
  武蔵浦和図書館から徒歩15分ほど、中浦和駅のそばに、別所沼公園があります。

  別所沼を木々が取り囲み、散歩やジョギングを楽しむ人々が集う、市民の憩いの場と

  なっています。

  画家須田剋太
　す　だ　　こ　く　た

や、詩人であり建築家でもあった立原道造
たちはら みちぞう

など、

  多くの芸術家が愛した地でもあります。

  武蔵浦和図書館では、この公園や芸術家にゆかりの資料を集めた「別所沼ゆかりのコーナー」を

  設置しています。

  当館や別所沼公園にお寄りの際には、コーナーにも足を止めてみてください。

　さいたま市図書館では、受け付けた質問を「国立国会図書館レファレンス協同データベース」

　に、登録・公開しています。ぜひご覧ください。（https://crd.ndl.go.jp/reference/）

　パソコンやインターネットなどのご利用が難しい方は、カウンター職員にお声かけください。

　質問1：さいたま市南区にある別所沼の弁天島を作った小島長次郎
こ じ ま ちょうじろう

について知りたい

　　　　（なぜ公園を作ったのか等）。

　質問2：別所沼公園内にある「ヒアシンスハウス」の詳細を知りたい。

　質問3：浦和市の芸術文化の歴史を調べている。関東大震災以降、多くの芸術家（特に画家、

　　　　　彫刻家）が浦和市周辺に移住し、一つの文化ゾーンとなったとのこと。

　　　　　また、別所沼周辺にも多くの芸術家が移り住んだと聞いた。

　　　　　この頃のことについて書かれた資料があれば見たい。

　質問4：林倭衛
はやし　しずえ

、山田説義
や ま だ せ つ ぎ

、里見明正
さとみあきまさ

のアトリエがどのあたりにあったか知りたい。

　　　　　別所沼近くにあったと聞いている。

　これらの質問の回答は、「国立国会図書館レファレンス協同データベース」に載っています。

　興味のある方は、ぜひご覧ください。

別所沼ゆかりのコーナーのご案内

　　別所沼について、さいたま市図書館でこんな質問を受けました。
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請求記号 タイトル 著者表示 出版者 出版年 資料番号

