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あおきまさひろ 青木　正博・加 　宮澤賢治が学んだ鉱物標本 ＧＳＪ地質ニュース4-7 産業技術研究所地質調査総合センター Jul-15
あきえだみほ 秋枝　美保 宮沢賢治の短歌と岩手県の文学活動　「心象スケッチ」への道程 宮沢賢治研究Annual25 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
あべまさひこ 阿部　公彦 インタールード２　遠慮する詩人　宮沢賢治「銀河鉄道の夜」（一九三三） 『善意と悪意の英文学史　語り手は読者をどのように愛してきたか』 東京大学出版会 Sep-15
あまざわたいじろ天沢　退二郎 「風の又三郎」の謎にせまる　さいかち淵はなぜかくも深きや 『詩の練習　宮沢賢治特集』 明星大学教育学部平澤信一研究室 Dec-15
あんどうれいじ 安藤　礼二 霊性の宇宙　宮沢賢治と法華経 『シリーズ日蓮５　現代世界と日蓮』 春秋社 May-15
いしだひろこ 石田　紘子 深沢省三・深沢紅子と宮沢賢治の接点 賢治学2 東海大学出版部 Jun-15
いのうえとしひこ井上　寿彦 「イーハトヴ童話」という果実 中部児童文学122 中部児童文学会 Feb-15
いのうえとしひこ井上　寿彦 『賢治さんのイーハトヴ　宮沢賢治試論』 『賢治さんのイーハトヴ　宮沢賢治試論』 風媒社 Sep-15
いまなりもとあき今成　元昭 『今成元昭仏教文学論纂第五巻　法華経・宮澤賢治』 『今成元昭仏教文学論纂第五巻　法華経・宮澤賢治』 法蔵館 Sep-15
いりさわやすお 入沢　康夫 研究漫筆(29)　「酋松」か、「寅松」か 賢治研究125 宮沢賢治研究会 Mar-15
うえだあやか 植田　彩郁 宮澤賢治における＜流れ＞＜揺らぎ＞　「修羅」意識をめぐって 同志社国文学83 同志社大学国文学会 Dec-15
うめだえりか 梅田　えりか 『春と修羅』第二集「〔南のはてが〕」考 国文学論考51 都留文科大学国語国文学会 Mar-15
おおいかずお 大伊　和雄 高師小僧と中等鉱物教科書 賢治学2 東海大学出版会 Jun-15
おおうちひであき大内　秀明 ウィリアム・モリスと夏目漱石、それから宮沢賢治 変革のアソシエ19 変革のアソシエ Jan-15
おおうちひであき大内　秀明 ウィリアム・モリスから宮沢賢治へ 賢治学2 東海大学出版会 Jun-15
おおえまさつぐ 大江　正嗣・白 　賢治の大気大循環への着想と緯度観測所の観測 宮沢賢治研究Annual25 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
おおくぼひとし 大久保　等 宮沢賢治詩の現代語解釈　その一　情報系一研究者の考察 八戸学院短期大学研究紀要40 八戸学院短期大学 Mar-15
おおしまたけし 大島　丈志 宮沢賢治作品における重層的な農民像　清作について考えながら 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報50　カッコウ 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
おおのまさお 大野　眞男 イーハトーブ＜方言＞学　賢治のこだわり、花巻訛り 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報50　カッコウ 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
おかいたかし 岡井　隆 詩の点滅　現代詩としての短歌第二部（第２７回）詩歌の難解性について宮沢賢治の詩を例示 短歌62-8 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Jul-15
おかざわとしお 岡澤　敏男 作品現場からの検証　「狼森と笊森、盗森」の異聞（中） ワルトラワラ39 ワルトラワラの会 Nov-15
おかむらたみお 岡村　民夫 「ポラーノの広場」の競馬場　賢治郊外学のために 賢治学2 東海大学出版会 Jun-15
