創刊号（1996年7月31日発行）
ワークス発足に当たって

脇中 孝

熊楠翁と私

竹内 郁夫

神島を探る① タブノキのなぞを追って

後藤 伸

南方熊楠所蔵「球陽調査報告」

粟国 恭子

およどんの見た晩年の熊楠

中瀬 喜陽

普段着の南方熊楠① 長女文枝さんに聞く
顕彰会活動報告

第2号（1996年11月20日発行）
第13回南方を訪ねて実施報告
熊楠ゆかりの地① 高山寺・猿神社跡

中瀬 喜陽

独学のすすめ―時代を超えた巨人たち―

谷川 健一

神島を探る② センダンの野生地

後藤 伸

普段着の南方熊楠②
顕彰会活動報告

第3号（1997年4月10日発行）
第7回南方熊楠賞受賞者決定
熊楠の植物標本調査
神島を探る③ 保全を願う熊楠の真意

後藤 伸

南方熊楠異聞

宮本 正章

熊楠関係図書一覧
熊楠ゆかりの地② 稲荷神社
普段着の南方熊楠③
顕彰会活動報告、イベント案内

第4号（1997年7月20日発行）
第7回南方熊楠賞授賞式開催報告

中瀬 喜陽

第7回南方熊楠賞記念講演 「日本民間学と南方熊楠」

川添 登

ラジオウォーク 熊楠in高野 開催報告
熊楠ゆかりの地③ 高野山

中瀬 喜陽

神島を探る④ 神島のカタツムリ

後藤 伸

普段着の南方熊楠④
顕彰会活動報告、イベント案内

第5号（1997年10月25日発行）
第1回南方熊楠ゼミナール開催報告
第1回南方熊楠ゼミナール パネルディスカッション

上山 春平、小野 新平、
飯倉 照平、松居 竜五

普段着の南方熊楠⑤
神島を探る⑤ 神島の名を持ったカニムシとムカデ

後藤 伸

熊楠ゆかりの地④ 神島

中瀬 喜陽

顕彰会活動報告

第6号（1998年2月25日発行）
昭和天皇と和歌山県の生物研究

後藤 伸

南方熊楠特別賞 記念講演「イギリス人の目で見た南方熊楠」

カーメン・ブラッカー

宮古島の神と森を考える－谷川健一さんのシンポに参加して－

辻 桂

普段着の南方熊楠⑥
神島を探る⑥ 糞害と神島の森

後藤 伸

熊楠ゆかりの地⑤ 那智山

中瀬 喜陽

顕彰会活動報告

第7号（1998年4月18日発行）
第8回南方熊楠賞受賞者決定
万呂天王池の今・昔

桑原 康宏

普段着の南方熊楠⑦
熊楠ゆかりの地⑥ 兵生

中瀬 喜陽

神島を探る⑦ 森林回復のカギ

後藤 伸

南方を訪ねて実施報告

第8号（1998年7月24日発行）
第8回南方熊楠賞授賞式開催報告
熊楠の植物標本から

後藤 伸、土永 浩史、
土永 知子、後藤 岳志

普段着の南方熊楠⑧
熊楠ゆかりの地⑦ 継桜王子と一方杉

中瀬 喜陽

万呂天王池と須佐の森の生き物たち① 森の変遷

後藤 伸

イベント案内

第9号（1998年10月26日発行）
高野山の蛇柳
普段着の南方熊楠⑨
熊楠ゆかりの地⑧ 和歌山市

中瀬 喜陽

万呂天王池と須佐の森の生き物たち② オオバヤドリギとシャクジョウソウ

後藤 伸

南方を訪ねて実施報告

第10号（1999年3月20日発行）
第9回南方熊楠賞受賞者決定
南方熊楠ゼミナール 案内
熊野体験博開催
普段着の南方熊楠⑩
熊楠ゆかりの地⑨ 川湯温泉

中瀬 喜陽

ひき岩群の生きものたち① 熊楠自慢の植物群

後藤 伸

書籍紹介

第11号（1999年6月28日発行）
第9回南方熊楠授賞式開催報告

田辺新地の今昔
熊楠の昆虫標本を復元
普段着の南方熊楠⑪
熊楠ゆかりの地⑩ 入野

中瀬 喜陽

ひき岩群の生きものたち② ふるさと自然公園センター

後藤 伸

イベント案内

第12号（1999年11月1日発行）
第2回南方熊楠ゼミナール開催報告
第2回南方熊楠ゼミナール 記念講演「熊楠と熊野」

飯倉 照平

世界妖怪会議開催報告
普段着の南方熊楠⑫
熊楠ゆかりの地⑪ 水上

中瀬 喜陽

ひき岩群の生きものたち③ ひき岩群が深山か

後藤 伸

顕彰会活動報告

第13号（2000年2月25日発行）
南方熊楠の下宿跡に住むピネル夫妻を訪ねて

小笠原 謙三

第2回南方熊楠ゼミナール
研究発表「南方熊楠と今昔物語集―大正期を中心に」

小峯 和明

普段着の南方熊楠⑬
熊楠ゆかりの地⑫ 妹尾官林

中瀬 喜陽

ひき岩群の生きものたち④ ひき岩群の両生類たち

玉井 済夫

活動報告、イベント案内、新刊紹介

第14号（2000年6月28日発行）
南方文枝さん追悼
第10回南方熊楠賞授賞式開催報告
熊楠その後の熊野菌類を探る
普段着の南方熊楠⑭

椿 啓介

熊楠ゆかりの地⑬ 報恩寺

中瀬 喜陽

ひき岩群の生きものたち⑤ 熊楠からの贈りもの数種

後藤 伸

新刊紹介、イベント案内

第15号（2000年11月10日発行）
入館100万人を達成 南方熊楠記念館館長に聞く
貝類の標本整理を終えて

湊 宏

江戸川乱歩の描いた「熊楠」

千本 英史

熊楠ゆかりの地⑭ 藤白神社

中瀬 喜陽

ひき岩群の生きものたち⑥ 子供たちと見つけた虫

後藤 伸

活動報告、イベント案内

第16号（2001年3月1日発行）
第11回南方熊楠賞受賞者決定
毛利柴庵と南方熊楠

武内 善信

熊楠ゆかりの地⑮ 理智院

中瀬 喜陽

熊楠は博物学者か？～南方熊楠と粘菌～

後藤 伸

イベント案内

第17号（2001年7月10日発行）
南方文枝さん追悼座談会
南方を訪ねて in ロンドン イベント報告
熊楠ゆかりの地⑯ 引作の大楠

中瀬 喜陽

イベント案内、新刊紹介

第18号（2001年11月10日発行）
熊楠ゆかりの地⑰ 南方熊楠旧邸

中瀬 喜陽

ひき岩群の生きものたち⑦ 続熊楠からの贈り物

後藤 伸

第3回南方熊楠ゼミナール 案内

顕彰会活動報告

第19号（2002年4月1日発行）
第3回南方熊楠ゼミナール 記念講演「熊楠の生き方に学ぶ」

小倉 肇

第12回南方熊楠賞受賞者決定

第20号（2002年9月5日発行）
第12回南方熊楠賞授賞式報告
熊楠 in ミシガン 米国 農学校時代の南方熊楠

中西 須美

南方邸に眠る資料① 球陽

安田 忠典

熊楠ゆかりの地⑱ 安藤蜜柑

中瀬 喜陽

活動報告、イベント案内

