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澤田四郎作の人脈
近畿民俗学会の育ての親、綿密な柳田国男書誌の蒐集者として、学界の名物男であった。 —— 谷沢永一



これまでの成果
（1）調査篇

1. 訪問調査（2016年度～） 

✤ 大阪大谷大学澤田文庫 

✤ 宝塚澤田家（澤田恭子氏） 

✤ 遠野市立博物館（澤田四郎作旧蔵柳田國男
関連史料） 

2. 『澤田四郎作年譜・著述等目録』ver.1
（2017.4） 

3. 『「知」の結節点で 澤田四郎作 人・郷土・学
問』（2017.7） 

※上記2,3は、なら学研究会ウェブサイトで公開中 
https://narastudies.hateblo.jp/entry/2017/
04/03/094601
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これまでの成果（2）公開篇

1. 磯部敦・三浦実加「翻刻 澤田四郎作『日誌』（大正15年10月～昭和2年4月）」（『な
ら学研究報告』5、奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所なら学研究センター、
2020.12） 

2. 磯部敦・汪少雯・小泉紀乃「翻刻 澤田四郎作『日誌』（昭和8年分）」（『なら学研究
報告』1、2019.5） 

3. 磯部敦・三浦実加「翻刻 澤田四郎作『日誌』（昭和9年分）」（『なら学研究報告』3、
2020.8） 

4. 磯部敦・汪少雯・小泉紀乃「澤田四郎作『日誌』における「記録」の累積と循環」（『叙
説』47、奈良女子大学日本アジア言語文化学会、2020.3） 

※ 上記、いずれもなら学研究会ウェブサイトにリンクあり 
    https://narastudies.hateblo.jp/entry/2017/04/03/094601
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日誌分析（1）時間的把握

1. 第六高等学校時代（大正7.9～大正10.3） 

✤ 石川道雄、粟屋豊 

2. 東京時代（大正10.4～昭和6.6） 

✤ 日夏耿之介とその門下（内藤吐天、矢ノ目源一、最上純之介など。含石川道雄、粟屋豊） 

✤ 後藤捷一（澤田の私家版 『日本生殖器崇拝概論』大正11.5購入がきっかけ） 
⇒ 出口米吉、柳田國男（吉右会、北方文明研究会など）、佐々木喜善、金田一京助、北村
包彦、須知峡風（我楽多宗）、鈴木重光、田中緑江（『郷土趣味』）、青山冬樹、阪本篤
（阪本書店）。斎藤昌三なども後藤がきっかけ？ 

✤ 谷川磐雄、森本六爾 

✤ 『Phallus Kultus』1～15号（私家版）　交際媒体としての私家版雑誌
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3. 大阪時代（昭和6.7～） 

✤ 長水会：高安吸江、福良竹亭、大森痴雪、的場多三郎、食満南北、
松阪青渓、三好米吉、布田虞花、井葉野篤三、持田卓二、高山辰三 

✤ 大阪パルナス会：柿谷華王子、木下東作、寺川信（宝塚歌劇雑
誌）、杉江秀、青木大乗、柏原長弘、松本鋭次など 

✤ 高原慶三（大毎学芸部）、安江不空、麻生路郎、土佐太夫（南馬太
郎）、川崎巨泉、長谷川卯三郎、宮尾しげを、富田砕花 

※私家版『五倍子雑筆』創刊、『近畿民俗』と並行して刊行
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4. 奈良の人びと 

✤ 澤田四郎作医学博士取得記念会（昭和6.2.8、於東洋民俗博物館） 
高田十郎、保井芳太郎、田村吉永、辰巳利文、森口奈良吉、水木直
箭、田中緑江、崎山卯左衛門ら二十数名。奈良文化漫談会と大和考
古学会の例会を兼ねる。 

✤ 澤田四郎作医学博士取得記念講演会（昭和6.6.6、大阪中山文化研究
所） 
「大阪在住の土俗研究家並趣味家」らが晩餐会を開催し、「席上、
大阪土俗談話会を組織し、毎月一回座談会を開催」（『染織』38、
1931S06.7）。
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日誌分析（2）地理的把握

1. 四郎作と西成 

✤ 昭和六年の夏まではこの玉出の土地は全く私には縁故がなかつた。たゞ東京の大学の教室を辞し
て大阪へ帰るにつき、その荷物の送り先として父が空き家を捜しておいて下さつたのがこの家で
ある。（五倍子雑筆第9号『手向草』、私家版、昭和14.6、p.98） 

