
さいたま文学館に三康図書館資料が出品されます② 

｢『桃太郎侍』生みの親 山手樹一郎の世界」展では関連する三康図書館の資料(雑

誌)が 8冊出品されておりますので、山手樹一郎とはどんな人物であったか簡単に

ご紹介します。 

山手樹一郎（ﾔﾏﾃ,ｷｲﾁﾛｳ）(1899～1971) 

大正から昭和にかけての小説家。栃木県出身で本名は井口長次。明治中学卒業後の

1927年(昭和 2)に博文館に入社。博文館では雑誌｢少年少女譚海(ﾀﾝｶｲ)｣や｢幼年画

報｣、「新少年」の編集発行人として活躍しました。その間、山手樹一郎のペンネー

ムで書いた『一年余日』(1933年(昭和 8))が「サンデー毎日』の大衆文芸の選外佳

作に入選し 1939年(昭和 14)に退職。長谷川伸に師事し、その後、時代小説『桃太

郎侍』(1939年(昭和 14))を新聞で連載し好評を博しました。 

代表作に、『桃太郎侍』(1939～1940年(昭和 14～15))、野間文芸奨励賞を受けた

『崋山と長英』（1943～1944年(昭和 18～19)）のほか、『夢介千両みやげ』（1948～

1951年(昭和 23～26)）などがあります。 

 

三康図書館では山手樹一郎が手掛けた雑誌や図書を多数揃えております。 

「三康図書館所蔵リスト」をご確認ください。 

※三康図書館の前身である旧大橋図書館(1902 年(明治 35)～1953 年(昭和 28))は、

博文館館主であった大橋佐平・新太郎親子によって創設されました。 

２０２１年１月２１日 

三康図書館 
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公益財団法人三康文化研究所附属三康図書館所蔵  山手樹一郎著作・編集リスト

③ キ ン グ

1. 図　 書(単著)

2. 叢 書・合 集

3. 雑誌連載・掲載

錦の旗風 28巻7～12号 昭和16(1941).7～12 大日本雄弁会講談社

名月の妻 34巻8号 昭和17(1942).8 実業之日本社

⑦　少 年 倶 楽 部

作品名・書名 巻号 出版年 出版者

作品名・書名 巻号 出版年 出版者

兄の声 34巻5号 昭和16(1941).5 実業之日本社

西瓜の爆弾 23巻9号 昭和3(1928).9 博文館

⑥　少 女 の 友

二人の理屈屋 23巻6号 昭和3(1928).6 博文館

変相お通夜物語 23巻7号 昭和3(1928).7 博文館

スイートホーム探検 23巻4号 昭和3(1928).4 博文館

シュークリームの効きめ 23巻5号 昭和3(1928).5 博文館

⑤　少 女 世 界

作品名・書名 巻号 出版年 出版者

舞鶴屋お鶴 36巻11・12号 昭和25(1950).11・12 博文館

紫忠兵衛 38巻9～12号・39巻3号 昭和27(1952).9～12･昭和28(1953).3 博文館

明日の風 32巻6号 昭和21(1946).7 博文館

お国流皆伝 34巻7号 昭和23(1948).11 博文館

男の槍 29巻5号 昭和18(1943).5 博文館

銀の虎 30巻3号 昭和19(1944).3 博文館

道連れ天狗 28巻9号 昭和17(1942).9 博文館

夜明けの唄 29巻2号 昭和18(1943).2 博文館

密使合戦 28巻3号 昭和17(1942).3 博文館

勝鬨武士 28巻7号 昭和17(1942).7 博文館

鉄舟とその妻 27巻8号 昭和16(1941).8 博文館

感激の江田島 27巻12号 昭和16(1941).12 博文館

さむらい絵図 27巻12号 昭和15(1940).11 博文館

土の花嫁 28巻5号 昭和16(1941).5 博文館

金さん捕物帖 26巻7～12号,27巻1～3・5・6号 昭和25(1950)～昭和26(1951) 大日本雄弁会講談社

④ 講 談 雑 誌
作品名・書名 巻号 出版年 出版者

作品名・書名 巻号 出版年 出版者
夜の花道 26巻5号 昭和25(1950).5 大日本雄弁会講談社

娯楽読物に徹する 6巻12号(5月17日号) 昭和39(1964).5 朝日新聞社

② 朝日ジャーナル
作品名・書名 巻号 出版年 出版者

作品名・書名 巻号 出版年 出版者

松さんの禁酒 1巻12号 昭和4(1929).12 博文館

桃太郎侍, 夢介千両みやげ 長篇小説名作全集 ; 19 大日本雄弁会講談社  昭和15(1940)

　　　① 朝　　日

弥生十四日 国民文学代表作選集 昭和15年度 時代社  昭和15(1940).12

日本ﾉ子供 英雄ﾉ少年時代   国民絵本 ; [16] 博文館 昭和16(1941).7

右衛門七恋慕 名作文庫　-義士小説名作集- 博文館  昭和15(1940)

夜 潮 名作文庫　-勤王小説名作集- 博文館  昭和15(1940)