第21号（2003年3月25日発行）
第13回南方熊楠賞受賞者決定
幽霊を見る動物 -熊楠は進化論を、どう理解したか-

原田 健一

田辺翻字の会活動報告

小岡 昭雄

熊楠ゆかりの地⑲ 熊楠邸・俳句の四季

中瀬 喜陽

「熊楠の庭」を再現して

橋本 邦子

顕彰会活動報告

第22号（2003年10月28日発行）
第13回南方熊楠賞記念講演 「きのことともに50余年」

本郷 次雄

南方邸に眠る資料番外編

安田 忠典

熊楠ゆかりの地⑳ 塩屋

中瀬 喜陽

「韓国式エステ」と熊楠

土永 知子

イベント案内

第23号（2004年4月10日発行）
第14回南方熊楠賞受賞者決定
南方邸所蔵品の目録刊行に向け作業中

田村 義也

南方熊楠と熊野の温泉① 白浜温泉

安田 忠典

熊楠ゆかりの地㉑ 南海療病院と千代田屋

中瀬 喜陽

イベント案内、新刊紹介

第24号（2004年11月10日発行）
第14回南方熊楠賞記念講演 「南からの日本文化-新・海上の道を考える-」

佐々木 高明

熊楠ゆかりの地㉒ 闘鶏神社

中瀬 喜陽

顕彰会活動報告
イベント報告

第25号（2005年3月23日発行）
第15回南方熊楠賞受賞者決定
南方熊楠特別賞 記念講演 「南方熊楠と中国の書物」

飯倉 照平

熊楠ゆかりの地㉓ 法輪寺

中瀬 喜陽

南方邸蔵書・資料目録の刊行について

田村 義也

顕彰会活動報告

第26号（2005年9月1日発行）
第15回南方熊楠賞記念講演 「植物を見る。植物に聞く。」

柴岡 弘郎

南方熊楠と熊野の温泉② 椿温泉

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書① 最小の高等植物ミジンコウキクサ
「ウヲルフヰア・ミクロスコピカ」

土永 知子

熊楠ゆかりの地㉔ 神子浜とその周辺

中瀬 喜陽

南方を訪ねて実施報告

第27号（2006年4月1日発行）
第16回南方熊楠賞受賞者決定

第4回ゲスナー賞を受賞
南方熊楠と熊野の温泉③ 勝浦・湯川温泉

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書② 淡水産の海綿

土永 知子

熊楠ゆかりの地㉕ 玉置山

中瀬 喜陽

南方を訪ねて実施報告

第28号（2006年10月1日発行）
第16回南方熊楠賞記念講演 「東南アジアのカミ」

岩田 慶治

「熊楠」生物覚え書③ 畑で増殖させようとしていた藻類パルモグレア

土永 知子

南方熊楠と熊野の温泉④ 川湯温泉

安田 忠典

熊楠ゆかりの地㉖ 奇絶峡

中瀬 喜陽

イベント案内
高野山国際密教学術大会での南方熊楠関連報告について

田村 義也

第29号（2007年4月1日発行）
第17回南方熊楠賞受賞者決定
第2回特別企画展 案内
南方熊楠と熊野の温泉⑤ 川湯温泉

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書④ 藍藻と南方曼荼羅―構造と機能―

土永 知子

熊楠ゆかりの地㉗ 東大小石川植物園

中瀬 喜陽

来館1万人達成、書籍紹介

第30号（2007年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠①
熊楠の愛情が垣間見えるスケッチ「長男熊弥の部屋」

田村 義也

第17回南方熊楠賞記念講演 「私と生態学」

伊藤 嘉昭

南方熊楠の湯⑥ 温泉学会に参加して

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書⑤ メタボな神島―タブノキ林―

土永 知子

熊楠ゆかりの地㉘ 安久川の千体仏

中瀬 喜陽

第6回南方熊楠ゼミナール案内

顕彰会グッズ紹介
夏休み特別講座実施報告、配架図書一覧

第31号（2008年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠② 南方マンダラと呼ばれる図

松居 竜五

第18回南方熊楠賞受賞者決定
第6回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「南方熊楠研究の現状と課題」
第6回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「孫文と南方熊楠」
第6回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「熊楠のフィールド調査と思想形成」
第6回南方熊楠ゼミナール 基調講演
「南方熊楠と『今昔物語集』～比較説話学の新たな地平～」

武内 善信
武上 真理子
橋爪 博幸
小峯 和明

第6回南方熊楠ゼミナール シンポジウム
南方熊楠の湯⑦ 龍神温泉
講演会 熊楠をもっと知ろう①
「大正十五年の南方熊楠～平沼大三郎との往復書簡から～」
講演会 熊楠をもっと知ろう②
「南方植物研究所とまぼろしの文庫」

安田 忠典
田村 義也
川島 昭夫

「熊楠」生物覚え書⑥ 淡水産紅藻～ヒルデブランチア～

土永 知子

熊楠ゆかりの地㉙ 熊野神社

中瀬 喜陽

書評 『ユリイカ』特集 南方熊楠を読む

濵岸 宏一

書評 『クマグスの森－南方熊楠の見た宇宙』

志村 真幸

書評 『粘菌～驚くべき生命力の謎～』

土永 浩史

書評 『南方熊楠 菌類図譜』

土永 浩史

第4回特別企画展「熊野無花植物」開催報告

岩崎 仁

読者の声 「南方熊楠と私」

山尾 修

配架図書一覧

第32号（2008年11月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠③ 日記中の画

岩崎 仁

第18回南方熊楠賞記念講演 「ふたつの『ミンゾク』学と日本研究の方途」

伊藤 幹治

講演会 熊楠をもっと知ろう③
「国立科学博物館の南方熊楠コレクション」
第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
「南方熊楠の熊野フィールドワーク」