2. 南海鉄道交遊圏 

✤ 麻生路郎（玉出本通3丁目）、長谷川卯三郎（松原通2丁目） 

✤ 井葉野篤三（帝塚山）、川崎巨泉（聖天坂下）、山口草平（天神の森）、安江不空（住吉）、
渡辺紫染（住吉） 

3. おれたちの「スポーツマン」（戎橋近辺） 

✤ 帰途スポーツマンに立ちよる。梅谷歯科医（梅谷紫翠）、吉本倉太郎、円馬、染丸、クラノスケ
の諸氏と会ひ挨拶を交す。十二時帰宅す。（『日誌』昭和8.12.24条）
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日誌分析（3）集団的把握

1. 長水会 

✤ 長水会といふのは、大阪を中心にした、京阪神在の通人が折々集つてゐた
同好会で、昭和八年頃から十年頃まで続いてゐたらうか。（中略）松阪青
渓（南海高島屋宣伝部）、持田卓二（三越宣伝部）、井葉野篤三（時事新
報学芸部）といふ人等が世話人で、（中略）友人井葉野の関係で、自分も
発会間もなくから召集を受けてゐた。（中略）常連としては山口艸平画
伯、食満南北老、民俗学の澤田四郎作■■大毎の持田木兆氏、時事の高山
辰三氏等の顔があつた。（杉本捷雄「長水会のことゞも」、『日本美術工
芸』11-1、昭和22.10、pp.32-33） 

✤ 澤田『日誌』昭和8.12.25条に長水会会合記事あり。上記の面々のほかに
高安吸江、福良竹亭（夕刊大阪新聞）、大森痴雪、三好米吉など。
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2. 大阪パルナス会 

✤ 会の生れた動機はなんでもある名士の失言̶̶「一体大阪にどんな芸術家がゐますかね」̶̶に対す
る郷土的憤激に発するさうで「どうも大阪人には（イヤ大きくいつて日本人には）地方的な事大思想
がコビリついてゐて来訪芸術家だと気前よくすぐ一粒の大家に奉つてしまふが、地元の芸術家だとト
カク軽蔑してその実力を買つてやらうとしない、ケツタイな現象ぢやないか、こんな俗流から高踏し
て一つゲイジユツ大阪のエラサを高唱しようぢやないか」といふのがその当るべからざる気焔であ
る。でその勇ましきわれらのパルナシアンといふのは金澤孝次郎（ピアニスト）、青木大乗（洋画
家）、柏原長弘（文学フアンの医学博士）、波江悌夫（大阪城設計者）、澤田四郎作（土俗研究家で
医博）、松本鋭次（日本画家）、千葉吉造（松竹洋画部理事）、杉江秀（音楽家）、内野照子（ピア
ニスト）、永井静子（同じく）などの諸氏、それに井上周、木下東作、白川朋吉の三氏を顧問とす
る。（中略）月一回学士会クラブなどで芸術的な、たとへば「宇野浩二氏（大阪出身なるがゆゑであ
ることもちろん）と文学を語る会」「名曲レコード鑑賞の会」「インド料理を味ひつゝ芸術を語る夕」
等々の会合をやつたり専門家の指導で二科展を一緒に見物したりする、すなはち美術、音楽、文学、
映画、舞踊、演劇等を語りこれらの事業を後援し、まづ商都大阪にげいじゆつゲイジユツ的雰囲気を
醸成しようといふ、大阪の思想的緑化運動の一芽生えとしてその意気だけは買つていゝ。（昭和
10.12.5『大毎』）

11



3. 大阪民俗談話会（昭和9年創設、昭和11年より近畿民俗学会） 

✤ 『大阪民俗談話会記録』『大阪民俗談話会会報』 

✤ 遠野市立博物館所蔵『五倍子芳名録』（昭和10年分） 

✤ 昭和10.10.28に民俗学講演会（大阪民俗談話会＠大阪朝日新聞
社）で柳田國男講演 

【参考】 
佐藤健二『柳田国男の歴史社会学̶̶続・読書空間の近代』（せり
か書房、2015）
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今後に向けて

