
「寅彦先生に学ぶ天災展」配布資料 

開催期間 2018（平成 30）年 9月 15日（土）～11月 4日（日） 

会  場 高知県立文学館 

 標記の展示会で配布された資料を掲載しました。 

 「寺田寅彦」をより理解するための参考資料として文学館の了承を得て掲載をしています。 



「寅彦先生に学ぶ天災展 天 災は忘れられたる頃来る」展示 リス ト
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寺田貴彦著『冬彦集』 1923(大正12)年 岩波書店 当館蔵

寺田貫彦者『駁柑子集』 1923(大正12)年 岩波書店 当館蔵

寺田貴彦著『万華鏡』 1935(昭和10)年 岩波書店 当館蔵

寺田貴彦若『続冬彦集』 1932(昭和7)年 岩波書店 当館蔵

寺田貴彦著『柿の種』 1933(昭和3)年 小山書店 当館蔵

寺田貴彦者『物質と言葉』 1933(昭和8)年 鉄塔書院 当館蔵

寺田寅彦著『蒸発皿』 1933(昭和8)年 岩波書店 当館蔵

寺田貴彦著『触媒』 1934(昭和9)年 岩波書店 当館蔵

寺田寅彦若『菫光板』 1935(昭和10)年 岩波書店 当館蔵

寺田寅彦著『稼の実』 1986(昭和11)年 小山書店 当館蔵

杉田淳子他編『おいしい文墓 こぼコま、珈コ:』 2017(平成29)年 河出書房新社 当館蔵

寺田貴彦著 千葉俊二・細川光洋選『寺田賞彦セレクション I』 2016(平成23)年 講談社 当館蔵

寺田貫彦著千葉俊二・細川光洋選『寺田貴彦セレクションエ』 2016(平成23)年 講鉄社 当館蔵

寺田貴彦著 大西香織編『寺田寅彦 科学者とあたま』 2015(平成27)年 平凡社 当館蔵

寺田貴彦著『天災と国防』 2011(平成23)年 講談社 当館蔵

寺田寅彦者 千葉俊ニカ細川光洋編『地震雑感/津浪と人間 ―寺田貴彦随
筆選集』

2011(平成23)年 中央公論新社 当館蔵

上回寿著『寺田真彦断章』 1994(平成6)年 高知新聞社 当館蔵

上田寿著『新`寺田貫彦断章』 2010(平成″)年 上 回偉 当館蔵

鈴木尭士著『寺田寅彦の地球観』 2003(平成15)年 高知新聞社 当館蔵

千葉俊二著『文学のなかの科学 なぜ飛行機は「僕」の頭の上を通つたの
か』

2018(平成30)年 勉誠出版 当館蔵

歴史採訪 南海地震の碑を訪ねて 2002(平成14)年 毎日新聞高知支局 当館蔵

香日ゆら著『先生と僕～夏目漱石を囲む人々～』1 2010(平成22)年
KADOKAWA/メ ディ
アファクトリー

当館蔵

香日ゆら著『先生と僕～夏目漱石を国む人々～』2 2011(平成23)年
KADOKAVVA/メ ディ
アフアクトリー 当館蔵

言日ゆら書『先生と僕～夏目漱石を囲む人々～』3 2012(平成24)年
KADOKAWA/メ ディ

アフアクトリー
当館蔵

香日ゆら者『先生と僕～夏目漱石を囲む人々～』4 2012(平成24)年
KADOKAWA/メ ディ
アファクトリー

当館蔵

香日ゆら著『夏目漱石解体全害』 2017(平成29)年 河出害房新社 当館厳

岩崎奈菜編『KAWADE夢 ムック 文襲別冊 夏目激石 増補新版 百年
後にといましょうiI

2018(平成30)年 河出善房新社 当鏡蔵



目漱石、読んじゃえば?』 2018く平成30)年 河出文庫 当館蔵
香
日
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ん
紹
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ー
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マトリョーシカ 個人蔵