萩原 博光
安田 忠典

第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
「引作神社の楠と継桜王子社の杉」
第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
「熊楠の生物資料と蘚苔類研究」
第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
「顕彰館所蔵の高等植物標本」

中瀬 喜陽
土永 浩史
土永 知子

特集 南方熊楠とフロリダ

松居 竜五

「熊楠」生物覚え書⑦ セレブの楽しみ？～野生ラン～

土永 知子

熊楠ゆかりの地㉚ 龍神山

中瀬 喜陽

新発見！須川家から「新書簡」
イベント案内、配架図書一覧

第33号（2009年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠④ 高野山中の南方熊楠自画像

田村 義也

第19回南方熊楠賞受賞者決定
講演会 熊楠をもっと知ろう④
「南方熊楠と熊野の伝承世界」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑤
「父と子の問題 -熊楠の場合-」
第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
「那智の森から南方二書へ、日記と書簡をつなぐ植物」
第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
「なぜ1枚の図譜に複数のキノコが描かれているのか？」
第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
「100年ぶりにベールを脱ぐ、熊楠の藻類標本」
第4回特別企画展「熊野無花植物」 研究発表
パネルディスカッション「南方熊楠の熊野フィールドワーク」

小峯 和明
千本 英史
岩崎 仁
萩原 博光
板東 忠司

南方熊楠の湯⑧ 熊楠追体験ツアーへ

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書⑧ 玉置山のカモシカ―天然記念物―

土永 知子

熊楠ゆかりの地㉛ 南海補陀洛山寺

中瀬 喜陽

書評 『明日なき森』としないために

橋爪 博幸

読者より 南方熊楠の英訳『方丈記』について

竹中 嘉章

配架図書一覧

第34号（2009年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑤ 輪廻思想と粘菌図

萩原 博光

第19回南方熊楠賞記念講演 「私とサトイモ科の植物たち」

堀田 満

サントリー地域文化賞受賞

講演会 熊楠をもっと知ろう⑥
「南方熊楠と高野山、そして真言密教」

奥山 直司

ロンドン滞在記① エッピング・フォレスト訪問

松居 竜五

南方熊楠と牧野富太郎・・・すれちがう個性 前篇

田村 義也

南方熊楠の湯⑨ 田山花袋との奇縁

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書⑨ 珍奇キノコ―タケリタケ―

土永 知子

四国大学凌霄文庫蔵、熊楠の新資料紹介

平川 恵実子

熊楠ゆかりの地㉜ 妙法山・阿弥陀寺

中瀬 喜陽

追悼 カーメン・ブラッカー先生

松居 竜五

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-① 今村均・渡辺篤

岸本 昌也

イベント案内、配架図書一覧

第35号（2010年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑥ 神島樹木分布図

岩崎 仁

第20回南方熊楠賞受賞者決定
第7回南方熊楠ゼミナール 基調講演
「南方熊楠と三つのエコロジー」
第7回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「和歌山城下の学問・文化と南方熊楠」
第7回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「南方熊楠、柳田國男の山人論争をめぐる謎」
第7回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「熊楠 vs 法龍 -往復書簡研究の一面-」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑦
「父總一郎がみた牧野富太郎と南方熊楠」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑦
「牧野富太郎と南方熊楠」

中村 敦夫
武内 善信
横山 茂雄
奥山 直司
坂口 總之輔
土永 知子

南方熊楠の湯⑩ 湯崎七湯と熊楠

安田 忠典

ロンドン滞在記② 熊楠について講演する

松居 竜五

南方熊楠と牧野富太郎・・・すれちがう個性 中篇

田村 義也

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-② 渡辺篤

岸本 昌也

新刊紹介『高山寺蔵 南方熊楠書翰―土宜法龍宛1893-1922』
「熊楠」生物覚え書⑩ 原始的な羊歯―マツバラン―

土永 知子

南方熊楠の伝記を正す①

中瀬 喜陽

和市博「エコロジーの先駆者 南方熊楠の世界」展を見て

濵岸 宏一

配架図書一覧

第36号（2010年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑦ フクロツチガキをめぐる南方邸の一日

細矢 剛

第20回南方熊楠賞記念講演 「南方熊楠はカオスか、コスモスか」

山折 哲雄

講演会 熊楠をもっと知ろう⑧
「南方熊楠・書簡の織りなす世界瞥見 -人脈・政治・縄巻鮨-」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑨
「熊楠と世界と田辺 -熊楠は、なぜ田辺を選んだのか？」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑨
「南方熊楠 夢の記述に関する研究 -『やりあて』と関連させながら-」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑩
「南方熊楠と牟婁新報」展パネルディスカッション

岸本 昌也
志村 真幸
唐澤 太輔

南方熊楠と佐々木喜善

石井 正巳

南方熊楠と牧野富太郎・・・すれちがう個性 後篇

田村 義也

ロンドン滞在記③ 国際学会「南方熊楠とロンドン」を開く

松居 竜五

南方熊楠「日光山記行」を歩く①

郷間 秀夫

南方熊楠が大英博物館に寄贈した書籍

ヘイミッシュ・A・トッド

「熊楠」生物覚え書⑪ 生物多様性と100年後の森

土永 知子

南方熊楠の伝記を正す②

中瀬 喜陽

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-③ 渡辺篤

岸本 昌也

寄贈された平田寿男宛書簡類について

濵岸 宏一

イベント案内、配架図書一覧

第37号（2011年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑧ 神島産「キノクニスゲ」という名称

土永 浩史

第21回南方熊楠賞受賞者決定
講演会 熊楠をもっと知ろう⑪
「南方熊楠と英国の女性科学者」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑪
「リスター父娘宛て南方熊楠書簡の最新状況 -ロンドン調査報告」