1. 私家版流通と雑誌交換からのアプローチ 

✤ 全国に散在する澤田四郎作献呈本調査。柳田文庫（柳田國男）、凌霄文庫（後藤捷一）ほ
か各地の図書館等。 

2. 澤田四郎作の「方法」（専門的アプローチ） 

✤ 大阪民俗談話会史料の撮影・データ化、澤田四郎作の民俗研究「方法」の検討 

3. 撮影資料を「死蔵」しないために（環境づくり） 

✤ 撮影収集資料の共有と研究のための、ゆる～いプロジェクト（勉強会でも）の創設 

✤ 年一本（誰かが）『なら学研究報告』に投稿。外部投稿大歓迎。その際の画像使用申請
（含JNS）は各自で＋クレジット（原史料所蔵先＋なら学研究会） 

✤ 研究会等はすべてオンライン（旅費要らず）。とにかくお金をかけない（無いから）
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近代奈良県の詩歌人脈
サバンナの象のうんこよ聞いてくれだるいせつないこわいさみしい —— 穂村弘



横田文庫（1）
概要

1. 横田俊一略歴、および著述年譜 

✤ 画像は『国文学会誌』19（奈良女子大学国
文学会、1975.9）より 

2. 横田文庫の設置 

✤ 昭和50年に設置。第1回寄贈資料は現在、吉
川仁子研究室管理（未登録）。 

✤ 2007,8年頃に第2回寄贈があり、登録排架済
み。 

✤ 貴重資料 太宰治作品表（太宰の書き込み有）
- 奈良女子大学学術情報センター電子画像集 
https://www.nara-wu.ac.jp/aic/gdb/
nwugdb/dazai/
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横田文庫（2）書く→

1. 「著作等年譜」から見えてくる分岐点としての昭和26年：『望郷』（前身誌『詩神』）、『詩豹』、
『日本歌人』、『斜線』（未見、日本近代文学館にあり） 

2. ▼ちかごろ、詩を中心とする二つの同人雑誌がでた。「望郷」（吉野文学会）がその一つである。
ここには阿太野、森、毛利、前■■等々の詩人と、多数の短歌、俳句の同好者が集っている。中で
も若い詩人前登志晃氏の存在が光っているようだ。花岡大学氏の童話も、NHKその他で知られてい
る。▼「斜線」（同クラブ編）には、北川冬彦門の南日耿平、彫刻の菊岡義政、洋画の原田伍亮、
山田新之輔、大上敬義らの諸氏がいる。二誌とも、特定の主張をもっているわけではないが、それ
〴〵郷土的、個人的友交によって結ばれ、一種類ではなく、いろ〳〵の花々を咲かせているのを愛
でるべきであろう。▼白秋の詩によって水郷柳河が、啄木の歌ゆえに渋民村が愛されるように、大
和が大和の詩人、歌人の作品ゆえに、愛せられ、なつかしまれるようになることを期待した。歌人
前川佐美雄氏の存在はとりわけ貴重である。その反アララギ的立場からする創作は、高く評価され
るべきでしょう。俳誌「天狼」（山口誓子主宰）の松井氏の努力も見のがしてはならない。（横田
俊一「失いたくない「県展」花咲かす二つの新詩誌」、『朝日新聞』昭和26.12.29） 

※南日耿平：近藤英男（奈良教育大学名誉教授、1914～2008.3.15）
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3. きっかけとしての月曜会？ 

✤ 会誌『オルフォイス』（後継誌『飛鳥』）
とその同人。1号には山田新之輔・横田俊
一・吉村正一郎・松井浩生・大久保恒次・
中村一作が投稿。 

✤ 「奈良市南半田中町17 奈良文庫内月曜
会」（『オルフォイス』1号刊記発行所所
付） 

✤ 昭和26.11.5『朝日』「県展を回顧して／
月曜会員座談会」に武田正夫（奈良女子大
英文）・横田俊一（奈良女子大国文）・大
植義一（奈良県立図書館司書）・岩坂千尋
（林書店主）が出席。
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横田文庫（3）もらう←

✤ 堀内民一『歌集 はるかなる想ひ』（臼井書房、1950） 

✤ 前川緑『歌集みどり抄』（日本歌人発行所、1952） 

✤ 菊岡義政『詩集 回転木馬』（私家版、1953） 

✤ 早瀬譲『歌集 非情』（橄欖社、1954） 

✤ 森一郎『詩集ふるさと』（日本歌人社、1954） 

✤ 前登志夫『詩集 宇宙駅』（昭森社、1956） 

✤ 山中智恵子『歌集空間格子』（日本歌人社、1957）
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清水文庫（1） 
清水信とは