おぎはらけいこ 荻原　桂子 文学教材の研究　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の言語表現 九州女子大学紀要51-2 九州女子大学 Mar-15
おぎはらけいこ 荻原　桂子 宮沢賢治のコンステレーション　「銀河鉄道の夜」の異空間 賢治学2 東海大学出版会 Jun-15
おくもとあつえ 奥本　淳恵 『心象スケッチ　春と修羅』における透明性を示す語の特異性 論攷宮沢賢治13 中四国宮沢賢治研究会 Mar-15
おくやまふみゆき奥山　文幸 心象という言葉・補遺 葦の葉361 日本文学協会近代部会 Feb-15
おくやまふみゆき奥山　文幸 宮沢賢治と風速・補遺 葦の葉363 日本文学協会近代部会 Apr-15
おくやまふみゆき奥山　文幸 『幻想のモナドロジー　日本近代文学試論』 『幻想のモナドロジー　日本近代文学試論』 蒼丘書林 Sep-15
おしのたけし 押野　武志 セカイ系文学の系譜　宮沢賢治からゼロ年代へ 『日本サブカルチャーを読む　銀河鉄道の夜からＡＫＢ４８まで』 北海道大学出版会 Mar-15
おのかずと 小野　和人 二人の比較の基盤を求めて 『生きている道　ソローの非日常空間と宇宙』 金星堂 Sep-15
おのかずと 小野　和人 宮澤賢治の銀河系とソローの「天」 『生きている道　ソローの非日常空間と宇宙』 金星堂 Sep-15
かくらいあつお 加倉井　厚夫 宮沢賢治のプラネタリウム（22）天文少年宮沢賢治（４） ワルトラワラ39 ワルトラワラの会 Nov-15
かたがみへいじ 片上　平二郎 転回点としての『宮沢賢治』　１９８０年代と見田宗介 現代社会学理論研究9 日本社会学理論学会 Mar-15
かとうくにひこ 加藤　邦彦 宮沢賢治と『アラビアンナイト』　『春と修羅』収録詩篇を中心に 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
かとうひろかず 加藤　碩一 宮沢賢治と「地人」論 賢治研究125 宮沢賢治研究会 Mar-15
かとうひろかず 加藤　碩一 賢治の「西域」とは？　その地的背景を探る 賢治学2 東海大学出版会 Jun-15
かとうひろかず 加藤　碩一・青 　宮澤賢治が学んだ鉱物標本 ＧＳＪ地質ニュース4-7 産業技術研究所地質調査総合センター Jul-15
かとうひろかず 加藤　碩一 温故知新　宮澤賢治作品における「鉱物性色彩語」考 ＧＳＪ地質ニュース4-7 産業技術研究所地質調査総合センター Jul-15
かまえだいき 構　大樹 徴用された＜宮沢賢治＞　総動員体制下の「雨ニモマケズ」と文学的価値の所在 日本近代文学92 日本近代文学会 May-15
かまえだいき 構　大樹 “亡霊”に憑きまとわれるブドリ　アニメーション映画『グスコーブドリの伝記』（二〇一二）試論 賢治研究126 宮沢賢治研究会 Aug-15
かまたとうじ 鎌田　東二 分子の脱自　宮沢賢治のトーテミズム、その墜落と飛行 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
かわいはやお 河合　隼雄 賢治と明恵 『「出会い」の不思議』 創元社 Mar-15
かんだまさあき 神田　雅章・米 　宮沢賢治の詩いわゆる「ロマンツエロ」と藤原清衡　毘沙門天の矢はなにを伝えたのか 総合政策16-2 岩手県立大学総合政策学会 Mar-15
きたがわとおる 北川　透 「グスコーブドリの伝記」と三・一一東日本大震災　あるいは宮沢賢治と法華経 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
きはらとよみ 木原　豊美 同時代に生きた宮沢賢治と金子みすゞの世界 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
きむらなおひろ 木村　直弘 初音ミクは浮遊する　神話装置としての冨田勲《イーハトーヴ交響曲》 岩手大学教育学部付属教育実践総合センター研究紀要 岩手大学教育学部付属教育実践総合セ Mar-15
きむらなおひろ 木村　直弘 ＜神々の火花＞としての<ケンタウルスの露＞　冨田勲＜イーハトーヴ交響曲＞が根ざすもの 賢治学2 東海大学出版会 Jun-15
