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17770 一般資料 雑誌

ARCHEOLOGIE
AERIENNE ET
PROTOHISTOIRE
SAINTONGEAISE

不明　／小川国夫
蔵書

不明 0000/00/00 8

16792 一般資料 雑誌 Dar　Baum　8号　1973年
芳賀直哉　編集責任
者／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「超越的秩序の予感－小川国夫論」芳賀直
哉p25

8号 不明 1973/12/10 44

17748 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.27
NO.4 1976年10月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 VOL.27 NO.4 HEADLEY BROTHERS 1976/10/00

17749 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.28
NO.1 1977年1月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 VOL.28 NO.1 HEADLEY BROTHERS 1977/01/00

17750 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.28
NO.2 1977年4月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1977/04/00

17751 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.28
NO.3 1977年7月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1977/07/00

17752 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.28
NO.4 1977年10月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1977/10/00

17753 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.29
NO.1 1978年1月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1978/01/00

17754 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.29
NO.3 1978年7月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1978/07/00

17755 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.29
NO.4 1978年10月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 VOL.32 NO.1 HEADLEY BROTHERS 1978/10/00

17756 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.30
NO.1 1979年1月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1979/01/00

17757 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.30
NO.2 1979年4月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1979/04/00

17758 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.30
NO.3 1979年7月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1979/07/00

17759 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.30
NO.1 1979年10月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1979/10/00
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17760 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.31
NO.1 1980年1月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1980/01/00

17761 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.32
NO.1 1980年4月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1980/04/00

17762 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.31
NO.3 1980年7月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1980/07/00

17763 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.31
NO.4 1980年10月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1980/10/00

17764 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.32
NO.1 1981年1月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1981/01/00

17765 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.32
NO.2 1981年4月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1981/04/00

17766 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.32
NO.3 1981年7月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1981/07/00

17767 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.32
NO.4 1981年10月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1981/10/00

17768 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.33
NO.1 1982年1月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1982/01/00

17769 一般資料 雑誌
Technical Papers for the
BIBLE translator VOL.33
NO.2 1982年4月

不明　／小川国夫
蔵書

聖書の翻訳 HEADLEY BROTHERS 1982/04/00

19560 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

小沢書店 1991/09/10 48

2



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

14278 一般資料 雑誌
あけぼの　昭和46年9月
号

聖パウロ女子修道会
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

「年をとること」小川国夫p16（ページなし） 第16巻第9号 聖パウロ女子修道会 1971/09/01 32

14279 一般資料 雑誌
あけぼの　昭和47年4月
号

聖パウロ女子修道会
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

「復活」小川国夫p24（切り取られていて、
ページなし）

第17巻第4号 聖パウロ女子修道会 1972/04/01 32

18018 一般資料 雑誌
アサヒカメラ　1977年9月
号

岡井輝雄　編集長／
小川国夫　蔵書

挑戦シリーズ・スペインの夜・北井一夫 通巻第548号 朝日新聞社 1977/09/01 362

17914 一般資料 雑誌
アサヒカメラ増刊　北村一
夫「村へ」　昭和51年10月

岡見璋　編集長／小
川国夫　蔵書

第1回木村伊兵衛賞　北村一夫「村へ」 朝日新聞社 1976/10/10 278

8622 一般資料 雑誌
朝日クロニクル　週刊２０
世紀第６７号（１９３０年）

永栄潔　編集人・発
行人／小川国夫　関
連／加藤まさを　関
連

１９３０年　昭和５年／浜口首相狙撃さる、エ
ロ・グロ空騒ぎ、世界恐慌日本直撃、超特
急「つばめ」登場、ふるさと人国記「静岡」
（小川国夫・加藤まさを）p30、文豪・谷崎潤
一郎と佐藤春夫の細君譲渡事件、生田春
月

通巻６７号 朝日新聞社 2000/05/21 40

14711 一般資料 雑誌
アサヒグラフ　1977年7月
1日号

小島茂　編集長／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【わが家の夕めし】小川国夫p90 通巻2812号 朝日新聞社 1977/07/01 90

14712 一般資料 雑誌
アサヒグラフ　1977年7月
1日号

小島茂　編集長／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【わが家の夕めし】小川国夫p90 通巻2812号 朝日新聞社 1977/07/01 90

17998 一般資料 雑誌
アサヒグラフ　1996年10
月4日号

丹野清和　編集長・
発行人／小川国夫
蔵書

司修の「賢治」瞑想－絵小説　「としの手紙」
司修：CG、文

通巻3884号 朝日新聞社 1996/10/04 122

17952 一般資料 雑誌
アサヒグラフ　別冊　平成
俳壇・歌壇　1992年12月

佐藤靖　編集長／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

異色二俳人断章「愉しきかな俳句三昧」五
島エミ（小川国夫についての記述あり）p102

朝日新聞社 1992/12/25 210

1509 一般資料 雑誌
アサヒグラフ別冊　美術
特集　西洋編28　エル・グ
レコ

大内要三　編集人／
小川国夫　収載

エル・グレコ画集／小川国夫：著「人間精神
の深部への誘惑」p82

第20巻第5号
通巻112号

朝日新聞社 1994/06/15 98
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3617 一般資料 雑誌
アサヒグラフ別冊　美術
特集　西洋編28　エル・グ
レコ

大内要三　編集人／
小川国夫　収載

エル・グレコ画集／小川国夫：著「人間精神
の深部への誘惑」p82

第２０巻第５号
通巻１１２号

朝日新聞社 1994/06/15 98

14710 一般資料 雑誌
アサヒグラフ別冊　美術
特集　西洋編28　エル・グ
レコ

大内要三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

エル・グレコ画集／小川国夫：著「人間精神
の深部への誘惑」p82

第20巻第5号
通巻112号

朝日新聞社 1994/06/15 98

622 一般資料 雑誌
朝日ジャーナル　１９６６
年７月１０日号　Vol.8
No.28

藤枝静男　関連
藤枝静男：著「青梅雨　その他」批評と紹
介：老年というもの：永井龍男著（P68）

第８巻第２８号
通巻３８４号

朝日新聞社 1966/07/10 118

623 一般資料 雑誌
朝日ジャーナル　１９６７
年１２月３日号　Vol.9
No.50

藤枝静男　関連
藤枝静男「空気頭」批評と紹介：失われし自
己を索めて：安岡章太郎：著（P59）

第９巻第５０号
通巻４５９号

朝日新聞社 1967/12/3 112

11297 一般資料 雑誌
朝日ジャーナル　１９７６
年９月２４日号　Vol.18
No.39

塩口喜乙　編／藤枝
静男　関連

岡松和夫：著〈思想と潮流〉「リアリズムの先
鋭化した私小説」『藤枝静男作品集』ほか
p65

第１８巻第３９
号　通巻９２０
号

朝日新聞社 1976/09/24 118

14311 一般資料 雑誌
朝日ジャーナル　1978年7
月14日号　Vol.20　No.28

宮下展夫　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「日本人の油絵を追求し続けた佐伯祐三－
『没後50年記念展』を見て」小川国夫p92

第20巻第28号
通巻1014号

朝日新聞社 1978/07/14 110

14263 一般資料 雑誌
朝日ジャーナル　1981年
10月23日号　Vol.23
No.43

高瀬昭治　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【再読味読】「エ・ラゲ訳『新約聖書』小川国
夫」p67

第23巻第40号
通巻1184号

朝日新聞社 1981/10/23 118

14293 一般資料 雑誌
アステ　ASTERISK　第6
号　1988年

加藤美方　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

座談会「聖書　新共同訳について」小川国
夫、杉本成児、加藤美方p29

第6号 リョービ　イマジクス 1988/11/25 32

14565 一般資料 雑誌
畦　昭和61年5月号　150
号記念

上田五千石　発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

「無について」小川国夫p38
第13巻第5号
通巻150号

「畦」発行所 1986/05/01 270

16664 一般資料 雑誌 新しき村　1988年2月号
渡辺兼次郎　編集者
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

「読書の楽しさ」久保義信p18（小川国夫『回
想の島尾敏雄』について）

第40巻第2号 新しき村 1988/02/01 32

14116 一般資料 雑誌

アフリカ別冊　海のよう
に、光のように満ち－小
川国夫の《デルタ》をめ
ぐって

下窪俊哉　著／小川
国夫　関連／仲田恭
子　関連

『デルタ　小川国夫原作オムニバス』公開記
念

アフリカ企画 2010/08/07
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14714 一般資料 雑誌 アムウ　1970年10月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-1〕「アフリカの夏
休」小川国夫p108

通巻第103号 日本ヴォーグ社 1970/10/01 126

14715 一般資料 雑誌 アムウ　1970年10月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-1〕「アフリカの夏
休」小川国夫p108

通巻第103号 日本ヴォーグ社 1970/10/01 126

16909 一般資料 雑誌 アムウ　1970年10月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-1〕「アフリカの夏
休」小川国夫p108

通巻第103号 日本ヴォーグ社 1970/10/01 126

14716 一般資料 雑誌 アムウ　1970年11月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-2〕「白い静かな港」
小川国夫p34　え：野見山暁治（ペン書き込
みあり）

通巻第104号 日本ヴォーグ社 1970/11/01 126

14717 一般資料 雑誌 アムウ　1970年11月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-2〕「白い静かな港」
小川国夫p34　え：野見山暁治（鉛筆書き込
みあり）

通巻第104号 日本ヴォーグ社 1970/11/01 126

16910 一般資料 雑誌 アムウ　1970年11月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-2〕「白い静かな港」
小川国夫p34　え：野見山暁治（ペン書き込
みあり）

通巻第104号 日本ヴォーグ社 1970/11/01 126

14718 一般資料 雑誌 アムウ　1970年12月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-3〕「贈物」小川国
夫p34　え：野見山暁治（鉛筆書き込みあり）

通巻第105号 日本ヴォーグ社 1970/12/01 136

14719 一般資料 雑誌 アムウ　1970年12月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-3〕「贈物」小川国
夫p34　え：野見山暁治

通巻第105号 日本ヴォーグ社 1970/12/01 136

14720 一般資料 雑誌 アムウ　1970年12月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-3〕「贈物」小川国
夫p34　え：野見山暁治

通巻第105号 日本ヴォーグ社 1970/12/01 136

14721 一般資料 雑誌 アムウ　1971年1月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-4〕「衣服とはなに
か」小川国夫p34　え：野見山暁治

通巻第106号 日本ヴォーグ社 1971/01/01 136

14722 一般資料 雑誌 アムウ　1971年1月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-4〕「衣服とはなに
か」小川国夫p34　え：野見山暁治

通巻第106号 日本ヴォーグ社 1971/01/01 136
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14723 一般資料 雑誌 アムウ　1971年1月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-4〕「衣服とはなに
か」小川国夫p34　え：野見山暁治

通巻第106号 日本ヴォーグ社 1971/01/01 136

14724 一般資料 雑誌 アムウ　1971年2月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-5〕「聖衣」小川国
夫p34　え：野見山暁治

通巻第107号 日本ヴォーグ社 1971/02/01 134

14725 一般資料 雑誌 アムウ　1971年2月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-5〕「聖衣」小川国
夫p34　え：野見山暁治（書き込みあり）

通巻第107号 日本ヴォーグ社 1971/02/01 134

14726 一般資料 雑誌 アムウ　1971年2月号
瀬戸忠信　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〔編物に関する小さな話-5〕「聖衣」小川国
夫p34　え：野見山暁治

通巻第107号 日本ヴォーグ社 1971/02/01 134

10600 一般資料 雑誌
アルカス　ARCAS　1996
年4月号

小川国夫　収載
小川国夫著：心も旅をする（P44）／日本エ
アシステム機内誌ARCAS

日本エアシステム 1996/04/01 82

14294 一般資料 雑誌
アルカス　ARCAS　1996
年4月号

日本エアシステム　発
行／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫著：心も旅をする（P44）／日本エ
アシステム機内誌ARCAS

No.78 日本エアシステム 1996/04/01 82

14295 一般資料 雑誌
アルカス　ARCAS　1996
年4月号

日本エアシステム　発
行／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫著：心も旅をする（P44）／日本エ
アシステム機内誌ARCAS

No.78 日本エアシステム 1996/04/01 82

14296 一般資料 雑誌
アルカス　ARCAS　1996
年4月号

日本エアシステム　発
行／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫著：心も旅をする（P44）／日本エ
アシステム機内誌ARCAS

No.78 日本エアシステム 1996/04/01 82

14705 一般資料 雑誌
アート・トップ　1985年10・
11月

田川嘉朗　編集／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【美を語る2】「ヴァン・ゴッホ」小川国夫、野
見山暁治p46

No.89 芸術新聞社 1985/10/01 196

14706 一般資料 雑誌
アート・トップ　1985年10・
11月

田川嘉朗　編集／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【美を語る2】「ヴァン・ゴッホ」小川国夫、野
見山暁治p46

No.89 芸術新聞社 1985/10/01 196

4729 一般資料 雑誌
アート・トップ　2000年8・9
月

小針代助　編／小川
国夫　関連

第56回日本芸術院賞受賞式（P61）／世界
の古美術再発見／北村さゆり日本画展－
天使のまばたき

178号 芸術新聞社 2000/09/01 120
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17935 一般資料 雑誌
アート・トップ39号　1977
年4月

小針代助　編集兼発
行人／小川国夫　蔵
書

特集　愛欲 芸術新聞社 1977/04/01 128

771 一般資料 雑誌
医家芸術　平成７年１１月
号　文芸特集

大石武一　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

『医家芸術』は全国の医療関係者が執筆す
る文芸雑誌／附属資料の清水市文芸協会
報コピー（H7.12.15　No.31）に小川国夫書
「悲しみの港」（額入り／鈴木玲之氏所蔵）
の写真あり

第39巻第11号
通巻459号

日本医家芸術クラブ 1995/11/01 304

19547 一般資料 雑誌 椅子　1997年6月　第6号
岩崎芳生　発行人／
小川国夫　関連

大里恭三郎＜書評＞「山本恵一郎『若き小
川国夫』」P61／山本恵一郎「去って行く青
年」P3／岩崎芳生「バーグマンの島」P73、
「吃水」P105／岩崎豊市「豊誉」P107　ほか

第6号 1997/05/00 136

10214 一般資料 雑誌
椅子　１９９９年８月　第８
号

岩崎芳生　編集・発
行／小川国夫　関連

執筆者：岩崎芳生、山本恵一郎、稲上説
雄、小森新、曽根一章、桜井昭夫、岩崎豊
市「いと長き沈黙の部屋で」、大賀渓生「メモ
毛詩について２」、埋田昇二「岩崎豊市詩集
『金子光晴の墓ほか』評」／編集後記に小
川国夫『彰さんと直子』についての記述あり
／椅子同人：荒尾守、岩崎芳生、曽根一
章、山本恵一郎、桜井昭夫、岩崎豊市、臼
井太衛、稲上説雄、小森徹／表紙・カット：
松井正之

第８号 1999/08/00 122
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12541 一般資料 雑誌
椅子　１９９９年８月　第８
号

岩崎芳生　発行人／
小川国夫　関連

執筆者：岩崎芳生、山本恵一郎、稲上説
雄、小森新、曽根一章、桜井昭夫、岩崎豊
市「いと長き沈黙の部屋で」、大賀渓生「メモ
毛詩について２」、埋田昇二「岩崎豊市詩集
『金子光晴の墓ほか』評」／編集後記に小
川国夫『彰さんと直子』についての記述あり
／椅子同人：荒尾守、岩崎芳生、曽根一
章、山本恵一郎、桜井昭夫、岩崎豊市、臼
井太衛、稲上説雄、小森徹／表紙・カット：
松井正之

第８号 1999/08/00 122

8642 一般資料 雑誌 泉　季刊　１９７４年９月号
田中亨　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

わが家庭　藤枝静男「隠居の弁」p28 第６号 文化総合出版 1974/09/11 106

14280 一般資料 雑誌
イタリア　ハイファッション
昭和57年10月特大号附
録

今井田勲　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【イタリアの光】「南イタリアへ」小川国夫p4 文化出版局 1982/10/01 66

4913 一般資料 雑誌 一語　第2号
後藤時次　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

小川国夫研究会第2号／「詩四篇」時一如、
小川国夫　著作目録及び参考資料（昭和49
年8月16～昭和50年8月15日）原託基、特集
「『雪国』論　黙影円象」、英訳『枯れ木』A
TREE　OF　MAN

第２号 小川国夫研究会 1976/12/30 56

16618 一般資料 雑誌 一語　第2号
後藤時次　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

小川国夫研究会第2号／「詩四篇」時一如、
小川国夫　著作目録及び参考資料（昭和49
年8月16～昭和50年8月15日）原託基、特集
「『雪国』論　黙影円象」、英訳『枯れ木』A
TREE　OF　MAN

第2号 小川国夫研究会 1976/12/30 56

8



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
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1496 一般資料 雑誌 一語　創刊号
後藤時次　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

木原浩一「小川国夫『対談』考」、原託基「酔
いざまし」、時一如「俳句ソナタ」、藻野秀「出
逢いについて」、編集後記、小川国夫研究
会発足のお知らせ

創刊号 小川国夫研究会 1975/06/20 44

16617 一般資料 雑誌 一語　創刊号
後藤時次　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

木原浩一「小川国夫『対談』考」、原託基「酔
いざまし」、時一如「俳句ソナタ」、藻野秀「出
逢いについて」、編集後記、小川国夫研究
会発足のお知らせ

創刊号 小川国夫研究会 1975/06/20 44

11280 一般資料 雑誌
一枚の繪　１９８１年８月
No.118

竹田厳道　編集・発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」
p39

第１１８号 一枚の繪 1981/08/01 120

14696 一般資料 雑誌
一枚の繪　1981年8月
No.118

竹田厳道　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」
p39

第118号 一枚の繪 1981/08/01 120

14697 一般資料 雑誌
一枚の繪　1982年1月
No.123

竹田厳道　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫・飯田善国：美術館にてのめぐりあ
い23－東京国立近代美術館：存在の不安・
ムンク展（P35）

第123号 一枚の繪 1982/01/01 146

2589 一般資料 雑誌
一枚の繪　１９８２年１月
NO.123

小川国夫　収載
小川国夫・飯田善国：美術館にてのめぐりあ
い23－東京国立近代美術館：存在の不安・
ムンク展（P35）

一枚の繪 1982/01/01 146

16456 一般資料 雑誌 一冊の本　1997年1月号
平泉悦郎　編／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

巻頭随筆：一冊の本：小川国夫著「弁当」
（P5）／特集：池波正太郎の「私」

朝日新聞社 1997/01/01 100

16457 一般資料 雑誌 一冊の本　1999年12月号
大槻慎二　編集／小
川国夫　肖像／小川
国夫　蔵書

小川国夫PORTRAITポルトレ（撮影：上田義
彦）（P49）／追悼特集：三浦綾子

朝日新聞社 1999/12/01 100

16458 一般資料 雑誌 一冊の本　1999年12月号
大槻慎二　編集／小
川国夫　肖像／小川
国夫　蔵書

小川国夫PORTRAITポルトレ（撮影：上田義
彦）（P49）／追悼特集：三浦綾子

朝日新聞社 1999/12/01 100

16459 一般資料 雑誌 一冊の本　1999年12月号
大槻慎二　編集／小
川国夫　肖像／小川
国夫　蔵書

小川国夫PORTRAITポルトレ（撮影：上田義
彦）（P49）／追悼特集：三浦綾子

朝日新聞社 1999/12/01 100

9



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

19537 一般資料 雑誌 一冊の本　1997年1月号
平泉悦郎　編／小川
国夫　収載

巻頭随筆：一冊の本：小川国夫著「弁当」
（P5）／特集：池波正太郎の「私」

朝日新聞社 1997/01/01 100

6783 一般資料 雑誌
一冊の本　１９９７年１月
号

平泉悦郎　編／小川
国夫　収載

巻頭随筆：一冊の本：小川国夫著「弁当」
（P5）／特集：池波正太郎の「私」

朝日新聞社 1997/01/01 100

12548 一般資料 雑誌 一冊の本　１９９８年１０月
平泉悦郎　編集人／
小川国夫　関連

中沢けい「文学からの招待状7－祈りはどこ
にあるのか」小川国夫についての記述あり
（『ハシッシ・ギャング』の帯のこと、「です、ま
す」体の魅力についてなど）p71

第３巻第１０号
通巻第３１号

朝日新聞社 1998/10/01 100

6813 一般資料 雑誌
一冊の本　１９９９年１２月
号

大槻慎二　編集／小
川国夫　肖像

小川国夫PORTRAITポルトレ（撮影：上田義
彦）（P49）／追悼特集：三浦綾子

朝日新聞社 1999/12/01 100

7662 一般資料 雑誌
一冊の本　２０００年４月
号

大槻慎二　編集人／
小川国夫　関連

中沢けい「文学からの招待状25－説教師た
ちの冷血」／〈PORTRAIT　ポルトレ〉撮影：
上田義彦「島尾ミホ」島尾敏雄文学碑の文
章（小川国夫著）あり

第５巻第４号
通巻第４９号

朝日新聞社 2000/04/01 100

16717 一般資料 雑誌
隕石　第10号　1983年11
月

田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

同人雑誌／評伝小川国夫（1957～1968）
「アポロンの島」の十年（連載2）」山本恵一
郎p36／題字：櫻井琴風

第10号 隕石社 1983/11/05 156

16718 一般資料 雑誌 隕石　第11号　1984年6月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

同人雑誌／評伝小川国夫（1957～1968）
「アポロンの島」の十年（連載4）」山本恵一
郎p36／題字：櫻井琴風

第11号 隕石社 1984/06/05 122

16719 一般資料 雑誌
隕石　第12号　1984年11
月

田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

同人雑誌／評伝小川国夫（1957～1968）
「アポロンの島」の十年（連載5）」山本恵一
郎p80／題字：櫻井琴風

第12号 隕石社 1984/11/30 134

16720 一般資料 雑誌 隕石　第14号　1986年1月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

同人雑誌／評伝小川国夫（1957～1968）
「アポロンの島」の十年（連載10）」山本恵一
郎p83／題字：櫻井琴風

第14号 隕石社 1986/01/30 112

10



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16721 一般資料 雑誌 隕石　第16号　1987年4月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　蔵書

同人雑誌／「伊東駅前広場」山本恵一郎
ほか／題字：櫻井琴風

第16号 隕石社 1987/04/30 82

16711 一般資料 雑誌 隕石　第3号　1979年1月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　蔵書

同人雑誌／「牛坂」岩崎芳生　ほか／題字：
櫻井琴風

第3号 隕石社 1979/01/01 112

16712 一般資料 雑誌 隕石　第4号　1979年8月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　蔵書

同人雑誌／題字・カット：櫻井琴風 第4号 隕石社 1979/08/25 97

16713 一般資料 雑誌 隕石　第5号　1980年7月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

同人雑誌／「淵－弱者の杭　これは『評伝
小川国夫・第三部」のための小説の方法に
よる序文である』」山本恵一郎p1／題字・
扉：櫻井琴風

第5号 隕石社 1980/07/05 141

16714 一般資料 雑誌 隕石　第6号　1981年2月
田辺秀穂　編集発行
人／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

同人雑誌／【波】「小説のモデル」谷川昇
p42（藤枝静男『異床同夢』の「疎遠の友」に
ついての記述あり）／「錆びた肌」山本恵一
郎、「鳥籠」岩崎芳生　ほか／題字・扉：櫻井
琴風

第6号 隕石社 1981/02/10 121

16715 一般資料 雑誌 隕石　第7号　1981年11月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　蔵書

同人雑誌／「主任」山本恵一郎　ほか／題
字：櫻井琴風

第7号 隕石社 1981/11/00 122

16716 一般資料 雑誌 隕石　第9号　1983年4月
田辺秀穂　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

同人雑誌／評伝小川国夫・第3部（1957～
1968）「アポロンの島」の十年（連載1）」山本
恵一郎p49、【寸感】「鰯の頭は鰯の頭」臼井
太衛　ほか／題字：櫻井琴風

第9号 隕石社 1983/04/20 107

14667 一般資料 雑誌
いんなあ　とりっぷ　昭和
49年6月号

大坪直行　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【てい談】きみにとって宗教は必要だ－「蒔
かず刈らず蔵におさめず」小川国夫、矢代
静一、森川達也p45

第3巻第6号
通巻27号

いんなあとりっぷ 1974/06/01 158

14668 一般資料 雑誌
いんなあ　とりっぷ　昭和
50年4月号

大坪直行　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【大型特集】新しい出発への不安－「創造者
としての人間」小川国夫p34

第4巻第4号
通巻38号

いんなあとりっぷ 1975/04/01 178

14610 一般資料 雑誌 潮　昭和47年10月号
志村栄一　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈わが体験〉「体験と告白」小川国夫p71 第159号 潮出版社 1972/10/01 384
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

6782 一般資料 雑誌 潮　昭和47年5月号
志村栄一　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

潮音：小川国夫著「失われた旅」（P366）／
特集：“棄民”にされた韓国の日本人妻　李
恢成　ほか

潮出版 1972/05/01 400

14609 一般資料 雑誌 潮　昭和47年5月号
志村栄一　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈潮音〉「失われた旅」小川国夫p366（切り取
られていて、ページなし）

第153号 潮出版社 1972/05/01 400

14611 一般資料 雑誌 潮　昭和49年2月号
西原賢太郎　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

「日本海・ナホトカ・ハバロフスク」小川国夫
p188

第176号 潮出版社 1974/02/01 350

19236 一般資料 雑誌 潮　昭和49年2月号
西原賢太郎　編集人
／小川国夫　収載

「日本海・ナホトカ・ハバロフスク」小川国夫
p188

通巻第176号 潮出版社 1974/02/01 350

14612 一般資料 雑誌 潮　昭和49年8月号
西原賢太郎　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

〈ソヴィエト紀行〉「ハバロフスクからモスクワ
へ」小川国夫p322

第182号 潮出版社 1974/08/01 370

14613 一般資料 雑誌 潮　1975年8月号
西原賢太郎　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

「展覧会の思い出」小川国夫p74 第194号 潮出版社 1975/08/01 384

16657 一般資料 雑誌
渦　第106号　1976年10月
号

赤尾兜子　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「空鬱々さくらは白く走るかな　兜子」小川国
夫（扉）

17巻10号　第
106号

渦俳句会 1976/10/28 36

14605 一般資料 雑誌 海　昭和47年2月号
吉田好男　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈出会い〉小川国夫p119（切り取られてい
て、ページなし）

第4巻第2号 中央公論社 1972/02/01 264

14606 一般資料 雑誌 海 昭和47年9月特大号
吉田好男　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈書評〉森内俊雄：著「単声的長篇小説－小
川国夫著『試みの岸』」p192

第4巻第9号 中央公論社 1972/09/01 292

19238 一般資料 雑誌 海　昭和49年7月特別号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「聖ヨハネ教会堂」p96 第6巻第7号 中央公論社 1974/07/01 328