編みぐるみ 個人蔵

香日ゆら著『先生と僕～夏目漱石を回む人々～』1 2010(平成22)年 KADOKAWA/メ ディ
アフアクトリー 個人蔵

香日ゆら著『先生と僕～夏目激石を囲む人々～』2 2011(平成23)年
KADOKAWA/メ ディ
アファクトリー

個人蔵

番日ゆら著『先生と僕～夏目漱石を囲む人々～』3 2012(平成24)年 KADOKAWA/メ ディ
アフアクトリー 個人蔵

香日ゆら著『先生と僕～夏目漱石を回む人々～』4 2012(平成24)年
KADOKAWA/メ ディ
アフアクトリー

個人蔵

香日ゆら者『ステラ』 2014(平成26)年 隷数社 個人蔵

香日ゆら者『激石とrまずがたり』1 2014(平成26)年
KADOKAWA/メ ディ
アファクトリー

個人蔵

書日ゆら著『漱石とはずがたり』2 2014(平成26)年
KADOKAVVA/メ ディ

アフアクトリー
個人蔵

香日ゆら著『夏日漱石解体全害』 2017(平成29)年 河出善房新社 個人蔵

香日ゆら害『大正四葉セレナーデ』1 2015(平成27)年 持善房 個人蔵
香日ゆら著『大正四葉セレナーデ』2 2015(平成23)年 竹善房 個人蔵

香日ゆら若『おじさんとポニーテール』 2018(平成30)年 竹書房 個人蔵
奥泉光責任編集『KAWADE夢 ムック 文襲別冊 夏目激石 増補新版
百年後に進いましょう』 2018(平成30)年 河出善房新社 河出客房新社蔵

岩崎奈実編『KAWADE夢 ムック 文墓別冊芥"1龍之介 没後九十年 不
滅の文豪』

2017(平成29)年 河出善房新社 河出書房新社蔵

奥果光著『夏目激石、読んじゃえば?』 2015(平成27)年 河出善房新社 河出書房新社蔵

奥泉光著『夏目漱石、読んじゃえば?』 2018(平成30)年 河出文庫 河出警房新社蔵
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寺田貴彦着『綾の実』 1936(昭和11)年 小山書店 当館蔵

寺田貴彦著『物質と言葉』 1935(昭和10)年 岩波書店 当館蔵

寺田寅彦論文「浅間山小爆発の二例に就て」 1935(昭和10)年 当館蔵

村



資料名 年月日 出版社 所蔵

天
災

と
は 寺田寅彦画呼弓前―面の出水」 1902(明治35)年 当館蔵

名 日 出版社 所蔵

地
す
べ
り
を
知
る

レポート「砂層ノ崩壊ニツイテ(1)」 1925(大正10年 10～ 12月 当館蔵

宮部直巳あて寺田貴彦害簡 1926(大正15)年o月1日 当館蔵

『SCIENTIFIC PAPERS』 vol,M 1938(昭和13)年 岩波書店 当館蔵

寺田貴彦・宮部直巳論文「砂層の崩壊に関する実験」(葺2報) 1929(昭和4)年 当盤蔵

寺田寅彦・宮部直巳論文「ExpettmentalinvesugaSOns Of the DeformatOn
of Sand Mass by Lateral Pressure(with an Appendix)」