書　　名 叢書名 出版者 出版年

師走十五日 青春艦隊 パプリ社 昭和13(1938).7

十六文からす堂 文芸図書出版社 昭和26(1951).6 ﾐﾔ2-83ｷ

青空浪人 同光社磯部書房 昭和26(1951).11 ﾐﾔ2-83ｸ

鬼姫しぐれ 同光社 昭和26(1951).5 ﾐﾔ2-83ｴ

又四郎笠 同光社 昭和26(1951).6 ﾐﾔ2-83ｶ

戊辰進軍譜 春陽堂書店 昭和17(1942).6 ﾐﾔ2-83ｳ

美女峠 同光社 昭和26(1951).4 ﾐﾔ2-83ｵ

書名 出版者 出版年 請求記号
無名戦士 新小説社 昭和16(1941).11 ﾐﾝ2-88ｳ
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1 残    暑 5号 昭和37(1962).10 博文館

月に濡れる女 29巻7号 昭和23(1948).10 博文館

⑬　大 衆 文 学 研 究
作品名・書名 巻号 出版年 出版者

女郎蜘蛛 29巻4号 昭和23(1948).5 博文館

お女房さま 29巻6号 昭和23(1948).9 博文館

別盃 25巻7号 昭和19(1944).8 博文館

餞別 26巻2号 昭和20(1945).2 博文館

青い空 24巻10号 昭和18(1943).10 博文館

鯛 25巻3号 昭和19(1944).3 博文館

江戸追放 24巻1号 昭和18(1943).1 博文館

天の火 24巻6号 昭和18(1943).6 博文館

薩摩武士 23巻8号 昭和17(1942).8 博文館

流れ雲 23巻10号 昭和17(1942).10 博文館

信濃の春 23巻3号 昭和17(1942).3 博文館

梨枝夫人 23巻5号 昭和17(1942).5 博文館

幕末軍艦役 22巻10号 昭和16(1941).10 博文館

暁の雪 23巻1号 昭和17(1942).1 博文館

戊辰脱走記 22巻1号 昭和16(1941).1 博文館

腕一本の春 22巻7号 昭和16(1941).7 博文館

夜潮 21巻9号 昭和15(1940).7 博文館

品川砲台 21巻12号 昭和15(1940).10 博文館

侍ごよみ 20巻16号 昭和14(1939).12 博文館

藪 鶯 21巻3号 昭和15(1940).2 博文館

喧嘩大名銘々伝 18巻4号 昭和12(1937)3 博文館

海賊昔話 19巻14号 昭和13(1938).9 博文館

⑫　新 青 年
作品名・書名 巻号 出版年 出版者

辛鼠小僧 17巻8号 昭和11(1936)7 博文館

獅子吼大納言 5巻2号 昭和14(1939).2 博文館

出世座頭 5巻3号 昭和14(1939).3 博文館

剣奷暴れ剣法 4巻6～12号 昭和13(1938).6～12 博文館

忘恩三年 5巻1号 昭和14(1939).1 博文館

⑪　新 少 年

作品名・書名 巻号 出版年 出版者

編集室だより 4巻1号 昭和3(1928).1 博文館

孝子渡邊崋山 34巻11号 昭和3(1928).11 博文館

又右衛の山賊退治 34巻12号 昭和3(1928).12 博文館

⑩　少 年 世 界

作品名・書名 巻号 出版年 出版者

少年水夫 32巻7～10号 大正16(1927).7～10 博文館

寺田屋事件 24巻11号 昭和18(1943).11 博文館

薩英戦争 24巻12号 昭和18(1943).12 博文館

幕末海軍の創生 24巻7号 昭和18(1943).7 博文館

御殿山焼討 24巻9号 昭和18(1943).9 博文館

十四日の朝 23巻12号 昭和17(1942).12 博文館

密航手順 24巻4号 昭和18(1943).4 博文館

輝く海軍の父 23巻7号 昭和17(1942).7 博文館

競争者 23巻11号 昭和17(1942).11 博文館

高島秋帆 22巻10号 昭和16(1941).10 博文館

担庵と秋帆 22巻11号 昭和16(1941)11 博文館

伊能忠敬 22巻8号 昭和16(1941).8 博文館

江川太郎左衛門 22巻9号 昭和16(1941).9 博文館

武士と刀剣 21巻11号 昭和15(1940).11 博文館

鴛鴦春秋 22巻4号 昭和16(1941).4 博文館

さむらい鑑 18巻11号 昭和12(1937).12 博文館

⑨　科学と国防 譚海 (継続前誌:少年少女譚海)

作品名・書名 巻号 出版年 出版者

大剣聖荒木又右衛門 9巻7号 昭和3(1928).7 博文館

飛燕一殺剣 17巻4・5号 昭和11(1936).4・5 博文館

⑧　少年少女 譚海　(継続後誌:科学と国防譚海)

作品名・書名 巻号 出版年 出版者
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                                                                        　  ※監修：影山亮（さいたま文学館）　　　※監修：影山亮（さいたま文学館）

新少年 4巻1～2号 昭和13(1938).1～2 博文館

幼年画報 27巻8号～30巻12号
昭和7(1932).8～

昭和10(1935).12
博文館

4. 編 集 発 行 人
雑誌名 巻号 出版年 出版者

少年少女譚海 13巻8号～18巻12号(欠号あり)
昭和7(1932).8～

昭和12(1937).11
博文館

子供故に春を販ぐ女 35巻5号 昭和4(1929).5 博文館

白子屋お駒 36巻8号 昭和5(1930).8 博文館

鸚鵡の声 7巻11号 大正6(1917).10 博文館

⑮　文 芸 倶 楽 部
作品名・書名 巻号 出版年 出版者

　⑭　幼 年 世 界
作品名・書名 巻号 出版年 出版者