14607 一般資料 雑誌 海 昭和49年9月特大号
近藤信行　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「最近の夢」小川国夫p20 第6巻第9号 中央公論社 1974/09/01 296
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

14608 一般資料 雑誌 海 昭和49年9月特大号
近藤信行　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「最近の夢」小川国夫p20 第6巻第9号 中央公論社 1974/09/01 296

4681 一般資料 雑誌 海　昭和50年1月号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男「フランクフルトのルクレツィア」
p189、丹羽文雄「父の秘密」p28、島尾敏雄
「日の移ろい（20）」p155

第7巻第1号 中央公論社 1975/01/01 328

14604 一般資料 雑誌 海 1977年4月特大号
塙嘉彦　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「ひそかな嵐－島尾敏雄『日の
移ろい』のこと」p116

第9巻第4号 中央公論社 1977/04/01 296

4682 一般資料 雑誌 海　1978年1月号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男「韓国の日々」p174、辻邦生「黒い
石だたみ」p122、島尾敏雄「日の移ろい
（6）」、埴谷雄高「評論家と小説家」p171（藤
枝静男についての記述有り）、飯島耕一「宮
古」p204

第10巻第1号 中央公論社 1978/01/01 328

4487 一般資料 雑誌 海　１９７８年６月号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

追悼平野謙／p118藤枝静男・本多秋五対
談「平野謙の青春」、埴谷雄高「敏感な直感
者」、小島信夫「昨年の暮から」、磯田光一
「再説平野謙」、p150弔辞（藤枝静男・埴谷
雄高・中野重治・山本健吉・大江健三郎）

第10巻第6号 中央公論社 1978/06/01 328

6918 一般資料 雑誌 海　１９７９年８月特別号
塙嘉彦　編／藤枝静
男　収載

〈追悼　荒正人〉藤枝静男著：「荒さんのこ
と」（P253）／島尾敏雄著：「日の移ろい」
（P152）　ほか

中央公論社 1979/08/01 360

4683 一般資料 雑誌 海　１９８０年７月号
高橋善郎　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「日々是ポンコツ」p215／〈対
談〉「批評にとって作品とは何か」対談：吉本
隆明、蓮實重彦（p261に藤枝静男について
の記述あり）

第12巻第7号 中央公論社 1980/07/01 360

5607 一般資料 雑誌
海　１９８１年１月新年特
別号

高橋善郎　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男著：「眼鏡のツル」（P18）／埴谷雄
高著：「記憶とボケ」（P22）　ほか

中央公論社 1981/01/08 360
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

523 一般資料 雑誌
海　昭和４７年１月新年特
大号

吉田好男　編集人／
藤枝静男　関連

〈書評〉川村二郎：著「『青春』のもつ不変の
本質－藤枝静男著『或る年の冬　或る年の
夏』」p234

第４巻第１号 中央公論社 1972/01/01 296

1453 一般資料 雑誌 海　昭和４７年９月特大号
吉田好男　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉森内俊雄：著「単声的長篇小説－小
川国夫著『試みの岸』」p192

第４巻第９号 中央公論社 1972/09/01 292

12553 一般資料 雑誌 海　昭和４７年９月特大号
吉田好男　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉森内俊雄：著「単声的長篇小説－小
川国夫著『試みの岸』」p192

第４巻第９号 中央公論社 1972/09/01 292

524 一般資料 雑誌
海　昭和４９年５月号　１９
７４　５月号

近藤信行　編集者／
藤枝静男　関連

蓮實重彦：著「藤枝静男論」p156－１．大地
の隆起、そして陥没－藤枝を読む、藤枝的
彷徨者たち、曖昧なこと、頑迷なこと、絶句
と判断中止、掘ること・拾うこと　２．恥辱と
嫌悪・そしてその平坦な舞台装置、Ｄａｓ　Ｅ
ｋｅｌ、男根とその無償の勃起性、他者たる女
性の遍在性、切りつけること

第６巻第５号 中央公論社 1974/05/01 262

12554 一般資料 雑誌 海　昭和４９年５月号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　関連

蓮實重彦：著「藤枝静男論」p156－１．大地
の隆起、そして陥没－藤枝を読む、藤枝的
彷徨者たち、曖昧なこと、頑迷なこと、絶句
と判断中止、掘ること・拾うこと　２．恥辱と
嫌悪・そしてその平坦な舞台装置、Ｄａｓ　Ｅ
ｋｅｌ、男根とその無償の勃起性、他者たる女
性の遍在性、切りつけること

第６巻第５号 中央公論社 1974/05/01 262

525 一般資料 雑誌 海　昭和４９年７月特別号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「聖ヨハネ教会堂」p96 第６巻第７号 中央公論社 1974/07/01 328

12555 一般資料 雑誌 海　昭和４９年７月特別号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「聖ヨハネ教会堂」p96 第６巻第７号 中央公論社 1974/07/01 328

5910 一般資料 雑誌 海　昭和４９年８月号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　関連

立原正秋：著「落款と陶器と酒」p10（藤枝静
男が印綬をさずけ盃をあたえて多くの子分
を作った話など）

第６巻第８号 中央公論社 1974/08/01 264
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3984 一般資料 雑誌 海　昭和４９年９月特大号
近藤信行　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「最近の夢」p20 第６巻第９号 中央公論社 1974/09/01 296

6014 一般資料 雑誌 海　昭和４９年９月特大号
近藤信行　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「最近の夢」p20 第６巻第９号 中央公論社 1974/09/01 296

725 一般資料 雑誌 海　昭和５０年１０月号
近藤信行　編集者／
小川国夫　関連

〈書評〉窪田般彌：著「自分を掴みだしてくる
眼－小川国夫著『ゴッホ』」p220

第７巻第１０号 中央公論社 1975/10/01 264

526 一般資料 雑誌 海　昭和５０年１１月号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　関連

〈書評〉蓮實重彦：著「白さの抒情－藤枝静
男著『異床同夢』p202

第７巻第１１号 中央公論社 1975/11/01 264

724 一般資料 雑誌 海　昭和５０年２月特大号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　収載

〈対談〉「青春今昔」対談：藤枝静男、平野謙
p110－一枚の写真から、中野重治・伊藤
整・尾崎一雄、二葉亭四迷と坪内逍遙、坪
内逍遙の妻君教育、作品批評の一根拠、実
生活と文学作品、学生時代の思い出、社会
化された私、転向とその周辺

第７巻第２号 中央公論社 1975/02/01 296

12556 一般資料 雑誌 海　昭和５０年２月特大号
近藤信行　編集者／
藤枝静男　収載

〈対談〉「青春今昔」対談：藤枝静男、平野謙
p110－一枚の写真から、中野重治・伊藤
整・尾崎一雄、二葉亭四迷と坪内逍遙、坪
内逍遙の妻君教育、作品批評の一根拠、実
生活と文学作品、学生時代の思い出、社会
化された私、転向とその周辺

第７巻第２号 中央公論社 1975/02/01 296

527 一般資料 雑誌 海　１９７６年８月号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　関連

〈書評〉磯田光一：著「『偽物』珍重の志－藤
枝静男著『田紳有楽』」p166

第８巻第８号 中央公論社 1976/08/01 264

726 一般資料 雑誌 海　１９７７年４月特大号
塙嘉彦　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「ひそかな嵐－島尾敏雄『日の
移ろい』のこと」p116

第９巻第４号 中央公論社 1977/04/01 296

1454 一般資料 雑誌 海　１９７７年４月特大号
塙嘉彦　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「ひそかな嵐－島尾敏雄『日の
移ろい』のこと」p116

第９巻第４号 中央公論社 1977/04/01 296

12557 一般資料 雑誌 海　１９７７年４月特大号
塙嘉彦　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「ひそかな嵐－島尾敏雄『日の
移ろい』のこと」p116

第９巻第４号 中央公論社 1977/04/01 296
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528 一般資料 雑誌 海　１９７７　８月特別号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

創刊100号記念特集／藤枝静男：著「雛祭
り」p54

第９巻第８号
１００号

中央公論社 1977/08/01 360

12558 一般資料 雑誌 海　１９７７年８月特別号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

創刊100号記念特集／藤枝静男：著「雛祭
り」p54

第９巻第８号
１００号

中央公論社 1977/08/01 360

12559 一般資料 雑誌 海　１９７７年８月特別号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

創刊100号記念特集／藤枝静男：著「雛祭
り」p54

第９巻第８号
１００号

中央公論社 1977/08/01 360

727 一般資料 雑誌 海　１９７８年６月特別号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

追悼平野謙／p118藤枝静男・本多秋五対
談「平野謙の青春」、埴谷雄高「敏感な直感
者」、小島信夫「昨年の暮から」、磯田光一
「再説平野謙」、p150弔辞（藤枝静男・埴谷
雄高・中野重治・山本健吉・大江健三郎）

第１０巻第６号 中央公論社 1978/06/01 328

1111 一般資料 雑誌 海　１９７８年６月特別号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

追悼平野謙／p118藤枝静男・本多秋五対
談「平野謙の青春」、埴谷雄高「敏感な直感
者」、小島信夫「昨年の暮から」、磯田光一
「再説平野謙」、p150弔辞（藤枝静男・埴谷
雄高・中野重治・山本健吉・大江健三郎）

第１０巻第６号 中央公論社 1978/06/01 328

12560 一般資料 雑誌 海　１９７８年６月特別号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

追悼平野謙／p118藤枝静男・本多秋五対
談「平野謙の青春」、埴谷雄高「敏感な直感
者」、小島信夫「昨年の暮から」、磯田光一
「再説平野謙」、p150弔辞（藤枝静男・埴谷
雄高・中野重治・山本健吉・大江健三郎）

第１０巻第６号 中央公論社 1978/06/01 328

2794 一般資料 雑誌 海　１９７９年８月特別号
塙嘉彦　編集者／藤
枝静男　収載

創刊１０周年記念創作特集／〈追悼　荒正
人〉藤枝静男著：「荒さんのこと」（P253）／
島尾敏雄著：「日の移ろい」（P152）　ほか

第１１巻第８号 中央公論社 1979/08/01 360
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ペー
ジ数

529 一般資料 雑誌
海　１９８１年１月新年特
別号

高橋善郎　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男著：「眼鏡のツル」（P18）／埴谷雄
高著：「記憶とボケ」（P22）　ほか

第１３巻第１号 中央公論社 1981/01/01 360

728 一般資料 雑誌
海　１９８１年１月新年特
別号

高橋善郎　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男著：「眼鏡のツル」（P18）／埴谷雄
高著：「記憶とボケ」（P22）　ほか

第１３巻第１号 中央公論社 1981/01/01 360

530 一般資料 雑誌
海　１９８２年１月新年特
別号

宮田毬栄　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「人間抜き」p49 第１４巻第１号 中央公論社 1982/01/01 360

6920 一般資料 雑誌
海　１９８２年１月新年特
別号

宮田毬栄　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「人間抜き」p49 第１４巻第１号 中央公論社 1982/01/01 360

531 一般資料 雑誌
海　１９８３年１月新年特
別号

宮田毬栄　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「毛利孝一随筆集『命ふたた
び』に就いてp52

第１５巻第１号 中央公論社 1983/01/01 392

14291 一般資料 雑誌
エキスパート　ナース
1986年10月号

高橋修一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【インタビュー　ひと】小川国夫p6－僕の原
体験のなかには、いつも看護婦さんがいた

第2巻第11号
通巻第19号

小学館 1986/10/01 126

7560 一般資料 雑誌 EX･VOTO　VOL.4　第4号 小川国夫　訳

シュペルヴィエル：著　小川国夫：訳「太平洋
の波　ロートレアモンに」p8／同人：岩崎豊
市、長谷川伸夫、ぼう・ひろし、片桐安吾、
小笠原淳、伊藤勉　ほか／表紙・カット：伊
藤勉

VOL.4 EX　VOTO社 1966/12/01 66

849 一般資料 雑誌 EX･VOTO VOL.4　第4号
岩﨑豊市　ほか編集
同人／小川国夫　訳

シュペルヴィエル：著　小川国夫：訳「太平洋
の波　ロートレアモンに」p8／同人：岩崎豊
市、長谷川伸夫、ぼう・ひろし、片桐安吾、
小笠原淳、伊藤勉　ほか／表紙・カット：伊
藤勉

第4号 ＥＸ　ＶＯＴＯ社 1966/12/01 66

2308 一般資料 雑誌 EX･VOTO VOL.4　第4号
岩﨑豊市　ほか編集
同人／小川国夫　訳

シュペルヴィエル：著　小川国夫：訳「太平洋
の波　ロートレアモンに」p8／同人：岩崎豊
市、長谷川伸夫、ぼう・ひろし、片桐安吾、
小笠原淳、伊藤勉　ほか／表紙・カット：伊
藤勉

第4号 EX・VOTO社 1966/12/01 66
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16631 一般資料 雑誌 EX･VOTO VOL.4　第4号
岩﨑豊市　ほか編集
同人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

シュペルヴィエル：著　小川国夫：訳「太平洋
の波　ロートレアモンに」p8／同人：岩崎豊
市、長谷川伸夫、ぼう・ひろし、片桐安吾、
小笠原淳、伊藤勉　ほか／表紙・カット：伊
藤勉

第4号 ＥＸ　ＶＯＴＯ社 1966/12/01 66

16632 一般資料 雑誌 EX･VOTO VOL.4　第4号
岩﨑豊市　ほか編集
同人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

シュペルヴィエル：著　小川国夫：訳「太平洋
の波　ロートレアモンに」p8／同人：岩崎豊
市、長谷川伸夫、ぼう・ひろし、片桐安吾、
小笠原淳、伊藤勉　ほか／表紙・カット：伊
藤勉

第4号 ＥＸ　ＶＯＴＯ社 1966/12/01 66

16633 一般資料 雑誌 EX･VOTO VOL.4　第4号
岩﨑豊市　ほか編集
同人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

シュペルヴィエル：著　小川国夫：訳「太平洋
の波　ロートレアモンに」p8／同人：岩崎豊
市、長谷川伸夫、ぼう・ひろし、片桐安吾、
小笠原淳、伊藤勉　ほか／表紙・カット：伊
藤勉

第4号 ＥＸ　ＶＯＴＯ社 1966/12/01 66

17511 一般資料 雑誌 EX･VOTO VOL.4　第4号
岩﨑豊市　ほか編集
同人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

シュペルヴィエル：著　小川国夫：訳「太平洋
の波　ロートレアモンに」p8／同人：岩崎豊
市、長谷川伸夫、ぼう・ひろし、片桐安吾、
小笠原淳、伊藤勉　ほか／表紙・カット：伊
藤勉

第4号 ＥＸ　ＶＯＴＯ社 1966/12/01 66

14657 一般資料 雑誌 えこた　No.5　昭和48年
清水健次　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集　ふるさと・祭り／「現実と幻想－文芸
学科特別講演より」小川国夫p2

日本大学芸術学部文
芸学科

1973/03/20 80

14658 一般資料 雑誌 えこた　No.5　昭和48年
清水健次　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「現実と幻想－文芸学科特別講演より」小
川国夫p2

日本大学芸術学部文
芸学科

1973/03/20 80

14659 一般資料 雑誌 えこた　No.5　昭和48年
清水健次　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「現実と幻想－文芸学科特別講演より」小
川国夫p2

日本大学芸術学部文
芸学科

1973/03/20 80

14660 一般資料 雑誌 えこた　No.12　昭和55年
藤井正弘　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集・現代文学の流れ／アンケート〈80年代
の文学〉小川国夫p22

日本大学芸術学部文
芸学科

1980/03/30 95
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14290 一般資料 雑誌
NHK　おかあさんの勉強
室　昭和63年6月号

日本放送出版協会
編集・発行／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

【子育てトーク】小川国夫p12－人生にとって
いちばん大事なものは、子どものときに感じ
た幸福感だと思いますね。

第12巻第13号 日本放送出版協会 1988/06/01 115

8533 一般資料 雑誌
ＮＨＫ教育　人間大学「イ
エス　キリスト」テキスト

小川国夫　収載
ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

12561 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載
ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

12562 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載
ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

12563 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載
ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

12564 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載
ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

12565 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載
ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

16481 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110
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16482 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

16483 一般資料 雑誌
NHK教育 人間大学「イエ
ス キリスト」テキスト

小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

ＮＨＫ教育で放送された人間大学「イエス・
キリスト　その死と復活」のテキスト（１９９５
年４月～６月期）／小川国夫：出演

日本放送協会 1995/04/01 110

14322 一般資料 雑誌 NHK日曜美術館　第1集
渡部ひろし　発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

【テレビ対談】「私とセザンヌ」小川国夫、立
原昭子（構成）p142

学習出版社 1976/00/00 190

18305 一般資料 雑誌 NHK日曜美術館　第1集
渡部ひろし　発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

【テレビ対談】「私とセザンヌ」小川国夫、立
原昭子（構成）p142

学習出版社 1976/00/00 190
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12566 一般資料 雑誌 絵本通信
大島町絵本文化振興
財団　編集／小川国
夫　関連

大島町絵本館会報／VOL.20（ID:12566-
01）：匂やかな恵み　伊藤正道－虹のつぶ
やき／VOL.21（ID:12566-02）：ゆるやかな旋
律　荒井良二－ポケットいっぱいの夢感度
／VOL.22（ID:12566-03）：囁き、みずみずし
く　ささめやゆき－置きざりにしたやさしさ／
VOL.23（ID:12566-04）：やわらぎ、永遠に
高畠純－きばらず、きどらず／VOL.24
（ID:12566-05）：かろやかな響き　飯野和好
－絵にもかけないあったかさ／VOL.25
（ID:12566-06）：ふくよかな彩り　佐々木マキ
／VOL.27（ID:12566-07）：悠々たる時の流
れ　高部晴市－いつかどこかで、夢のなか
で／VOL.28（ID:12566-08）：はるかなる憧憬
おぼまこと－はだしのハートで／VOL.29
（ID:12566-09）：清澄たるおもむき　井上洋
介－まなざし深く　「私と絵本－松谷みよ子
『まちんと』もうひとつの絵」／VOL.31
（ID:12566-10）：静謐な風景　長新太－はて
さて　なんと／VOL.32（ID:12566-11･12）：深
穏なる鼓動　司修－時の方舟にのって（小
川国夫についての記述あり：作家たちとの
めぐり逢い）／VOL.33（ID:12566-13）：神秘
のまどろみ　馬場のぼる－ほっこり、ほのぼ
の

大島町絵本文化振興
財団

0000/00/00

12567 一般資料 雑誌 絵本通信 VOL.32
大島町絵本文化振興
財団　編集／小川国
夫　関連

大島町絵本館会報／深穏なる鼓動　司修
－時の方舟にのって（小川国夫についての
記述あり：作家たちとのめぐり逢い）

大島町絵本文化振興
財団

0000/00/00 23

14289 一般資料 雑誌
エルダー　昭和55年4月
号

斎藤茂　編集・発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

高齢化社会に対応する月刊情報誌／〈書
評〉小川国夫『アフリカの死』p88

第2巻第4号
通巻7号

高齢者雇用開発協会 1980/04/01 110
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12568 一般資料 雑誌 遠州文学 1963年冬期号
滝茂　編集人／藤枝
静男　収載

〈随筆〉藤枝静男：著「メッキ」p1 第1巻第1号 遠州文学の会 1963/01/30 54

11826 一般資料 雑誌
大阪芸術大学　河南文芸
2008.Vol.5

小池一夫　編集人／
小川国夫　収載

総力特集88ページ　追悼－小川国夫／小
川国夫追悼特集の編集にあたって　小池一
夫・葉山郁夫／小川国夫略歴／一．小川国
夫　大阪芸大最終講義　文学の国から－そ
の固有の言葉とフィールド／二．小川国夫
を語る　小川国夫の文学とキリスト教：富岡
幸一郎　『試みの岸』の頃：寺田博　身体と
自然：黒井千次　国家を押し返す国夫の光：
笙野頼子　すばらしく黙っている小川さん：
中沢けい／三．小川文学の流域　小川文学
と故郷：岩崎芳生　小川国夫と聖書：勝呂奏
ヴェスパの旅と小川文学：澤本行央　現代
文学としての小川国夫：葉山郁夫／四．同
時代の文学者と小川国夫　〈埴谷雄高と小
川国夫〉：小川国夫　小川国夫と島尾敏雄：
長谷川郁夫／懐想・藤枝静男さん　追想・
小川国夫さん　鈴木六林男と小川国夫：久
保純夫／五．「小川国夫文学の偲偲」　小川
国夫：シュペルヴィエル／潤いの地、そして
荒野：小柳津隆弘　小川国夫と大阪芸術大
学文藝学科：山崎苳子　先任教授　小川さ
ん：眉村卓　南河内の小川国夫、そして地
中海：武谷なおみ／六．「小川文学、この一
冊」　『アポロンの島』解題：山本恵一郎
『試みの岸』解題：粂田和夫　『或る聖書』解
題：粂田和夫　小川国夫の長篇詩－遠い百
合について：山田兼士　『跳躍台』：片山絢
也　『マグレブ、誘惑として』：垣花咲子　過
去や幻との交信：下窪俊哉　小川国夫、自
作を語る－大阪芸術大学特別講義

大阪芸術大学 2008/08/05 319
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11827 一般資料 雑誌
大阪芸術大学　河南文芸
2008.Vol.5

小池一夫　編集人／
小川国夫　収載

総力特集88ページ　追悼－小川国夫／小
川国夫追悼特集の編集にあたって　小池一
夫・葉山郁夫／小川国夫略歴／一．小川国
夫　大阪芸大最終講義　文学の国から－そ
の固有の言葉とフィールド／二．小川国夫
を語る　小川国夫の文学とキリスト教：富岡
幸一郎　『試みの岸』の頃：寺田博　身体と
自然：黒井千次　国家を押し返す国夫の光：
笙野頼子　すばらしく黙っている小川さん：
中沢けい／三．小川文学の流域　小川文学
と故郷：岩崎芳生　小川国夫と聖書：勝呂奏
ヴェスパの旅と小川文学：澤本行央　現代
文学としての小川国夫：葉山郁夫／四．同
時代の文学者と小川国夫　〈埴谷雄高と小
川国夫〉：小川国夫　小川国夫と島尾敏雄：
長谷川郁夫／懐想・藤枝静男さん　追想・
小川国夫さん　鈴木六林男と小川国夫：久
保純夫／五．「小川国夫文学の偲偲」　小川
国夫：シュペルヴィエル／潤いの地、そして
荒野：小柳津隆弘　小川国夫と大阪芸術大
学文藝学科：山崎苳子　先任教授　小川さ
ん：眉村卓　南河内の小川国夫、そして地
中海：武谷なおみ／六．「小川文学、この一
冊」　『アポロンの島』解題：山本恵一郎
『試みの岸』解題：粂田和夫　『或る聖書』解
題：粂田和夫　小川国夫の長篇詩－遠い百
合について：山田兼士　『跳躍台』：片山絢
也　『マグレブ、誘惑として』：垣花咲子　過
去や幻との交信：下窪俊哉　小川国夫、自
作を語る－大阪芸術大学特別講義

大阪芸術大学 2008/08/05 319
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18584 一般資料 雑誌
大阪芸術大学　河南文芸
2008.Vol.5

小池一夫　編集人／
小川国夫　収載

総力特集88ページ　追悼－小川国夫／小
川国夫追悼特集の編集にあたって　小池一
夫・葉山郁夫／小川国夫略歴／一．小川国
夫　大阪芸大最終講義　文学の国から－そ
の固有の言葉とフィールド／二．小川国夫
を語る　小川国夫の文学とキリスト教：富岡
幸一郎　『試みの岸』の頃：寺田博　身体と
自然：黒井千次　国家を押し返す国夫の光：
笙野頼子　すばらしく黙っている小川さん：
中沢けい／三．小川文学の流域　小川文学
と故郷：岩崎芳生　小川国夫と聖書：勝呂奏
ヴェスパの旅と小川文学：澤本行央　現代
文学としての小川国夫：葉山郁夫／四．同
時代の文学者と小川国夫　〈埴谷雄高と小
川国夫〉：小川国夫　小川国夫と島尾敏雄：
長谷川郁夫／懐想・藤枝静男さん　追想・
小川国夫さん　鈴木六林男と小川国夫：久
保純夫／五．「小川国夫文学の偲偲」　小川
国夫：シュペルヴィエル／潤いの地、そして
荒野：小柳津隆弘　小川国夫と大阪芸術大
学文藝学科：山崎苳子　先任教授　小川さ
ん：眉村卓　南河内の小川国夫、そして地
中海：武谷なおみ／六．「小川文学、この一
冊」　『アポロンの島』解題：山本恵一郎
『試みの岸』解題：粂田和夫　『或る聖書』解
題：粂田和夫　小川国夫の長篇詩－遠い百
合について：山田兼士　『跳躍台』：片山絢
也　『マグレブ、誘惑として』：垣花咲子　過
去や幻との交信：下窪俊哉　小川国夫、自
作を語る－大阪芸術大学特別講義

大阪芸術大学 2008/08/05 319
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8679 一般資料 雑誌
大阪芸術大学 河南文藝
文学篇 2003年秋号

小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

河南文芸作家インタビュー＋座談会　〈新作
小詩集〉町田康：著「西洋清元。環境の拭き
掃除」ほか　〈インタビュー＋座談会〉座談会
参加：小川国夫・町田康　聞き手：山田兼士
「詩も歌も小説もグルーヴ」p71／〈実作講
座〉小説篇2：小川国夫・眉村卓・葉山郁生
p232／小川国夫：著「世界に触れる」p349

大阪芸術大学 2003/11/13 348

7138 一般資料 雑誌
大阪芸術大学　河南文芸
文学篇　2003年夏号

小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

特集：「創作の現場から新しい文学の地平
へ」／小川国夫著「小説の方法」（P14）／実
作講座・小説篇：小川国夫・眉村卓・葉山郁
生（P35）／作家インタビュー（＋座談会）「純
文学・ＳＦ・サブカルチャー　幻想の今日の
質をもとめて」：ゲスト 笙野頼子：聞き手 葉
山郁生：座談会参加 小川国夫（P156）／小
川国夫著：編集者の展望（P357）

大阪芸術大学 2003/08/01 356

7139 一般資料 雑誌
大阪芸術大学　河南文芸
文学篇　2003年夏号

小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

特集：「創作の現場から新しい文学の地平
へ」／小川国夫著「小説の方法」（P14）／実
作講座・小説篇：小川国夫・眉村卓・葉山郁
生（P35）／作家インタビュー（＋座談会）「純
文学・ＳＦ・サブカルチャー　幻想の今日の
質をもとめて」：ゲスト 笙野頼子：聞き手 葉
山郁生：座談会参加 小川国夫（P156）／小
川国夫著：編集者の展望（P357）

大阪芸術大学 2003/08/01 356
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8678 一般資料 雑誌
大阪芸術大学 河南文芸
文学篇 2003年夏号