1929(昭和4)年 当館蔵

砂層の崩壊 写真、スクラップ 当館蔵

火
の
燃
え
方
を
知
る

寺田寅彦著『蒸発皿』 1933(昭和8)年 岩波書店 当館蔵

寺田賞彦論文「沿面燃焼に関する予備的実験」 1930(昭和5)年 当館蔵

小宮豊隆あて寺田貫彦絵1まがき「須日町(大震災ノ帝都ノ実況)』 1923(大正12)年10月20日 みやこ町歴史民俗博物館歳

小宮豊隆あて寺田貴彦絵はがき「日比谷附近(大震災ノ帝都ノ実況)」 1923(大正12)年10月20日 みやこ町歴史民俗博物館蔵

小宮豊隆あて寺田貴彦絵はがき「神田橋(大霞災ノ帝都ノ実況)」 1923(大正12)年10月20日 みやこ町歴史民俗博物館蔵

小宮豊隆あて寺田貴彦絵はがき「浅草仲店(大震災ノ帝都ノ実況)」 1923(大正12)年10月20日 みやこ町歴史民俗博物館蔵

小宮豊隆あて寺田支彦絵はがき「銀座(大震災ノ帯都ノ実況)」 1923(大 正12)年 10月 22日 みやこ町歴史民俗椰物館蔵

小宮豊隆あて寺田貫彦絵はがき「京橋(大震災ノ帝都ノ実況)」 1923(大正12)年10月26日 みやこ町歴史民俗博物館蔵

小言豊隆あて寺田貴彦絵はが吉「十二階附近(大震災ノ帝都ノ実況)」 1923(大 正12)年 10月 26日 みやこ町歴史民俗博物価蔵

小宮豊隆あて寺田貴彦絵はがき「上野附近(大震災ノ帝都ノ実況)」 1923(大正12)年10月26日 みやこ町歴史民俗博物館蔵

小宮豊隆あて寺田貴彦絵|よがき「両国橘(大震災ノ帝都ノ実況)」 1923(大正 2ヽ)年10月31日 みやこ町歴史民俗博物館蔵

小宮豊隆あて寺田貴彦絵はがき「新富座跡(大震災ノ帝都ノ実況)」 1923(大正12)年10月31日 みやこ町歴宝民俗博物館蔵

地
震

の
原
因
を
知
る

『寺田寅彦全集』6巻 1997(平成9)年 岩波書店 当館蔵

寺田貴彦論文「相模湾海底変化の意義並に大地震の原因に関する地球
物理学的考察」

1925(大正141年 当館蔵

寺田貫彦メモ「Vert c』movement of Earthcrust and G「owing Ooral Reefl

(複写)
1934(昭和9)年 当館蔵

論文rOn the stattnty of cont nent」 1934(昭 和 9)年 当館蔵

『中谷宇吉郎集』5 2001(平成13)年 岩波書店 当館蔵

「思想』77号 1928(昭和3)年3月 岩波書店 当館蔵

の
工
の
原

因
与

「思想」153号 1935(昭和10)年2月 岩波書店 当館蔵

寺田寅彦論文「On Luminouse Phenomena Accompanメ ng Eattquネ es」 1弱1(昭和6)年 当館蔵

寺田貴彦著『菫光板』 1935(昭和10)年 岩波書店 当館蔵

寺田寅彦あて武者金吉害簡(第1～8信) 1933(昭 禾回8)年3月25～ 4月1日 当館蔵

寺田寅彦あて武者全吉番簡 1 9 3 3 (昭和8)年11月23日 当舘 蔵



一知
る

寺田貴彦論文「Lumhouse Phenomena accompanwng Destruttve Sea一
waves(Tunami)』

1933(昭和8)年 当館蔵

寺田貴彦あて武者全吉警簡 1935(昭和10)年4月1日 当館蔵

名 巨月 日 出版社 研

治
以
降
の
大
き
な
天
災
と
文
学

『井上靖歴史小説集』11 1982(昭和62)年 岩波書店 当館蔵

谷崎潤一郎著『幼少時代』
1998(平成10)年

※単行本刊行:1957(昭和32)年 岩波文庫 個人蔵

西村伊作者『我に益あり』 1960(昭和35)年 伊藤隆文 個人蔵

吉村昭著『三陸海岸大津漬』
2004(平成16)年

※単行本刊行11970(昭和45)年
文書文庫 個人蔵

「小説新潮」20巻12号 1966(昭和41)年12月 新潮社 個人蔵

芥川龍之介著『百JW』 1924く大正13)年 新潮社 個人蔵

幸回文着『きもの』

1993(平成5)年
※初出:『新潮」1965(昭和40)～
1968く昭和43)年

新潮社 個人蔵

田山花袋書『東京霞災記』
2011(平成23)年
※単行本:1924(大正14)年 河出文庫 1国人蔵

『日本文学全集 8田 山花袋集』
1964(昭和39)年