526 ﾓﾁ 東京「ぽち小屋」探歩 持田　庄一／著 王国社 2017.11 29190308311

S 210.3 ｼﾊﾞ
全国「別所」地名事典－鉄と俘囚の民俗誌-蝦
夷「征伐」の真相－上

柴田　弘武／著 彩流社 2007.10 29150007465

S 210.3 ｼﾊﾞ
全国「別所」地名事典－鉄と俘囚の民俗誌-蝦
夷「征伐」の真相－下

柴田　弘武／著 彩流社 2007.10 29150007473

S 782.3 ｸｽ
いつでも夢を－52日連続フルマラソン世界記
録達成－

楠田　昭徳／著 角川書店 2009.9 29150013216

S 913.6 ｷﾀ アナザー・スペース 北原　立木／著 文芸社 2014.11 29150028032

S 913.6 ｷﾀ たま子 北原　立木／著 文芸社 2009 29150005410

S 913.6 ｷﾀ ぼくのエンゼルさん 北原　立木／著 文芸社 2011.7 29150000809

S 913.6 ｷﾀ わが愛しのパークマン 北原　立木／著
日本文学
館

2013.7 29150028024

S 913.6 ｷﾀ 奇譚凍った指 北原　立木／著
日本文学
館

2012 29150005428

S 913.6 ｷﾀ 月はおぼろとっかり亭の饗宴 北原　立木／著 西田書店 2010.10 29150005402

S 913.6 ｷﾀ 刻を駆ける 北原　立木／著 西田書店 2007.7 29150005436

S 913.6 ｷﾀ 心の優しいテツガク君 北原　立木／著 文芸社 2012.5 29150000817

S 913.6 ｷﾀ ゴキブリインニューヨーク 北原　立木／著 西田書店 2005.10 29150005378

S 913.6 ｷﾀ 雪降る中で踊れ 北原　立木／著 創栄出版 2007.6 29150005386

S 913.6 ｷﾀ 有尾族をよろしく 北原　立木／著 西田書店 2009.1 29100145159

S 914.6 ｷﾄﾞ 沼のほとり－随想集－ 木戸　柊子／著 柳桃社 2005.10 11100177903

S 914.6 ｻｶ 別所沼を渡る風 坂本　哲男／著
中央公論
事業出版

2013.12 29100437598

請求記号 タイトル 著者表示 出版者 出版年 資料番号

S 705 ﾋﾞｼﾞ
美術屋・百兵衛－全国のアートと文化が凝縮さ
れたワンコインマガジン　－

麗人社 2013.11 29150016797

S 706.9 ｳﾗ
開館記念展1　浦和画家とその時代－寺内萬
治朗・瑛九・高田誠を中心に－

うらわ美術館／
編

うらわ美術
館

2000 29100154508

S 720.28 ﾐｽﾞ 埼玉の画家たち 水野　隆／著
さきたま出
版会

2000.7 29190213669

別所沼ゆかりのコーナー　ブックリスト 平成30年6月22日現在

○ 別所沼ゆかりの芸術家たち

○ 別所沼に関する本、別所沼で活動する人々の著作
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請求記号 タイトル 著者表示 出版者 出版年 資料番号

S 721.9 ﾖﾓ 四方田草炎素描集
四方田　草炎／
[画]

高沢学園 1987 29150039963

S 721.9 ﾖﾓ
四方田草炎デッサン集－永遠の画学生－(双
書美術の泉　81)

四方田　草炎／
[画]

岩崎美術
社

1990.5 29150003373

S 723.1 ｻｶ
異彩を放つ画家たち－埼玉ゆかりの画家を中
心として－

坂本　哲男／著
中央公論
事業出版

2010.3 29190037597

S 723.1 ｽﾀﾞ 画狂剋太曼陀羅－須田剋太伝－ 加藤　勉／著 邑心文庫 2003.7 29100512861

S 723.1 ｽﾀﾞ 須田剋太展－ほとばしる生命・画業50年－
須田　剋太／
[画]

朝日新聞社文
化企画局大阪
企画部

1992 29100149896

S 723.1 ﾊﾔ 林倭衛 小崎　軍司／著 三彩社 1971 29150003381

S 723.1 ﾏﾂ 埼玉の洋画人 松島　光秋／著
四方冝画
廊

1979 29150003365

S 723.1 ﾜｼ 異色画家論ノート
ワシオ　トシヒコ
／著

舷灯社 1989.6 29150003399

S 911.362 ｶﾅ かな女と楸邨－書で楽しむ俳句の世界－
さいたま文学館
／編集

さいたま文
学館

2008.10 29100152668

S 911.52 ﾑﾛ 我が愛する詩人の伝記 室生　犀星／著
中央公論
社

1960 29150003340

S 911.56 ｼﾞﾝ 神保光太郎全詩集
神保　光太郎／
著

審美社 1965.5 29100145449

S 914.6 ﾌﾅ 草の花 舟山　逸子／著
編集工房ノ
ア

2014.11 29190273036

請求記号 タイトル 著者表示 出版者 出版年 資料番号

523.1 ﾀﾈ 立原道造の夢みた建築 種田　元晴／著
鹿島出版
会

2016.9 29101018074

S 520.4 ｽｽﾞ 寝そべる建築
鈴木　了二／
[著]