小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

特集：「創作の現場から新しい文学の地平
へ」／小川国夫著「小説の方法」（P14）／実
作講座・小説篇：小川国夫・眉村卓・葉山郁
生（P35）／作家インタビュー（＋座談会）「純
文学・ＳＦ・サブカルチャー　幻想の今日の
質をもとめて」：ゲスト 笙野頼子：聞き手 葉
山郁生：座談会参加 小川国夫（P156）／小
川国夫著：編集者の展望（P357）

大阪芸術大学 2003/08/01 356

8492 一般資料 雑誌
小川国夫を囲む会　1980
～1989

勝呂奏　編集／小川
国夫　収載

小川国夫「小説好き」、「小川国夫を囲む会」
講演抄　第１回～第３６回、同会の記録・関
連年譜、会員文集／表紙：小川国夫自画像

江崎書店 1989/11/11 55

16651 一般資料 雑誌
小川国夫を囲む会　1980
～1989

勝呂奏　編集／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

小川国夫「小説好き」、「小川国夫を囲む会」
講演抄　第１回～第３６回、同会の記録・関
連年譜、会員文集／表紙：小川国夫自画像

江崎書店 1989/11/11 55

16822 一般資料 雑誌
OLYMPUSPhotography
Vol.405　1992年12月

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

【じょいふる　フォト】写真選者：小川国夫p44 VOL.405
オリンパス光学工業㈱
広報

1992/12/01 46

16812 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16813 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16814 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11
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16815 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16816 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16817 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16818 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16819 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16820 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16821 一般資料 雑誌
OLYMPUS　FORUM
1984

オリンパス光学工業
㈱広報　発行／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「海の貌－作家小川国夫に海を聞く」p6小
川国夫、聞き手：写真家・赤地経夫

VOL.2N0.1
オリンパス光学工業㈱
広報

1984/00/00 11

16839 一般資料 雑誌
ON　NEWS LETTER NO.6
1987

現代文学を読む会
編／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「小川国夫氏の『逸民』をめぐって」中村博
保p1

現代文学を読む会 1987/00/00 19

14650 一般資料 雑誌 音楽の手帖　バッハ
清水康雄　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「旅の中のバッハ」小川国夫p14（出典：バッ
ハ全集　第3巻　筑摩書房）

青土社 1979/10/10 286
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14260 一般資料 雑誌
オールプラスチックス113
1968年4月号

居倉実　編集印刷兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

「池と海」小川国夫p72
113号　VOL.10
NO.4

合成樹脂工業新聞社 1968/04/15 80

14261 一般資料 雑誌
オールプラスチックス114
1968年5月号

居倉実　編集印刷兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

「旅の痕跡」小川国夫p72
114号　VOL.10
NO.5

合成樹脂工業新聞社 1968/05/15 84

14636 一般資料 雑誌
オール讀物　昭和55年3
月特別号

豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

わたしの海外放浪時代　「1955年夏　ギリ
シャ・デロス島」小川国夫（巻頭写真）

第35巻第3号 文藝春秋 1980/03/01 376

14637 一般資料 雑誌
オール讀物　昭和60年8
月号

田所省治　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈絵入りずいひつ〉「中年の惑い」絵と文：小
川国夫p266

第40巻第8号 文藝春秋 1985/08/01 424

14638 一般資料 雑誌
オール讀物　1987年9月
号

藤野健一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【随筆特集「旅と人生」】小川国夫：著「旅の
惑乱」p40

第35巻第5号 文藝春秋 1987/09/01 426

14641 一般資料 雑誌
カイエ　1978年12月臨時
増刊号

小野好恵　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

総特集・島尾敏雄　小川国夫：著「私信－島
尾敏雄様」p78

第1巻第7号 冬樹社 1978/12/15 302

4564 一般資料 雑誌 海燕　1982年創刊新年号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男著「黒い石」p74 第１巻第１号 福武書店 1982/01/01 292

14614 一般資料 雑誌 海燕 1982年創刊新年号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

藤枝静男著「黒い石」p74／「『海燕』のこと」
埴谷雄高／「止むを得ざる学校－テレビド
キュメンタリーの虚構と真実」黒井千次／
「小説の条件」吉本隆明／「帯揚げ」大庭み
な子／ほか

第1巻第1号 福武書店 1982/01/01 292

720 一般資料 雑誌 海燕　1982年創刊新年号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男著「黒い石」p74／「『海燕』のこと」
埴谷雄高／「止むを得ざる学校－テレビド
キュメンタリーの虚構と真実」黒井千次／
「小説の条件」吉本隆明／「帯揚げ」大庭み
な子／ほか

第１巻第１号 福武書店 1982/01/01 292
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1456 一般資料 雑誌 海燕　1982年創刊新年号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男著「黒い石」p74／「『海燕』のこと」
埴谷雄高／「止むを得ざる学校－テレビド
キュメンタリーの虚構と真実」黒井千次／
「小説の条件」吉本隆明／「帯揚げ」大庭み
な子／ほか

第１巻第１号 福武書店 1982/01/01 292

11899 一般資料 雑誌 海燕　1982年創刊新年号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男著「黒い石」p74／「『海燕』のこと」
埴谷雄高／「止むを得ざる学校－テレビド
キュメンタリーの虚構と真実」黒井千次／
「小説の条件」吉本隆明／「帯揚げ」大庭み
な子／ほか

第１巻第１号 福武書店 1982/01/01 292

721 一般資料 雑誌 海燕　1982年2月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著「寒波の冬の思い出p12／「他
人の体」増田みず子／「槿」古井由吉／ほ
か

第１巻第２号 福武書店 1982/02/01 260

4565 一般資料 雑誌 海燕　1982年2月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著「寒波の冬の思い出」p12 福武書店 1982/02/01 260

14615 一般資料 雑誌 海燕 1982年2月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著「寒波の冬の思い出p12／「他
人の体」増田みず子／「槿」古井由吉／ほ
か

第1巻第2号 福武書店 1982/02/01 260

4566 一般資料 雑誌 海燕　1982年3月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

埴谷雄高著「『海燕』のこと　附記」小川国夫
に関する記述ありp16／「変成論」吉本隆明
／「金剛池」三枝和子／「港の詩」山本恵一
郎p220

福武書店 1982/03/01 260

14618 一般資料 雑誌 海燕 1983年11月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

〈対談〉文学と現在　吉本隆明、中上健次
（小川国夫についての記述あり）p164

第2巻第11号 福武書店 1983/11/01 324

12100 一般資料 雑誌 海燕　1983年7月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

「志太神父の経験」小川国夫p60／「迷路の
那覇」島尾敏雄p6／「二子山から見た景色」
司修p109／ほか

第２巻第７号 福武書店 1983/07/01 292
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14616 一般資料 雑誌 海燕 1983年7月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「志太神父の経験」小川国夫p60（切り取ら
れていて、ページなし）／「迷路の那覇」島
尾敏雄p6／「二子山から見た景色」司修
p109／ほか

第2巻第7号 福武書店 1983/07/01 292

14617 一般資料 雑誌 海燕 1983年7月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「志太神父の経験」小川国夫p60（同じペー
ジの切り取りがはさまっている）／「迷路の
那覇」島尾敏雄p6／「二子山から見た景色」
司修p109／ほか

第2巻第7号 福武書店 1983/07/01 292

722 一般資料 雑誌 海燕　1984年新年号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

「中川一政氏との初対面」藤枝静男p13／
「世代について」埴谷雄高／ほか

第３巻第１号 福武書店 1984/01/01 292

1457 一般資料 雑誌 海燕　1984年新年号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

「中川一政氏との初対面」藤枝静男p13／
「世代について」埴谷雄高／ほか

第３巻第１号 福武書店 1984/01/01 292

1458 一般資料 雑誌 海燕　1984年8月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

「歩き魔」小川国夫p9／「竹山道雄さんのこ
と」山室静／「『海に生くる人々』と『感情装
飾』－葉山嘉樹と川端康成」紅野敏郎／ほ
か

第３巻第８号 福武書店 1984/08/01 292

12101 一般資料 雑誌 海燕　1984年8月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

「歩き魔」小川国夫p9／「竹山道雄さんのこ
と」山室静／「『海に生くる人々』と『感情装
飾』－葉山嘉樹と川端康成」紅野敏郎／ほ
か

第３巻第８号 福武書店 1984/08/01 292

14619 一般資料 雑誌 海燕 1984年8月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「歩き魔」小川国夫p9／「竹山道雄さんのこ
と」山室静／「『海に生くる人々』と『感情装
飾』－葉山嘉樹と川端康成」紅野敏郎／ほ
か

第3巻第8号 福武書店 1984/08/01 292

1459 一般資料 雑誌
海燕　1986年新年号　創
刊５周年記念号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

「崖の絵と祖母」小川国夫p134／「ラインの
白い霧とアクロポリスの円柱」埴谷雄高／
「下草」中沢けい／「映像都市論（１）」吉本
隆明

第５巻第１号 福武書店 1986/01/01 388
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12102 一般資料 雑誌
海燕　1986年新年号　創
刊５周年記念号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

「崖の絵と祖母」小川国夫p134／「ラインの
白い霧とアクロポリスの円柱」埴谷雄高／
「下草」中沢けい／「映像都市論（１）」吉本
隆明

第５巻第１号 福武書店 1986/01/01 388

14620 一般資料 雑誌 海燕 1986年新年号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「崖の絵と祖母」小川国夫p134（切り取られ
ていて、ページなし）

第5巻第1号 福武書店 1986/01/01 388

14621 一般資料 雑誌 海燕 1986年新年号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「崖の絵と祖母」小川国夫p134（切り取られ
ていて、ページなし）

第5巻第1号 福武書店 1986/01/01 388

14622 一般資料 雑誌 海燕 1987年新年号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

島尾敏雄追悼特集／「島尾敏雄さんの思い
出」小川国夫p213／「のびどめ用水」黒井千
次／「島尾敏雄のこと」吉行淳之介／「現代
文学と世界像」島田雅彦、吉本隆明ほか／
「思い違い」埴谷雄高／「走行論（３）」吉本
隆明／「『日本近代文学』三十五集暼見」三
好行雄／ほか

第6巻第1号 福武書店 1987/01/01 388

1460 一般資料 雑誌 海燕　1987年新年号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

島尾敏雄追悼特集／「島尾敏雄さんの思い
出」小川国夫p213／「のびどめ用水」黒井千
次／「島尾敏雄のこと」吉行淳之介／「現代
文学と世界像」島田雅彦、吉本隆明ほか／
「思い違い」埴谷雄高／「走行論（３）」吉本
隆明／「『日本近代文学』三十五集暼見」三
好行雄／ほか

第６巻第１号 福武書店 1987/01/01 388

14623 一般資料 雑誌 海燕 1988年新年特大号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「この世の旅人」小川国夫p58／「けやき通
り」黒井千次／「曇り日を」中沢けい／「記憶
－続・思い違い」／「幾何論（２）」吉本隆明
／「継承と反復」蓮實重彦／ほか

第7巻第1号 福武書店 1988/01/01 388
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14624 一般資料 雑誌 海燕 1988年新年特大号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「この世の旅人」小川国夫p58／「けやき通
り」黒井千次／「曇り日を」中沢けい／「記憶
－続・思い違い」／「幾何論（２）」吉本隆明
／「継承と反復」蓮實重彦／ほか

第7巻第1号 福武書店 1988/01/01 388

1462 一般資料 雑誌 海燕　1988年11月号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載

「問題児」小川国夫p172／第７回「海燕」新
人文学賞当選作－「人生は疑似体験ゲー
ム」太田健一　「揚羽蝶が壊れる時」小川洋
子／「視線論」吉本隆明／ほか

第７巻第１１号 福武書店 1988/11/01 356

1461 一般資料 雑誌 海燕　1988年新年特大号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載

「この世の旅人」小川国夫p58／「けやき通
り」黒井千次／「曇り日を」中沢けい／「記憶
－続・思い違い」／「幾何論（２）」吉本隆明
／「継承と反復」蓮實重彦／ほか

第７巻第１号 福武書店 1988/01/01 388

5863 一般資料 雑誌 海燕　1988年新年特大号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載

「この世の旅人」小川国夫p58／「けやき通
り」黒井千次／「曇り日を」中沢けい／「記憶
－続・思い違い」／「幾何論（２）」吉本隆明
／「継承と反復」蓮實重彦／ほか

第７巻第１号 福武書店 1988/01/01 388

14625 一般資料 雑誌 海燕 1988年2月号
田村幸久　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈文芸時評〉「神の視線、人の視線〉三浦雅
士p210（小川国夫『この世の旅人』について
の書評あり）

第7巻第2号 福武書店 1988/02/01 292

5782 一般資料 雑誌 海燕　1988年11月号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載

「問題児」小川国夫p172／第７回「海燕」新
人文学賞当選作－「人生は疑似体験ゲー
ム」太田健一　「揚羽蝶が壊れる時」小川洋
子／「視線論」吉本隆明／ほか

第７巻第１１号 福武書店 1988/11/01 356
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1907 一般資料 雑誌 海燕　1989年7月号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載

阿部昭追悼特集／「阿部昭と私」小川国夫
p160／「奄美」司修／「モジュラス論（１）」吉
本隆明／「黙示録的世界と『空間』のイメー
ジ」饗庭孝男／ほか

第８巻第７号 福武書店 1989/07/01 292

5862 一般資料 雑誌 海燕　1989年7月号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載

阿部昭追悼特集／「阿部昭と私」小川国夫
p160／「奄美」司修／「モジュラス論（１）」吉
本隆明／「黙示録的世界と『空間』のイメー
ジ」饗庭孝男／ほか

第８巻第７号 福武書店 1989/07/01 292

14626 一般資料 雑誌 海燕 1989年7月号
田村幸久　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

阿部昭追悼特集／「阿部昭と私」小川国夫
p160（同じページ切り取りあり）／「奄美」司
修／「モジュラス論（１）」吉本隆明／「黙示
録的世界と『空間』のイメージ」饗庭孝男／
ほか

第8巻第7号 福武書店 1989/07/01 292

7561 一般資料 雑誌 海廊　第50号
野呂春眠　発行／小
川国夫　収載

同人雑誌／創刊15周年記念号／小川国夫
著「通勤の途次に」（P10）／野呂春眠「分別
の外」・小宮山遠「海廊回顧」ほか／編：夏
嶺男　静石

第50号 海廊 1968/01/20 38

10809 一般資料 雑誌 海廊　第50号
野呂春眠　発行／小
川国夫　収載

同人雑誌／創刊15周年記念号／小川国夫
著「通勤の途次に」（P10）／野呂春眠「分別
の外」・小宮山遠「海廊回顧」ほか

第50号 海廊 1968/01/20 38

16658 一般資料 雑誌 海廊　第50号
野呂春眠　発行／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

同人雑誌／創刊15周年記念号／小川国夫
著「通勤の途次に」（P10）／野呂春眠「分別
の外」・小宮山遠「海廊回顧」ほか／編：夏
嶺男　静石

第50号 海廊 1968/01/20 38

16666 一般資料 雑誌
科学／人間　第7号　昭和
53年1月

関東学院大学工学部
教養会　編集発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

1.「小川国夫とヘミングウウェイ－文体論的
一考察」牧野留美子p1

第7号
関東学院大学工学部
教養会

1978/01/25 82
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850 一般資料 雑誌 翔　第1号　1966年　夏
西岡武良　編集権発
行人／小川国夫　関
連

同人雑誌／中江芳男著「小川国夫試論」
p12／下田和子「飛翔」、西岡武良「幼児の
時間」　ほか

第1号 翔　編集部 1966/08/01 136

7567 一般資料 雑誌 翔　第1号　1966年　夏
西岡武良　編／小川
国夫　関連

同人雑誌／中江芳男著「小川国夫試論」
p12／下田和子「飛翔」、西岡武良「幼児の
時間」　ほか

第1号 翔編集部 1966/08/01 136

16663 一般資料 雑誌 翔　第1号　1966年　夏
西岡武良　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

同人雑誌／中江芳男著「小川国夫試論」
p12／下田和子「飛翔」、西岡武良「幼児の
時間」　ほか

第1号 翔　編集部 1966/08/01 136

19240 一般資料 雑誌 河口　1988年　第1号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　収載

扉：「虐殺や強制連行はないにしても」小川
国夫p5、「河口」への歩み（声ある年譜）：東
京の「小川国夫氏を囲む会」10年の節とし
て、小川国夫の語った口調のままに記した
もの／題字：小川国夫　カット：山本暁子

小川国夫氏を囲む会 1988/12/01 112

12344 一般資料 雑誌 河口　1989年　第2号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　収載

扉：「川の便りを」小川国夫p1　ほか／題字：
小川国夫　カット：山本暁子

第2号 小川国夫を囲む会 1989/12/01 196

19241 一般資料 雑誌 河口　1990年　第3号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　収載

扉：「体験」小川国夫p6　ほか／「河口」への
歩み（声ある年譜）：講話・鼎談・対談より小
川国夫・その思想の底流をたずねて－埴谷
雄高氏をお招きして　ほか／題字：小川国
夫　カット：安藤貴子

小川国夫氏を囲む会 1990/12/01 211

4774 一般資料 雑誌 河口　1996年　第5号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　関連

座談会「小川国夫氏を囲んで」１９９２年１２
月１９日・東京信濃町（明泉会）

小川国夫氏を囲む会 1996/05/18 120

8471 一般資料 雑誌 河口　1996年　第5号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　関連

座談会「小川国夫氏を囲んで」１９９２年１２
月１９日・東京信濃町（明泉会）

第5号 小川国夫氏を囲む会 1996/05/18 120

16786 一般資料 雑誌 河口　1996年　第5号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

座談会「小川国夫氏を囲んで」p2（1992年12
月19日・東京信濃町「明泉会」）／題字：小
川国夫

第5号 小川国夫氏を囲む会 1996/05/18 120
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12570 一般資料 雑誌 河口 1989年 第4号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　収載

扉：「テレビで句会を見て」小川国夫p6　ほ
か／題字：小川国夫　カット：安藤貴子

第4号 小川国夫を囲む会 1991/12/01 101

16652 一般資料 雑誌 河口 1989年 第4号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

扉：「テレビで句会を見て」小川国夫p6　ほ
か／題字：小川国夫　カット：安藤貴子

第4号 小川国夫を囲む会 1991/12/01 101

19539 一般資料 雑誌 河口　1996年　第5号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　関連

座談会「小川国夫氏を囲んで」１９９２年１２
月１９日・東京信濃町（明泉会）

第5号 小川国夫氏を囲む会 1996/05/18 120

12569 一般資料 雑誌 河口 1989年 第2号
小此木智秋　発行人
／小川国夫　収載

扉：「川の便りを」小川国夫p1　ほか／題字：
小川国夫　カット：山本暁子

第2号 小川国夫を囲む会 1989/12/01 196

16667 一般資料 雑誌
金沢大学付属高等学校
特別合同授業記録　第12
集

金沢大学付属高等学
校　発行／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特別合同授業「文学と出会い」小川国夫p47
（昭和59年9月28日）

第12集
金沢大学付属高等学
校

1985/03/11 82

16803 一般資料 雑誌 河南文学 創刊号 1991年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「ロートレアモンに」小川国夫：訳、ジュール・
シュペルヴィエール：著、「文学的青春－編
集後記に代えて」小川国夫ｐ446

創刊号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1991/03/30 447

2384 一般資料 雑誌 河南文学　第3号　1993年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集後記：小川国夫「リアリズムを超えるも
の－編集後記に代えて」p623-625

第3号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1993/05/31 626

16804 一般資料 雑誌 河南文学 第3号 1993年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

編集後記：小川国夫「リアリズムを超えるも
の－編集後記に代えて」p623-625

第3号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1993/05/31 626

593 一般資料 雑誌 河南文学　第4号　1994年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集後記：小川国夫「恋はどこへ－編集後
記に代えて」p537

第4号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1994/05/31 539

16805 一般資料 雑誌 河南文学 第4号 1994年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

編集後記：小川国夫「恋はどこへ－編集後
記に代えて」p537

第4号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1994/05/31 539

1421 一般資料 雑誌 河南文学　第5号　1995年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集後記：小川国夫「言葉とはなにか－編
集後記に代えて」p632

第5号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1995/05/31 634
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16806 一般資料 雑誌 河南文学 第5号 1995年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

編集後記：小川国夫「言葉とはなにか－編
集後記に代えて」p632

第5号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1995/05/31 634

2382 一般資料 雑誌 河南文学　第6号　1996年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：詩「樹氷の森で」p2（讀賣新聞
1996年1月30日夕刊『冬のソネット3』より転
載）、編集後記：小川国夫「良い小説－編集
後記に代えて」p428／編集委員：眉村卓
葉山郁生

第6号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1996/09/30 430

16807 一般資料 雑誌 河南文学 第6号 1996年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：詩「樹氷の森で」p2（讀賣新聞
1996年1月30日夕刊『冬のソネット3』より転
載）、編集後記：小川国夫「良い小説－編集
後記に代えて」p428／編集委員：眉村卓
葉山郁生

第6号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1996/09/30 430

2383 一般資料 雑誌
河南文学　第6号　別冊
1996年

小川国夫　編集人 編集委員：眉村卓　葉山郁生 第6号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1996/10/31 287

2385 一般資料 雑誌 河南文学　第7号　1997年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集後記：小川国夫「物語の成立－編集後
記に代えて」p594／編集委員：眉村卓　葉
山郁生

第7号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1997/10/31 596

5642 一般資料 雑誌 河南文学　第7号　1997年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集後記：小川国夫「物語の成立－編集後
記に代えて」p594／編集委員：眉村卓　葉
山郁生

大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1997/10/31 596

16808 一般資料 雑誌 河南文学 第7号 1997年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

編集後記：小川国夫「物語の成立－編集後
記に代えて」p594／編集委員：眉村卓　葉
山郁生

第7号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1997/10/31 596

16809 一般資料 雑誌 河南文学 第8号 1998年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

編集後記：小川国夫「言葉はどこから来るの
か－編集後記に代えて」p515／編集委員：
眉村卓　葉山郁生

第8号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1998/12/25 517

16810 一般資料 雑誌 河南文学 第9号 1999年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

編集後記：小川国夫「肉声　私の二十世紀
－編集後記に代えて」p515／編集委員：眉
村卓　葉山郁生

第9号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1999/12/25 517
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10141 一般資料 雑誌 河南文学 第9号 1999年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集後記：小川国夫「肉声　私の二十世紀
－編集後記に代えて」p515／編集委員：眉
村卓　葉山郁生

第9号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1999/12/25 517

10145 一般資料 雑誌 河南文学 第2号 1992年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：著「芥川が憧れたもの」p415－
1991年8月近代文学館「夏の文学教室」講
演、東京読売ホールにて

第2号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1992/05/30 448

10146 一般資料 雑誌
河南文学 第6号 別冊
1996年

小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集委員：眉村卓　葉山郁生 第6号別冊
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1996/10/31 287

10140 一般資料 雑誌 河南文学 第8号 1998年
小川国夫　編集人／
小川国夫　収載

編集後記：小川国夫「言葉はどこから来るの
か－編集後記に代えて」p515／編集委員：
眉村卓　葉山郁生

第8号
大阪芸術大学芸術学
部　文芸学科研究室

1998/12/25 517

12584 一般資料 雑誌
河南論集 1999年12月 第
5号

川村二郎　編集人／
小川国夫　関連

葉山郁夫：著「文章表現（2）－言葉によるイ
メージ表現論」p199（小川国夫著『アポロン
の島』－「重い疲れ」より）

第5号
大阪藝術大学藝術学
部文藝学科研究室

1999/12/16 301

4291 一般資料 雑誌
かまくら春秋　1998年4月
号　NO.336

本多鋼一　編集人／
藤枝静男　関連

鎌倉・逗子・葉山・藤沢のタウン誌／岡本半
三挿絵（p4-5）岡本半三：小川国夫と共に
ヨーロッパを旅行／p24父の肖像（115）安達
章子「藤枝静男（上）　父と私」

No.336 かまくら春秋社 1998/04/01 82

10201 一般資料 雑誌
かまくら春秋　1998年4月
号　NO.336

本多鋼一　編集人／
藤枝静男　関連

鎌倉・逗子・葉山・藤沢のタウン誌／岡本半
三挿絵（p4-5）岡本半三：小川国夫と共に
ヨーロッパを旅行／p24父の肖像（115）安達
章子「藤枝静男（上）　父と私」

No.336 かまくら春秋社 1998/04/01 82

10202 一般資料 雑誌
かまくら春秋　1998年4月
号　NO.336

本多鋼一　編集人／
藤枝静男　関連

鎌倉・逗子・葉山・藤沢のタウン誌／岡本半
三挿絵（p4-5）岡本半三：小川国夫と共に
ヨーロッパを旅行／p24父の肖像（115）安達
章子「藤枝静男（上）　父と私」

No.336 かまくら春秋社 1998/04/01 82
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10203 一般資料 雑誌
かまくら春秋　1998年5月
号　NO.337

本多鋼一　編集人／
藤枝静男　関連

鎌倉・逗子・葉山・藤沢のタウン誌／岡本半
三挿絵（p4-5）岡本半三：小川国夫と共に
ヨーロッパを旅行／p26父の肖像（116）安達
章子「藤枝静男（下）　父と母と私たち」／特
集：少年時代

No.337 かまくら春秋社 1998/05/01 82

10204 一般資料 雑誌
かまくら春秋　1998年5月
号　NO.337

本多鋼一　編集人／
藤枝静男　関連

鎌倉・逗子・葉山・藤沢のタウン誌／岡本半
三挿絵（p4-5）岡本半三：小川国夫と共に
ヨーロッパを旅行／p26父の肖像（116）安達
章子「藤枝静男（下）　父と母と私たち」／特
集：少年時代

No.337 かまくら春秋社 1998/05/01 82

10205 一般資料 雑誌
かまくら春秋　1998年5月
号　NO.337

本多鋼一　編集人／
藤枝静男　関連

鎌倉・逗子・葉山・藤沢のタウン誌／岡本半
三挿絵（p4-5）岡本半三：小川国夫と共に
ヨーロッパを旅行／p26父の肖像（116）安達
章子「藤枝静男（下）　父と母と私たち」／特
集：少年時代

No.337 かまくら春秋社 1998/05/01 82

14559 一般資料 雑誌 花曜　1978年10月号
鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

鈴木六林男研究　「『荒天』をたずさえて」小
川国夫p6（『俳句研究』昭和51年9月号より
転載）

第8巻第10号
通巻94号

花曜の会 1978/10/10 28

1464 一般資料 雑誌 花曜　1992年11・12月号
鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　関
連