きよせろくろう 清瀬　六朗 『イーハトーブアニメフェスティバルでの高畑勲監督のお話をきいて考えたこと』 『イーハトーブアニメフェスティバルでの高畑勲監督のお話をきいて考えたこと』 アトリエそねっと Sep-15
きらさちお 吉良　幸生 「永訣の朝」の位相　宮沢賢治の挽歌をどう読むか あいち国文9 愛知県立大学文学部国文学科あいち国文Sep-15
くぬぎやまよしじ椚山　義次・富 　『「銀河鉄道の夜」と聖書　ほんたうのさいはひ、十字架への旅』 『「銀河鉄道の夜」と聖書　ほんたうのさいはひ、十字架への旅』 キリスト新聞社 Jun-15
くりはらあつし 栗原　敦 宮沢賢治資料（52）　宮沢家で講読していた雑誌のこと 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報50　カッコウ 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
くりはらあつし 栗原　敦 小倉豊文宛宮沢政次郎書簡集（一） 実践国文学87 実践国文学会 Mar-15
くりはらあつし 栗原　敦 資料と研究・ところどころ⑰岩田シゲ回想録のひとこま・イチさんの「宝塚少女歌劇」 賢治研究125 宮沢賢治研究会 Mar-15
くりはらふみこ 栗原　文子 賢治と山下りん　詩や短歌、イコン、そして交響曲 駒澤大学心理臨床研究14 駒澤大学コミュニティ・ケアセンター Aug-15
くろやなぎだいぞ黒柳　大造 宮沢賢治を教えたハーンの教え子・米原弘 へるん52 八雲会 Jun-15
くわはらひろよし桑原　啓善 異次元世界を描写してみせた『銀河鉄道の夜』 でくのぼう宮沢賢治の会14 山波言太郎総合文化財団 Aug-15
こじまさとこ 小島　聡子 宮沢賢治の童話における程度副詞 『近代語研究18（古田東朔教授追悼論文集）』 武蔵野書院 Feb-15
こばやしせつこ 小林　節子 『小林節子　遺稿集』 『小林節子　遺稿集』 私家版 Jun-15
こんどうたけし 近藤　健史 宮沢賢治の大正十一年　宮沢賢治と鳥羽源蔵の出会い 研究紀要28 日本大学通信教育部通史教育研究所 Mar-15
さいかのぶゆき 雑賀　信行 『宮沢賢治とクリスチャン　花巻篇』 『宮沢賢治とクリスチャン　花巻篇』 雑賀編集工房 Sep-15
さいとうぶんいち斎藤　文一 修羅の科学者宮沢賢治 『シリーズ日蓮５　現代世界と日蓮』 春秋社 May-15
さだかたあきら 定方　晟 宮澤賢治が生み出す人名・地名 春秋566 春秋社 Feb/Maｒ-15
さとうけいこ 佐藤　桂子 「ちゃうはあぶどり」考 賢治研究125 宮沢賢治研究会 Mar-15
さとうやすまさ 佐藤　泰正 宮沢賢治の生涯をつらぬく闘いは何であったか 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
さとうやすまさ 佐藤　泰正 『文学の力とは何か　漱石・透谷・賢治ほかにふれつつ』 『文学の力とは何か　漱石・透谷・賢治ほかにふれつつ』 翰林書房 Jun-15
さわだふみお 澤田　文男 宮澤賢治「虔十公園林」の文学性 研究紀要62・63 高松大学 Feb-15
しぶやゆりえ 渋谷　百合絵 宮沢賢治「まなづるとダアリヤ」論　小波お伽話「菊の紋」との比較を中心に 日本近代文学92 日本近代文学会 May-15
しまだたかすけ 島田　隆輔 「信仰」詩篇の源流　〔冬のスケッチ〕試論 論攷宮沢賢治13 中四国宮沢賢治研究会 Mar-15
しまだたかすけ 島田　隆輔 青柳亮「メドレー先生を偲ぶ」を読む　「青柳教諭を送る」稿の生成にかかわって 宮沢賢治研究Annual25 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
しまだたかすけ 島田　隆輔 樹の精と、英語教師の系譜と　ラフカディオ・ハーンから宮沢賢治へ へるん52 八雲会 Jun-15