✤ 「清水信年譜」（『表現』2-10、1960.10）によれば、
清水は 明治33.5.18大和郡山生まれ、本名は信義。大阪
工業学校卒業後に藤田組に入社し、会津若松の製鋼所勤
務。大正7年に佐藤潮花（1887-1922、「詩歌」系）が
同所に就職したのがきっかけで作歌を始める。大正11年
に『短歌雑誌』に初投稿。大正12.4に『郷愁』創刊、同
10年に「工場生活を辞して奈良へ帰り、「郷愁」のプリ
ントを出発点としてそれを職業化してしまった」。昭和
5.4、「自由律口語歌運動の連合機関として「短歌建設」
が結成され、その編集を依嘱される」。昭和12、東京移
住。その後も自由律短歌の中心的存在として活動、戦後
も「新短歌胎動への大きな役割を果たす」。昭和35.8.3
没。 

✤ 中野嘉一『新短歌の歴史̶̶自由律運動半世紀の歩みと
展望』（昭森社、1967）では一章を割いて清水信の作歌
活動を詳述し、口語自由律短歌運動史に位置づけてい
る。 

※画像は『新短歌』12-11（1960.10）掲載
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清水文庫（2）清水信新短歌文庫

✤ 大正の初めから戦前戦後を通じ短歌の言文一致運動を行い、新短歌の普及に努力した大和郡山市出身
の歌人、故清水信に関する歌集、エッセー、雑誌など約六千点を集めた「清水信新短歌文庫」が、故
郷の同市城内町の柳沢文庫に開設することになった。清水信とともに新短歌の創作に励む門下の老歌
人五人で作る新短歌研究会（山名徹代表）が無償で寄贈するもので、（中略）寄贈される資料は、清
水信の著作だけでなく、新短歌運動に入った主な歌人の著作や雑誌がそろっていることから、新短歌
運動や近代文学史の研究に役立つことになりそう。（昭和61.6.4付『奈良新聞』） 

✤ 清水信新短歌文庫の開設にあたっては、大阪市出身の歌人足立公平が没後、夫人の足立八重子氏か
ら、昭和61年4月までに寄贈を受けた足立公平蔵書に、大和郡山市ゆかりの歌人、清水信の門下他、
有志の献本をもって補ぎなわれたものである。（『清水信新短歌文庫目録』「凡例」、柳沢文庫、
1986） 

✤ 目録によれば、「雑誌299誌,5591冊・単行本1196冊」。それらは「定期刊行物（1）新短歌関係」
「単行本（1）歌集・句集・詩集」「定期刊行物（2）定型関係」「単行本（2）歌論・句論・詩論・
文芸評論」「定期刊行物（3）一般文芸・社会関係」に分類さている。 

⇒　戦前戦後の阪奈界隈の短歌交流が追える史料群か
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✤ 戦時中「新短歌」は「定型」と「自由律」にか
かわらず軍・官の弾圧につぶされてしまった。
（中略）作品は勿論参考書も失ったので奈良の
新短歌史をまとめたいが、史料をかしていただ
ければ幸甚。清水信の「郷愁」、福田米三郎・
岩井弥を中心とする「若冠」、大谷吉正編輯の
「泥仏」「詩童子」。手もとにあれば見せて下
さい。（「流舌欄」〔大谷吉正筆か〕、『文化
エコー』1号、文化エコー社、昭和41.1、p.9） 

✤ 中学時代の同級生に大谷吉正という天才少年が
おって、彼は既に個人雑誌「泥仏」を麗日詩社
から出していたので、（山名徹「大正末期か
ら」、『表現』2-10、昭和35.10、p.21） 

『文化エコー』誌は奈良大所蔵の1号（創刊号）し
か確認できず。乞所在教示。
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今後に向けて

1. 横田文庫調査（2021～大学院演習） 

✤ 収蔵諸雑誌や詩歌書等の書誌調査と目次取り、県市町村史および先行研究調査 

✤ 書簡（稲垣足穂、前登志夫などなど） 

✤ 研究メモや講義ノートの整理 → 横田俊一の「方法」やスタンス 

　　⇒ 「アカデミズム」／「在野」の相対化（澤田四郎作研究と通底） 

2. 他文庫所蔵史料の調査 

✤ 清水信新短歌文庫（柳沢文庫）のほか、日本現代詩歌文学館中野コレクション（中野嘉一旧蔵
書）、立命館大学白楊荘文庫（小泉苳三旧蔵書）、奈良県立図書情報館前川文庫（前川佐美雄旧
蔵書）、桜井市立図書館保田コレクション（保田與重郎旧蔵書）などなど 
※ 石原深予氏ご教示 