俳句同人誌　主宰：鈴木六林男／鈴木六林
男：著「酒と言葉」（小川国夫についての記
述あり：『藤枝文学舎ニュース』第4号・1992
年9月25日刊より転載）p4

第22巻第12・
13号 通巻265・
266号

花曜の会 1992/12/10 80

1463 一般資料 雑誌
花曜　1991年7月　創刊20
周年記念増刊第1号

鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　収
載

俳句同人誌　主宰：鈴木六林男／小川国
夫：著「『荒天』をたずさえて」p38

第21巻第8号
通巻248号

花曜の会 1991/07/10 242

2161 一般資料 雑誌
花曜　1991年9月号　250
号記念

鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　関
連

俳句同人誌　主宰：鈴木六林男／特集250
号記念　第20回花曜の総会／小川国夫の
写真ありp13

第21巻第11号
通巻250号

花曜の会 1991/09/10 138
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1465 一般資料 雑誌 花曜　1993年6月号
鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　関
連

俳句同人誌　主宰：鈴木六林男／鈴木六林
男：著「大阪の夜」（小川国夫についての記
述あり：小沢書店『小川國夫全集』第3巻附
録・1991年1月刊より転載）

花曜の会 1993/06/10 44

14560 一般資料 雑誌 花曜　2000年7月号
鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

30周年記念特集6／鈴木六林男句集『一九
九九年九月』、「六林男よ、どこへ行く」小川
国夫p18（「俳句四季」2000年4月号より転
載）

第30巻第7号
通巻357号

花曜の会 2000/07/10 66

14561 一般資料 雑誌 花曜　2000年7月号
鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

30周年記念特集6／鈴木六林男句集『一九
九九年九月』、「六林男よ、どこへ行く」小川
国夫p18（「俳句四季」2000年4月号より転
載）

第30巻第7号
通巻357号

花曜の会 2000/07/10 66

14562 一般資料 雑誌 花曜　2000年7月号
鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

30周年記念特集6／鈴木六林男句集『一九
九九年九月』、「六林男よ、どこへ行く」小川
国夫p18（「俳句四季」2000年4月号より転
載）

第30巻第7号
通巻357号

花曜の会 2000/07/10 66

14563 一般資料 雑誌 花曜　2002年9月号
鈴木六林男　編集発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

特集・鈴木六林男　「『荒天』をたずさえて－
鈴木六林男第1句集『荒天』」小川国夫p14
（『花曜』1978年10月号）

第32巻第9号
通巻383号

花曜の会 2002/09/10 110

16914 一般資料 雑誌
カンナ　第115号　1986年
秋・冬

渡辺外喜三郎　発行
者／小川国夫　蔵書

「続夢日記（21）」島尾敏雄p3 不明 1986/09/30 112

16915 一般資料 雑誌
カンナ　第116号　1987年
春

渡辺外喜三郎　発行
者／小川国夫　蔵書

追悼・島尾敏雄 不明 1987/01/30 96
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11778 特別資料 雑誌 学校と家庭　第１８号 小川国夫　収載

青島小学校の児童保護者会が発行した雑
誌。学校から保護者宛の報告や、児童の綴
方（作文・詩・短歌など）が掲載されている。
／小川国夫が尋常小学校２年１組の時の
作文「おもちつき」が掲載されており、小松
の家を訪れた時のことについて書かれてい
る。

青島小学校児童保護
者会

1936/02/11 52

11779 特別資料 雑誌 学校と家庭　第１９号 小川国夫　収載

青島小学校児童保護者会が発行した家庭
向けの雑誌。学校から保護者への報告や
児童の綴方（作文・詩・短歌など）が掲載さ
れている。／小川国夫が青島尋常小学校３
年３組の時の文「ぼくは鉛筆です」が掲載さ
れている。鉛筆の視点から自分の周囲を見
ている文章。半田先生が指導したと記され
ている。

志太郡青島小学校児
童保護者会

1936/08/22 59

16899 一般資料 雑誌
学校法人塚本学院　新聞
記事掲載記録集　第7号

不明　／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

平成10年4月～平成11年3月の「大阪芸術
大学」「浪速短期大学」「大阪美術専門学
校」の新聞記事をあつめたもの／第50回読
売新聞文学賞・受賞の7氏と作品－小説賞：
「ハシッシ・ギャング」小川国夫p108（大阪芸
術大学文芸学科元教授・平成11年2月1日・
『読売新聞』夕刊）、「読売文学賞の人1－小
説賞・小川国夫さん」p110（大阪芸術大学文
芸学科元教授・平成11年2月2日・『読売新
聞』夕刊）

不明 1999/00/00 132
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16900 一般資料 雑誌
学校法人塚本学院　新聞
記事掲載記録集　第8号

不明　／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

平成11年4月～平成12年3月の「大阪芸術
大学」「大阪芸術大学短期大学」「大阪美術
専門学校」の新聞記事をあつめたもの／
【文化消息】「大阪で地中海学会」－記念講
演『地中海を行く』小川国夫p40（大阪芸術
大学文芸学科教授・平成11年6月2日・『神
戸新聞』）、「芸術院賞－小川国夫さんら13
人」p184（大阪芸術大学文芸学科教授・平
成12年3月11日・『産経新聞』朝刊）、「芸術
院賞－日野啓三さんら13人」小川国夫p185
（大阪芸術大学文芸学科教授・平成12年3
月11日・『読売新聞』）

不明 2000/00/00 197

16793 一般資料 雑誌
合唱連盟虹の会　第10回
記念定期演奏会

浜中淳史　委員長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

1983年6月23日（木）昭和女子大学人見記
念講堂に於いて行われた合唱連盟虹の会
第10回　記念定期演奏会のパンフレット／
合同曲「歌垣」－「協力者として」小川国夫
p11（合同曲「歌垣」3章訳詩及び作詩：小川
国夫、作曲者：柴田南雄の曲目解説、プロ
フィール）

不明 不明 20

16794 一般資料 雑誌
合唱連盟虹の会　第10回
記念定期演奏会

浜中淳史　委員長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

1983年6月23日（木）昭和女子大学人見記
念講堂に於いて行われた合唱連盟虹の会
第10回　記念定期演奏会のパンフレット／
合同曲「歌垣」－「協力者として」小川国夫
p11（合同曲「歌垣」3章訳詩及び作詩：小川
国夫、作曲者：柴田南雄の曲目解説、プロ
フィール）

不明 不明 20
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

10609 一般資料 雑誌
岩礁　第10号　1972年10
月

小川国夫　研究／臼
井太衛　収載

臼井太衛詩集「わが風土圏」特集 第10号 岩礁社 1972/10/01 56

10608 一般資料 雑誌 岩礁　第9号　1972年5月
小川国夫　研究／臼
井太衛　収載

臼井太衛著：漏ろぞうと生えるぞう 第9号 岩礁社 1972/05/01 60

1275 一般資料 雑誌 樹　1979年夏　第2号
小高達雄　編集・発
行人／小川国夫　収
載

限定2000部　／特集：野見山暁治の「樹」／
「樹」の随想・詩・評論など／小川国夫「灰色
の群れ」p30…小川がフランス留学中に出
会った芸術家たちのことについて記してい
る。小川と野見山の出会いなど。

書房「樹」 1979/07/01 84

3508 一般資料 雑誌 樹　1979年夏　第2号
小高達雄　編集・発
行人／小川国夫　収
載

限定2000部　／特集：野見山暁治の「樹」／
「樹」の随想・詩・評論など／小川国夫「灰色
の群れ」p30…小川がフランス留学中に出
会った芸術家たちのことについて記してい
る。小川と野見山の出会いなど。

第1巻第2号 書房「樹」 1979/07/01 84

16911 一般資料 雑誌 樹　1979年夏　第2号
小高達雄　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

限定2000部　／特集：野見山暁治の「樹」／
「樹」の随想・詩・評論など／小川国夫「灰色
の群れ」p30…小川がフランス留学中に出
会った芸術家たちのことについて記してい
る。小川と野見山の出会いなど。

第2号 書房「樹」 1979/07/01 84

17248 一般資料 雑誌 樹　1979年夏　第2号
小高達雄　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

限定2000部／特集：野見山暁治の「樹」／
「樹」の随想・詩・評論など／小川国夫「灰色
の群れ」p30…小川がフランス留学中に出
会った芸術家たちのことについて記してい
る。小川と野見山の出会いなど。

書房「樹」 1979/07/01 84

1753 一般資料 雑誌 木　第4号
竹中郁　編／小川国
夫　研究

ルオー『キリスト』（油彩原色）、富士正晴：著
「不美術非随想」

第4号 梅田画廊 1970/01/01 27
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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4529 一般資料 雑誌
季刊　作品　第3号　1949
年春号

八木岡英治　編集兼
発行人／藤枝静男
研究

由起しげ子『本の話』初出誌。第21回（昭和
24年）芥川賞受賞作品。由起のこの作品と
藤枝静男の「イペリット眼」が芥川賞を競っ
た。

第3号 創芸社 1949/03/01 226

16772 一般資料 雑誌
季刊　散文芸術　第12号
1973年夏

西山安雄　編集発行
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

【座談会】「小川国夫を囲んで」小川国夫、
西川安雄、稲葉宗生、佐分利寛、柚木史子

第12号 散文芸術の会 1973/08/01 112

16773 一般資料 雑誌
季刊　散文芸術　第12号
1973年夏

西山安雄　編集発行
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

【座談会】「小川国夫を囲んで」小川国夫、
西川安雄、稲葉宗生、佐分利寛、柚木史子

第12号 散文芸術の会 1973/08/01 112

16484 一般資料 雑誌
季刊　書画の娯しみ　第
13号

金成博明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

心に刻まれた書画「浦上玉堂『平田山水
図』」小川国夫p1

可成屋 2001/09/01 40

16485 一般資料 雑誌
季刊　書画の娯しみ　第
13号

金成博明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

心に刻まれた書画「浦上玉堂『平田山水
図』」小川国夫p1

可成屋 2001/09/01 40

16486 一般資料 雑誌
季刊　書画の娯しみ　第
13号

金成博明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

心に刻まれた書画「浦上玉堂『平田山水
図』」小川国夫p1

可成屋 2001/09/01 40

16487 一般資料 雑誌
季刊　書画の娯しみ　第
13号

金成博明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

心に刻まれた書画「浦上玉堂『平田山水
図』」小川国夫p1

可成屋 2001/09/01 40

16488 一般資料 雑誌
季刊　書画の娯しみ　第
13号

金成博明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

心に刻まれた書画「浦上玉堂『平田山水
図』」小川国夫p1

可成屋 2001/09/01 40

16489 一般資料 雑誌
季刊　書画の娯しみ　第
13号

金成博明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

心に刻まれた書画「浦上玉堂『平田山水
図』」小川国夫p1

可成屋 2001/09/01 40

43



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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12669 一般資料 雑誌
季刊　審美　第11号
1969年12月

森川達也　編集者／
小川国夫　関連

裏表紙広告　小川国夫著「悠蔵が残したこ
と」、「アポロンの島」、「生のさ中に」（著者
写真あり）／〈評論〉諸田和治「闇へ－埴谷
雄高の一側面」／〈創作〉三枝和著「季節の
ない死」／第1回審美フロンティア賞発表－
当選作品なし

第11号 審美社 1969/12/05 126

851 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164

12671 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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12677 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164

12678 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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14203 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164

14204 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164
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種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

14205 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164

19315 一般資料 雑誌
季刊　審美　第13号
1971年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

〈対談〉諸田和治、森川達也「文学創造の秘
密7－小川国夫にきく」p61　内容：感覚の夜
明け、「不良」への傾斜、ことばともの、病気
と少年、旅と故郷、言葉へのファナティズ
ム、問い詰める性格、戦争の落とした影、一
つのターニング・ポイント、石を積み上げて
行く思想、思想と物との離ち難い結合、カフ
カとの対比のなかで、蟠踞と断定、二つの
フィクション／〈資料〉新井啓子編「小川国夫
年譜」p95　ほか

第13号 審美社 1971/05/25 164

12674 一般資料 雑誌
季刊　審美　第16号　終
刊号　1973年11月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

松原新一著「小川國夫覺書－『試みの岸』
を中心に」p58、小川国夫：著「愛の種族」
p154／総目次あり

第16号 審美社 1973/11/15 218

12679 一般資料 雑誌
季刊　審美　第16号　終
刊号　1973年11月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

松原新一著「小川國夫覺書－『試みの岸』
を中心に」p58、小川国夫：著「愛の種族」
p154／総目次あり

第16号 審美社 1973/11/15 218
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ペー
ジ数

14206 一般資料 雑誌
季刊　審美　第16号　終
刊号　1973年11月

森川達也　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

原新一著「小川國夫覺書－『試みの岸』を
中心に」p58、小川国夫：著「愛の種族」p154
／総目次あり

第16号 審美社 1973/11/15 218

5468 一般資料 雑誌
季刊　審美　第3号　1966
年7月

森川達也　編／小川
国夫　収載

小川国夫著「悠蔵が残したこと」（P69） 第3号 審美社 1966/07/15 138

12661 一般資料 雑誌
季刊　審美　第3号　1966
年7月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

〈創作〉小川国夫：著「悠蔵が残したこと」p69
／〈評論〉饗庭孝男「『生命』の理論批判－
伊藤整と奥野健男」／〈対談〉秋山駿、森川
達也「文学創造の秘密－埴谷雄高にきく」

第3号 審美社 1966/07/15 138

12675 一般資料 雑誌
季刊　審美　第3号　1966
年7月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載

〈創作〉小川国夫：著「悠蔵が残したこと」p69
／〈評論〉饗庭孝男「『生命』の理論批判－
伊藤整と奥野健男」／〈対談〉秋山駿、森川
達也「文学創造の秘密－埴谷雄高にきく」

第3号 審美社 1966/07/15 138

14202 一般資料 雑誌
季刊　審美　第3号　1966
年7月

森川達也　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈創作〉小川国夫：著「悠蔵が残したこと」p69
／〈評論〉饗庭孝男「『生命』の理論批判－
伊藤整と奥野健男」／〈対談〉秋山駿、森川
達也「文学創造の秘密－埴谷雄高にきく」

第3号 審美社 1966/07/15 138

12664 一般資料 雑誌
季刊　審美　第6号　1967
年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　関連

裏表紙広告　小川国夫著「アポロンの島」島
尾敏雄、本多秋五：評あり、「生のさなかに」
／〈評論〉饗庭孝男「島尾敏雄論」／〈対談〉
松原新一、森川達也「文学創造の秘密（3）
－島尾敏雄にきく」p91に小川国夫に関する
記述（「アポロンの島」など）あり　ほか

第6号 審美社 1967/05/31 167
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12676 一般資料 雑誌
季刊　審美　第6号　1967
年5月

森川達也　編集者／
小川国夫　関連

裏表紙広告　小川国夫著「アポロンの島」島
尾敏雄、本多秋五：評あり、「生のさなかに」
／〈評論〉饗庭孝男「島尾敏雄論」／〈対談〉
松原新一、森川達也「文学創造の秘密（3）
－島尾敏雄にきく」p91に小川国夫に関する
記述（「アポロンの島」など）あり　ほか

第6号 審美社 1967/05/31 167

14742 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年6月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第6回】「シベリア鉄道」
進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本
文芸家協会から三人の作家が派遣されると
いうことで、昭和48年は小川国夫・田久保英
夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：
『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑賞〉大野
林火

第14巻第6号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/06/10 80

18300 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年12月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　／
小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第24回】「さらばモスク
ワ」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で
日本文芸家協会から三人の作家が派遣さ
れるということで、昭和48年は小川国夫・田
久保英夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の
随筆：『七色の風船』収録）p26

第15巻第11号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/11/10 80

7579 一般資料 雑誌
季刊　自動車労連　第20
号　1967年

赤木省三　編集兼発
行人／小川国夫　蔵
書

日本自動車産業労働組合員による雑誌／
山本恵一郎：著「葦の病葉」（小説）　ほか

第20号
日本自動車産業労働
組合連合会

1967/02/15 92

14320 一般資料 雑誌 季刊　知識　第25号
中屋健一　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【作家訪問7】小川国夫氏に聞く－「小説家と
夢の世界」聞き手：大原泰恵p238

第25号
世界平和教授アカデ
ミー

1982/01/01 252

14321 一般資料 雑誌 季刊　知識　第25号
中屋健一　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【作家訪問7】小川国夫氏に聞く－「小説家と
夢の世界」聞き手：大原泰恵p238

第25号
世界平和教授アカデ
ミー

1982/01/01 252
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14652 一般資料 雑誌
季刊　日本自身　春季号
昭和52年

大森和喜　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

日本人と旅／「失われた旅」小川国夫p64 第1巻第3号 日本自身社 1977/03/25 136

12797 一般資料 雑誌
季刊　仏教　NO.14　1991
年1月

藤原成一　編集人／
小川国夫　関連

司修著「装丁紀行－夢合わせ」p9：小川国
夫についての記述あり

NO.14 法藏館 1991/01/15 188

1483 一般資料 雑誌
季刊　仏教　NO.21　1992
年10月

藤原成一　編集人／
小川国夫　関連

司修著「装丁紀行－瓜二つ」p19：小川国夫
についての記述あり

NO.21 法藏館 1992/10/15 204

12798 一般資料 雑誌
季刊　仏教　NO.21　1992
年10月

藤原成一　編集人／
小川国夫　関連

司修著「装丁紀行－瓜二つ」p19：小川国夫
についての記述あり

NO.21 法藏館 1992/10/15 204

19545 一般資料 雑誌
季刊　仏教　NO.14　1991
年1月

藤原成一　編集／小
川国夫　関連

司修著「装丁紀行－夢合わせ」p9：小川国
夫についての記述あり

NO.14 法藏館 1991/01/15 188

1716 一般資料 雑誌
季刊　文学　1990年　第1
巻第2号　春

星野紘一郎　編集者
／小川国夫　収載

【文学のひろば】小川国夫：著「清盛と重盛」
p106

第1巻第2号 岩波書店 1990/04/10 200

14186 一般資料 雑誌 季刊　文学　1990年春
星野紘一郎　編集者
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

【文学のひ・ろ・ば】「清盛と重盛」小川国夫
p106

第1巻第2号 岩波書店 1990/04/10 203

14187 一般資料 雑誌 季刊　文学　1990年春
星野紘一郎　編集者
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

【文学のひ・ろ・ば】「清盛と重盛」小川国夫
p106

第1巻第2号 岩波書店 1990/04/10 203

41 一般資料 雑誌
季刊　文学的立場　第7号
1972年7月

小田切秀雄　編集者
／小川国夫　関連

戦後文学の批判的継承をめざす季刊文芸
評論誌／〈書評〉鈴木斌：著「新鋭作家叢書
－『小川国夫集』」p109／〈特集〉戦後文学
の新しい地平

第7号 日本近代文学研究所 1972/07/25 184

16912 一般資料 雑誌
季刊　文学的立場　第7号
1972年7月

小田切秀雄　編集者
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

戦後文学の批判的継承をめざす季刊文芸
評論誌／〈書評〉鈴木斌：著「新鋭作家叢書
－『小川国夫集』」p109／〈特集〉戦後文学
の新しい地平

第7号 日本近代文学研究所 1972/07/25 184

889 一般資料 雑誌
季刊　文学的立場　第8号
1973年4月

小田切秀雄　編集者
／小川国夫　関連

戦後文学の批判的継承をめざす季刊文芸
評論誌／西田勝：著「『試みの岸』論」p83／
〈特集〉現代文学の転換へ

第8号 日本近代文学研究所 1973/04/20 208
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858 一般資料 雑誌
季刊　茫　第1号　1970年
7月

高田欣一　編集／小
川国夫　関連

季刊文芸同人誌／〈評論〉高田欣一：著「眼
の恥－小川国夫論」p4

第1号 茫の会 1970/07/01 160

2311 一般資料 雑誌
季刊　茫　第1号　1970年
7月

高田欣一　編集／小
川国夫　関連

季刊文芸同人誌／〈評論〉高田欣一：著「眼
の恥－小川国夫論」p4

第1号 茫の会 1970/07/01 160

12593 一般資料 雑誌
季刊　茫　第1号　1970年
7月

高田欣一　編集／小
川国夫　関連

季刊文芸同人誌／〈評論〉高田欣一：著「眼
の恥－小川国夫論」p4

第1号 茫の会 1970/07/01 160

16662 一般資料 雑誌
季刊　茫　第1号　1970年
7月

高田欣一　編集／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

季刊文芸同人誌／〈評論〉高田欣一：著「眼
の恥－小川国夫論」p4

第1号 茫の会 1970/07/01 160

19436 一般資料 雑誌 季刊　湯川　1977　vol.2
加川邦章　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

表紙：平野遼（小川国夫『花深き』の挿絵よ
り）／巻末：刊行案内　小川国夫「花深き」

第1巻第2号 湯川書房 1977/04/00 66

2184 一般資料 雑誌
季刊　リテレール　第15号
1996年春号

今裕子　編集・発行
人／藤枝静男　収載

特集・寺田博責任編集「短篇」　藤枝静男：
著「盆切り」p178

第15号 メタローグ 1996/05/01 283

12826 一般資料 雑誌
季刊　リテレール　第15号
1996年春号

今裕子　編集・発行
人／藤枝静男　収載

特集・寺田博責任編集「短篇」　藤枝静男：
著「盆切り」p178

第15号 メタローグ 1996/05/01 283

4776 一般資料 雑誌
季刊アーガマ　1996
SPRING

坂元茂美　編集人／
小川国夫　研究

特集：珠玉の文学「梶井基次郎　その世界」
／梶井基次郎の名が小川国夫「悲しみの
港」に登場するため。

№138 阿含宗出版社 1996/05/20 275

532 一般資料 雑誌
季刊芸術　1968年夏　第6
号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

〈創作〉藤枝静男：著「天女御座」p196／池
田満寿夫「手の意味」（口絵）／〈芸術の窓
文学　日本・現代の小説〉磯田光一：著「昭
和十年代作家の回帰－伊藤整『変容』」　ほ
か

第2巻第3号 季刊芸術出版 1968/07/01 248

5893 一般資料 雑誌
季刊芸術　1968年夏　第6
号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

〈創作〉藤枝静男：著「天女御座」p196／池
田満寿夫「手の意味」（口絵）／〈芸術の窓
文学　日本・現代の小説〉磯田光一：著「昭
和十年代作家の回帰－伊藤整『変容』」　ほ
か

第2巻第3号 季刊芸術出版 1968/07/01 248
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6078 一般資料 雑誌
季刊芸術　1970年秋　第
15号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　関連

〈新著縦覧〉　書評－藤枝静男：著『欣求浄
土』p229

第4巻第4号 季刊芸術出版 1970/10/01 256

6100 一般資料 雑誌
季刊芸術　1970年秋　第
15号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　関連

〈新著縦覧〉　書評－藤枝静男：著『欣求浄
土』p229／〈対談〉大岡昇平、古山高麗雄
「戦争と文学」

第4巻第4号 季刊芸術出版 1970/10/01 256

533 一般資料 雑誌
季刊芸術　1971年春　第
17号

古山高麗雄　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

藤枝静男：著「紀行・モスクワの少し南」p80
／饗庭孝男：評「文芸季評　1月号～3月号」
p18：小川国夫、古井由吉対談（文芸・1月
号）p19：藤枝静男著『キエフの海』について
の記述あり

第5巻第2号 季刊芸術出版 1971/04/01 232

1110 一般資料 雑誌
季刊芸術　1971年春　第
17号

古山高麗雄　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

藤枝静男：著「紀行・モスクワの少し南」p80
／饗庭孝男：評「文芸季評　1月号～3月号」
p18：小川国夫、古井由吉対談（文芸・1月
号）p19：藤枝静男著『キエフの海』について
の記述あり

第5巻第2号 季刊芸術出版 1971/04/01 232

4604 一般資料 雑誌
季刊芸術　1971年春　第
17号

古山高麗雄　著／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「紀行・モスクワの少し南」p80
／饗庭孝男：評「文芸季評　1月号～3月号」
p18：小川国夫、古井由吉対談（文芸・1月
号）p19：藤枝静男著『キエフの海』について
の記述あり<BR>

No.17 講談社 1971/04/01 232

12588 一般資料 雑誌
季刊芸術　1971年冬　第
16号

古山高麗雄　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

桶谷秀昭：評「文芸季評　10月号～12月号」
p17：藤枝静男著『接吻』（文芸・11月号）、
p18：小川国夫著『試みの岸』（文芸10月号）
についての記述あり

第5巻第1号 季刊芸術出版 1971/01/01 236
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6020 一般資料 雑誌
季刊芸術　1972年春　第
21号

古山高麗雄　編集人
／小川国夫　関連

高橋英夫：評「文芸季評　1月号～3月号」
p18-21：小川国夫著『静南村』（文芸・3月
号）、『試みの岸』『黒馬に新しい日を』につ
いて／高階秀爾：著「『白樺』と近代美術
続・日本近代美術史ノート3」

第6巻第2号 季刊芸術出版 1972/04/01 242

535 一般資料 雑誌
季刊芸術　1973年秋　第
27号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「疎遠の友」p228 第7巻第4号 季刊芸術出版 1973/010/01 242

12589 一般資料 雑誌
季刊芸術　1973年秋　第
27号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「疎遠の友」p228 第7巻第4号 季刊芸術出版 1973/010/01 242

4462 一般資料 雑誌
季刊芸術　1973年秋　第
27号

古山高麗雄　著／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「疎遠の友」p228 No.27 講談社 1973/10/01 242

534 一般資料 雑誌
季刊芸術　1973年春　第
25号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

〈随筆〉藤枝静男：著「孫引き一つ－二人の
愛国無関係者」p108

第7巻第2号 季刊芸術出版 1973/04/01 248

6015 一般資料 雑誌
季刊芸術　1973年春　第
25号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

〈随筆〉藤枝静男：著「孫引き一つ－二人の
愛国無関係者」p108

第7巻第2号 季刊芸術出版 1973/04/01 248

536 一般資料 雑誌
季刊芸術　1975年春　第
33号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「しもやけ・あかぎれ・ひび・飛
行機」p224（蛤の貝に入った売薬の真黒い
練り薬：きつねの膏薬か）

第9巻第2号 季刊芸術出版 1975/04/01 232

6016 一般資料 雑誌
季刊芸術　1975年春　第
33号

古山高麗雄　編集人
／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「しもやけ・あかぎれ・ひび・飛
行機」p224（蛤の貝に入った売薬の真黒い
練り薬：きつねの膏薬か）

第9巻第2号 季刊芸術出版 1975/04/01 232

16614 一般資料 雑誌
季刊書評　第4号　1980年
夏季号

小宮彰　ほか編集／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

特集　美術・芸術論／「小川国夫著『ゴッホ』
－麦畑の生と死」小川敏栄p12

第4号 季刊書評編集委員会 1980/06/01 66
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696 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　第5号
1977年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉丹羽正編『小川国夫の手紙1951－
1970』　書誌担当：武田友寿p326／〈特集〉
三浦綾子の信仰と文学／文学シンポジウム
5－饗庭孝男、桶谷秀昭、武田友寿、吉本
隆明、佐藤泰正「太宰治と聖書」、文学シン
ポジウム6－大岡信、吉田凞生、饗庭孝男、
佐藤泰正「近代詩の遺産」