松居 竜五
田村 義也

第9回特別企画展 クロージングセミナー 「”キン“を科学的に理解しよう」

細矢 剛

ハーバード大学白熱教室on熊楠

松居 竜五

南方熊楠「日光山記行」を歩く②

郷間 秀夫

説話文学会・佛教文学会合同十二月例会体験記

平川 恵実子

「南方を訪ねてin高野山」を終えて

神田 英昭

南方熊楠が見た『遠野物語』

濵岸 宏一

南方熊楠の湯⑪ 新たにお目見えした熊楠の湯

安田 忠典

資料紹介 雑賀貞次郎宛書簡

広川 英一郎

南方熊楠と牧野富太郎・・・すれちがう個性 番外篇

田村 義也

熊楠メモランダム①

志村 真幸

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-④ 松崎直枝

岸本 昌也

「熊楠」生物覚え書⑬ 本州最南端のブナ林

土永 知子

南方熊楠の伝記を正す③

中瀬 喜陽

配架図書一覧、イベント案内

第38号（2011年10月20日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑨ 熊楠の猫の絵
第21回南方熊楠賞記念講演
「花に魅せられ50年-その挫折と遍歴の歴史より-」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑫
「寺石正路と南方熊楠の交流について」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑬
「南方熊楠の研究交流-雑賀貞次郎を中心に-」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑬
「南方熊楠のセクシュアリティ-岩田準一往復書簡を中心に-」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑭
「神島の森～変遷と現状～」

志村 真幸
河野 昭一
野本 亮
広川 英一郎
辻 晶子
玉井 済夫

「熊楠」生物覚え書⑭ 高等植物の標本

土永 知子

南方熊楠「日光山記行」を歩く③

郷間 秀夫

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑤ 松崎直枝

岸本 昌也

南方熊楠の伝記を正す④

中瀬 喜陽

熊楠メモランダム② 佐藤彦四郎

志村 真幸

書評 『あゆみ－南方熊楠賞の20年と顕彰事業の足跡』

奥山 直司

書評 『F.V.ディキンズ書簡英文翻刻・邦訳集』

岩上 はる子

書評 『南方熊楠・小畔四郎往復書簡』完結について

田村 義也

書評 『熊楠と漱石 二人を取り巻く人々』 岩淵幸喜著

松居 竜五

寄稿 「耳塚」論争

橋爪 博幸

レポート 熊楠とキノコ at 科博植物研究部

岩崎 仁

イベント案内、配架図書一覧

第39号（2012年4月15日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑩ 「十二支考」中のメキシコ原住民の竜

松居 竜五

第22回南方熊楠賞受賞者決定
第8回南方熊楠ゼミナール 基調講演
「粘菌からのぞく行動知の起源-学際的視点から-」
第8回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「南方マンダラはどこまで曼荼羅か～南方熊楠と仏教研究の現在～」
第8回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「南方熊楠の夢～中間領域への関心/晩年の夢～」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑮ 「アメリカ時代の南方熊楠」

中垣 俊之
奥山 直司
唐澤 太輔
松居 竜五

講演会 熊楠をもっと知ろう⑮ パネルディスカッション
南方熊楠シンポジウム 参加報告

杉山 和也

南方熊楠と同級生たち 「秋山真之と南方熊楠」

濵岸 宏一

南方熊楠と同級生たち 「南方熊楠と正岡子規」

中瀬 喜陽

南方熊楠と同級生たち 「南方熊楠と夏目漱石」

杉山 和也

南方熊楠と同級生たち 「南方熊楠と山田武太郎」

田村 義也

第12回特別企画展「白井光太郎と南方熊楠」案内

郷間 秀夫

白井光太郎日記に記された南方熊楠関係抜書

郷間 秀夫

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑥ 松崎直枝

岸本 昌也

書評 『別冊太陽 南方熊楠 森羅万象に挑んだ巨人』

吉川 史子

書評 『南方熊楠大事典』

濵岸 宏一

書評 『南方熊楠・白井光太郎往復書簡』の刊行について

田村 義也

「熊楠」生物覚え書⑮ 陰陽の滝周辺のヤマザクラ

土永 知子

熊楠メモランダム③ デ・フィッセル

志村 真幸

海辺のクマグス① 海人熊楠の航跡を追う

安田 忠典

事業計画、配架図書一覧

第40号（2012年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑪ 「方丈記」英訳草稿

千本 英史

第22回南方熊楠賞記念講演 「南紀の歴史と国際性」

森 浩一

講演会 熊楠をもっと知ろう⑯
「当る辰年 田原藤太竜宮入りの譚」

松居 竜五

講演会 熊楠をもっと知ろう⑰
「南方熊楠の書き込みに関する研究-『太平広記』を中心に-」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑰
「南方熊楠の天覧標本『ウガ』の謎を解く」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑱
「南方熊楠と白井光太郎」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑱
「白井光太郎と南方熊楠の神社合祀」

高 陽
倉谷 うらら
郷間 秀夫
岸本 昌也

「熊楠」生物覚え書⑯ 12号台風から1年

土永 知子

南方熊楠と同級生たち 「大石誠之助と南方熊楠」

武内 善信

南方熊楠と同級生たち 「漫画好きの伊東忠太」

飯倉 照平

南方熊楠と同級生たち 「アンティ・アールネ」

広川 英一郎

南方熊楠と同級生たち 「ユージン・サンドウ」

安田 忠典

南方熊楠と同級生たち 「上田萬年と芳賀矢一」

千本 英史

熊楠メモランダム④ 入野地区探訪記

櫻井 想

南方熊楠蔵書『本草図譜』、『十新考』と大沼宏平翁について①

郷間 秀夫

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑦ 津田三郎

岸本 昌也

海辺のクマグス② クマグスの海水浴

安田 忠典

書評 『南紀熊野の諸相－古道・民俗・文化－』 杉中浩一郎著

濵岸 宏一

イベント案内、配架図書一覧

第41号（2013年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑫
蛇の変化、蛇を食べる－「蛇に関する民俗と伝説」から

志村 真幸

第23回南方熊楠賞受賞者決定
講演会 熊楠をもっと知ろう⑲
「南方熊楠が発見した変形菌と分類の現状」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑳
「研究者の交流：その今昔」
講演会 熊楠をもっと知ろう⑳
「クマグス先生の変形菌教室」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉑
「鴨長明と『方丈記』」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉑
「F.V.ディキンズと日本文学」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉑
「F.V.ディキンズ、熊楠間の交遊と英訳『方丈記』の執筆」