✤ 六條篤（明治40～昭和19）や前登志夫（大正15.1～平成20.4）は？
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3. やはり北村信昭コレクション（奈良大学）は外せまい 

✤ 北村信昭は早くから文学に興味を持っていた。ことに詩歌には優れた資質をみせ、松村又一主
宰の『雲』（大正十三年創刊）や『関西詩人』、あるいは総合同人誌『浅茅』（昭和七年創
刊）など、又、大和郡山の閑野短歌会（昭和六年頃結成）等にも参加し、多くの詩や歌を発表
している。 
（栗田茂「詩人・北村信昭」、『萩が丘』2、森口武男発行、1985.5、p.40） 

✤ 北村信昭が尾崎一雄と初めて出会ったのは昭和五年のことである。それより先北村は志賀直哉
の知遇を得ていて、志賀を中心に、いわゆる高畑サロンの人びととの交友関係や、それ以外の
文人芸術家たちとのかかわりが広くあった。以下、北村の交友関係や出会った人々の内、主な
人たちの名を列挙してみる。／志賀直哉、尾崎一雄、西條八十、武者小路実篤、小林秀雄、川
路柳虹、福士幸次郎、池田小菊、佐伯孝夫、阪中正夫、等々……。／また友人としては、松村
又一、野長瀬正夫、植村諦、西川林之助、酒井雨虹、浜本善矩、清水信等々……。 
（同上、p.41）
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✤ 『大和歌壇三結社の主張を聴く』此の特輯物を計画したのも短歌芸術の故郷奈良であ
るからであり、又本誌発刊と同時に本誌にのみ授かつた重要な仕事でもある。此の困難
な仕事を完全に遂行した本誌の新使命として近く自由律歌壇も設け、特にわが歌壇の発
展と、飽くまでその綜合性の発揮を願ふものである。 
（『浅茅』2巻1号「編輯前記」〔吉川清執筆〕、同胞社、昭和8.1、p.2） 

　　　※ 特集「大和歌壇三結社の主張を聴く」 
　　　　・『短歌建設』の貌　「短歌建設」主幹　清水信 
　　　　・巌橿社の立場　　　「巌橿」主幹　　　辰巳利文 
　　　　・短歌の正道　　　　「閑野」主幹　　　林吉之助 

✤ 奈良大学は、「北村信昭コレクション」（閉架）のほか「奈良関係資料」（開架）も
チェックやで。 

✤ 諸雑誌発行に多く関わっている岩坂千尋氏の動向を追いかけるのも重要では!?
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4. 校友会誌̶̶学校とつながる／つながらない 

✤ 奈良県立桜井高等学校短歌文学部『大和恋』（部活誌？） 
釈迢空（折口信夫）、石井庄司、前川佐美雄、堀内民一が「寄稿」（？） 

✤ 大西民子（奈良女高師）「奈良女子高等師範学校に入学後、奈良在住の前川佐美雄に短歌の指導を受けていた関係か
ら、昭和二十一年十一月、前川佐美雄編集「オレンジ」が創刊されるや、その同人となっている。」（有本倶子『評伝
大西民子』、短歌新聞社、2000、p.84） 

✤ 「象徴詩人マラルメ風な詩を書く布施高校教師の毛利昭氏や女高師の森先生、そして女子大生の大浦美奈子氏など、前登
志晃氏が京都から出している新世代詩人の同人に参加して活躍しているそうだが、現代詩の難解なのには閉口する」
（「山脈夜話」、『望郷』2、吉野文学会、昭和27.1、p.35）。「岡田都氏は大浦氏と共に奈良女子大学国文科で長
く詩を書いている人である」（同前、p.51）。 

✤ 大浦美奈子：植西耕一（奈良学芸大附中）に詩をならう。→前登志夫『望郷』『詩豹』に参加 

✤ 桜井庄太郎『歌集 飛火野』（私家版、1960）跋文、「昭和三十一年の「歌集 奈良」のあとを受けて、この集には、三
十一年四月から三十五年九月までの歌を集めました。／この間、私は月に二回、東京と奈良の間を往復して、ひきつづき
奈良女子大学文学部に勤務し、そのかたわら、名古屋大学文学部、神戸大学文学部、大阪市立大学文学部、大阪大学分
校、日本大学大学院にも出校いたしましたが、奈良では、二年八ヶ月もいた新薬師寺を出て近くの高畑の民家へ、さらに
川の上突抜南方町の現在の下宿へと居を移しました」。
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5. ガリ版心性史̶̶麗日詩社と書物 