第5号 聖文舎 1977/10/01 332

5927 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　第5号
1977年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉丹羽正編『小川国夫の手紙1951－
1970』　書誌担当：武田友寿p326／〈特集〉
三浦綾子の信仰と文学／文学シンポジウム
5－饗庭孝男、桶谷秀昭、武田友寿、吉本
隆明、佐藤泰正「太宰治と聖書」、文学シン
ポジウム6－大岡信、吉田凞生、饗庭孝男、
佐藤泰正「近代詩の遺産」

第5号 聖文舎 1977/10/01 332

14738 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　第5号
1977年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈書評〉丹羽正編『小川国夫の手紙1951－
1970』　書誌担当：武田友寿p326／〈特集〉
三浦綾子の信仰と文学／文学シンポジウム
5－饗庭孝男、桶谷秀昭、武田友寿、吉本
隆明、佐藤泰正「太宰治と聖書」、文学シン
ポジウム6－大岡信、吉田凞生、饗庭孝男、
佐藤泰正「近代詩の遺産」

第5号 聖文舎 1977/10/01 332
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3564 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　創刊号
1976年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連

小川国夫特集／グラフ「想」P7-12　小川国
夫の写真5点（昭和51年5月9日　藤枝にて
杉全泰：撮影）　／特集：「小川国夫へのア
プローチ」　上総英郎「風土の内なる混沌」、
高橋英夫「アシニリロムゾとは誰か？」、遠
丸立「調和への軌跡」、森川達也「＜神＞と
＜言葉＞」、利沢行夫「愛のかたち―小川
国夫における女性像」　P13-67／広石廉二
「『小川国夫作品集第一巻』書評」P248-249

創刊号 聖文舎 1976/10/01 252

4412 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　創刊号
1976年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連

小川国夫特集／グラフ「想」P7-12　小川国
夫の写真5点（昭和51年5月9日　藤枝にて
杉全泰：撮影）　／特集：「小川国夫へのア
プローチ」　上総英郎「風土の内なる混沌」、
高橋英夫「アシニリロムゾとは誰か？」、遠
丸立「調和への軌跡」、森川達也「＜神＞と
＜言葉＞」、利沢行夫「愛のかたち―小川
国夫における女性像」　P13-67／広石廉二
「『小川国夫作品集第一巻』書評」P248-249

聖文舎 1976/10/01 252
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4611 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　創刊号
1976年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連

小川国夫特集／グラフ「想」P7-12　小川国
夫の写真5点（昭和51年5月9日　藤枝にて
杉全泰：撮影）　／特集：「小川国夫へのア
プローチ」　上総英郎「風土の内なる混沌」、
高橋英夫「アシニリロムゾとは誰か？」、遠
丸立「調和への軌跡」、森川達也「＜神＞と
＜言葉＞」、利沢行夫「愛のかたち―小川
国夫における女性像」　P13-67／広石廉二
「『小川国夫作品集第一巻』書評」P248-249

聖文舎 1976/10/01 252

14734 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　創刊号
1976年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

目次、巻頭写真ページ以降白紙／小川国
夫特集／グラフ「想」P7-12　小川国夫の写
真5点（昭和51年5月9日　藤枝にて　杉全
泰：撮影）　／特集：「小川国夫へのアプロー
チ」　上総英郎「風土の内なる混沌」、高橋
英夫「アシニリロムゾとは誰か？」、遠丸立
「調和への軌跡」、森川達也「＜神＞と＜言
葉＞」、利沢行夫「愛のかたち―小川国夫
における女性像」　P13-67／広石廉二「『小
川国夫作品集第一巻』書評」P248-249

創刊号 聖文舎 1976/10/01 252
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14735 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　創刊号
1976年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

小川国夫特集／グラフ「想」P7-12　小川国
夫の写真5点（昭和51年5月9日　藤枝にて
杉全泰：撮影）　／特集：「小川国夫へのア
プローチ」　上総英郎「風土の内なる混沌」、
高橋英夫「アシニリロムゾとは誰か？」、遠
丸立「調和への軌跡」、森川達也「＜神＞と
＜言葉＞」、利沢行夫「愛のかたち―小川
国夫における女性像」　P13-67／広石廉二
「『小川国夫作品集第一巻』書評」P248-249

創刊号 聖文舎 1976/10/01 252

14736 一般資料 雑誌
季刊創造　秋　創刊号
1976年10月

武田友寿　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

小川国夫特集／グラフ「想」P7-12　小川国
夫の写真5点（昭和51年5月9日　藤枝にて
杉全泰：撮影）　／特集：「小川国夫へのア
プローチ」　上総英郎「風土の内なる混沌」、
高橋英夫「アシニリロムゾとは誰か？」、遠
丸立「調和への軌跡」、森川達也「＜神＞と
＜言葉＞」、利沢行夫「愛のかたち―小川
国夫における女性像」　P13-67／広石廉二
「『小川国夫作品集第一巻』書評」P248-249

創刊号 聖文舎 1976/10/01 252

695 一般資料 雑誌
季刊創造　春　第3号
1977年4月

武田友寿　編集人／
小川国夫　収載

〈創作〉小川国夫：著「風の中の動悸」p130
／〈特集〉遠藤周作－人と文学／文学シン
ポジウム3－饗庭孝男、桶谷秀昭、武田友
寿、吉本隆明、佐藤泰正「小林秀雄をめぐっ
て」

第3号 聖文舎 1977/04/01 260
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12592 一般資料 雑誌
季刊創造　春　第3号
1977年4月

武田友寿　編集人／
小川国夫　収載

〈創作〉小川国夫：著「風の中の動悸」p130
／〈特集〉遠藤周作－人と文学／文学シン
ポジウム3－饗庭孝男、桶谷秀昭、武田友
寿、吉本隆明、佐藤泰正「小林秀雄をめぐっ
て」

第3号 聖文舎 1977/04/01 260

14737 一般資料 雑誌
季刊創造　春　第3号
1977年4月

武田友寿　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈創作〉小川国夫：著「風の中の動悸」p130
／〈特集〉遠藤周作－人と文学／文学シン
ポジウム3－饗庭孝男、桶谷秀昭、武田友
寿、吉本隆明、佐藤泰正「小林秀雄をめぐっ
て」

第3号 聖文舎 1977/04/01 260

14570 一般資料 雑誌
季刊短歌雑誌　うた　第
37号　1987年1月号

玉城徹　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

玉城徹主宰　10周年記念特号／〈対談〉小
川国夫・玉城徹「生命の形式」参加：高嶋健
一・上田治史　内容：鳥の話、造語と形式、
逸民の問題、自然から学ぶ、小さなる軌跡、
妖怪の素質、散文と短歌、祖先帰り、個人を
超えたもの、蒸しかえし花は非在（昭和61年
10月29日・愛鷹山中腹　上田氏邸にて）p84

第10巻第1号 「うた」短歌会 1987/01/01 148

14571 一般資料 雑誌
季刊短歌雑誌　うた　第
37号　1987年1月号

玉城徹　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

玉城徹主宰　10周年記念特号／〈対談〉小
川国夫・玉城徹「生命の形式」参加：高嶋健
一・上田治史　内容：鳥の話、造語と形式、
逸民の問題、自然から学ぶ、小さなる軌跡、
妖怪の素質、散文と短歌、祖先帰り、個人を
超えたもの、蒸しかえし花は非在（昭和61年
10月29日・愛鷹山中腹　上田氏邸にて）p84

第10巻第1号 「うた」短歌会 1987/01/01 148
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12508 一般資料 雑誌
季刊文科　第４１号　２００
８年７月

百瀬精一　発行人／
小川国夫　収載

〈名作再見〉小川国夫：著「東海のほとり」
p86／〈回想エッセイ〉中沢けい：著「小川さ
んと白いマフラー」p100／編集委員：秋山
駿、大河内昭爾、勝又浩、津村節子、松本
徹、松本道介

第４１号 鳥影社 2008/07/31 145

5532 一般資料 雑誌 季刊湯川　1977　vol.1 小川国夫　収載 小川国夫エッセイ：「曲玉」（P25） vol.1 湯川書房 1977/01/00 66

16611 一般資料 雑誌 季刊湯川　1977　vol.1
加川邦章　編集兼発
行／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫エッセイ：「曲玉」（P25） vol.1 湯川書房 1977/01/00 66

11597 一般資料 雑誌 寄港　第２号
下窪俊哉　編集人／
小川国夫　蔵書

題字：小川国夫／大阪芸術大学文芸学科
卒業生の同人雑誌

寄港編集部 2003/12/25 129

11598 一般資料 雑誌 寄港　第３号
下窪俊哉　編集人／
小川国夫　蔵書

題字：小川国夫／編集後記に小川国夫につ
いての記述あり／大阪芸術大学文芸学科
卒業生の同人雑誌

寄港編集部 2004/08/15 142

2427 一般資料 雑誌
きゃらばん　第30号　平成
5年　盛夏

庄司肇　編集発行責
任者／藤枝静男　関
連

むかしむかしの小説集／小説集　その1－
白い時間、海の足音、転落、雨の日に、死
んだ港、なにもしない、世間ばなし、渦紋／
いま・そして・むかしp196：藤枝静男が亡く
なった話など

第30号 きゃらばんの会 1993/08/15 200

2428 一般資料 雑誌
きゃらばん　第32号　平成
6年　春

庄司肇　編集発行責
任者／藤枝静男　関
連

庄司肇ひとり雑誌／〈本を読む会〉の栞集－
庄司肇著「藤枝静男」（平成元年6月・しおり
12）p83／吉田知子を読む（2）

第32号 きゃらばんの会 1994/03/01 176

765 一般資料 雑誌
きゃらばん　第36号　平成
7年　秋

庄司肇　編集発行責
任者／小川国夫　関
連

庄司肇ひとり雑誌／小川国夫を読む
「『黙っているお袋』からの出発」p106、「閑
話・少々」p133、〈断片〉「きゃらばん文庫」の
ことp135、「『跳躍台』をめぐって」p141

第35号 きゃらばんの会 1995/11/01 152
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12594 一般資料 雑誌
きゃらばん　第38号　平成
8年　夏

庄司肇　編集発行責
任者／小川国夫　関
連

庄司肇ひとり雑誌／私小説流文学論／庄
司肇著「小川国夫を読む（その2）p109

第38号 きゃらばんの会 1996/07/07 189

7542 一般資料 雑誌
きゃらばん　第50号　平成
12年　秋

庄司肇　著／藤枝静
男　関連

庄司肇ひとり雑誌／「山梨のマリリンモン
ロー」／p164～180／評論風に　「藤枝静男
について」　他誌へ寄稿した短文、手紙の再
掲

きゃらばんの会 2000/10/01 224

16802 一般資料 雑誌 饗宴　第10号　1983年夏
高橋睦郎　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

鷲巣繁男追悼／「弔詞」小川国夫p11（初め
て会った時のことなど）<BR>

第10号 書肆林檎屋 1983/06/25 108

19255 一般資料 雑誌 饗宴　第10号　1983年・夏
高橋睦郎　編集者／
小川国夫　収載

鷲巣繁男追悼／「弔詞」小川国夫p11（初め
て会った時のことなど）／年譜

第10号 書肆林檎屋 1983/06/25 108

14353 一般資料 雑誌
キリスト教文学研究　第
15号　1998年

『キリスト教文学研
究』編集委員会　編
集者／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

「小川国夫『或る聖書』私論」山形和美p10、
「小川国夫『或る聖書』の世界－作品の構
造」勝呂奏p21、「小川国夫『ある聖書』と『王
歌』」西谷博之p33

第15号 日本キリスト教文学会 1998/05/08 210

18047 一般資料 雑誌
キリスト教文学研究　第6
号　1989

「キリスト教文学研
究」編集委員会　編
集者／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【特集】1988年度全国大会　講演：現代日本
文学とキリスト教－太宰『桜桃』・椎名『自由
の彼方で』・小川『或る聖書』など－遠藤祐
p37、シンポジウム：宗教と文学－その〈二
律相関〉ということ　『或る聖書』の構造－山
形和美p72、『或る聖書』の視界－斎藤和明
p76

日本キリスト教文学会
事務局

1989/10/10 98

3675 一般資料 雑誌
近代文学　１９５３年１０月
号　1953.No.76

埴谷雄高　編／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載

小川国夫「東海のほとり」収録。フランス留
学前の文芸活動として重要／藤枝静男：著
「鷺」p95

第８巻第１０号 近代文學社 1953/06/16 152

3648 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２２年９月
号　1947.No.13

本多秋五　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男処女作「路」p40 第2巻第6号 八雲書店 1947/09/01 64

11267 一般資料 雑誌
近代文学　１９４９年３月
号

本多秋五　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「イペリット眼」p54 第４巻第３号 近代文學社 1949/03/01 80
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4854 一般資料 雑誌
近代文学　昭和26年12月
号

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　研
究／小川国夫　研究

現代作家論：椎名麟三論、堀田善衛論／島
尾敏雄「田舎振り」、高橋幸雄「天災人災」、
中薗英助「不在」ほか

第54号 近代文学社 1951/12/01 96

8632 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２５年８月
号

本多秋五　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男「龍の昇天と河童の墜落」／川端
康成「『文芸時代』創刊当時」／伊藤整「新
興芸術派と新心理主義文学」ほか

第５巻第７号 近代文学社 1950/08/01 116

11266 一般資料 雑誌
近代文学　１９５３年１０月
号　1953.No.76

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載

小川国夫「東海のほとり」収録。フランス留
学前の文芸活動として重要／藤枝静男：著
「鷺」p95

第８巻第１０号 近代文學社 1953/10/01 152

19258 一般資料 雑誌
近代文学　昭和29年5月
号　1954.No.82

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「動員時代」p76収録。フランス留
学前の文芸活動として重要。

第9巻第5号 近代文学社 1954/05/01 106

19259 一般資料 雑誌
近代文学　昭和37年3月
号　1962.No.164

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

「去年の雪」小川国夫：著p56／第３回　近
代文学賞（昭和３６年度）発表p48　「近代文
学賞」設定について－特志家Ｆ氏（藤枝静
男のこと）／清水信「作家論」シリーズ／ほ
か

第17巻第3号 近代文学社 1962/03/01 113

3663 一般資料 雑誌
近代文学　１９４９年３月
号

本多秋五　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男「イペリット眼」収載 第４巻第３号 近代文学社 1949/03/1 80

16615 一般資料 雑誌
近代文学研究　8号　1974
年8月

玉木金男　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「『或る聖書』について」勝又浩p37 8号 日本近代文学研究会 1974/08/00 96

16616 一般資料 雑誌
近代文学研究　8号　1974
年8月

玉木金男　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「『或る聖書』について」勝又浩p37 8号 日本近代文学研究会 1974/08/00 96

11856 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２２年９月
号　1947.No.13

本多秋五　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男処女作「路」p40 第２巻第６号 八雲書店 1947/09/01 64

3665 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２４年１２
月号　1949.No.38

本多秋五　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈作品〉「家族歴」藤枝静男p50 第４巻第１２号 近代文学社 1949/12/01 80

4608 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２４年１２
月号　1949.No.38

本多秋五　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈作品〉「家族歴」藤枝静男p50 第４巻第１２号 近代文学社 1949/12/01 80
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2790 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２７年３月
号　1952.No.56（57）

不明　／藤枝静男
収載

『空気頭』藤枝静男p58 第７巻第３号 近代文学社 1952/03/01 104

3670 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２７年３月
号　1952.No.56（57）

不明　／藤枝静男
収載

『空気頭』藤枝静男p58 第７巻第３号 近代文学社 1952/03/01 104

3673 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２８年１月
号　1953.No.67

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『文平と卓と撲』藤枝静男p44 第８巻第１号 近代文学社 1953/01/01 150

3676 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２８年１２
月号　1953.No.77

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

「文芸時評」平野謙、本多秋五、荒正人、
佐々木基一　書評：小川国夫『東海のほと
り』p95

第８巻第１１号 近代文学社 1953/12/01 96

11264 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２８年１２
月号　1953.No.77

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

「文芸時評」平野謙、本多秋五、荒正人、
佐々木基一　書評：小川国夫『東海のほと
り』p95

第８巻第１１号 近代文学社 1953/12/01 96

3674 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２８年３月
号　1953.No.69

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『娘の犬』藤枝静男p75 第８巻第３号 近代文学社 1953/03/01 97

3775 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２９年１０
月号　1954.No.87

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『志賀直哉と夢』藤枝静男：著p104 第９巻第１０号 近代文学社 1954/10/01 108

2728 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２９年５月
号　1954.No.82

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「動員時代」p76収録。フランス留
学前の文芸活動として重要。

第９巻第５号 近代文学社 1954/05/01 106

3681 一般資料 雑誌
近代文学　１９５４年５月
号　1954.No.82

埴谷雄高　編／小川
国夫　収載

小川国夫「動員時代」p76収録。フランス留
学前の文芸活動として重要。

第９巻第５号 近代文學社 1954/05/01 106

11872 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２９年５月
号　1954.No.82

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「動員時代」p76収録。フランス留
学前の文芸活動として重要。

第９巻第５号 近代文学社 1954/05/01 106

3682 一般資料 雑誌
近代文学　昭和２９年８月
号　1954.No.85

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『古大津繪－瀧井孝作』藤枝静男：著p57 第９巻第８号 近代文学社 1954/08/01 89

3694 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３０年１１
月号　1955.No.100

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

百号記念特大号／『瘠我慢の説』藤枝静
男：著p172／「『近代文学』創刊まで」埴谷雄
高／〈座談会〉「今後十年を語る」／〈特集〉
「『近代文学』百号記念に寄す」／「近代文
学」既刊号目次（創刊号－３０号）／ほか

第１０巻第１１
号

近代文学社 1955/11/01 192
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3695 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３０年１１
月号　1955.No.100

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

百号記念特大号／『瘠我慢の説』藤枝静
男：著p172／「『近代文学』創刊まで」埴谷雄
高／〈座談会〉「今後十年を語る」／〈特集〉
「『近代文学』百号記念に寄す」／「近代文
学」既刊号目次（創刊号－３０号）／ほか

第１０巻第１１
号

近代文学社 1955/11/01 192

1659 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３１年１２
月号　1956.No.113

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『犬の血』藤枝静男：著p52
第１１巻第１２
号

近代文学社 1956/12/01 121

3709 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３２年７月
特別号　1957.No.117

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『尾崎一雄氏との初対面』藤枝静男：著p57 第１２巻第４号 近代文学社 1957/07/01 80

11879 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３２年７月
特別号　1957.No.117

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『尾崎一雄氏との初対面』藤枝静男：著p57 第１２巻第４号 近代文学社 1957/07/01 80

7568 特別資料 雑誌
近代文学　昭和３２年９月
号　1957.No.119

埴谷雄高　編／小川
国夫　関連

中田耕治「レオナルドの問題」、大江健三郎
「石膏マスク」　ほか／小川国夫がこの雑誌
を参考にして同人誌「青銅時代」を創刊した
と思われる書き込みあり。小川文学の貴重
資料。

第１２巻第６号 近代文学社 1957/09/01 80

3715 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３３年１１
月号　1958.No.125

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

『闇の力』小川国夫：著p77 第１３巻第５号 近代文学社 1958/11/01 100
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2090 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３５年７月
号　1960.No.145

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

近代文学賞（昭和３４年度）発表p42　吉本
隆明「アクシスの問題」（４月号）　「転向ファ
シストの詭辯」（９月号）「近代文学賞」設定
について－特志家Ｆ氏（藤枝静男のこと）／
〈座談会〉「戦後文学の批判と確認（６）　武
田泰淳－その仕事と人間（上）」司会：佐々
木基一　竹内好、堀田善衛、小野忍、江藤
淳、奥野健男、開高健、斎藤秋男、埴谷雄
高、本多秋五／〈アナキズム特集〉「アナキ
ズムの自由観」大澤正道　「日本のアナキ
ズム」秋山清　「クロポトキン－晩年と思想
（１）」長谷川進／〈創作特集〉「体の中のオ
ルゴオル－オルゴオル太郎の生涯」小澤信
雄　「宏子と三つの短篇」立原正秋／ほか
表紙：久保田九一　カット：古田千鶴子

第１５巻第７号 近代文学社 1960/07/01 140
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3734 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３５年７月
号　1960.No.145

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

近代文学賞（昭和３４年度）発表p42　吉本
隆明「アクシスの問題」（４月号）　「転向ファ
シストの詭辯」（９月号）「近代文学賞」設定
について－特志家Ｆ氏（藤枝静男のこと）／
〈座談会〉「戦後文学の批判と確認（６）　武
田泰淳－その仕事と人間（上）」司会：佐々
木基一　竹内好、堀田善衛、小野忍、江藤
淳、奥野健男、開高健、斎藤秋男、埴谷雄
高、本多秋五／〈アナキズム特集〉「アナキ
ズムの自由観」大澤正道　「日本のアナキ
ズム」秋山清　「クロポトキン－晩年と思想
（１）」長谷川進／〈創作特集〉「体の中のオ
ルゴオル－オルゴオル太郎の生涯」小澤信
雄　「宏子と三つの短篇」立原正秋／ほか
表紙：久保田九一　カット：古田千鶴子

第１５巻第７号 近代文学社 1960/07/01 140

3750 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年１０
月号　1961.No.160

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

「藤枝静男論（当世文人気質１３）」清水信
p15

第１６巻第１０
号

近代文学社 1961/10/01 104

11881 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年１０
月号　1961.No.160

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

「藤枝静男論（当世文人気質１３）」清水信
p15

第１６巻第１０
号

近代文学社 1961/10/01 104

11882 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年１０
月号　1961.No.160

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

「藤枝静男論（当世文人気質１３）」清水信
p15

第１６巻第１０
号

近代文学社 1961/10/01 104

65



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16673 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年１
１・１２月合併号
1961.No.161

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　蔵
書

「小説への『回帰』－小説に関するノート２」
辻邦生　「野間宏論（当世文人気質１４）」清
水信／「ささやかな訂正」平野謙／「鼎談・
文芸時評１－１０月号の作品から」本多秋
五、埴谷雄高、平野謙　「鼎談・文芸時評１
－１１月号の作品から」埴谷雄高、佐々木基
一、山室静／ほか

第１６巻第１１
号

近代文学社 1961/11/01 100

3740 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年２月
号　1961.No.152

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

第２回　近代文学賞（昭和３５年度）発表p24
立原正秋「八月の午後」その他の短篇　草
部和子「硝子の広場」　「近代文学賞」設定
について－特志家Ｆ氏（藤枝静男のこと）か
ら年間５万円提出の申し出により昨年より
設定／〈座談会〉「戦後文学の批判と確認
（８）　堀田善衛－その仕事と人間（上）」中
村眞一郎、白井浩司、鮎川信夫、本多秋
五、山室静、埴谷雄高／「鼎談・文学時評」
荒正人、埴谷雄高、佐々木基一／〈特集・黒
人文学〉橋本福夫、板津由基郷、大橋健三
郎、ジーン・トゥマー　木島始：訳／ほか

第１６巻第２号 近代文学社 1961/02/01 100

3741 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年３月
号　1961.No.153

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈わが交友記〉『平野と本多』藤枝静男p80 第１６巻第３号 近代文学社 1961/03/01 104

3742 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年３月
号　1961.No.153

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈わが交友記〉『平野と本多』藤枝静男p80 第１６巻第３号 近代文学社 1961/03/01 104

11880 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年３月
号　1961.No.153

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈わが交友記〉『平野と本多』藤枝静男p80 第１６巻第３号 近代文学社 1961/03/01 104

12318 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年３月
号　1961.No.153

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈わが交友記〉『平野と本多』藤枝静男p80 第１６巻第３号 近代文学社 1961/03/01 104
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ペー
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3745 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年６月
号　1961.No.156

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈座談会〉「戦後文学の批判と確認（９）　本
多秋五－その仕事と人間（上）」藤枝静男、
大岡昇平、飯島衛、奥野健男、中田耕治、
佐々木基一、山室静、埴谷雄高、平野謙
p37

第１６巻第６号 近代文学社 1961/06/01 104

12321 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年６月
号　1961.No.156

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈座談会〉「戦後文学の批判と確認（９）　本
多秋五－その仕事と人間（上）」藤枝静男、
大岡昇平、飯島衛、奥野健男、中田耕治、
佐々木基一、山室静、埴谷雄高、平野謙
p37

第１６巻第６号 近代文学社 1961/06/01 104

16672 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年６月
号　1961.No.156

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載／小川国夫　蔵書

〈座談会〉「戦後文学の批判と確認（９）　本
多秋五－その仕事と人間（上）」藤枝静男、
大岡昇平、飯島衛、奥野健男、中田耕治、
佐々木基一、山室静、埴谷雄高、平野謙
p37

第１６巻第６号 近代文学社 1961/06/01 104

3746 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年７月
号　1961.No.157

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈座談会〉「戦後文学の批判と確認（９）　本
多秋五－その仕事と人間（下）」藤枝静男、
大岡昇平、飯島衛、奥野健男、中田耕治、
佐々木基一、山室静、埴谷雄高、平野謙
p26

第１６巻第７号 近代文学社 1961/07/01 104

12322 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３６年７月
号　1961.No.157

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『〈座談会〉「戦後文学の批判と確認（９）　本
多秋五－その仕事と人間（下）」藤枝静男、
大岡昇平、飯島衛、奥野健男、中田耕治、
佐々木基一、山室静、埴谷雄高、平野謙
p26』があるはずだが、p40まで切り取りされ
ている

第１６巻第７号 近代文学社 1961/07/01 104
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

3752 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年１月
号　1962.No.162

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈特集・わが読書〉「『パルムの僧院』回想」
小川国夫：著p35／〈座談会〉「戦後文学の
批判と確認（１０）　島尾敏雄－その仕事と
人間（上）」庄野潤三、奥野健男、吉行淳之
介、佐々木基一、平野謙、埴谷雄高／ほか
表紙：一木平蔵　カット：古田千鶴子

第１７巻第１号 近代文学社 1962/01/01 100

3753 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年１月
号　1962.No.162

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈特集・わが読書〉「『パルムの僧院』回想」
小川国夫：著p35／〈座談会〉「戦後文学の
批判と確認（１０）　島尾敏雄－その仕事と
人間（上）」庄野潤三、奥野健男、吉行淳之
介、佐々木基一、平野謙、埴谷雄高／ほか
表紙：一木平蔵　カット：古田千鶴子

第１７巻第１号 近代文学社 1962/01/01 100

16674 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年１月
号　1962.No.162

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈特集・わが読書〉「『パルムの僧院』回想」
小川国夫：著p35／〈座談会〉「戦後文学の
批判と確認（１０）　島尾敏雄－その仕事と
人間（上）」庄野潤三、奥野健男、吉行淳之
介、佐々木基一、平野謙、埴谷雄高／ほか
表紙：一木平蔵　カット：古田千鶴子