山本 幸憲
細矢 剛
田村 義也
千本 英史
岩上 はる子
松居 竜五

南方熊楠蔵書『本草図譜』、『十新考』と大沼宏平翁について②

郷間 秀夫

南方熊楠と同級生たち 「小笠原誉至夫と南方熊楠」

武内 善信

南方熊楠と同級生たち 「河口慧海と南方熊楠」

奥山 直司

南方熊楠と同級生たち 「幸田露伴と南方熊楠」

小峯 和明

南方熊楠と同級生たち 「南方熊楠と山田武太郎」補遺

田村 義也

海辺のクマグス③ トロピカル・クマグス

安田 忠典

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑧ 津田三郎

岸本 昌也

ロンドン調査「熊楠が通った飲食店」

岩渕 幸喜

「熊楠」生物覚え書⑰ ハカマカズラ

土永 知子

熊楠メモランダム⑤ 「もう一人の高弟」騒動

広川 英一郎

書評 『闘う南方熊楠－「エコロジー」の先駆者』 武内善信著

飯倉 照平

事業計画、配架図書一覧

第42号（2013年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑬ 日記

岩崎 仁

第23回南方熊楠賞記念講演
「21世紀の「菌類生命の樹」構築に向けての道～微生物と出会って半世紀～」

杉山 純多

「熊楠」生物覚え書⑱ 海の生物コレクション

土永 知子

講演会 熊楠をもっと知ろう㉒
「十二支考 巳年 蛇も長いが、熊楠の話も長いゾ」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉓
「南方熊楠と近世説話-『奇異雑談集』を中心として-」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉓
「日高郡日高川町入野における神社合祀と民俗の問題に関する一考察」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉔
「正岡子規と秋山兄弟を育んだまち松山」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉔
「南方熊楠の同級生たちとのつきあい方」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉔
「東大予備門同期生、それぞれの青春とその生き様」

志村 真幸
今枝 杏子
櫻井 想
石丸 耕一
松居 竜五
杉山 和也

講演会 熊楠をもっと知ろう㉔ パネルディスカッション
セミの話-南方熊楠の自然観察記録-

橋爪 博幸

南方熊楠と同級生たち 「伊能嘉矩と南方熊楠」

広川 英一郎

南方熊楠と同級生たち 「黒田清輝と南方熊楠」

田村 義也

海辺のクマグス④ クマグス・イン・ニュ－ヨーク

安田 忠典

ロンドン調査「熊楠関連住所めぐり」

岩渕 幸喜

南方熊楠蔵書『本草図譜』、『十新考』と大沼宏平翁について③

郷間 秀夫

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑨ 津田三郎

岸本 昌也

熊楠メモランダム⑥ 高木敏雄の「郷土研究」と「文献学」

杉山 和也

書評 『東奔西走－中世文学から世界の回路へ』 小峯和明著

千本 英史

放送大学面接事業開催報告

濵岸 宏一

配架図書一覧

第43号（2014年4月1日発行）
自筆資に見る南方熊楠⑭ 玉置三七郎宛南方熊楠書簡に関して

広川 英一郎

第24回南方熊楠賞受賞者決定
第9回南方熊楠ゼミナール 基調講演
「熊野－黒潮文化の発火点」

山折 哲雄

第9回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「南方熊楠のヨーロッパとアジア－『ネイチャー』から『ノーツ・アンド・クエリーズ』へ」

田村 義也

第9回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「熊楠とイギリス知識人との交流－『ノーツ・アンド・クエリーズ』への投稿を通じて」

志村 真幸

第9回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「熊楠と海 海から見た熊楠の足跡」
第9回南方熊楠ゼミナール 研究発表
「田辺時代の南方熊楠の海外との交流－W.T.スウィングルを中心として」

安田 忠典
松居 竜五

キューバの南方熊楠

斎藤 清明

南方熊楠蔵書『三花類葉集』と著者伊藤伊兵衛について

郷間 秀夫

南方熊楠と同級生たち 「丘浅次郎と南方熊楠」

武上 真理子

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑩ 中島資朋

岸本 昌也

海辺のクマグス⑤ シンガポールの夜

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書⑲ 那智の大型シダ2種

土永 知子

熊楠メモランダム⑦ 絵巻『稚児草紙』と南方熊楠

辻 晶子

書評 『南方熊楠の説話学』飯倉照平著

小峯 和明

書評 『南方熊楠の説話学』と比較説話研究

趙恩馤

書評 『南方熊楠の説話学』について

高陽

書評 『南方熊楠 記憶の世界』雲藤等著

橋爪 博幸

書評 『何かが空を飛んでいる』横山茂雄著

志村 真幸

研究会案内、配架図書一覧

第44号（2014年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑮ 南方熊楠書入の『文正草子』

伊藤 慎吾

第24回南方熊楠賞記念講演
「世界にひろがる日本食」

石毛 直道

講演会 熊楠をもっと知ろう㉕
「『馬に関する民俗と伝説』をめぐる雑話－芸をする馬、馬肉、蹄鉄、坪井正五郎－」

横山 茂雄

講演会 熊楠をもっと知ろう㉖
「南方熊楠の読書姿勢について－『沙石集』を中心に－」

平川 恵実子

講演会 熊楠をもっと知ろう㉖
「高校生による南方熊楠の植物標本整理と現状調査－那智の標本を中心として－」

岡崎 真人、土永 知子

講演会 熊楠をもっと知ろう㉗
「和漢三才図会シンポジウム覚え書き」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉗
「『和漢三才図会』と類書 近世日本の百科思想の知的背景」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉗
「『三才図会』から『和漢三才図会』へ 記述と分類」

小峯 和明
マティアス・ハイエク
鈴木 広光

講演会 熊楠をもっと知ろう㉗ パネルディスカッション
南方熊楠蔵書『一角纂考』について

郷間 秀夫

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑪ 中島資朋

岸本 昌也

海辺のクマグス⑥ 和歌浦無残

安田 忠典

南方熊楠を訪ねた澤田秀三郎

矢野 倫子

南方熊楠と同級生たち 「紋章学者沼田頼輔と南方熊楠」

田村 義也

南方熊楠と同級生たち 「調査メモ・熊楠と露伴」

古谷 雅道

熊楠メモランダム⑧ 南方熊楠と『万葉集』

杉山 和也

書評 『科学の人・孫文』からヒントを得た、私の熊楠研究

萩原 博光

書評 『南方熊楠の見た夢－パサージュに立つ者』 唐澤太輔著

志村 真幸

2014年南方熊楠研究会夏季例会報告

今枝 杏子

南方熊楠研究会の正式発足に向けて

松居 竜五

追悼・増尾伸一郎先生

小峯 和明、飯倉 照平、
趙 恩馤、加藤 秀雄、
今枝 杏子、杉山 和也

配架図書一覧

第45号（2015年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑯ 南方熊楠がハンガリーの民話で見たもの
講演会 熊楠をもっと知ろう㉘
「熊野古道の植物」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉘
「熊野古道と観光」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉘
「南方熊楠における社会と自然-『南方二書』執筆まで」
南方熊楠研究会夏季例会 研究発表
環境運動としての神社合祀反対運動の先駆性
南方熊楠研究会夏季例会 研究発表
フィールドワークのツールとしての「南方マンダラ」-新たな研究方法の創成-

