスコーブドリの大学校報告書 石と賢治のミュージアMar-12
藤本　坦孝 『銀河鉄道の夜』と法華経（一） 真世界6282 真世界社 Oct-12
藤本　坦孝 『銀河鉄道の夜』と法華経（二） 真世界6283 真世界社 Nov-12
藤本　坦孝 『銀河鉄道の夜』と法華経（三） 真世界6284 真世界社 Dec-12
藤原　浩 樺太旅行で、賢治が見た（かもしれない）もの　ツーリズム史、樺太史の視点から宮沢賢治研究Ａｎｎｕａｌ22 宮沢賢治学会イーハMar-12
古澤　芳樹 「旅人」雑感（最終回） 賢治研究116 宮沢賢治研究会 Mar-12
正木　晃 なぜ、宮沢賢治は浄土真宗から日蓮宗へ改宗したのか？ 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
松下　香奈 「北守将軍と三人兄弟の医者」論　戦争の視点から 賢治研究119 宮沢賢治研究会 Dec-12
松田　司郎 プレシオスの鎖　賢治とユングの＜生＞の証明　新連載＜１＞ ワルトラワラ34 ワルトラワラの会 Apr-12
松田　司郎 宮沢賢治の深層（かなた）へ　心象スケッチ論　第一部　二つの世界　心象スケッワルトラワラ35 ワルトラワラの会 Nov-12
松本　季久代 『グスコーブドリの伝記』と廃墟の記憶　殉死美談を冷ます賢治 近代文学研究29 日本文学協会近代部Apr-12
宮川　健郎 宮沢賢治、明日を開くことば 月刊国語教育研究477 日本国語教育学会 Jan-12
宮沢　健太郎 賢治とキリスト教（十三） 白百合女子大学キリスト教文化研究論集13 白百合女子大学キリFeb-12
宮澤　健太郎 宮澤賢治における仏教とキリスト教 『キリスト教と日本の深層』 オリエンス宗教研究 Mar-12
宮澤　俊司 花椰菜 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
宮澤　俊司 あけがた 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
村岡　睦美・北 宮沢賢治の童話作品に登場する植物に就いて 人間・植物関係学会雑誌11-2 人間・植物関係学会Mar-12
村上　英一 沼森 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
村上　英一 柳沢 雲の信号9 千葉賢治の会 Dec-12
村上　林造 「クラムボン」とは何か　宮沢賢治「やまなし」寸感 青燈3 村上林造 May-12
室谷　洋三 Iris Murdochと宮沢賢治との類似性　両者を結びつける絆Rabindranath Persica39 岡山英文学会 Mar-12
免田　賢 宮沢賢治の世界の心理学的考察 教育学部論集23 佛教大学教育学部 Mar-12
望月　善次 宮沢賢治の宗教意識　短歌作品を考察素材として 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
森　美紗 宮沢賢治の宗教と民間伝承の融合　世界観の再検討　童話〔祭の晩〕考 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
矢花　真理子 宮沢賢治「セロ弾きのゴーシュ」論 国文白百合43 白百合女子大学国語Mar-12
山折　哲雄 「共死」を想え（最終回）宮沢賢治の末期の声 新潮45　31-2 新潮社 Feb-12
山田　吉郎 宮沢賢治『雪渡り』と幼年童話 鶴見大学紀要第三部　保育・歯科衛生編49 鶴見大学 Mar-12
山根　知子 宮沢賢治「或る心理学的な仕事の支度」と同時代の心理学との接点 『宮沢賢治の深層　宗教からの照射』 宝蔵館 Mar-12
横田　由美子 東日本大震災と賢治の受容　覚え書きとして ヘカッチ7 日本児童文学会北海May-12
吉本　隆明 『宮沢賢治の世界』 『宮沢賢治の世界』 筑摩書房 Aug-12
米地　文夫 「銀河鉄道の夜」の用語「三角標」の謎　宮沢賢治の地図や測量への関心をめぐ総合政策13-2 岩手県立大学総合政May-12
米地　文夫 南部領の人・啄木と岩手県の人・賢治　一関育ちの少年から観た二人のイメージ国際啄木学会盛岡支部会報21 国際啄木学会盛岡支Nov-12
頼　怡真 中国雑誌「女声」の文芸欄をめぐって　宮沢賢治の「注文の多い料理店」を中心に九大日文20 九州大学日本語文学Oct-12
Ｌｏｎｇ、　Ｈｏｙｔ 『On Uneven Ground: Miyazawa Kenji and the Making of Place in Modern Japan』『On Uneven Ground: Miyazawa Kenji and the MaＳｔａｎｆｏｒｄ University2012-
渡邊　宝陽 賢治と法華経　賢治は、『法華経』のどの部分に惹かれたのか？ 大法輪79-4 大法輪閣 Apr-12