※革行本:1935(昭和10)年 新潮社 当館蔵

『林美美子全集』1
1977(昭和52)年
※単行本刊行:1930(昭和5)年

文泉堂出版 当館蔵

『荷風全集』19 1964(昭和39)年 岩渡客店 当館蔵

島崎藤村著『藤村バンフレット』2 1948(昭和23)年 中根善房 個人蔵

「赤い鳥」11巻4号 1923(大正12)年11月 赤い島社 当館蔵

田中貢太郎・高山辰三編『日本大震災史』
1993(平成5)年
※初出:1924(大工13)年 有明善房 当館蔵

三浦緩子着『泥流地帯』
1982(「宮牙口57)4千

※単行本刊行:1977(昭和52)年 新潮文庫 個人蔵

小田興著『風河』 1984(1ヨ呑口59)4千 河出警房新社 個人蔵

木村玲欧若『戦争に隠された震度7』 2014(平成26)年 吉川弘文館 個人蔵

堀田書衛者『方式記私記』
1988(昭和63)年
※単行本fll行:1971(昭和46)年

ちくま文庫 個人蔵

柳田邦男善『空白の天気図』
1981(昭和56)年
※単行本刊行:1975(昭和50)年 新潮文庫 個人蔵

有明夏夫著『俺たちの行進出』 1981(昭和56)年 文嬢春秋 個人蔵

司馬遼太郎著『越前の話道 街道をゆく』18
1987(昭和62)年
※初出:1980(昭和55)年 朝日新聞社 当館蔵



資料名 年月日 出版社 蔵

上前淳一郎著『洞命丸はなぜ沈んだか』 1980(昭 和55)年 文藝春秋 個人蔵

高回宏著『荒ぷる自然一日本列島天変地異録』 1997(平成9)年 新潮社 個人蔵

弁上靖著『複けるお』 1966(昭和41)年 文嚢善秋 個人蔵

小松左京著『大震災均5』 2012(平成24)年
※単行本コ1行:1996(平成8)年

河出文庫 個人蔵

村上春樹著『神の子どもたちはみな踊る』 2000印 成 12)年 新潮社 個人蔵
小田実著『深い音』 2002(平成14)年 新潮社 個人蔵
川上弘美著『神榛2011』 2011(平成23)年 議談社 個人蔵

古J11日出夫書『馬たちよ、それでも光は無垢で』 2011(平成23)年 新潮社 個人蔵

百橋源一郎著『恋する原発』 2011(平成23)年 講談社 個人蔵

いとうせいこう若『想像ラジオ』
2015(平成27)年
※単行本刊行 :2013(平成25)年

河出文庫 個人蔵

大江健二郎著『晩年様式集』 2013(平成27)年 講談社 個人蔵

文
学
に
書
か
れ
た
天
災

（
高
知
の
作
家

）

口中貫太郎著『貢太郎見開録』
1982(日召Il157)を再
※単行本刊行 :1926(大正15)年 中公文庫 当館蔵

井伏縛二著『荻窪風上記』 1932(昭和57)年 新潮社 当錯蔵

寺田寅彦著『蒸発皿』 1933(昭和5)年 岩波書店 当館蔵

宮尾登美子著『仁淀川』 2000(平成12)年 新潮社 当館蔵

市原儀一郎者『遠くから地鳴りがする』 2002(目「月見14)4F リーブル出版 当館蔵

司馬建太郎著『司馬遼太郎が考えたこと』15 2002(平成14)年 新潮社 当館蔵

有川浩著『空飛ぶ広報室』 2012(平成24)年 幻冬舎 個人蔵

門田隆将著『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日』 2012(平成24)年 PHP研 究所 当館蔵

門田隆将著『記者たちは海に向かった 浅渡と放射能と福島民友新聞』 2014(平成26)年 KADOKAWA 当館蔵

1997(平成9)年

1923(大 正12)年 10月

寺田貴彦わ宮部直巳論文「Heterogencous On the DistttbutiOn Of
1930(昭和5)年

寺田寅彦論文「Eatthquake and ttshe高6S」 1932(昭和7)年

「鉄塔」2巻10号 1933(昭和3)年10月

石原純あて寺田貴彦害簡 1917(大正6)年1月27日

「テクネ」No 33 2015(平成27)年7月

「テクネ」No 35 2016(平 成28)年 3月

1917(大正6)年11月

1936(昭和11)年



Ａ
の
め
ぐ
み

寺田貴彦・平回森三コ内ヶ崎直郎論文「Atton of VoLattc Ashes on O‖s
――a Hint on the Origin of Japanese Petroieum」