サライ・ペーテル
土永 知子
多田 稔子
田村 義也
大倉 茂
大木 えりか

南方熊楠研究会夏季例会 研究発表
南方マンダラ空談考

濱田 洋一

「熊楠」生物覚え書⑳ センダン（楝）

土永 知子

南方熊楠蔵書『金魚養玩草』と植物学者伊藤篤太郎について

郷間 秀夫

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑫ 中島資朋・大宅壮一

岸本 昌也

海辺のクマグス 番外編 太平洋からの贈り物

安田 忠典

熊楠メモランダム⑨ 南方熊楠の東京での住居

石丸 耕一

松山・坂の上の雲ミュージアム「子規・真之の青春」展を訪ねて

松居 竜五

南方熊楠の英文論考をどう位置づけるか -『南方熊楠英文論考[ネイチャー]誌
志村 真幸
篇』と『南方熊楠英文論考[ノーツ アンド クエリーズ]誌篇』から
南方熊楠と同級生たち 紋章学者沼田頼輔と南方熊楠・補遺

田村 義也

孫文記念館開館30周年記念式典に参加して

濵岸 宏一

追悼・小泉博一先生

松居 竜五

配架図書一覧

第46号（2015年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑰ 日記
第25回南方熊楠賞記念講演
「藻類という視点～地球と生物進化を理解する「萃点」として」
第25回南方熊楠特別賞記念講演
「熊楠の学問ｰ収集と保存ｰ」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉙
「聖書にみる羊」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉙
「羊に関する故事成語」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉙
「十二支考で取り挙げられた海の動物について」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉙
「「羊」の話が短い理由」
熊楠をもっと知ろう㉚
座談会「四方山<猫>話～猫を語ろう！～」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉛
「曼荼羅とは何か」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉛
「土宜法龍と近代仏教」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉛
「熊楠と法龍：マンダラにいたる出会い」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉛
「南方マンダラはどう読まれてきたかｰマンダラ誕生から今後の課題までｰ」
講演会 熊楠をもっと知ろう㉛
「南方熊楠と水原堯栄との交流」

岩崎 仁
井上 勲
萩原 博光
濵岸 宏一
池田 宏
大和 茂之
安田 忠典
伊藤 慎吾、岸本 昌也
志村 真幸、杉山 和也
乾 仁志
川染 龍哉
小田 龍哉
唐澤 太輔
神田 英昭

南方熊楠研究会 第一回年次例会報告

田村 義也

「熊楠」生物覚え書㉑ タブノキ（犬樟）とアオウツボホコリ

土永 知子

熊楠メモランダム⑩ 南方彩色菌類図譜の研究・近況

岩崎 仁

南方熊楠蔵書 渡来系動物和古書について

郷間 秀夫

書簡の杜 -南方熊楠を巡る人脈-⑬ 中島資朋

岸本 昌也

海辺のクマグス⑦ 加太浦の藻草

安田 忠典

南方熊楠と同級生たち 南方熊楠と齋藤緑雨

郷間 秀夫

南方熊楠と同級生たち フランク・ロイド・ライト

杉山 和也

書評 『南方熊楠ｰ日本人の可能性の極限』

神田 英昭

書評 『南方熊楠の謎ｰ鶴見和子との対話ｰ』

唐澤 太輔

配架図書一覧

第47号（2016年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑱ 南方熊楠映像

田村 義也

第26回南方熊楠賞 受賞者決まる
講演会 熊楠をもっと知ろう㉜
神島・畠島の海洋生物
講演会 熊楠をもっと知ろう㉜
神島・畠島の植物～2つの島は「紀南の森林の鏡」～
講演会 熊楠をもっと知ろう㉜
神島・畠島の地質
講演会 熊楠をもっと知ろう㉜
「吉野熊野国立公園の拡張」
追悼 水木しげる先生
大先生ありがとうございました。－水木しげる大先生と南方熊楠のこと
追悼 水木しげる先生
「妖怪学者」としての水木しげる先生
追悼 水木しげる先生
死霊をめぐって
追悼 水木しげる先生
南方熊楠と水木しげると馬の幽霊・妖怪たち
追悼 水木しげる先生
水木しげるさんのこと
追悼 水木しげる先生
猫楠の取材で田辺市に
追悼 水木しげる先生
「水木しげるサンお別れの会」

大和 茂之
土永 知子
吉松 敏隆
岩野 公美
郷間 秀夫
一條 宣好
伊藤 慎吾
志村 真幸
池田 宏
長瀬 稚春
柳澤 直子

第1回 『南方熊楠研究会 例会』研究発表
「大日本」「珍事評論」と明治期マスメディア－南方熊楠の書生生活に着目して－

松下 恵子

第1回 『南方熊楠研究会 例会』研究発表
「創造性と記憶との関係、一試論－南方熊楠を事例として－」

雲藤 等

小澤正太郎－熊楠のアナーバー時代の友人－

矢野 倫子

白井光太郎と南方熊楠書簡について

郷間 秀夫

野村益三撮影「熊野路」と南方熊楠映像
映像作品『熊野路』の内容について

安田 忠典

野村益三撮影「熊野路」と南方熊楠映像
動画をみての感想

土永 知子

南方熊楠蔵書「写本『西説観象経』」について

郷間 秀夫

書簡の杜－南方熊楠を巡る人脈－⑭ 福羽発三

岸本 昌也

海辺のクマグス 番外編 中村古峡記念病院訪問記

安田 忠典

「熊楠」生物覚え書㉒ カエル

土永 知子

事業計画、配架図書一覧

第48号（2016年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑲ 日記覚書（自筆メモ）

岸本 昌也

第26回南方熊楠賞 授賞式
第26回南方熊楠賞受賞記念講演
粘菌と華厳
第10回南方熊楠ゼミナール 基調講演
現代的視点から見た南方熊楠の魅力 因果と因縁
講演会 熊楠をもっと知ろう㉝
申年 熊楠も木から落ちるか？
講演会 熊楠をもっと知ろう㉝
十二支考のサルたち－南方熊楠の視線
講演会 熊楠をもっと知ろう㉞
南方熊楠と1890年代のロンドン－熊楠が見なかったもの－
講演会 熊楠をもっと知ろう㉞
ロンドンの足跡、東京の指紋－南方熊楠とヘンリー・フォールズ－
シンポジウム『ロンドンの南方熊楠』
南方熊楠と1890年代のロンドン
野村益三撮影「熊野路」と南方熊楠映像【続編】
南方動画、その背景と周辺