第１７巻第１号 近代文学社 1962/01/01 100

3762 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年１２
月号　1962.No.172

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

『スパルタ』小川国夫：著p41／「出発点につ
いて－埴谷雄高論５」白川芳郎／〈手帖〉
「フェントン時代」宇佐見英治／政治と文学・
おぼえがきの一つ」小原元／「鼎談・文芸時
評」埴谷雄高、山室静、平野謙／〈詩〉「ロー
ソクがみるみる短くなって」山室静　「廻廊に
て（５）」辻邦生／「フィッション・プロダクト」草
部和子

第１７巻第１１
号

近代文学社 1962/12/20 80
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16676 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年１２
月号　1962.No.172

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

『スパルタ』小川国夫：著p41／「出発点につ
いて－埴谷雄高論５」白川芳郎／〈手帖〉
「フェントン時代」宇佐見英治／政治と文学・
おぼえがきの一つ」小原元／「鼎談・文芸時
評」埴谷雄高、山室静、平野謙／〈詩〉「ロー
ソクがみるみる短くなって」山室静　「廻廊に
て（５）」辻邦生／「フィッション・プロダクト」草
部和子

第１７巻第１１
号

近代文学社 1962/12/20 80

3755 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年３月
号　1962.No.164

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

「去年の雪」小川国夫：著p56／第３回　近
代文学賞（昭和３６年度）発表p48　「近代文
学賞」設定について－特志家Ｆ氏（藤枝静
男のこと）／清水信「作家論」シリーズ／ほ
か

第１７巻第３号 近代文学社 1962/03/01 113

11883 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年３月
号　1962.No.164

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

「去年の雪」小川国夫：著p56／第３回　近
代文学賞（昭和３６年度）発表p48　清水信
「作家論」シリーズ　）「近代文学賞」につい
て－特志家Ｆ氏（藤枝静男のこと）／ほか

第１７巻第３号 近代文学社 1962/03/01 100

16675 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年３月
号　1962.No.164

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

「去年の雪」小川国夫：著p56／第３回　近
代文学賞（昭和３６年度）発表p48　「近代文
学賞」設定について－特志家Ｆ氏（藤枝静
男のこと）／清水信「作家論」シリーズ／ほ
か

第１７巻第３号 近代文学社 1962/03/01 113

8453 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３７年３月
号　1962.No.164

埴谷雄高　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「去年の雪」小川国夫：著p56／第３回　近
代文学賞（昭和３６年度）発表p48　清水信
「作家論」シリーズ／ほか

第１７巻第３号 近代文学社 1962/03/01 100
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3772 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年１
１・１２月合併号
1963.No.182

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載

『短篇三つ』小川国夫：著p28／「韃靼人キ
リーロフの古典に平岡正明が鼻薬をきかし
たシャルル・フーリエに献げる犯罪革命戦術
またの名を犯人あてクイズ付偏執狂的傲慢
の叙説（上）」平岡正明　「戦いの日々」岡松
和夫　「素晴らしい空」佐江衆一　「黒人の子
カマンテ－アフリカの農園にて」カーレン・ブ
リクセン　山室静：訳／〈詩〉「星の幻想」牟
礼慶子／〈手帖〉「詩と観念」耕治人　「乗鞍
の小屋」樋口清　「のどかだったオランダで
の三日間」掛川長平／〈座談会〉「現代詩の
精神と課題」埴谷雄高、藤原定、渋沢孝輔、
高良留美子、木原孝一、沢村光博、日沼倫
太郎、山室静

第１８巻第１０
号

近代文学社 1963/12/01 80
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ジ数

16678 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年１
１・１２月合併号
1963.No.182

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

『短篇三つ』小川国夫：著p28／「韃靼人キ
リーロフの古典に平岡正明が鼻薬をきかし
たシャルル・フーリエに献げる犯罪革命戦術
またの名を犯人あてクイズ付偏執狂的傲慢
の叙説（上）」平岡正明　「戦いの日々」岡松
和夫　「素晴らしい空」佐江衆一　「黒人の子
カマンテ－アフリカの農園にて」カーレン・ブ
リクセン　山室静：訳／〈詩〉「星の幻想」牟
礼慶子／〈手帖〉「詩と観念」耕治人　「乗鞍
の小屋」樋口清　「のどかだったオランダで
の三日間」掛川長平／〈座談会〉「現代詩の
精神と課題」埴谷雄高、藤原定、渋沢孝輔、
高良留美子、木原孝一、沢村光博、日沼倫
太郎、山室静

第１８巻第１０
号

近代文学社 1963/12/01 80

3764 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年２月
号　1963.No.174

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

第４回　近代文学賞（昭和３７年度）発表
辻邦生「廻廊にて」p16　「近代文学賞」設定
について－特志家Ｆ氏（藤枝静男のこと）／
〈評論〉「正宗白鳥について（１）」荒正人
「遁走への誘惑－埴谷雄高論６」白川正芳
「トルストイの窓－用のない手紙」北御門二
郎／〈座談会〉「戦後文学を語る（上）」佐々
木基一、平野謙、埴谷雄高、山室静、本多
秋五／〈創作〉「白斑病（１）」カレル・チャペッ
ク　樹下節：訳　「火山灰の道（７）」龍野咲人

第１８巻第２号 近代文学社 1963/02/01 80
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12325 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年２月
号　1963.No.174

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

第４回　近代文学賞（昭和３７年度）発表
辻邦生「廻廊にて」p16　「近代文学賞」設定
について－特志家Ｆ氏（藤枝静男のこと）／
〈評論〉「正宗白鳥について（１）」荒正人
「遁走への誘惑－埴谷雄高論６」白川正芳
「トルストイの窓－用のない手紙」北御門二
郎／〈座談会〉「戦後文学を語る（上）」佐々
木基一、平野謙、埴谷雄高、山室静、本多
秋五／〈創作〉「白斑病（１）」カレル・チャペッ
ク　樹下節：訳　「火山灰の道（７）」龍野咲人

第１８巻第２号 近代文学社 1963/02/01 80

1398 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年４月
号　1963.No.176

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『「ゲルニカ」を見て感あり』藤枝静男：著p28 第１８巻第４号 近代文学社 1963/04/01 80

3766 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年４月
号　1963.No.176

埴谷雄高　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

『「ゲルニカ」を見て感あり』藤枝静男：著p28 第１８巻第４号 近代文学社 1963/04/01 80

2729 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年７・
８月合併号　1963.No.179

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　関連

「美しい村－小川国夫に」立原正秋p60／
〈評論〉「言葉ともの－フランシス・ポンジュ
論」竹内泰宏　「正宗白鳥について（６）」荒
正人　「ボルジア家の人々（３）」中田耕治
「戦後派・私抄」小久保実　「自我との会遇」
高田博厚／〈座談会〉「ソビエト文学とスター
リン批判（下）」野間宏、原卓也、江川卓、木
村浩、埴谷雄高、荒正人／〈詩〉「エジプト古
詩抄」山室静／「編集部交替の弁」山室静
（埴谷雄高から山室静へ交替）／近代文学
総目次（２）

第１８巻第７号 近代文学社 1963/07/01 80
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16677 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年７・
８月合併号　1963.No.179

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「美しい村－小川国夫に」立原正秋p60／
〈評論〉「言葉ともの－フランシス・ポンジュ
論」竹内泰宏　「正宗白鳥について（６）」荒
正人　「ボルジア家の人々（３）」中田耕治
「戦後派・私抄」小久保実　「自我との会遇」
高田博厚／〈座談会〉「ソビエト文学とスター
リン批判（下）」野間宏、原卓也、江川卓、木
村浩、埴谷雄高、荒正人／〈詩〉「エジプト古
詩抄」山室静／「編集部交替の弁」山室静
（埴谷雄高から山室静へ交替）／近代文学
総目次（２）

第１８巻第７号 近代文学社 1963/07/01 80

3769 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年９月
号　1963.No.180

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載

『兄貴』小川国夫：著p74／〈評論〉「近親憎
悪と階級憎悪－吉本隆明論（上）」遠丸立
「『のっぺらぼう』の周辺－埴谷雄高論（７）」
白川正芳　「ボルジア家の人々（４）」中田耕
治　「正宗白鳥について」荒正人　「あそび
－文化現象としての（上）」ホイジンハ／〈座
談会〉「戦後文学と『近代文学』の自己認識
（上）」荒正人、平野謙、本多秋五、山室静、
埴谷雄高／〈手帖〉「紅白」高橋幸雄　「苦痛
について」高橋和巳／〈千気元麿追悼〉「遺
稿詩三篇」千家元麿　「ある符号」千家潔／
〈創作〉「太陽の静かな年（上）」江森国友

第１８巻第８号 近代文学社 1963/09/01 80
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3770 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年９月
号　1963.No.180

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載

『兄貴』小川国夫：著p74／〈評論〉「近親憎
悪と階級憎悪－吉本隆明論（上）」遠丸立
「『のっぺらぼう』の周辺－埴谷雄高論（７）」
白川正芳　「ボルジア家の人々（４）」中田耕
治　「正宗白鳥について」荒正人　「あそび
－文化現象としての（上）」ホイジンハ／〈座
談会〉「戦後文学と『近代文学』の自己認識
（上）」荒正人、平野謙、本多秋五、山室静、
埴谷雄高／〈手帖〉「紅白」高橋幸雄　「苦痛
について」高橋和巳／〈千気元麿追悼〉「遺
稿詩三篇」千家元麿　「ある符号」千家潔／
〈創作〉「太陽の静かな年（上）」江森国友

第１８巻第８号 近代文学社 1963/09/01 80

11884 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３８年９月
号　1963.No.180

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載

『兄貴』小川国夫：著p74／〈評論〉「近親憎
悪と階級憎悪－吉本隆明論（上）」遠丸立
「『のっぺらぼう』の周辺－埴谷雄高論（７）」
白川正芳　「ボルジア家の人々（４）」中田耕
治　「正宗白鳥について」荒正人　「あそび
－文化現象としての（上）」ホイジンハ／〈座
談会〉「戦後文学と『近代文学』の自己認識
（上）」荒正人、平野謙、本多秋五、山室静、
埴谷雄高／〈手帖〉「紅白」高橋幸雄　「苦痛
について」高橋和巳／〈千気元麿追悼〉「遺
稿詩三篇」千家元麿　「ある符号」千家潔／
〈創作〉「太陽の静かな年（上）」江森国友

第１８巻第８号 近代文学社 1963/09/01 80
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3773 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３９年１月
号　1964.No.183

埴谷雄高　発行人／
藤枝静男　収載

『呆けて来た』藤枝静男：著p59／〈創作〉「鎮
魂曲」結城信一　「韃靼人キリーロフの古典
に平岡正明が鼻薬をきかしたシャルル・フー
リエに献げる犯罪革命戦術またの名を犯人
あてクイズ付偏執狂的傲慢の叙説（下）」平
岡正明　「詩劇　海の族（遺稿）」山村暮鳥／
〈手帖〉「文学者の老年」野間宏　「ハウゼン
氏病院」遠藤周作　「渥美清の『おかしな
奴』」庄野潤三　「怠け者」高杉一郎　「スイ
スの山」芝木好子／〈評論〉「ふたたび吉本
隆明について－『情況』の『止場』としての
『自立』とはなにか」遠丸立　「『夢』の原型－
埴谷雄高論８」白川正芳／〈詩〉「異聞」会田
綱雄　「草狂ひ」小山正孝　「悼詩」伊藤圭一
／〈座談会〉「現代詩の精神と課題（下）」埴
谷雄高、藤原定、渋沢孝輔、高良留美子、
木原孝一、沢村光博、日沼倫太郎、山室静
／「旅を語る（上）」山室静、埴谷雄高、本多
秋五、佐々木基一、荒正人

第１９巻第１号 近代文学社 1964/01/01 120
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2047 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３９年２月
号　1964.No.184

埴谷雄高　発行人／
藤枝静男　関連

第５回　近代文学賞（昭和３８年）発表p1
龍野咲人「火山灰の道」　中田耕治「ボルジ
ア家の人々」　編集後記にあるＦ氏は藤枝
静男のこと／「中世への旅－コンク紀行」篠
田浩一郎　「神話と思考」ＨおよびＨＡ・フラ
ンクフォート／〈創作〉「雑音の中の彼」神津
拓夫　「ゼウスを待ちつつ」森宣子　「非行・
１」長光太／〈詩〉「海の死者たちへの鎮魂
曲」広川富夫　「鶯谷駅通過　他一篇」大木
実／〈手帖〉「『政治と文学』放談」宗谷真爾
「パイプ煙草」立原正秋　「首途」鈴木一史
「太陽と花と色彩を愛する国々」掛川長平／
「旅を語る」山室静、埴谷雄高、本多秋五、
佐々木基一、荒正人／近代文学総目次（６）

第１９巻第２号 近代文学社 1964/02/01 84
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16679 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３９年２月
号　1964.No.184

埴谷雄高　発行人／
藤枝静男　関連／小
川国夫　蔵書

第５回　近代文学賞（昭和３８年）発表p1
龍野咲人「火山灰の道」　中田耕治「ボルジ
ア家の人々」　編集後記にあるＦ氏は藤枝
静男のこと／「中世への旅－コンク紀行」篠
田浩一郎　「神話と思考」ＨおよびＨＡ・フラ
ンクフォート／〈創作〉「雑音の中の彼」神津
拓夫　「ゼウスを待ちつつ」森宣子　「非行・
１」長光太／〈詩〉「海の死者たちへの鎮魂
曲」広川富夫　「鶯谷駅通過　他一篇」大木
実／〈手帖〉「『政治と文学』放談」宗谷真爾
「パイプ煙草」立原正秋　「首途」鈴木一史
「太陽と花と色彩を愛する国々」掛川長平／
「旅を語る」山室静、埴谷雄高、本多秋五、
佐々木基一、荒正人／近代文学総目次（６）

第１９巻第２号 近代文学社 1964/02/01 84

3774 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３９年８月
終刊号　1964.No.185

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「近代文学」終刊号／口絵写真：「第５回近
代文学賞賞発表」藤枝静男写真あり／『わ
が「近代文学」』藤枝静男：著p114　『港に
て』小川国夫：著p153

第１９巻第３号 近代文学社 1964/08/01 256

11885 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３９年８月
終刊号　1964.No.185

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「近代文学」終刊号／口絵写真：「第５回近
代文学賞賞発表」藤枝静男写真あり／『わ
が「近代文学」』藤枝静男：著p114　『港に
て』小川国夫：著p153

第１９巻第３号 近代文学社 1964/08/01 256

12328 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３９年８月
終刊号　1964.No.185

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「近代文学」終刊号／口絵写真：「第５回近
代文学賞賞発表」藤枝静男写真あり／『わ
が「近代文学」』藤枝静男：著p114　『港に
て』小川国夫：著p153

第１９巻第３号 近代文学社 1964/08/01 256
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16680 一般資料 雑誌
近代文学　昭和３９年８月
終刊号　1964.No.185

埴谷雄高　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

「近代文学」終刊号／口絵写真：「第５回近
代文学賞賞発表」藤枝静男写真あり／『わ
が「近代文学」』藤枝静男：著p114　『港に
て』小川国夫：著p153

第１９巻第３号 近代文学社 1964/08/01 256

6784 一般資料 雑誌
銀座百点　昭和52年1月
～昭和52年12月

藤枝静男　収載
１９７７年３月号(No.268）藤枝静男著「二流
品・無流品」

銀座百店会 1977/

6785 一般資料 雑誌
銀座百点　昭和55年8月
～昭和57年7月

藤枝静男　収載
１９８２年５月号（No.330）藤枝静男著「銀座
知らず」

銀座百店会 1982/

14653 一般資料 雑誌 クエスト　1977年11月号
相賀徹夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：スペインの新しい風／【対談】近代化
の光のただ中で今、熱を帯びる国スペイン
（写真あり）対談：小川国夫・北井一夫

小学館 1977/11/01 193

7087 一般資料 雑誌
暗河　第22号　1979年春
季号

「暗河」編集委員会
編／小川国夫　収載

小川国夫・石牟礼道子対談「海をめぐる思
い」（P44）／渡辺京二「『試みの岸』評釈」
（P2）／小川国夫著「前山光則の思い出と
〈涙の谷の祈り〉について」（P64）

第22号 暗河の会 1979/03/30 142

14348 一般資料 雑誌
暗河　第22号　1979年春
季号

「暗河」編集委員会
編／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫・石牟礼道子対談「海をめぐる思
い」（P44）／渡辺京二「『試みの岸』評釈」
（P2）／小川国夫著「前山光則の思い出と
〈涙の谷の祈り〉について」（P64）

第22号 暗河の会 1979/03/30 142

14349 一般資料 雑誌
暗河　第22号　1979年春
季号

「暗河」編集委員会
編／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫・石牟礼道子対談「海をめぐる思
い」（P44）／渡辺京二「『試みの岸』評釈」
（P2）／小川国夫著「前山光則の思い出と
〈涙の谷の祈り〉について」（P64）

第22号 暗河の会 1979/03/30 142

14347 一般資料 雑誌
暗河　第4号　1974年夏季
号

石牟礼道子　編集兼
発行人／小川国夫
蔵書

詩三篇　石牟礼道子、「島尾敏雄序論（1）」
前山光則　ほか

第4号 暗河の会 1974/07/01 208
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1719 一般資料 雑誌
くりま　第2号　1980年秋
季号

小川国夫　収載
小川国夫著：パリの壁（P50）・崩れゆく「パリ
の壁」の中で（P56）／敦煌全壁画／森の声
を聴け／写真：仁田三夫

No.2 文藝春秋 1980/10/01 206

2732 一般資料 雑誌
くりま　第2号　1980年秋
季号

小川国夫　収載
小川国夫著：パリの壁（P50）・崩れゆく「パリ
の壁」の中で（P56）／敦煌全壁画／森の声
を聴け／写真：仁田三夫

No.2 文藝春秋 1980/10/01 206

14703 一般資料 雑誌
くりま　第2号　1980年秋
季号

湯川豊　編集／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

小川国夫著：パリの壁（P50）・崩れゆく「パリ
の壁」の中で（P56）／敦煌全壁画／森の声
を聴け／写真：仁田三夫

No.2 文藝春秋 1980/10/01 206

13316 一般資料 雑誌
くれっしぇんど　78　2009
年11月

高橋絹代　編集発行
者／小川国夫　関連

詩誌／執筆者：わしすえいこ、武士俣勝司、
高橋絹代、柳原省三、望月光、大野千賀
子、たかしまようこ／武士俣勝司「消えたこ
ころ」p20の詩に「小川先生（小川国夫）の夢
を見た」という箇所あり

第78号 くれっしぇんど社 2009/11/30 34

14273 一般資料 雑誌
CRONACA　クロナカ　57
号　1993年

エルコ　編集制作／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

日本とイタリアを結ぶコミュニケーション誌／
【美術】カラヴァッジョの「聖パウロの回心」
心に残った《一枚の絵》を語る－小川国夫
p2

57号 日伊協会 1993/05/20 18

14274 一般資料 雑誌
CRONACA　クロナカ　57
号　1993年

エルコ　編集制作／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

日本とイタリアを結ぶコミュニケーション誌／
【美術】カラヴァッジョの「聖パウロの回心」
心に残った《一枚の絵》を語る－小川国夫
p2

57号 日伊協会 1993/05/20 18

12711 一般資料 雑誌 群像　1999年10月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：著「人攫い」p116：紅林家の話 第54巻第10号 講談社 1999/10/01 420

14281 一般資料 雑誌
グリーン・パワー　1982年
4月号

杉本一　発行兼編集
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

【グリーンエッセイ】「木の声」小川国夫p15 森林文化協会 1982/04/01 54

16668 一般資料 雑誌 群　創刊号　1983年1月
満田郁夫　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

粂田和夫著「『試みの岸』論－原型への遡
行」p15

第1号 群同人会 1983/02/01 152
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1910 一般資料 雑誌 群　第2号　1983年8月
満田郁夫　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

粂田和夫著「小川国夫論　地中海体験の意
味するもの」p35　1.地中海と旅､2.地中海と
自然、3.地中海と戦争体験、4.地中海と宗教

群同人会 1983/08/15 100

16669 一般資料 雑誌 群　第2号　1983年8月
満田郁夫　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

粂田和夫著「小川国夫論　地中海体験の意
味するもの」p35　1.地中海と旅､2.地中海と
自然、3.地中海と戦争体験、4.地中海と宗教

第2号 群同人会 1983/08/15 100

1302 一般資料 雑誌
群像　日本の作家9　 志
賀直哉

佐佐木幸綱　ほか著
／小川国夫　収載／
藤枝静男　収載

全23巻／【作家アルバム】／【書下ろしエッ
セイ】佐佐木幸綱「志賀直哉の思い」／【作
家論1】小川国夫：著「志賀直哉の家」p26、
饗庭孝男「志賀直哉」　ほか／【ひと】藤枝
静男：著「仕事中　志賀さんのこと」p76、瀧
井孝作「志賀直哉対談日誌」、網野菊「震災
の年」、紅野敏郎「文体そのままの死」　ほ
か／【文学紀行】渡部芳紀「志賀直哉文学
紀行－尾道・城崎・松江・大山寺／【文学散
歩地図】香川元太郎「京都・奈良・尾道・大
山」／【作家論2】本多秋五「志賀直哉小
論」、平野謙「志賀直哉」　ほか／【座談会】
阿部昭、黒井千次、後藤明生ほか「我々に
ある志賀的なもの」／【志賀直哉文学の定
着】芥川龍之介「志賀直哉氏」／【生原稿で
作品を読む】『暗夜行路』第4・19／【『暗夜
行路』について】大江健三郎「Vol　de　nuit」
ほか／【志賀直哉の作品】紅野敏郎：選・解
説／【代表作ガイド】解説：町田栄『大津順
吉』『和解』『暗夜行路』ほか／【志賀直哉研
究史展望】【志賀直哉年譜】紅野敏郎

9 小学館 1991/12/10 343
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2708 一般資料 雑誌
群像　日本の作家9　 志
賀直哉

佐佐木幸綱　ほか著
／小川国夫　収載／
藤枝静男　収載

全23巻／【作家アルバム】／【書下ろしエッ
セイ】佐佐木幸綱「志賀直哉の思い」／【作
家論1】小川国夫：著「志賀直哉の家」p26、
饗庭孝男「志賀直哉」　ほか／【ひと】藤枝
静男：著「仕事中　志賀さんのこと」p76、瀧
井孝作「志賀直哉対談日誌」、網野菊「震災
の年」、紅野敏郎「文体そのままの死」　ほ
か／【文学紀行】渡部芳紀「志賀直哉文学
紀行－尾道・城崎・松江・大山寺／【文学散
歩地図】香川元太郎「京都・奈良・尾道・大
山」／【作家論2】本多秋五「志賀直哉小
論」、平野謙「志賀直哉」　ほか／【座談会】
阿部昭、黒井千次、後藤明生ほか「我々に
ある志賀的なもの」／【志賀直哉文学の定
着】芥川龍之介「志賀直哉氏」／【生原稿で
作品を読む】『暗夜行路』第4・19／【『暗夜
行路』について】大江健三郎「Vol　de　nuit」
ほか／【志賀直哉の作品】紅野敏郎：選・解
説／【代表作ガイド】解説：町田栄『大津順
吉』『和解』『暗夜行路』ほか／【志賀直哉研
究史展望】【志賀直哉年譜】紅野敏郎

9 小学館 1991/12/10 343
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2709 一般資料 雑誌
群像　日本の作家9　 志
賀直哉

佐佐木幸綱　ほか著
／小川国夫　収載／
藤枝静男　収載

全23巻／【作家アルバム】／【書下ろしエッ
セイ】佐佐木幸綱「志賀直哉の思い」／【作
家論1】小川国夫：著「志賀直哉の家」p26、
饗庭孝男「志賀直哉」　ほか／【ひと】藤枝
静男：著「仕事中　志賀さんのこと」p76、瀧
井孝作「志賀直哉対談日誌」、網野菊「震災
の年」、紅野敏郎「文体そのままの死」　ほ
か／【文学紀行】渡部芳紀「志賀直哉文学
紀行－尾道・城崎・松江・大山寺／【文学散
歩地図】香川元太郎「京都・奈良・尾道・大
山」／【作家論2】本多秋五「志賀直哉小
論」、平野謙「志賀直哉」　ほか／【座談会】
阿部昭、黒井千次、後藤明生ほか「我々に
ある志賀的なもの」／【志賀直哉文学の定
着】芥川龍之介「志賀直哉氏」／【生原稿で
作品を読む】『暗夜行路』第4・19／【『暗夜
行路』について】大江健三郎「Vol　de　nuit」
ほか／【志賀直哉の作品】紅野敏郎：選・解
説／【代表作ガイド】解説：町田栄『大津順
吉』『和解』『暗夜行路』ほか／【志賀直哉研
究史展望】【志賀直哉年譜】紅野敏郎

9 小学館 1991/12/10 343

4449 一般資料 雑誌 群像　昭和24年7月号
高橋清次　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

創作合評p85に藤枝静男「イペリット眼」が初
めて取り上げられた

第4巻第7号 大日本雄弁会講談社 1949/07/01 96

5896 一般資料 雑誌 群像　昭和24年7月号
高橋清次　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

創作合評p85に藤枝静男「イペリット眼」が初
めて取り上げられた

第4巻第7号 大日本雄弁会講談社 1949/07/01 96
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4488 一般資料 雑誌 群像　昭和25年10月号
高橋清次　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

創作合評（中村光夫・本多秋五・三島由紀
夫）に藤枝静男「龍の昇天と河童の堕落（近
代文学８月）」が取り上げられたp182

第5巻第10号 大日本雄弁会講談社 1950/10/01 184

5914 一般資料 雑誌 群像　昭和32年11月号
大久保房男　編集人
／小川国夫　関連

本多秋五が小川国夫の「アポロンの島」を
激賛するコメントが掲載。創作合評p245

第12巻第11号 大日本雄弁会講談社 1957/11/01 252

241 一般資料 雑誌
群像　昭和32年7月特大
号

大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「掌中果」藤枝静男p152 第１２巻第７号 大日本雄弁会講談社 1957/07/01 284

242 一般資料 雑誌 群像　昭和32年8月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「掌巾果」（群像　昭
和32年8月号）p236：圓地文子、平林たい
子、佐多稲子／「男と女」芹澤光治良／「戦
後文學は何處へ行ったか」吉本隆明／〈書
評〉「文學のありかた（中村光夫著）」本多秋
五／ほか

第１２巻第８号 大日本雄弁会講談社 1957/08/01 252

243 一般資料 雑誌
群像　昭和33年4月特大
号

大久保房男　編集人
／藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「阿井さん」（新日本
文学　昭和33年3月号）p276：寺田透、花田
淸輝、平野謙／「マス・コミの逆説－現代藝
術はどうなるか」佐々木基一／「風景小説」
瀧井孝作／〈座談会〉「映畫」森岩雄、筈見
恒夫、埴谷雄高／ほか