みすず書
房

2014.6 29100547107

S 523.1 ﾋｱ ヒアシンスハウス・ガイド
北原　立木／監
修

ヒアシンス
ハウスの会

2009 29150012267

S 523.1 ﾑﾄ
天才・立原道造の建築世界－Michizo
Tachihara　1914-1939－

武藤　秀明／著 文芸社 2006.3 29150010915

S 723.1 ﾀﾁ 夢みたものは……－立原道造詩画－
立原　道造／著
立原　えりか／
編

講談社 1997.4 29150003332

S 910.28 ﾀﾁ 風立ちぬノート－立原道造と堀辰雄－ 大城　信栄／著 思潮社 1973 29150038718

S 911.52 ﾀﾁ
うらわ　HOJINKAI　第197号　天才詩人・立原
道造が夢見た別荘「ヒアシンスハウス」

浦和法人
会

2010.9 29150001856

S 911.52 ﾀﾁ
ヒアシンスハウスに夢を託して－立原道造と神
保光太郎　企画展－

さいたま文学館
／編集

さいたま文
学館

2005.10 29100152650

S 911.52 ﾀﾁ 立原道造
長谷川　泉／監
修　宮本　則子
／編集

至文堂 2001.5 29100145431

○ 立原道造とヒアシンスハウス
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請求記号 タイトル 著者表示 出版者 出版年 資料番号

S 911.52 ﾀﾁ 立原道造 宇佐美　斉／著 筑摩書房 2006.11 29100365815

S 911.52 ﾀﾁ 立原道造・愛の手紙－文学アルバム－ 小川　和佑／著
毎日新聞
社

1978 29150003407

S 911.52 ﾀﾁ 立原道造ノート 佐藤　実／著
教育出版
センター

1979.7 29150003357

S 911.52 ﾀﾁ 抒情の光芒－立原道造への旅－
田代　俊一郎／
著

本多企画 1989.9 29800000803

S 911.52 ﾋｱ ヒアシンスハウス・ガイド
北原　立木／監
修

ヒアシンスハ
ウスの会 2015 29800018235

S 911.52 ﾕﾒ 夢のひろがり－別所沼・ヒアシンスハウス－ 2007.3 11200205919

S 911.56 ﾀﾁ 僕はひとりで夜がひろがる－立原道造詩集－
立原　道造／詩
魚喃　キリコ／画

パルコエンタ
テインメント事
業部

2010.4 29100506772

S 911.56 ﾀﾁ 立原道造詩集(岩波文庫)
立原　道造／
[著]　杉浦　明平
／編

岩波書店 1988.3 29100544880

S 911.56 ﾀﾁ 立原道造詩集(現代詩文庫　1025) 立原　道造／著 思潮社 1982.4 29100504272

S 913.6 ﾀﾁ 立原道造鮎の歌(大人の本棚)
立原　道造／
[著]

みすず書
房

2004.3 29100364636

S 918.68 ﾀﾁ
立原道造全集　1　詩　1　短歌・俳句　物語　1
戯曲

立原　道造／著　中
村　稔／[ほか]編集 筑摩書房 2006.11 29100363927

S 918.68 ﾀﾁ 立原道造全集　2　詩　2　物語　2
立原　道造／著　中
村　稔／[ほか]編集 筑摩書房 2007.12 29100363935

S 918.68 ﾀﾁ
立原道造全集　3　手記　随想　1・2　創作ノー
ト　日記

立原　道造／著　中
村　稔／[ほか]編集 筑摩書房 2007.3 29100363943

S 918.68 ﾀﾁ
立原道造全集　4　建築図面　彩色画　スケッ
チ　建築評論　翻訳　1・2　採録文集　拾遺文
集

立原　道造／著　中
村　稔／[ほか]編集 筑摩書房 2009.3 29100363950

S 918.68 ﾀﾁ 立原道造全集　5　書簡　座談会　年譜
立原　道造／著　中
村　稔／[ほか]編集 筑摩書房 2010.9 29100363968

ヒアシンスハウスの会「夢のひろが
り」刊行委員会

このリストに掲載している図書は、貸出や予約（順番待ち）ができます。

さいたま市図書館ホームページ https://www.lib.city.saitama.jp/

編集・発行 さいたま市立武蔵浦和図書館

さいたま市南区別所７－20－１

Tel 844-7210 Fax 844-7207

平成30年７月
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