しらきけんいち 白木　健一・大 　賢治の大気大循環への着想と緯度観測所の観測 宮沢賢治研究Annual25 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(277)　宮沢賢治と俳句③ 滝277 滝発行所 Jan-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(278)　宮沢賢治と俳句④ 滝278 滝発行所 Feb-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(279)　宮沢賢治と俳句⑤ 滝279 滝発行所 Mar-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(280)　宮沢賢治と俳句⑥ 滝280 滝発行所 Apr-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(281)　宮沢賢治と俳句⑦ 滝281 滝発行所 May-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(282)　宮沢賢治と俳句⑧ 滝282 滝発行所 Jun-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(283)　宮沢賢治と俳句⑨ 滝283 滝発行所 Jul-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(284)　宮沢賢治と俳句⑩ 滝284 滝発行所 Aug-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(285)　宮沢賢治と俳句⑪ 滝285 滝発行所 Sep-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(286)　宮沢賢治と俳句⑫ 滝286 滝発行所 Oct-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(287)　宮沢賢治と俳句⑬ 滝287 滝発行所 Nov-15
すがわらときや 菅原　鬨也 虚実潺潺(288)　宮沢賢治と俳句⑭ 滝288 滝発行所 Dec-15
すぎうらしずか 杉浦　静 ２０００年代の賢治研究（心象スケッチと文語詩） 宮沢賢治研究Annual25 宮沢賢治学会イーハトーブセンター Mar-15
すぎおげんゆう 杉尾　玄有 宮沢賢治の正法眼蔵『春と修羅』 『道元禅の参究』 春秋社 Oct-15
すずきさだみ 鈴木　貞美 『宮沢賢治　氾濫する生命』 『宮沢賢治　氾濫する生命』 左右社 Aug-15
すずきさだみ 鈴木　貞美 日本近現代におけるシルク・ロード　国際戦略と学術の動き 文学・語学214 全国大学国語国文学会 Dec-15
すずきまもる 鈴木　守 『宮澤賢治と高津露』 『宮澤賢治と高津露』 友藍書房 Feb-15
すずきまもる 鈴木　守 「涙ヲ流サナカッタ」ことの悔い 『県民文芸作品集　No.46』 第68回岩手芸術祭実行委員会 Dec-15
すどうよし 須藤　与志 『泥塑　宮沢賢治の原像』 『泥塑　宮沢賢治の原像』 悠雲舎 May-15
せきぐちやすよし関口　安義 『賢治童話を読む　続』 『賢治童話を読む　続』 港の人 Jul-15
たかはしゆうしろ高橋　雄四郎 宮沢賢治の妖精　自然観 『キーツの想像力　妖精・牧歌』 音羽書房鶴見書店 May-15
たかはしりょう 高橋　亮 童話作家・あまんきみこにおける、宮沢賢治作品の影響について　「林」「金色」のモチーフを中心に 九大日文25 九州大学日本語文学界「九大日文」編集Oct-15
たけだじゅんいち武田　純一 盛岡高等農林学校と宮澤賢治 賢治学2 東海大学出版部 Jun-15
たなかよしのり 田中　良則 宮澤賢治の文語詩未完成稿　不軽菩薩　一 真世界6316 真世界社 Aug-15
たなかよしのり 田中　良則 宮澤賢治の文語詩未完成稿　不軽菩薩　二 真世界6317 真世界社 Sep-15
たなかよしのり 田中　良則 宮澤賢治の文語詩未完成稿　不軽菩薩　三 真世界6318 真世界社 Oct-15
たなかよしのり 田中　良則 宮澤賢治の文語詩未完成稿　不軽菩薩　四 真世界6319 真世界社 Nov-15
たなかよしのり 田中　良則 宮澤賢治の文語詩未完成稿　不軽菩薩　五 真世界6320 真世界社 Dec-15
たなかよしのり 田中　良則 妙高旅信の日付 賢治研究127 宮沢賢治研究会 Dec-15
たまいまさあき 玉井　昌章 宮沢賢治の生前評価　『日本詩人』誌上で展開される同時代批評 京都語文22 佛教大学国語国文学会 Nov-15
