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第68回 常設展示 

 

 

二枚の青い幻燈です。 
…… 宮澤賢治童話：心象風景の       
           表現をめぐって …… 

 

平成8年3月26日～4月26日 
 
 
 

「小さな谷川の底を写した、二枚の青い幻燈です。」(『やまなし』より) 

今年生誕百年を迎える宮澤賢治の残した童話は、不思議な透明感に満ちています。多く

の人々が、その透明な心象風景を表現しようと、様々な方法を試みてきました。映画、演

劇、音楽、アニメーション、写真、そして絵画。それらを見ると、色彩に溢れた賢治の作

品が、実は意外に視覚化し難いものであることに気付かされます。今回の展示では、賢治

童話の絵本を中心に、心象スケッチの視覚化を巡る試みを探ってみたいと思います。 

 

展示資料一覧 
 

< >内は当館請求記号 

［表現方法のバリエーション］ 

１．「風の又三郎 シナリオ」 

永見隆二・小池慎太郎脚本 島耕二監督 日活多摩川作品 昭和15年製作 

キネマ旬報別冊 日本映画代表シナリオ全集3 <Z11-159> 

東京 キネマ旬報社 1958.5 

 
２．「セロ弾きのゴーシュ 色彩人形劇映画シナリオ」 

田中澄江・川尻泰司脚本 森永健次郎・川尻泰司監督 三井芸術プロダクション映画 

キネマ旬報 69号 <Z11-158> 

東京 キネマ旬報社 1953.8 

 
３．銀河鉄道の夜 
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宮沢賢治原作 藤城清治影絵と文 <Y17-9151> 

東京 講談社 1982.12 

 
４．宮沢賢治銀河鉄道の夜 アニメコミックス 

杉井ギサブロー監督作品 <Y84-7551> 

東京 朝日ソノラマ 1985.8 

 
５．宮沢賢治の「夜」 

宮沢賢治文 畑沢基由写真 <KH361-E12> 

東京 新潮社 1995.4 

 
６．長岡輝子、宮沢賢治を読む 

第8巻 よだかの星 (草思社CDブック) <YU1-156> 

宮沢賢治原作 長岡輝子朗読 斎藤文一解説 

東京 草思社 1991.4 

付属資料(録音ディスク1枚) 

 
７．宮沢賢治碑真景 

吉田精美写真・文 <KG567-E108> 

東京 単独舎 1993.6 

 
８．Night of the Milky Way railway 

by Kenji Miyazawa translation and guide by Sarah M. Strong <KH361-A7> 

illustrated by Bryn Barnard 

Armonk, N.Y. : M.E.Sharpe, 1991 

 
９．Traversée de la neige et autres récits de Kenji Miyazawa 

traduit du japonais par Hélène Morita <KH361-A10> 

Paris : Intertextes éditeur, 1991 

 
［9 軒の山猫軒 「ところがどうもうるさいことは、また扉が一つありました。

…」］ 

10．注文の多い料理店 山賊版 

本橋英正画・描き文字 <Y18-4430> 

東京 源流社 1989.10 
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11．注文の多い料理店 

森本三郎版画 <KH361-E6> 

東京 たくみ書房 1989.4 

 
12．注文の多い料理店 

池田浩彰絵 (宮沢賢治どうわえほん) <Y18-2124> 

東京 講談社 1985.7 

 
13．注文の多い料理店 

おぼまこと絵 (日本の名作童話) <Y18-3785> 

東京 世界文化社 1988.12 

 
14．注文の多い料理店 

スズキコージ絵 (ミキハウスの絵本) <Y18-4284> 

八尾 三起商行 1987.11 

 
15．注文の多い料理店 

朝倉摂絵 (新装版日本の名作) <Y17-6173> 

東京 講談社 1978.12 

 
16．注文の多い料理店 

島田睦子絵 (日本の童話名作選) <Y18-339> 

東京 偕成社 1984.6 

 
17．注文の多い料理店 

三浦幸子絵 <Y18-749> 

東京 福武書店 1984.11 

 
18．ちゅうもんのおおいりょうりてん 

宮本忠夫絵 (チャイルド絵本館 日本の名作) <Y18-3965> 

東京 チャイルド本社 1989.3 

 
［絵本いろいろ］ 

19．オツベルと象 
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高橋留美子絵 (宮沢賢治童話絵本 1) <Y18-8555> 

東京 小学館 1993.12 

 
20．オッペルと象 

きむらしょうへいえ <Y18-6273> 

東京 福武書店 1991.11 

 
21．雪わたり 

方緒良絵 (ミキハウスの絵本) <Y18-6477> 

八尾 三起商行 1991.11 

 
22．雪わたり 画本宮沢賢治 

小林敏也画 <Y18-5626> 

東京 パロル舎 1989.12 

 
23．やまなし 

はやしほじろう絵 <Y18-2361> 

東京 ペンギン社 1985.11 

 
24．やまなし 

安藤徳香絵 <Y18-1924> 

東京 福武書店 1986.5 

 
25．セロひきのゴーシュ 

いもとようこ絵 <Y18-7755> 

東京 白泉社 1993.4 

 
26．セロひきのゴーシュ 

司修画 <Y18-1837> 

東京 富山房 1986.4 

 
27．なめとこ山の熊 

彦一彦画 <Y18-6578> 

東京 福武書店 1992.3 

 
28．なめとこ山の熊 
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中村道雄絵 (日本の童話名作選) <Y18-2204> 

東京 偕成社 1986.11 

 
29．よだかの星 

工藤甲人絵 <Y18-750> 

東京 福武書店 1984.11 

 
30．どんぐりと山猫 

高野玲子絵 <Y18-3861> 

東京 偕成社 1989.2 

 
31．銀河鉄道の夜 

宮沢賢治原作 斉藤征義文 佐藤国男絵 <Y18-809> 

札幌 北海道新聞社 1984.12 

 

(10～30 はすべて宮沢賢治文) 

 

 

＊書庫改修工事のため、請求記号 Y1～Y19 の児童書は 7 月 31 日まで御利用になれませんの

で、御了承ください。 
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