1932(昭和7)年 当鎮蔵

寺田貴彦・宮部直巳論文rHct spttng and Deformat on of Eaたh's Crust
工ょ

1934(昭和9)年 当館蔵

『寺田貴彦全集』6善 1997(平成9)年 岩波書店 当館蔵
な文
い団胃

に

瓶
ら

寺田貫彦著「石油ランブ」直筆原稿 1923(大正12)年 当錯蔵

寺田貫彦著『続冬彦集』 1932(昭和7)年 岩波書店 当館蔵

寺田寅彦著『稼の実』 1936(昭和11)年 小山書店 当館蔵
「思想」166号(寺田貫彦追悼号) 1936(昭和11)年3月 岩波書店 当館蔵

るれ災
たは
る志
頃れ

寺田費彦著『蒸発皿』 1933(昭和8)年 岩波書店 当鯖蔵

日本の地震分布のデータ、グラフ 当館蔵

寺田貴彦著『賞光板』 1935(昭和10)年 岩波書店 当館蔵

日本文字報国会著『定本国民座右銘』 1944(昭和19)年 朝日新同社 当館蔵

新資料紹介ヨーナー

資
料
紹
介

関弥生回記
1925(大正14)年～1936(昭和11)
年8月

当館蔵

伊東彊自あて寺田貴彦書簡 1982(昭和7)年1月2日 当館蔵

伊東援自あて寺田貴彦審簡 1932(昭和7)年2月13日 当館蔵

伊東彊自あて寺田貴彦書簡 1932(昭和7)年5月30日 当館蔵

伊東種自あて寺田貴彦書簡 1333(昭和8)年12月30日 当館蔵

伊東軽自あて寺田貴彦害簡 1934(昭和9)年5月28日 当館蔵

伊東種自あて寺田貴彦書簡 1934(日召和9)年11月10日 当錯蔵

伊東樫自あて寺田寅彦書簡 1935(昭和10)年1月6日 当館蔵

伊東彊自あて寺田貫彦書簡 1935(昭和10)年5月4日 当館蔵

伊東寝自あて寺田貴彦書輌 1935(昭和10)年9月26日 当館蔵

キ日雪子あて寺田貢彦害筒 1931(昭和6)年6月3日付 当館蔵

寺田正三・雪子あて寺田貴彦|まがき 1934(昭和9)年7月15日付 当館蔵

寺田電子あて寺田貫彦はがき 1934(昭和9)年9月30日付 当館蔵

寺田言子あて鈴木二重吉害簡 1986(昭和11)年1月21日付 当館蔵



資料名 年月日 出版社 所蔵

寺田正三あて寺田貫彦書簡 1927(昭和2)年5月2日消印 当館蔵

寺田正三あて寺田寅彦害腐 1927(昭和2)年5月24日付 当館蔵

寺田正三あて寺田賞彦書簡 1923(昭和3)年2月26日付 当館蔵

寺田正三あて寺田貫彦書簡 1928(昭和3)年4月 当館蔵

寺田正三あて寺田貴彦害簡 1928(昭和3)年6月5日付 当館蔵

寺田正三あて寺田寅彦害簡 1923(昭和3)年6月22日付 当館蔵

寺田正三あて寺田賞彦書億 1928(昭和3)年7月9日付 当館蔵

寺田正三あて寺田寅彦書簡 1923(昭和3)年9月20日付 当館蔵

寺田正三あて寺田貫彦書簡 1928(昭和3)年12月15日付 当館蔵

寺田正三あて寺田貴彦書簡 1929(昭和4)年2月28日付 当館蔵

寺田正三あて寺田貫彦害簡 1929(昭和4)年12月2日付 当館蔵

寺田正三あて寺田貴彦書簡 1930(昭和5)年6月29日付 当館蔵

寺田正三あて寺田受彦書簡 1930(昭和5)年10月22日付 当館蔵

寺田正三あて寺田寅彦書簡 1930(昭和5)年 11月27日付 当億蔵

キ田正三あて寺田貫彦書簡 1932(昭和7)年8月27日付 当館蔵

寺田正三あて寺田寅彦書簡 1932(昭和7)年B月30日付 当館蔵

寺田寅彦あて夏目激石はがき 1900(明治33)年9月6日 当館蔵

寺田寅彦画「風景(ビンクの花)」 1924(大工13)年5月 当館歳

寺田貴彦画「ひな人形、招き猫等」 1919(大IB)年 6月22日 当館蔵

寺田寅彦画「ひまわり」 年不明 当館蔵

IE らの
笙料名 F月日 出阪社 FttF

末
来

の
寺
田
貫
彦
１

土佐清水市立清水中学校「防災小説 デイズアフター」 2017(平成29)年 清水中学校提供

四万十市立竹島小学校「家族愛作文」 2017(平成29)年 竹島小学校蔵

黒潮町立入野小学校「月見が浜からてんでんこ」 2017(平成29)年 入野小学校蔵

黒潮町立入野小学校「防災かるた」 2017(平成29)年 入野小学校蔵

黒潮町立入野小学校「防災ソング」 2017(平成29)年 入野小学校蔵

高知市立江ノロ小学校「防災キャンプアンケート」 2017(平成29)年 江ノロ小学校提供

筒国市立白木谷小学校「防災マップ」 2017(平成29)年 白本谷小学校蔵

南国市立久礼田小学校「防災ポスター』 2013(工F月虎30)41 久礼回小学校蔵

南国市立久礼田小学校「防災標語」 2018(平成30)年 久礼田小学校蔵

商国市立久礼田小学校「防災について 調べもの学習」 2017(平成29)年 久礼四小学校蔵

室戸市立元小学校「防災かるた」 2017(平成29)年 元小学校蔵