ちばかずみき 千葉　一幹 宮澤賢治と東北 人文・自然・人間科学研究33 拓殖大学人文科学研究所 Mar-15
ちばみつぐ 千葉　貢 宮澤賢治童話の“生死”考　『三宝絵』の「鹿王」と重ねながら 地域政策研究17-4 高崎経済大学地域政策学会 Mar-15
ちばみつぐ 千葉　貢 宮澤賢治童話の“生死”考（２）　『三宝絵』の「鹿王」と重ねながら 地域政策研究18-1 高崎経済大学地域政策学会 Aug-15
つなざわみつあ 綱沢　満昭 『宮沢賢治の声　啜り泣きと狂気』 『宮沢賢治の声　啜り泣きと狂気』 海風社 Jan-15
つばきじゅんいち椿　淳一 『ジョバンニの銀河　カムパネルラの地図　「銀河鉄道の夜」の宇宙誌』 『ジョバンニの銀河　カムパネルラの地図　「銀河鉄道の夜」の宇宙誌』 同時代社 Aug-15
とみながくにひこ富永　國比古・ 　『「銀河鉄道の夜」と聖書　ほんたうのさいはひ、十字架への旅』 『「銀河鉄道の夜」と聖書　ほんたうのさいはひ、十字架への旅』 キリスト新聞社 Jun-15
よねちふみお 米地　文夫・神 　宮沢賢治の詩いわゆる「ロマンツエロ」と藤原清衡　毘沙門天の矢はなにを伝えたのか 総合政策16-2 岩手県立大学総合政策学会 Mar-15
とみやまひでとし富山　英俊 宮沢賢治とキリスト教の一面（反語の教師イエス）と仏教の一面（本覚思想）　（上） 賢治研究126 宮沢賢治研究会 Aug-15
とみやまひでとし富山　英俊 宮沢賢治とキリスト教の一面（反語の教師イエス）と仏教の一面（本覚思想）　（下） 賢治研究127 宮沢賢治研究会 Dec-15
なかじまさつね 中路　正恒 宮沢賢治の贈与の問題　狂騒と計算 賢治学2 東海大学出版部 Jun-15
なりたふみ 成田　芙美 ウィリアム・モリスと宮沢賢治　「農民」の社会改革と芸術 津田塾大学紀要47 津田塾大学紀要委員会 Mar-15
のぐちよしひろ 野口　芳宏 先生とおうちの方へ　童話『やまなし』に示された「実り」 『童話絵本　宮沢賢治やまなし』 小学館 Apr-15
のぶときてつろう信時　哲郎 宮沢賢治「文語詩稿　一百篇」評釈六 甲南国文62 甲南女子大学国文学会 Mar-15
のぶときてつろう信時　哲郎 宮沢賢治「文語詩稿　一百篇」評釈五 甲南女子大学研究紀要　文学・文化編52 甲南女子大学 Mar-15
はたのかずひろ秦野　一宏 二重の風景　『烏の北斗七星』をめぐって 論攷宮沢賢治13 中四国宮沢賢治研究会 Mar-15
はらしろう 原　子朗 賢治の「おもしろさ」と「むづがすさ」 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
はらしろう 原　子朗 生命と精神　賢治におけるリズムの問題 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
ひおきしゅんじ 日置　俊次 宮沢賢治論　「雪渡り」から「やまなし」へ 青山語文45 青山学院大学日本文学会 Mar-15
ひかげとしお 日景　敏夫 高橋六介の国語綴方教育　啄木と賢治にも関連して 国際啄木学会盛岡支部会報24 国際啄木学会盛岡支部 Oct-15
ひとみちさこ 人見　千佐子 『リアルなイーハトーヴ　宮沢賢治が求めた空間』 『リアルなイーハトーヴ　宮沢賢治が求めた空間』 新典社 Mar-15
ひらさわしんいち平澤　信一 宮沢賢治『風の又三郎』の場所Ⅱ 明星大学教育学部紀要5 明星大学教育学部 Mar-15
ひらやまえいこ 平山　英子 文語詩「〔夜をま青き藺むしろに〕」試論一　成立の背景、大迫を中心に 論攷宮沢賢治13 中四国宮沢賢治研究会 Mar-15
ひろせまさあき 廣瀬　正明 「青森挽歌」における「ありがたい証明」とは何か 宮沢賢治研究125 宮沢賢治研究会 Mar-15
ふじいよしひろ 藤井　義博 宮澤賢治の「どんぐりと山猫」のすきとおったたべもの　栄養療法の知的枠組についての研究（12） 藤女子大学人間生活学部紀要12 藤女子大学 Mar-15
ふるさわよしき 古澤　芳樹 賢治作品を深読みする（５）「雲かげ」の行手 賢治研究125 宮沢賢治研究会 Mar-15
ふるさわよしき 古澤　芳樹 書簡「不21」について 賢治研究126 宮沢賢治研究会 Aug-15