第１３巻第４号 大日本雄弁会講談社 1958/04/01 284

244 一般資料 雑誌 群像　昭和33年8月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「明るい場所」藤枝静男p50／〈書評〉「千利
休（唐木順三著）」本多秋五／「モデルは私
の中にいる」芹澤光治良／〈座談会〉「宗教」
亀井勝一郎、佐木秋夫、埴谷雄高／「一頁
作家論」埴谷雄高／ほか

第１３巻第８号 大日本雄弁会講談社 1958/08/01 268
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6917 一般資料 雑誌 群像　昭和33年8月号
大久保房男　編／藤
枝静男　収載

「明るい場所」藤枝静男p50／〈書評〉「千利
休（唐木順三著）」本多秋五／「モデルは私
の中にいる」芹澤光治良／〈座談会〉「宗教」
亀井勝一郎、佐木秋夫、埴谷雄高／「一頁
作家論」埴谷雄高／ほか

講談社 1958/08/01 268

245 一般資料 雑誌 群像　昭和33年9月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「明るい場所」（群像
昭和33年8月号）p252：小田切秀雄、江藤
淳、十返肇／「藝術家の變質－現代藝術は
どうなるか」佐々木基一／「三人の影響者」
本多秋五／〈座談会〉「国防」入江啓四郎、
服部卓四郎、埴谷雄高／〈書評〉「現代社会
主義の再検討（林健太郎著）山室静／ほか

第１３巻第９号 大日本雄弁会講談社 1958/09/01 268

246 一般資料 雑誌 群像　昭和36年2月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「凶徒津田三蔵」藤枝静男p6／「文學者の
性理解」埴谷雄高／「『戦争と平和』論の意
味」本多秋五／〈座談会〉「文壇」高見順、竹
内好、平野謙／「椎名麟三の実験」佐々木
基一／ほか

第１６巻第２号 講談社 1961/02/01 252

247 一般資料 雑誌 群像　昭和36年3月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「凶徒津田三蔵」
（群像　昭和36年2月号）p242：花田淸輝、
江藤淳、寺田透／〈読者月評〉藤枝静男著
「凶徒津田三蔵」p240／ほか

第１６巻第３号 講談社 1961/03/01 252

248 一般資料 雑誌 群像　昭和36年8月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「泥棒女中」藤枝静男p218／〈座談会〉「文
學運動と文壇仲間」山本健吉、遠藤周作、
佐々木基一／ほか

第１６巻第８号 講談社 1961/08/01 244

250 一般資料 雑誌 群像　昭和37年12月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

藤枝静男著：「ヤゴの分際」p107／島尾敏
雄著：「文學を志す人々へ（死をおそれて）」
p198／ほか

第１７巻第１２
号

講談社 1962/12/01 252
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6936 一般資料 雑誌 群像　昭和37年12月号
大久保房男　編／藤
枝静男　収載

藤枝静男著：「ヤゴの分際」（P107）／島尾
敏雄著：「文學を志す人々へ（死をおそれ
て）」（P198）　ほか

講談社 1962/12/01 252

249 一般資料 雑誌 群像　昭和37年4月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「春の水」藤枝静男p73／「純文學論争を截
る」江藤淳／「信仰の守護者」フィリップ・ロ
ス／ほか

第１７巻第４号 講談社 1962/04/01 236

624 一般資料 雑誌 群像　昭和37年4月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「春の水」藤枝静男p73／「純文學論争を截
る」江藤淳／「信仰の守護者」フィリップ・ロ
ス／ほか

第１７巻第４号 講談社 1962/04/01 236

3597 一般資料 雑誌 群像　昭和37年4月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「春の水」藤枝静男p73／「純文學論争を截
る」江藤淳／「信仰の守護者」フィリップ・ロ
ス／ほか

第１７巻第４号 講談社 1962/04/01 236

251 一般資料 雑誌 群像　昭和38年新年号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「ヤゴの分際」（群
像　昭和37年12月号）p248：伊藤整、本多
秋五、山本健吉／〈正宗白鳥研究〉中村光
夫、寺田透、平野謙／ほか

第１８巻第１号 講談社 1963/01/01 252

6927 一般資料 雑誌 群像　昭和38年4月号
大久保房男　編／藤
枝静男　関連

特集私小説：座談会「私小説家の精神」：藤
枝静男著「ヤゴの分際」の書評あり：瀧井孝
作・川崎長太郎・尾崎一雄（P151）　ほか

講談社 1963/04/01 252

255 一般資料 雑誌
群像　昭和39年10月特大
号

大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「本多秋五」藤枝静男p128／「平野謙」埴谷
雄高／〈創作合評〉本多秋五、小田切秀雄、
寺田透／「別冊附録　文藝知識辞典」／ほ
か

第１９巻第１０
号

講談社 1964/10/01 292

6926 一般資料 雑誌
群像　昭和39年10月特大
号

大久保房男　編／藤
枝静男　収載

「本多秋五」藤枝静男p128／「平野謙」埴谷
雄高／〈創作合評〉本多秋五、小田切秀雄、
寺田透／「別冊附録　文藝知識辞典」／ほ
か

講談社 1964/10/01 292
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256 一般資料 雑誌 群像　昭和39年11月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「わが先生のひとり」藤枝静男p50／〈読者
論評〉「小説風人物像論」感想に藤枝静男
の記述ありp222／〈座談会〉「日本近代文學
史上最大の文學者はだれか」柳田泉、勝本
淸一郎、吉田精一／「おお日本共産党
員！」佐々木基一／ほか

第１９巻第１１
号

講談社 1964/11/01 244

948 一般資料 雑誌 群像　昭和39年11月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「わが先生のひとり」藤枝静男p50／〈読者
論評〉「小説風人物像論」感想に藤枝静男
の記述ありp222／〈座談会〉「日本近代文學
史上最大の文學者はだれか」柳田泉、勝本
淸一郎、吉田精一／「おお日本共産党
員！」佐々木基一／ほか

第１９巻第１１
号

講談社 1964/11/01 244

253 一般資料 雑誌 群像　昭和39年4月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「鷹のいる村」藤枝静男p26／〈座談会〉「戦
後作家」武田泰淳、本多秋五、三島由紀夫
／ほか

第１９巻第４号 講談社 1964/04/01 244

254 一般資料 雑誌 群像　昭和39年5月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

〈映画雑感〉「描寫と説明－今日もわれ大空
にあり・他」藤枝静男p258／〈創作合評〉藤
枝静男著「鷹のいる村」（群像　昭和39年4
月号）p321：河上徹太朗、山室静、北原武夫
／ほか

第１９巻第５号 講談社 1964/05/01 324

257 一般資料 雑誌 群像　昭和40年6月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「魁生老人」藤枝静男p28／〈対談〉「日本文
學の進路をめぐって」小田切秀雄、江藤淳
／ほか

第２０巻第６号 講談社 1965/06/01 228

3598 一般資料 雑誌 群像　昭和40年6月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「魁生老人」藤枝静男p28／〈対談〉「日本文
學の進路をめぐって」小田切秀雄、江藤淳
／ほか

第２０巻第６号 講談社 1965/06/01 228
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6650 一般資料 雑誌
群像　昭和41年創刊20周
年記念10月特大号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

創刊20周年記念10月特大号／〈特集〉忘れ
えぬこと－「あれこれ」藤枝静男p202／〈創
作合評〉藤枝静男著「一家団欒」（群像　昭
和41年9月号）p278：北原武夫、佐伯彰一、
野間宏／〈読者論評〉「藤枝と二人の作家」
小笠原淳p264　藤枝静男著「一家団欒」と
小川国夫「河口の南」（中央公論9月号）に
ついて／〈巻末特集〉「戦後文學と『群像』20
年」：年表・戦後の文壇と社会（昭和20年－
41年）「群像」総目次／執筆者：埴谷雄高、
島尾敏雄、瀧井孝作、山室静、芹澤光治
良、本多秋五、平野謙　ほか

講談社 1966/10/01 363

19261 一般資料 雑誌
群像　昭和41年創刊20周
年記念10月特大号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

創刊20周年記念10月特大号／〈特集〉忘れ
えぬこと－「あれこれ」藤枝静男p202／〈創
作合評〉藤枝静男著「一家団欒」（群像　昭
和41年9月号）p278：北原武夫、佐伯彰一、
野間宏／〈読者論評〉「藤枝と二人の作家」
小笠原淳p264　藤枝静男著「一家団欒」と
小川国夫「河口の南」（中央公論9月号）に
ついて／〈巻末特集〉「戦後文學と『群像』20
年」：年表・戦後の文壇と社会（昭和20年－
41年）「群像」総目次／執筆者：埴谷雄高、
島尾敏雄、瀧井孝作、山室静、芹澤光治
良、本多秋五、平野謙　ほか

第21巻第10号 講談社 1966/10/01 363
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12105 一般資料 雑誌
群像　昭和41年創刊20周
年記念10月特大号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

創刊20周年記念10月特大号／〈特集〉忘れ
えぬこと－「あれこれ」藤枝静男p202／〈創
作合評〉藤枝静男著「一家団欒」（群像　昭
和41年9月号）p278：北原武夫、佐伯彰一、
野間宏／〈読者論評〉「藤枝と二人の作家」
小笠原淳p264　藤枝静男著「一家団欒」と
小川国夫「河口の南」（中央公論9月号）に
ついて／〈巻末特集〉「戦後文學と『群像』20
年」：年表・戦後の文壇と社会（昭和20年－
41年）「群像」総目次／執筆者：埴谷雄高、
島尾敏雄、瀧井孝作、山室静、芹澤光治
良、本多秋五、平野謙　ほか

第２１巻第１０
号

講談社 1996/10/01 364

258 一般資料 雑誌 群像　昭和41年2月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「硝酸銀」藤枝静男p6／「暗い谷間」平野謙
／ほか

第２１巻第２号 講談社 1966/02/01 220

12103 一般資料 雑誌 群像　昭和41年2月号
大久保房男　編集人
／藤枝静男　収載

「硝酸銀」藤枝静男p6／「暗い谷間」平野謙
／ほか

第２１巻第２号 講談社 1966/02/01 220

259 一般資料 雑誌
群像　昭和41年3月特大
号

大久保房男　編集人
／藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「硝酸銀」（群像　昭
和41年2月号）p278：中村光夫、武田泰淳、
江藤淳／〈特集〉「文學は何のためにある
か」武者小路実篤、吉行淳之介、椎名麟
三、小島信夫、大江健三郎／「『政治と文
學』論争」平野謙／ほか

第２１巻第３号 講談社 1966/03/01 292

12104 一般資料 雑誌 群像　昭和41年9月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「一家団欒」藤枝静男p74／〈対談〉「女の生
きかたと文學」圓地文子、平林たい子／〈創
作合評〉花田淸輝、椎名麟三、埴谷雄高／
ほか

第２１巻第９号 講談社 1966/09/01 236
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260 一般資料 雑誌 群像　昭和42年4月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「冬の虹」藤枝静男p22／〈座談会〉「日本文
學と外国文學」中村光夫、小島信夫、佐伯
彰一／「鳴海千吉」（わが戦後文學史）平野
謙／「現代のリアリズムとは何か」佐々木基
一／ほか

第２２巻第４号 講談社 1967/04/01 236

12106 一般資料 雑誌 群像　昭和42年4月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「冬の虹」藤枝静男p22／〈座談会〉「日本文
學と外国文學」中村光夫、小島信夫、佐伯
彰一／「鳴海千吉」（わが戦後文學史）平野
謙／「現代のリアリズムとは何か」佐々木基
一／ほか

第２２巻第４号 講談社 1967/04/01 236

2655 一般資料 雑誌
群像　昭和42年5月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「冬の虹」（群像　昭
和42年4月号）p279：山本健吉、佐多稲子、
遠藤周作／「雪の林」高井有一／「小説は
虚構か」秋山駿／第10回「群像」新人文學
賞発表／ほか

第２２巻第５号 講談社 1967/05/01 292

1019 一般資料 雑誌 群像　昭和42年7月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「海からの光」小川国夫p76／ほか 第２２巻第７号 講談社 1967/07/01 244

12107 一般資料 雑誌 群像　昭和42年7月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「海からの光」小川国夫p76／ほか 第２２巻第７号 講談社 1967/07/01 244

2656 一般資料 雑誌
群像　昭和42年8月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「空気頭」藤枝静男p118／「その夏の今は」
島尾敏雄／ほか

第２２巻第８号 講談社 1967/08/01 292

19262 一般資料 雑誌
群像　昭和42年8月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「空気頭」藤枝静男p118／「その夏の今は」
島尾敏雄／ほか

第22巻第8号 講談社 1967/08/01 292

89



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

261 一般資料 雑誌 群像　昭和42年9月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「空気頭」（群像　昭
和42年9月号）p228：佐々木基一、安岡章太
郎、寺田透／「谷崎潤一郎論」平野謙／「も
う一つの絆（中編）」高橋和巳／〈群像新人
賞受賞第1作〉「自己執着の文學」宮内豊
「叙事詩的イメージ」利澤利夫

第２２巻第９号 講談社 1967/09/01 244

2657 一般資料 雑誌 群像　昭和43年3月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈特集〉現代詩人による現代小説批判　藤枝
静男著「空気頭の幻想と現実」長谷川龍生
p149／〈創作合評〉武田泰淳、本多秋五、野
間宏／「『暗夜行路』論」平野謙／ほか

第２３巻第３号 講談社 1968/03/01 260

4209 一般資料 雑誌 群像　昭和43年3月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈特集〉現代詩人による現代小説批判　藤枝
静男著「空気頭の幻想と現実」長谷川龍生
p149／〈創作合評〉武田泰淳、本多秋五、野
間宏／「『暗夜行路』論」平野謙／ほか

第２３巻第３号 講談社 1968/03/01 260

2658 一般資料 雑誌
群像　昭和43年12月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈書評〉「ストイックなもの－藤枝静男『落第
免状』」久保田正文p247／〈特集〉広津和郎
対談：「人生・ニヒリズム・責任感」広津和
郎、平野謙／ほか

第２３巻第１２
号

講談社 1968/12/01 292

262 一般資料 雑誌 群像　昭和43年4月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「欣求浄土」藤枝静男p59／〈読者論評〉
「『現代詩人による現代小説批判』につい
て」藤枝静男著「空気頭」p231／〈特集〉現
代の長篇と短篇／「政治的想像力と殺人者
の想像力－われわれにとって金嬉老とはな
にか？」大江健三郎／ほか

第２３巻第４号 講談社 1968/04/01 260
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12108 一般資料 雑誌 群像　昭和43年4月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「欣求浄土」藤枝静男p59／〈読者論評〉
「『現代詩人による現代小説批判』につい
て」藤枝静男著「空気頭」p231／〈特集〉現
代の長篇と短篇／「政治的想像力と殺人者
の想像力－われわれにとって金嬉老とはな
にか？」大江健三郎／ほか

第２３巻第４号 講談社 1968/04/01 260

5915 一般資料 雑誌 群像　昭和43年5月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「欣求浄土」（群像
昭和43年4月号）p248：木下順二、福永武
彦、遠藤周作／〈対談〉「現代の文学と思
想」吉本隆明、高橋和巳／〈読者論評〉藤枝
静男著「欣求浄土」p230／ほか

第２３巻第５号 講談社 1968/05/01 260

263 一般資料 雑誌
群像　昭和43年8月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

食物について－「奉書巻紙の献立て」藤枝
静男p275／「ひとつの結び」平野謙／「前
途」庄野潤三／「わが子キリスト」武田泰淳
／ほか

第２３巻第８号 講談社 1968/08/01 316

625 一般資料 雑誌
群像　昭和43年8月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

食物について－「奉書巻紙の献立て」藤枝
静男p275／「ひとつの結び」平野謙／「前
途」庄野潤三／「わが子キリスト」武田泰淳
／ほか

第２３巻第８号 講談社 1968/08/01 316

949 一般資料 雑誌 群像　昭和44年2月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「ゲヘナ港」小川国夫p64／ほか 第２４巻第２号 講談社 1969/02/01 260

1020 一般資料 雑誌 群像　昭和44年2月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「ゲヘナ港」小川国夫p60／ほか 第２４巻第２号 講談社 1969/02/01 260

6048 一般資料 雑誌 群像　昭和44年2月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「ゲヘナ港」小川国夫p62／ほか 第２４巻第２号 講談社 1969/02/01 260

264 一般資料 雑誌 群像　昭和44年4月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「或る年の冬」藤枝静男p6／〈対談〉「文学
者は今日をどう生きるか」武田泰淳、野間宏
／「妻と犬」島尾敏雄／ほか

第２４巻第４号 講談社 1969/04/01 260
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950 一般資料 雑誌 群像　昭和44年4月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「或る年の冬」藤枝静男p6／〈対談〉「文学
者は今日をどう生きるか」武田泰淳、野間宏
／「妻と犬」島尾敏雄／ほか

第２４巻第４号 講談社 1969/04/01 260

265 一般資料 雑誌 群像　昭和44年5月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「個」を生かす－耕治人『一条の光』」
藤枝静男p209／〈創作合評〉藤枝静男著
「或る年の冬」（群像　昭和44年4月号）
p242：小田切秀雄、遠藤周作、佐伯彰一／
〈読者論評〉藤枝静男著「或る年の冬」p226
／〈対談〉「現代における思想と実践」、松原
新一／編集後記「或る年の冬」をめぐって
p260／ほか

第２４巻第５号 講談社 1969/05/01 260

626 一般資料 雑誌 群像　昭和44年5月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「個」を生かす－耕治人『一条の光』」
藤枝静男p209／〈創作合評〉藤枝静男著
「或る年の冬」（群像　昭和44年4月号）
p242：小田切秀雄、遠藤周作、佐伯彰一／
〈読者論評〉藤枝静男著「或る年の冬」p226
／〈対談〉「現代における思想と実践」、松原
新一／編集後記「或る年の冬」をめぐって
p260／ほか

第２４巻第５号 講談社 1969/05/01 260

266 一般資料 雑誌 群像　昭和44年7月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈わが蔵書〉「ボッシュ画集」藤枝静男p213
／〈特集〉「大学紛争」小田切秀雄、藤堂明
保、白井浩司ほか／〈座談会〉「政治のなか
の文学」竹内実、原卓也、埴谷雄高／ほか

第２４巻第７号 講談社 1969/07/01 260
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951 一般資料 雑誌 群像　昭和44年7月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈わが蔵書〉「ボッシュ画集」藤枝静男p213
／〈特集〉「大学紛争」小田切秀雄、藤堂明
保、白井浩司ほか／〈座談会〉「政治のなか
の文学」竹内実、原卓也、埴谷雄高／ほか

第２４巻第７号 講談社 1969/07/01 260

627 一般資料 雑誌
群像　昭和44年9月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「夫への怨念と愛情の出奔－田中澄
江『虹は夜』」藤枝静男p302／〈座談会〉「文
学の新しさとリアリティ」河野多恵子、大庭
みな子、小島信夫／「文学は崩壊するか」
平岡篤頼／ほか

第２４巻第９号 講談社 1969/09/01 340

3558 一般資料 雑誌
群像　昭和44年9月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「夫への怨念と愛情の出奔－田中澄
江『虹は夜』」藤枝静男p302／〈座談会〉「文
学の新しさとリアリティ」河野多恵子、大庭
みな子、小島信夫／「文学は崩壊するか」
平岡篤頼／ほか

第２４巻第９号 講談社 1969/09/01 340

270 一般資料 雑誌 群像　昭和45年11月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈特集〉今日、われらにとって文学とは何か
－「命への考察」小川国夫p173／〈書評〉
「陰画の浄土－藤枝静男『欣求浄土』」川村
二郎p207／ほか

第２５巻第１１
号

講談社 1970/11/01 260

2618 一般資料 雑誌 群像　昭和45年11月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈特集〉今日、われらにとって文学とは何か
－「命への考察」小川国夫p173／〈書評〉
「陰画の浄土－藤枝静男『欣求浄土』」川村
二郎p207／ほか

第２５巻第１１
号

講談社 1970/11/01 260

14474 一般資料 雑誌 群像　昭和45年11月号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

〈特集〉今日、われらにとって文学とは何か
－「命への考察」小川国夫p173／〈書評〉
「陰画の浄土－藤枝静男『欣求浄土』」川村
二郎p207／ほか

第25巻第11号 講談社 1970/11/01 260
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923 一般資料 雑誌
群像　昭和45年12月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈特集〉「現代文学の意図と達成」（第一座談
会）戦後文学二十五年　平野謙、吉田精
一、小田切秀雄　（第二座談会）　文学一九
七〇年　秋山駿、磯田光一、入江隆則、川
村二郎、松原新一：藤枝静男「欣求浄土」に
ついての記述ありp224／ほか

第２５巻第１２
号

講談社 1970/12/01 292

267 一般資料 雑誌 群像　昭和45年3月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「或る年の夏」藤枝静男p6／〈座談会〉「歴
史と歴史文学」井上靖、山本健吉、本多秋
五／〈特集〉「短篇小説の役割は終わった
か」Ｗ・サローヤンほか七氏／ほか

第２５巻第３号 講談社 1970/03/01 268

628 一般資料 雑誌 群像　昭和45年3月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「或る年の夏」藤枝静男p6／〈座談会〉「歴
史と歴史文学」井上靖、山本健吉、本多秋
五／〈特集〉「短篇小説の役割は終わった
か」Ｗ・サローヤンほか七氏／ほか

第２５巻第３号 講談社 1970/03/01 268

268 一般資料 雑誌
群像　昭和45年4月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「醜悪な性への直視と脱出－伊藤整
『発掘』」藤枝静男p254／〈読者論評〉藤枝
静男著「或る年の夏」p274／〈中編〉「フルー
トとオーボエ」清岡卓行　「あいびき」大庭み
な子／〈座談会〉「政治と文学の季節に」中
野重治、武田泰淳、大江健三郎／〈特集〉
「文学者は政治にかく『参加』する」浜本武
雄、清水徹ほか／〈特集〉「読者応募　現代
文学への問い」／ほか

第２５巻第４号 講談社 1970/04/01 292
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629 一般資料 雑誌
群像　昭和45年4月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「醜悪な性への直視と脱出－伊藤整
『発掘』」藤枝静男p254／〈読者論評〉藤枝
静男著「或る年の夏」p274／〈中篇〉「フルー
トとオーボエ」清岡卓行　「あいびき」大庭み
な子／〈座談会〉「政治と文学の季節に」中
野重治、武田泰淳、大江健三郎／〈特集〉
「文学者は政治にかく『参加』する」浜本武
雄、清水徹ほか／〈特集〉「読者応募　現代
文学への問い」／ほか

第２５巻第４号 講談社 1970/04/01 292

630 一般資料 雑誌 群像　昭和45年5月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　関連

〈創作合評〉小川国夫著「闇の人」（新潮　昭
和45年4月号）p248：佐々木基一、遠藤周
作、秋山駿／〈大座談会〉「書くことと生きる
ことと」佐多稲子、田中澄江、竹西寛子、円
地文子、瀬戸内晴美、平野謙／〈論評〉「今
日に生きる論理」松原新一　「『敵』とはなに
か」竹内実／ほか

第２５巻第５号 講談社 1970/05/01 260

2617 一般資料 雑誌 群像　昭和45年5月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　関連

〈創作合評〉小川国夫著「闇の人」（新潮　昭
和45年4月号）p248：佐々木基一、遠藤周
作、秋山駿／〈大座談会〉「書くことと生きる
ことと」佐多稲子、田中澄江、竹西寛子、円
地文子、瀬戸内晴美、平野謙／〈論評〉「今
日に生きる論理」松原新一　「『敵』とはなに
か」竹内実／ほか

第２５巻第５号 講談社 1970/05/01 260
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1021 一般資料 雑誌
群像　昭和45年6月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

〈書評〉「負の世界と正気への確信－倉田由
美子『わたしのなかのかれへ』」小川国夫
p230／「『懐風藻』と『古今和歌集』－『日本
文学小史』の内」三島由紀夫／〈特集〉「変
革期のなかの文学教育」対談：佐藤朔、佐
伯彰一　エッセイ：小田切秀雄、大橋健三
郎、倉橋健／「言語表現としての芸術－詩・
評論・小説」対談：吉本隆明、清岡卓行／
〈新人中篇〉「虹」東川正彦／ほか

第２５巻第６号 講談社 1970/06/01 268

14473 一般資料 雑誌
群像　昭和45年6月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈書評〉「負の世界と正気への確信－倉田由
美子『わたしのなかのかれへ』」小川国夫
p230／「『懐風藻』と『古今和歌集』－『日本
文学小史』の内」三島由紀夫／〈特集〉「変
革期のなかの文学教育」対談：佐藤朔、佐
伯彰一　エッセイ：小田切秀雄、大橋健三
郎、倉橋健／「言語表現としての芸術－詩・
評論・小説」対談：吉本隆明、清岡卓行／
〈新人中篇〉「虹」東川正彦／ほか

第25巻第6号 講談社 1970/06/01 268

269 一般資料 雑誌
群像　昭和45年7月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「心情のやさしさ－中村光夫『虚実』」
藤枝静男p232／新人文学賞当選発表－
（小説）「出発の周辺」勝木康介／平野謙、
大橋健三郎、紅野敏郎、埴谷雄高　ほか

第２５巻第７号 講談社 1970/07/01 276

631 一般資料 雑誌
群像　昭和45年7月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「心情のやさしさ－中村光夫『虚実』」
藤枝静男p232／新人文学賞当選発表－
（小説）「出発の周辺」勝木康介／平野謙、
大橋健三郎、紅野敏郎、埴谷雄高　ほか

第２５巻第７号 講談社 1970/07/01 276
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272 一般資料 雑誌
群像　昭和46年新年特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「ヨーロッパ寓目」藤枝静男p276／〈座談会〉
「現代文学における公的なるものと私的なる
もの」野間宏、小田実、大江健三郎／〈対
談〉「混沌と救済－現代における宗教と文
学」武田泰淳、遠藤周作／ほか

第２６巻第１号 講談社 1971/01/01 356

632 一般資料 雑誌
群像　昭和46年新年特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「ヨーロッパ寓目」藤枝静男p276／〈座談会〉
「現代文学における公的なるものと私的なる
もの」野間宏、小田実、大江健三郎／〈対
談〉「混沌と救済－現代における宗教と文
学」武田泰淳、遠藤周作／ほか

第２６巻第１号 講談社 1971/01/01 356

4406 一般資料 雑誌
群像　昭和46年新年特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

「ヨーロッパ寓目」藤枝静男p276／〈座談会〉
「現代文学における公的なるものと私的なる
もの」野間宏、小田実、大江健三郎／〈対
談〉「混沌と救済－現代における宗教と文
学」武田泰淳、遠藤周作／ほか