✤ 清水信の歌集、また編集の方法の特長は私の印象に残っている範囲では、著者自身の巧みな鉄筆に
よってきられたプリント版の美しさであった。装幀組方なども、著者の独創的な技巧によって、プリ
ント版によって、活版印刷では味わえない妙味のあるものであった。（前掲中野『新短歌の歴
史』、p.201） 

✤ 清水信『短歌実習』（短歌アパート叢書103、麗日詩社、昭和7.11）※謄写版 
「昭和七年十月二十日印刷／昭和七年十一月一日発行／金六拾銭／{著作人}{発行人}{印刷人}　奈良市
紀寺東口町七七八 清水信義／{印刷所}{発行所}　奈良市紀寺東口町七七八 麗日詩社 振替大阪六九四
九七番」  

✤ 本誌は謄写印刷である事が他の雑誌に誇り得る一つの待雅であると言ひたい。／奈良は小さき乍らに
も清水信氏等に依つて謄写印刷発達史上に相当古き歴史を有し技術上に於ても全国的に多大な注目を
惹いてゐる土地である。此の奈良に生れた謄写芸術の発表を本誌内容の郷土色を飾る一頁として数へ
るも敢て憚る必要はあるまい。（『浅茅』2巻1号「編輯前記」〔吉川清執筆〕、同胞社、
1933S08.1、p.2）
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6. 交流場としての印刷所 

✤ 清水さんが口語歌（氏は現代語新短歌と呼んでいた）運動を始めたのは大正十二、三年ころで、こ
の文学運動と並行して謄写印刷を営業化され、それを家業とされていた。旧市内の東南隅、紀寺東
口町の『麗日詩社』と表札のある氏の住居は閑静な住宅街にあり、時たま近くの兵営からラッパの
音がもれてくるくらいのものだった。（『大和』上、奈良新聞社、1979、p.361。北村信昭稿） 

✤ 「同人（詩誌『展望』の同人̶̶磯部注）の吉田徳義氏の家が奈良の角振町にあって、〝なら
かっぱん〟という印刷所をやっておられたが、ある夜電話で招かれ、やはり同人の一人、吉田竜太
郎君と連れ立って徳義さんの家に行き、福士さん（福士幸次郎̶̶磯部注）に紹介された。」（同
上、p.339） 

✤ 「（吉田徳義は̶̶磯部補足）温厚で宗教的な雰囲気をたたえた詩人。角振町の現在、朝日の日盛
舎になっている所が旧宅で〝ならかっぱん〟という印刷所を経営されていたときは、勤務していた
大和日報社の近所だったので、しょっちゅう氏の店に立ち寄った。白い花の詩社の中川抱夢さんが
店の間にいて情熱的なポーズで〝双頭の鷲の旗のもとに〟をハーモニカで吹いていたり、まだ師範
生だった隣家の山田松蔵君が来ていたりした。」（同上、p.369）
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断片的なら学史料の紹介
There is material here, There is scope. —— Sherlock Holmes



すべてが史料になる

✤ 磯部敦『近代奈良県書物文化環境一覧』（『なら学研究報告』4、2020.9。科研「出版流通史的分析による近代奈
良県の書物文化環境の解明」報告書） 
・奈良女子大学学術情報センターリポジトリで公開中 
・https://opac2.lib.nara-wu.ac.jp/webopac/TD00275412 

✤ 郷土玩具 

✤ 中村美佐雄『郷土玩具の研究』（旅行文化社、昭和18） 

✤ 「日本郷土玩具大番付」（東洋民俗博物館、昭和9） 

✤ 大和土鈴趣味の会（臨風舎） 

✤ 菊岡義政「奈良張子の鹿」（『民芸手帖』154、昭和46.3） 

✤ 『郷土大和』1～4号（昭和7）。「あゆみ」改題、高田十郎編集顧問。 

✤ 『土俗雑誌 いなか』（住吉土俗研究会、昭和9）。乾健治・宮武正道らも寄稿。澤田四郎作も。 

✤ 『奈良観光市街地図』諸版
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