ふるさわよしき 古澤　芳樹 賢治作品を深読みする（６）何故「けなげないもうと」なのか 賢治研究126 宮沢賢治研究会 Aug-15
ふるさわよしき 古澤　芳樹 サイクルホールの話 賢治研究127 宮沢賢治研究会 Dec-15
まきのしずか 牧野　静 賢治作品における自己犠牲　グスコンブドリからグスコーブドリへ 倫理学31 筑波大学倫理学研究会 Mar-15
まつおかみきお 松岡　幹夫 『宮沢賢治と法華経　日蓮と親鸞の狭間で』 『宮沢賢治と法華経　日蓮と親鸞の狭間で』 昌平黌出版会 Mar-15
まつだしろう 松田　司郎 賢治とゴッホ／二つの魂のめざしたもの　銀河と糸杉と ワルトラワラ38 ワルトラワラの会 Feb-15
まつだしろう 松田　司郎 賢治とゴッホ　二つの魂のめざしたもの　銀河と糸杉と　第三章　よだかの飛翔 ワルトラワラ39 ワルトラワラの会 Nov-15
まつもとたかし 松本　隆 賢治が愛した南昌山と藤原健次郎　「銀河鉄道の夜」の舞台は南昌山 賢治学2 東海大学出版部 Jun-15
みずのしんたろう水野　信太郎 宮澤商店の白色を呈する煉瓦倉庫２棟（賢治ゆかりの建築物２） 日本建築学会北海道支部研究報告集88 日本建築学会 Jun-15
もりもとともこ 森本　智子 「宮沢賢治」の受容（１）　サブカルチャーの＜宮沢賢治＞ 賢治研究126 宮沢賢治学会 Aug-15
もりよしまさ 森　義真 宮沢賢治と平泉　「大盗」とは誰か？ 賢治学2 東海大学出版部 Jun-15
やすはらみどり 安原　みどり 『花巻が育んだ救世軍の母　山室機恵子の生涯　宮沢賢治に通底する生き方』 『花巻が育んだ救世軍の母　山室機恵子の生涯　宮沢賢治に通底する生き方』 銀の鈴社 Sep-15
やばなまりこ 矢花　真理子 宮沢賢治「黄いろのトマト」論　＜私＞が回想することの意味／＜奇体＞というモチーフをめぐって 白百合女子大学言語・文化研究センター研究論集15 白百合女子大学言語・文学研究センターMar-15
やまねともこ 山根　知子 宮沢賢治の根底なる宗教性　大乗起信論・如来寿量品・宇宙意志 『宮沢賢治の切り拓いた世界は何か』 笠間書院 May-15
やまねともこ 山根　知子 宮澤トシの「実践倫理」答案　成瀬校長の導きとトシの心の軌跡 成瀬記念館30 日本女子大学成瀬記念館 Jul-15
よしみともふみ 禧美　智章 宮沢賢治「銀河鉄道の夜」の視覚性　その多様な読みの可能性をめぐって 『アニメーションの想像力　文字テクスト／映像テクストの想像力の往還』 風間書店 Oct-15
よしみまさのぶ 吉見　正信 宮沢賢治と本田静六の接点 賢治学2 東海大学出版部 Jun-15
よしもとたかあき吉本　隆明 ハイ・イメージと超資本主義 『思想の基軸とわが軌跡』 文化科学高等研究院出版局 Jul-15
よしもとたかあき吉本　隆明 宮澤賢治そして柳田国男 『思想の基軸とわが軌跡』 文化科学高等研究院出版局 Jul-15
よねちふみお 米地　文夫 花を買って妻のもとに帰る…啄木の歌と賢治の詩と　宮沢賢治〔わたくしごもは〕考 国際啄木学会盛岡支部会報24 国際啄木学会盛岡支部会報 Oct-15
よねちふみお 米地　文夫 フォーラム　宮沢賢治の戯曲「飢餓陣営」に秘められた帆船と災害克服への地理的メッセージを探る 季刊地理学67－3 東北地理学会 2015-
わたなべともこ 渡邊　智子 「なめとこ山の熊」雑感　「境界」を生きる小十郎 愛媛国文研究65 愛媛国語国文学会 Dec-15
わだふみお 和田　文雄 『続・宮沢賢治のヒドリ　なぜ賢治は涙を流したか』 『続・宮沢賢治のヒドリ　なぜ賢治は涙を流したか』 コールサック社 Dec-15
ゆんみょんろ 尹　明老 宮沢賢治におけるヒューマニズムの一考察 国際経営・文化研究20-1 国際コミュニケーション学会 Nov-15
えんけい 閻　慧 宮沢賢治文学における植民地主義と越境への意志　「鹿踊りのはじまり」、「狼森と笊森、盗森」、「な北海道大学大学院文学研究科研究論集15 北海道大学大学院文学研究科 Jan-16
わんじん 王　静 聞こえない鐘　宮沢賢治「おきなぐさ」 皇學館論叢48-1 皇學館大學人文学会 Feb-15
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