中沢 新一
荒俣 宏
奥山 直司
鈴木 滋
川島 昭夫
橋本 一径
川島 昭夫
岩崎 仁

2016年南方熊楠研究会 夏期例会報告

中尾 優司

南方熊楠と同級生たち 宇野澤辰雄と小川三知

郷間 秀夫

南方熊楠と同級生たち 忘れられた秀才・立花銑三郎

杉山 和也

南方熊楠蔵書『草木性譜』・『有毒草木図説』について

郷間 秀夫

書簡の杜－南方熊楠を巡る人脈－⑮ 志田孝而

岸本 昌也

書評・書籍紹介『エコ・ファンタジー』山田利明・河本英夫著

矢島 毅彦

「熊楠」生物覚え書㉓ コウボキン（酵母菌）

土永 知子

配架図書一覧

第49号（2017年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠⑳ 鳥居小考／小鳥居考

菊地

暁

南方熊楠翁生誕150周年を迎えるにあたり

玉井 洋司

熊楠150年

飯倉 照平

生誕150年「熊楠」の名に寄せて

中瀬 喜陽

南方熊楠翁生誕150周年記念事業
第27回南方熊楠賞 受賞者決まる
講演会 熊楠をもっと知ろう㉟
「熊楠と熊野の妖怪」鬼州に棲み着いた化け物たち
講演会 熊楠をもっと知ろう㉟
「熊楠と熊野の妖怪」熊楠と紀南の妖怪
講演会 熊楠をもっと知ろう㉟
「熊楠と熊野の妖怪」熊楠の妖怪研究
講演会 熊楠をもっと知ろう㉟
「熊楠と熊野の妖怪」科学する眼と怪異・妖怪
ロンドン調査
世界遺産追加登録記念 ラジオ＆ウォーク
「闘鶏神社・南方熊楠の足跡を歩く」
南方熊楠と同級生たち
南方熊楠と同時代人 伊藤篤太郎について
南方熊楠と同級生たち
成田山貫首 石川昭勤

中島 敦司
広川 英一郎
伊藤 慎吾
飯倉 義之
岩淵 幸喜
長瀬 稚春
郷間 秀夫
杉山 和也

南方熊楠研究会 年次大会開催について
書簡の杜－南方熊楠を巡る人脈－⑯ 野村益三

岸本 昌也

新刊紹介『異端者たちのイギリス』志村真幸編

志村 真幸

新資料紹介
[個人蔵]羽山繁太郎宛て南方熊楠書簡 [推定明治19年]3月30日付け

田村 義也

「熊楠」生物覚え書㉔ 安藤ミカン

土永 知子

熊楠メモランダム⑪ ＝新資料紹介＝

田村 義也

事業計画、配架図書一覧

第50号（2017年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠㉑ 「メモ（日記）」―李王垠への進講関連メモ―

岸本 昌也

第27回南方熊楠賞 授賞式
第27回南方熊楠賞受賞記念講演
共生で織り込まれた自然、共生が創りだす生物多様性
講演会 熊楠をもっと知ろう㊱
「十二支考輪読-鶏に関する民俗と伝説-」古代末期の内乱と鶏合わせ
講演会 熊楠をもっと知ろう㊱
「十二支考輪読-鶏に関する民俗と伝説-」鳥居小考／小鳥居考

加藤 真
道明 煕
菊地 暁

講演会 熊楠をもっと知ろう㊲
「熊楠の神秘体験を読み解く」夢・心霊主義・科学技術-1900年ころのドイツにおける状況と日本-

熊谷 哲哉

講演会 熊楠をもっと知ろう㊲
「熊楠の神秘体験を読み解く」臨床心理学の見地から

小坂 淑子

講演会 熊楠をもっと知ろう㊲
「熊楠の神秘体験を読み解く」『ヒューマン・パーソナリティ』と南方熊楠
講演会 熊楠をもっと知ろう㊲
「熊楠の神秘体験を読み解く」妖怪学・事の学と「語りえないもの」の系譜
座談会 熊楠をもっと知ろう㊲
「熊楠の神秘体験を読み解く」心理学、文学研究、宗教学などの立場から
南方熊楠が名誉市民に
生誕150年の誕生日に墓前報告会
生誕150周年を迎えて

唐澤 太輔
小田 龍哉

長瀬 稚春
曽我部 大剛

南方熊楠の絵とその魅力 田辺市立美術館・特別展 「自然を追い求める 写すこと、想
杉山 和也
うこと-南方熊楠・雑賀清子・内山りゅう-」の観覧を踏まえて

南方熊楠と同級生たち
南天荘 井上通泰

郷間 秀夫

書簡の杜－南方熊楠を巡る人脈－⑰ 西村貫一・マサ夫妻

岸本 昌也

南方熊楠記念館訪問記

劉 運涛

平成29年度 南方熊楠研究会夏期例会について

田村 義也

書評・書籍紹介 『南方熊楠 複眼の学問構想』とこれからの南方熊楠研究
松居竜五 編

松居 竜五

書評・書籍紹介 『書物学』第10巻所収 「特集：南方熊楠生誕一五〇年」を読む 大橋 直義
書評・書籍紹介 屋久島出身者から見たアカデミシャン南方熊楠 『BIOCITY 70号 生誕150周年記
念特集 南方熊楠と熊野の自然 伝説からエコロジストの実像へ』を読んで

寺田 喜朗

「熊楠」生物覚え書㉕ ケシ

土永 知子

熊楠メモランダム⑫ ＝新資料紹介＝

田村 義也

配架図書一覧

第51号（2018年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠㉒ 仔犬と熊楠

橋爪 博幸

第28回南方熊楠賞 受賞者決まる
講演会 熊楠をもっと知ろう㊳
「漱石と熊楠、共通の知人たちとその時代」
講演会 熊楠をもっと知ろう㊳
「二人のロンドン時代」
講演会 熊楠をもっと知ろう㊳
「漱石のハムレットと熊楠のハムレット」

杉山 和也
岩淵 幸喜
松居 竜五

交友録／淺野長道の墓・補遺

岩淵 幸喜

「熊楠は未来の人」
南方熊楠翁生誕150周年記念式典・シンポジウム報告

長瀬 稚春

南方熊楠と生物多様性

池田 清彦

我孫子市杉村楚人冠記念館企画展 『「知の巨人」熊楠と新聞人楚人冠』

髙木 大祐

Art Review 展覧会評
野生展－飼いならされない感覚と思考－／南方熊楠－100年早かった智の人－

唐澤 太輔

南方熊楠と同級生たち 岡村金太郎

郷間 秀夫

書簡の杜－南方熊楠を巡る人脈－⑱ 中山雲表

岸本 昌也

書評・書籍紹介
ブックレット〈書物をひらく〉9 『南方熊楠と説話学』 杉山和也著

𥱋𥱋瀬 ペーテル

南方熊楠研究会 年次大会開催について
「熊楠」生物覚え書㉖ カメ

土永 知子

熊楠メモランダム⑬ 熊楠と珈琲

杉山 和也

［追悼］武上真理子さん
武上真理子さんを偲ぶ

飯倉 照平

配架図書一覧

第52号（2018年10月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠㉓ 南方熊楠と猫

杉山 和也

第28回南方熊楠賞 授賞式
第28回南方熊楠賞受賞記念講演
お宮の合祀と「神社復祀」
第11回南方熊楠ゼミナール 基調講演
一個の人間が宇宙全体を知ることはできるか？
講演会 熊楠をもっと知ろう㊴
「今年の干支にまつわる犬の話」熊楠が捉えた犬に関するフォークロア
講演会 熊楠をもっと知ろう㊴
「今年の干支にまつわる犬の話」日本の古典文学作品と犬
講演会 熊楠をもっと知ろう㊴
「今年の干支にまつわる犬の話」紀州犬と熊楠とニホンオオカミ
講演会 熊楠をもっと知ろう㊵
米国連邦議会図書館蔵 南方熊楠からスウィングルに贈られた絵巻物一式
座談会 熊楠をもっと知ろう㊵
縄巻鮨を復元して－熊楠オススメの名物はどんな味？－

櫻井 治男
池澤 夏樹
橋爪 博幸
杉山 和也
志村 真幸
松居 竜五
赤堀 展也、岸本 昌也、
志村 真幸

南方熊楠生誕150周年を振り返って

武内 善信

平成30年度 南方熊楠研究会夏期例会報告

松下 恵子

書評・書籍紹介 『熊楠と猫』
杉山和也、志村真幸、岸本昌也、伊藤慎吾著

嶋本 隆光

書評・書籍紹介 クマグス・ミュージアムシリーズ001
『南方熊楠と和歌山の食文化』の所感 「南方熊楠と和歌山の食文化」展準備委員会

広川 英一郎

書簡の杜－南方熊楠を巡る人脈－⑲ 中山雲表

岸本 昌也

［追悼］中瀬喜陽先生

中瀬
濵岸
飯倉
松居

雅夫、吉川 壽洋、
宏一、大澤 茂男、
照平、武内 善信、
竜五
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第53号（2019年4月1日発行）
自筆資料に見る南方熊楠㉔ 猪稿をめぐる書き込み二題

小峯 和明

第29回南方熊楠賞 受賞者決まる
講演会 熊楠をもっと知ろう㊶
「南方熊楠展を振り返る」自筆資料から読み解く熊楠

平川 恵実子

講演会 熊楠をもっと知ろう㊶
「南方熊楠展を振り返る」南方熊楠には理論がない－理論構築を指向しない学風

安田 忠典

講演会 熊楠をもっと知ろう㊶
「南方熊楠展を振り返る」熊楠と情報…自己目的化
講演会 熊楠をもっと知ろう㊶
「南方熊楠展を振り返る」熊楠が見出した（？）体系のない学問
講演会 熊楠をもっと知ろう㊶
「南方熊楠展を振り返る」南方熊楠は、情報提供者になることを志したか？
第4回南方熊楠研究会夏期例会－公開シンポジウム－
「紀伊半島の植生から考える南方熊楠の神社合祀反対運動」
「鎮守の森」と森神について
第4回南方熊楠研究会夏期例会－公開シンポジウム－
「紀伊半島の植生から考える南方熊楠の神社合祀反対運動」
近代日本の神社林：明治初年「引き裂き上地」に注目して
第4回南方熊楠研究会夏期例会－公開シンポジウム－
「紀伊半島の植生から考える南方熊楠の神社合祀反対運動」
神社合祀に反対する博物学者としての熊楠の視点
第4回南方熊楠研究会夏期例会－公開シンポジウム－
「紀伊半島の植生から考える南方熊楠の神社合祀反対運動」
世界からみた日本の照葉樹林

岩崎 仁
細矢 剛
萩原 博光
武内 善信
畔上 直樹
揚妻 直樹
湯本 貴和

熊楠の進講－変形菌標本はキャラメル箱に入っていたか－

萩原 博光

新資料紹介「宇井縫蔵受信書簡2点」

田村 義也

第42回南方を訪ねてin京都・高山寺 実施報告
熊楠の書簡に見入る
第42回南方を訪ねてin京都・高山寺 実施報告
歴史資料からひろがる世界
書評・書籍紹介 『密教的世界と熊楠』
環 栄賢著
書評・書籍紹介 『全国マン・チン分布考』
松本 修著

長瀬 稚春
小田 龍哉
亀山 隆彦
小門 穂

書簡の杜－南方熊楠を巡る人脈－⑳ 山本五十六

岸本 昌也

南方熊楠と同級生たち 気象学者 野中到

郷間 秀夫

「熊楠」生物覚え書㉗ イノシシとチガヤとワラビ

土永 知子

南方熊楠研究会 年次大会開催について
配架図書一覧