第26巻第1号 講談社 1971/01/01 356

275 一般資料 雑誌 群像　昭和46年10月号
徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

創刊25周年記念10月特別号／創作大特集
／「老友」藤枝静男p150／大庭みな子、山
本健吉、平野謙、ほか

第２６巻第１０
号

講談社 1971/10/01 388

276 一般資料 雑誌 群像　昭和46年12月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈特集〉現代小説の行方　〈座談会〉現代小
説の状況と行方－「古さと新しさの調和」小
川国夫『彼の故郷』ほか小川国夫について
の記述ありp165：佐伯彰一、川村二郎、磯
田光一／〈書評〉「芸術の本筋となった思想
－藤枝静男『或る年の冬　或る年の夏』」久
保田正文p246／「或る年の冬　或る年の
夏」藤枝静男著：出版案内p228

第２６巻第１２
号

講談社 1971/12/01 292
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2661 一般資料 雑誌 群像　昭和46年12月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈特集〉現代小説の行方　〈座談会〉現代小
説の状況と行方－「古さと新しさの調和」小
川国夫『彼の故郷』ほか小川国夫について
の記述ありp165：佐伯彰一、川村二郎、磯
田光一／〈書評〉「芸術の本筋となった思想
－藤枝静男『或る年の冬　或る年の夏』」久
保田正文p246／「或る年の冬　或る年の
夏」藤枝静男著：出版案内p228

第２６巻第１２
号

講談社 1971/12/01 292

2659 一般資料 雑誌
群像　昭和46年4月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　関連

〈創作合評〉藤枝静男著「キエフの海」（文学
界　昭和46年3月号）p279：平野謙、小島信
夫、瀬戸内晴美／〈特集〉「現代におけるリ
アリズムと反リアリズム　〈座談会〉「小説の
なかの日常性と反日常性」河野多恵子、川
村二郎、古井由吉　〈エッセイ〉紅野敏郎、入
沢康夫、倉橋健、坂崎乙郎／ほか

第２６巻第４号 講談社 1971/04/01 292

6919 一般資料 雑誌 群像　昭和46年4月号
中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載

〈創作合評〉藤枝静男著「キエフの海」（文学
界　昭和46年3月号）p279：平野謙、小島信
夫、瀬戸内晴美／〈特集〉「現代におけるリ
アリズムと反リアリズム　〈座談会〉「小説の
なかの日常性と反日常性」河野多恵子、川
村二郎、古井由吉　〈エッセイ〉紅野敏郎、入
沢康夫、倉橋健、坂崎乙郎／ほか

講談社 1971/04/01 292
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12109 一般資料 雑誌 群像　昭和46年5月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　関連

「小川国夫小論」p259／〈新鋭中篇〉「山の
見える窓」広津桃子　「けものが撃たれると
き」　畑山博／〈座談会〉「歴史と文学とのか
かわり方」大岡昇平、花田清輝、寺田透／
「『日本近代文学史』の偏向と倒錯」佐伯彰
一／ほか

第２６巻第５号 講談社 1971/05/01 292

1022 一般資料 雑誌
群像　昭和46年7月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「彼の故郷」小川国夫p6／〈特集〉高橋和巳
追悼　〈座談会〉「戦後文学と高橋和巳」本
多秋五、野間宏、武田泰淳、真継伸彦
〈エッセイ〉埴谷雄高、松原新一、高橋和子
／ほか

第２６巻第７号 講談社 1971/07/01 308

3599 一般資料 雑誌
群像　昭和46年7月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「彼の故郷」小川国夫p6／〈特集〉高橋和巳
追悼　〈座談会〉「戦後文学と高橋和巳」本
多秋五、野間宏、武田泰淳、真継伸彦
〈エッセイ〉埴谷雄高、松原新一、高橋和子
／ほか

第２６巻第７号 講談社 1971/07/01 308

3600 一般資料 雑誌
群像　昭和46年7月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「彼の故郷」小川国夫p6／〈特集〉高橋和巳
追悼　〈座談会〉「戦後文学と高橋和巳」本
多秋五、野間宏、武田泰淳、真継伸彦
〈エッセイ〉埴谷雄高、松原新一、高橋和子
／ほか

第２６巻第７号 講談社 1971/07/01 308

5679 一般資料 雑誌
群像　昭和46年7月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「彼の故郷」小川国夫p6／〈特集〉高橋和巳
追悼　〈座談会〉「戦後文学と高橋和巳」本
多秋五、野間宏、武田泰淳、真継伸彦
〈エッセイ〉埴谷雄高、松原新一、高橋和子
／ほか

第２６巻第７号 講談社 1971/07/01 308

14475 一般資料 雑誌
群像　昭和46年7月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「彼の故郷」小川国夫p6／〈特集〉高橋和巳
追悼　〈座談会〉「戦後文学と高橋和巳」本
多秋五、野間宏、武田泰淳、真継伸彦
〈エッセイ〉埴谷雄高、松原新一、高橋和子
／ほか

第26巻第7号 講談社 1971/07/01 308
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2660 一般資料 雑誌
群像　昭和46年8月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

中篇特集／藤枝静男著：「怠惰な男」（141
枚）（P6）／好きな言葉嫌いな言葉小川国夫
著：「言語感覚と言語哲学」（P204）／特集：
文学における感受性と言語表現／〈創作合
評〉小川国夫著「彼の故郷」（群像　昭和46
年7月号）p300：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉小川国夫著「彼の
故郷」p288／ほか

第２６巻第８号 講談社 1971/08/01 308

3601 一般資料 雑誌
群像　昭和46年8月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

中篇特集／藤枝静男著：「怠惰な男」（141
枚）（P6）／好きな言葉嫌いな言葉小川国夫
著：「言語感覚と言語哲学」（P204）／特集：
文学における感受性と言語表現／〈創作合
評〉小川国夫著「彼の故郷」（群像　昭和46
年7月号）p300：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉小川国夫著「彼の
故郷」p288／ほか

第２６巻第８号 講談社 1971/08/01 308

4405 一般資料 雑誌
群像　昭和46年8月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　収載

中篇特集／藤枝静男著：「怠惰な男」（141
枚）（P6）／好きな言葉嫌いな言葉小川国夫
著：「言語感覚と言語哲学」（P204）／特集：
文学における感受性と言語表現／〈創作合
評〉小川国夫著「彼の故郷」（群像　昭和46
年7月号）p300：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉小川国夫著「彼の
故郷」p288／ほか

第26巻第8号 講談社 1971/08/01 308
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ペー
ジ数

7643 一般資料 雑誌
群像　昭和46年8月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　収載

中篇特集／藤枝静男著：「怠惰な男」（141
枚）（P6）／好きな言葉嫌いな言葉小川国夫
著：「言語感覚と言語哲学」（P204）／特集：
文学における感受性と言語表現／〈創作合
評〉小川国夫著「彼の故郷」（群像　昭和46
年7月号）p300：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉小川国夫著「彼の
故郷」p288／ほか

講談社 1971/08/01 308

11120 一般資料 雑誌
群像　昭和46年8月特大
号

中島和夫　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　収載

中篇特集／藤枝静男著：「怠惰な男」（141
枚）（P6）／好きな言葉嫌いな言葉小川国夫
著：「言語感覚と言語哲学」（P204）／特集：
文学における感受性と言語表現／〈創作合
評〉小川国夫著「彼の故郷」（群像　昭和46
年7月号）p300：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉小川国夫著「彼の
故郷」p288／ほか

第２６巻第８号 講談社 1971/08/01 308

14476 一般資料 雑誌
群像　昭和46年8月特大
号

中島和夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

中篇特集／藤枝静男著：「怠惰な男」（141
枚）（P6）／好きな言葉嫌いな言葉小川国夫
著：「言語感覚と言語哲学」（P204）／特集：
文学における感受性と言語表現／〈創作合
評〉小川国夫著「彼の故郷」（群像　昭和46
年7月号）p300：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉小川国夫著「彼の
故郷」p288／ほか

第26巻第8号 講談社 1971/08/01 308
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273 一般資料 雑誌 群像　昭和46年9月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈書評〉「闇にうずくまる異形の獣－倉橋由
美子『反悲劇』」小川国夫p224／〈創作合
評〉藤枝静男著「怠惰な男」（群像　昭和46
年8月号）p285：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉藤枝静男著「怠惰
な男」p272

第２６巻第９号 講談社 1971/09/01 292

633 一般資料 雑誌 群像　昭和46年9月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈書評〉「闇にうずくまる異形の獣－倉橋由
美子『反悲劇』」小川国夫p224／〈創作合
評〉藤枝静男著「怠惰な男」（群像　昭和46
年8月号）p285：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉藤枝静男著「怠惰
な男」p272

第２６巻第９号 講談社 1971/09/01 292

14477 一般資料 雑誌 群像　昭和46年9月号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

〈書評〉「闇にうずくまる異形の獣－倉橋由
美子『反悲劇』」小川国夫p224／〈創作合
評〉藤枝静男著「怠惰な男」（群像　昭和46
年8月号）p285：佐々木基一、遠藤周作、上
田三四二／〈読者論評〉藤枝静男著「怠惰
な男」p272

第26巻第9号 講談社 1971/09/01 292

277 一般資料 雑誌
群像　昭和47年新年特大
号

徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉志賀直哉－「リッチ」藤枝静男p226
〈座談会〉「志賀直哉　人と文学」尾崎一雄、
中野重治、平野謙、本多秋五　「志賀さんの
書」瀧井孝作　「志賀先生」上司海雲　「志賀
直哉の本」紅野敏郎　ほか／〈書評〉大岡昇
平「レイテ戦記」島尾敏雄／ほか

第２７巻第１号 講談社 1972/01/01 364

280 一般資料 雑誌 群像　昭和47年11月号
徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

「山川草木」藤枝静男p56／〈書評〉「観察の
あたたかさ－藤枝静男著『寓目愚談』」川村
二郎p230／ほか

第２７巻第１１
号

講談社 1972/11/01 292

102



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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2662 一般資料 雑誌 群像　昭和47年11月号
徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

「山川草木」藤枝静男p56／〈書評〉「観察の
あたたかさ－藤枝静男著『寓目愚談』」川村
二郎p230／ほか

第２７巻第１１
号

講談社 1972/11/01 292

278 一般資料 雑誌
群像　昭和47年2月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

〈詩と私〉「ダヴィデについて」小川国夫p145
／〈書評〉「正確周到に尽くされた描写－杉
浦明平『小説　渡辺崋山』」藤枝静男p250／
ほか

第２７巻第２号 講談社 1972/02/01 308

1023 一般資料 雑誌
群像　昭和47年2月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

〈詩と私〉「ダヴィデについて」小川国夫p145
／〈書評〉「正確周到に尽くされた描写－杉
浦明平『小説　渡辺崋山』」藤枝静男p250／
ほか

第２７巻第２号 講談社 1972/02/01 308

14478 一般資料 雑誌
群像　昭和47年2月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

〈詩と私〉「ダヴィデについて」小川国夫p145
／〈書評〉「正確周到に尽くされた描写－杉
浦明平『小説　渡辺崋山』」藤枝静男p250／
ほか

第27巻第2号 講談社 1972/02/01 308

1024 一般資料 雑誌
群像　昭和47年4月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈座談会〉日本文学の世界的同時性－「ヨー
ロッパ文学の『私』と日本の私小説」藤枝静
男に関する記述ありp221　「黒井千次『走る
家族』の状況設定」小川国夫に関する記述
あり／〈創作合評〉小川国夫著「静南村」（文
芸　昭和47年3月号）p318：佐々木基一、三
浦朱門、黒井千次／ほか

第２７巻第４号 講談社 1972/04/01 324
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6013 一般資料 雑誌
群像　昭和47年4月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈座談会〉日本文学の世界的同時性－「ヨー
ロッパ文学の『私』と日本の私小説」藤枝静
男に関する記述ありp221　「黒井千次『走る
家族』の状況設定」小川国夫に関する記述
あり／〈創作合評〉小川国夫著「静南村」（文
芸　昭和47年3月号）p318：佐々木基一、三
浦朱門、黒井千次／ほか

第２７巻第４号 講談社 1972/04/01 324

279 一般資料 雑誌
群像　昭和47年5月特大
号

徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈日本語について〉「学者まかせ」藤枝静男
p242／〈特集〉「表現者の自由と国家」－〈対
談〉「文学者と祖国」小田実、李恢成／饗庭
孝男、佐々木基一、黒井千次ほか

第２７巻第５号 講談社 1972/05/01 308

12110 一般資料 雑誌 群像　昭和47年7月号
徳島高義　編集人／
藤枝静男　関連

「藤枝静男論」上田三四二p194／〈座談会〉
「小説はどこへ行くか」ソウル・ベロー、小島
信夫、佐伯彰一／ほか

第２７巻第７号 講談社 1972/07/01 292

1025 一般資料 雑誌
群像　昭和47年8月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「愛国者たち」藤枝静男p130／〈日本語につ
いて〉「推敲」小川国夫p274／ほか

第２７巻第８号 講談社 1972/08/01 324

3602 一般資料 雑誌
群像　昭和47年8月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「愛国者たち」藤枝静男p130／〈日本語につ
いて〉「推敲」小川国夫p274／ほか

第２７巻第８号 講談社 1972/08/01 324

7644 一般資料 雑誌
群像　昭和47年8月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「愛国者たち」藤枝静男p130／〈日本語につ
いて〉「推敲」小川国夫p274／ほか

第２７巻第８号 講談社 1972/08/01 324

11121 一般資料 雑誌
群像　昭和47年8月特大
号

徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　収載

「愛国者たち」藤枝静男p130／〈日本語につ
いて〉「推敲」小川国夫p274／ほか

第２７巻第８号 講談社 1972/08/01 324
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14479 一般資料 雑誌
群像　昭和47年8月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

「愛国者たち」藤枝静男p130／〈日本語につ
いて〉「推敲」小川国夫p274／ほか

第27巻第8号 講談社 1972/08/01 324

2619 一般資料 雑誌 群像　昭和47年9月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

「意味に憑かれた人間－小川国夫論」高橋
英夫p178／〈創作合評〉藤枝静男著「愛国
者たち」（群像　昭和47年8月号）p277：寺田
透、丸谷才一、田久保英夫／「島尾敏雄・
『崩れ』について－同時代としての戦後９」
大江健三郎／ほか

第２７巻第９号 講談社 1972/09/01 292

3603 一般資料 雑誌 群像　昭和47年9月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

「意味に憑かれた人間－小川国夫論」高橋
英夫p178／〈創作合評〉藤枝静男著「愛国
者たち」（群像　昭和47年8月号）p277：寺田
透、丸谷才一、田久保英夫／「島尾敏雄・
『崩れ』について－同時代としての戦後９」
大江健三郎／ほか

第２７巻第９号 講談社 1972/09/01 292

281 一般資料 雑誌
群像　昭和48年新年特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「血と幻」小川国夫p66／〈創作合評〉藤枝静
男、平野謙、川村二郎p338／〈座談会〉「表
現者と戦後的日常」黒井千次、阿部昭、柴
田翔、柄谷行人、秋山駿「内向の文学の必
然性」ほかp253

第２８巻第１号 講談社 1973/01/01 356

634 一般資料 雑誌
群像　昭和48年新年特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「血と幻」小川国夫p66／〈創作合評〉藤枝静
男、平野謙、川村二郎p338／〈座談会〉「表
現者と戦後的日常」黒井千次、阿部昭、柴
田翔、柄谷行人、秋山駿「内向の文学の必
然性」ほかp253

第２８巻第１号 講談社 1973/01/01 356
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14480 一般資料 雑誌
群像　昭和48年新年特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

「血と幻」小川国夫p66／〈創作合評〉藤枝静
男、平野謙、川村二郎p338／〈座談会〉「表
現者と戦後的日常」黒井千次、阿部昭、柴
田翔、柄谷行人、秋山駿「内向の文学の必
然性」ほかp253

第28巻第1号 講談社 1973/01/01 356

2664 一般資料 雑誌 群像　昭和48年2月号
徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈創作合評〉藤枝静男、平野謙、川村二郎
p274／〈座談会〉「小説と演劇のあいだ」小
島信夫、清水邦夫、別役実／〈特集〉「作家
はこうして世に出る」宮本陽吉、岩崎力、青
木順三ほか

第２８巻第２号 講談社 1973/02/01 292

1026 一般資料 雑誌 群像　昭和48年3月号
徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈創作合評〉藤枝静男、平野謙、川村二郎
p275／〈対談〉「国家・南方・戦争」大岡昇
平、小田実／「伊藤整の息づかい－日本文
壇史全十八巻」紅野敏郎／ほか

第２８巻第３号 講談社 1973/03/01 292

12237 一般資料 雑誌 群像　昭和48年4月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　関連

「『内向の世代』考」小川国夫についての記
述あり：上田三四二p248／〈特集〉「現代小
説の読みかた」船橋聖一、寺田透、大庭み
な子、松原新一、中村光夫、河野多恵子、
秋山駿、丸山健二、吉行淳之介、川村二郎
／ほか

第２８巻第４号 講談社 1973/04/01 332

1027 一般資料 雑誌 群像　昭和48年5月号
徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈私の受験〉「三度目の勝負」藤枝静男p153
／〈対談〉「ヒトの故郷」安岡章太郎、米山俊
直／ほか

第２８巻第５号 講談社 1973/05/01 292
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4455 一般資料 雑誌
群像　昭和48年6月特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載

〈私の愛蔵品〉「愛憎から愛蔵へ」小川国夫
ｐ217／〈創作合評〉小川国夫著「その血は
我に」（文芸展望　昭和48年1月号）p307：小
田切秀雄、中村真一郎、磯田光一／〈特集〉
椎名麟三－「風にまわる風車」本多秋五
ほか

第28巻第6号 講談社 1973/06/01 324

1028 一般資料 雑誌
群像　昭和48年7月特大
号

徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「『パセティック』な圧力－江藤淳『一
族再会（第一部）』」藤枝静男p260／〈座談
会〉「われわれはこう書く－新人の立場か
ら」畑山博、富岡多恵子、津島佑子、三木卓
／ほか

第２８巻第７号 講談社 1973/07/01 324

2665 一般資料 雑誌
群像　昭和48年7月特大
号

徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「『パセティック』な圧力－江藤淳『一
族再会（第一部）』」藤枝静男p260／〈座談
会〉「われわれはこう書く－新人の立場か
ら」畑山博、富岡多恵子、津島佑子、三木卓
／ほか

第２８巻第７号 講談社 1973/07/01 324

7645 一般資料 雑誌
群像　昭和48年７月特大
号

徳島高義　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「『パセティック』な圧力－江藤淳『一
族再会（第一部）』」藤枝静男p260／〈座談
会〉「われわれはこう書く－新人の立場か
ら」畑山博、富岡多恵子、津島佑子、三木卓
／ほか

講談社 1973/07/01 324
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1029 一般資料 雑誌 群像　昭和48年8月号
徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈一槌一語〉おばけ・夢魔・死－「死んでいる
私」小川国夫p216／〈創作合評〉藤枝静男
著「私々小説」（すばる12号）p287：佐多稲
子、遠藤周作、高橋英夫／〈大特集〉現代の
文芸批評はこれでいいのか－〈特集１〉「批
評の理想と現実」平野謙、江藤淳ほか　〈特
集２〉「批評の現場から」秋山駿、磯田光一、
奥野健男ほか　〈特集３〉「世界における批
評家の位置」蓮實重彦、井上謙治ほか

第２８巻第８号 講談社 1973/08/01 292

7633 一般資料 雑誌
群像　昭和48年　新年特
大号

徳島高義　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「血と幻」小川国夫p66／〈創作合評〉藤枝静
男、平野謙、川村二郎p338／〈座談会〉「表
現者と戦後的日常」黒井千次、阿部昭、柴
田翔、柄谷行人、秋山駿「内向の文学の必
然性」ほかp253<BR>

第28巻第1号 講談社 1973/01/01 356

1030 一般資料 雑誌
群像　昭和49年新年特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　収載

「田紳有楽」藤枝静男p52／〈書評〉「『私』の
倍増という自我のあり方－藤枝静男『愛国
者たち』」高橋英夫p296　「強烈な想像力と
言語の造型－小川国夫『或る聖書』」饗庭
孝男p298／〈特集１〉「批評家３３氏による戦
後文学１０選」饗庭孝男、立石伯、遠丸立－
「或る聖書」小川国夫：大橋健三郎、桶谷秀
昭－「空気頭」藤枝静男：中野孝次－「欣求
浄土」藤枝静男：利沢行夫－「試みの岸」小
川国夫／〈特集２〉戦後文学を再検討する
－〈座談会〉秋山駿、磯田光一、柄谷行人、
川村二郎、上田三四二－内向の世代とはな
にか　ほか

第２９巻第１号 講談社 1974/01/01 388
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19266 一般資料 雑誌
群像　昭和49年新年特大
号

徳島高義　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　収載

「田紳有楽」藤枝静男p52／〈書評〉「『私』の
倍増という自我のあり方－藤枝静男『愛国
者たち』」高橋英夫p296　「強烈な想像力と
言語の造型－小川国夫『或る聖書』」饗庭
孝男p298／〈特集1〉「批評家33氏による戦
後文学10選」饗庭孝男、立石伯、遠丸立－
「或る聖書」小川国夫：大橋健三郎、桶谷秀
昭－「空気頭」藤枝静男：中野孝次－「欣求
浄土」藤枝静男：利沢行夫－「試みの岸」小
川国夫／〈特集2〉戦後文学を再検討する－
〈座談会〉秋山駿、磯田光一、柄谷行人、川
村二郎、上田三四二－内向の世代とはなに
か　ほか

第29巻第1号 講談社 1974/01/01 388

1033 一般資料 雑誌 群像　1974年11月号
大村彦次郎　編集人
／藤枝静男　収載

〈書評〉「対象を捩じ伏せる力－阿倍昭『無
縁の生活』」藤枝静男p238／新鋭創作特集
－〈対談〉秋山駿、川村二郎／ほか

第２９巻第１１
号

講談社 1974/11/01 276

2620 一般資料 雑誌 群像　1974年3月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　関連

〈座談会〉「『昭和四十年代作家』の可能性」
入江隆則、高橋英夫、松原新一、平岡篤頼
－「『内向派』の現実への距離」ほか、小川
国夫についての記述ありp168／〈創作月
評〉「現代文学における『真贋』」佐伯彰一：
江藤淳「フォーニィ」発言についてp5

第２９巻第３号 講談社 1974/03/01 260

952 一般資料 雑誌 群像　1974年4月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　収載

〈現代作家論特集〉「小川国夫小観」藤枝静
男p128／〈座談会〉「芭蕉－その俳諧形式
の特質」山本健吉、尾形仂、大岡信／ほか

第２９巻第４号 講談社 1974/04/01 260
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1031 一般資料 雑誌 群像　1974年4月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　収載

〈現代作家論特集〉「小川国夫小観」藤枝静
男p128／〈座談会〉「芭蕉－その俳諧形式
の特質」山本健吉、尾形仂、大岡信／ほか

第２９巻第４号 講談社 1974/04/01 260

3559 一般資料 雑誌 群像　1974年4月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　収載

〈現代作家論特集〉「小川国夫小観」藤枝静
男p128／〈座談会〉「芭蕉－その俳諧形式
の特質」山本健吉、尾形仂、大岡信／ほか

第２９巻第４号 講談社 1974/04/01 260

12238 一般資料 雑誌 群像　1974年4月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　収載

〈現代作家論特集〉「小川国夫小観」藤枝静
男p128／〈座談会〉「芭蕉－その俳諧形式
の特質」山本健吉、尾形仂、大岡信／ほか

第２９巻第４号 講談社 1974/04/01 260

14481 一般資料 雑誌 群像　1974年4月号

大村彦次郎　編集人
／小川国夫　関連／
藤枝静男　収載／小
川国夫　蔵書

〈現代作家論特集〉「小川国夫小観」藤枝静
男p128／〈座談会〉「芭蕉－その俳諧形式
の特質」山本健吉、尾形仂、大岡信／ほか

第29巻第4号 講談社 1974/04/01 260

1032 一般資料 雑誌 群像　1974年7月号
大村彦次郎　編集人
／藤枝静男　収載

「田紳有楽前書き」藤枝静男p90／〈対談〉
「歴史と歴史小説－ルカーチ、鴎外その他」
大岡昇平、本多秋五

第２９巻第７号 講談社 1974/07/01 292

635 一般資料 雑誌 群像　1974年8月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

〈書評〉「言葉に対するファナティシズム－小
川国夫『彼の故郷』」森川達也p261／ほか

第２９巻第８号 講談社 1974/08/01 292

2621 一般資料 雑誌 群像　1974年8月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

〈書評〉「言葉に対するファナティシズム－小
川国夫『彼の故郷』」森川達也p261／ほか

第２９巻第８号 講談社 1974/08/01 292

953 一般資料 雑誌 群像　1975年1月特大号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

「砂丘」小川国夫p104 第３０巻第１号 講談社 1975/01/01 324

1034 一般資料 雑誌 群像　1975年1月特大号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

「砂丘」小川国夫p104 第３０巻第１号 講談社 1975/01/01 324
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5680 一般資料 雑誌 群像　1975年1月特大号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

「砂丘」小川国夫p104 第３０巻第１号 講談社 1975/01/01 324

6046 一般資料 雑誌 群像　1975年1月特大号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

「砂丘」小川国夫p104 第３０巻第１号 講談社 1975/01/01 324

11122 一般資料 雑誌 群像　1975年1月特大号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

小川国夫「砂丘」p104 第３０巻第１号 講談社 1975/01/01 324

14482 一般資料 雑誌 群像　1975年1月特大号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

「砂丘」小川国夫p104 第30巻第1号 講談社 1975/01/01 324

2666 一般資料 雑誌 群像　1975年11月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

〈新著月評〉「不思議な視力－藤枝静男『小
感軽談』ほか」亀井秀雄p220／〈評論特集〉
高橋英夫、岡庭登、川村二郎ほか

第３０巻第１１
号

講談社 1975/11/01 260

2667 一般資料 雑誌 群像　1975年12月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

〈新著月評〉「『語り』の言葉について－藤枝
静男『異床同夢』ほか」大橋健三郎p246／
〈座談会〉「一九七五年文学の状況」秋山
駿、高橋英夫、川村二郎、上田三四二／
〈対談〉「批評・言葉・世界」吉本隆明、秋山
駿／ほか

第３０巻第１２
号

講談社 1975/12/01 324

16871 一般資料 雑誌
群像　1975年1月特大号
刷出　「砂丘」小川国夫

小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「砂丘」小川国夫 講談社 1975/01/01 20

19267 一般資料 雑誌 群像　1975年2月
木村彦次郎　編集人
／藤枝静男　関連

秋山駿「もう一つの視点（創作月評）」（藤枝
静男「一枚の油絵」についての記述あり）
p13

第30巻第2号 講談社 1975/02/01 292

636 一般資料 雑誌 群像　1975年3月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　関連

〈創作月評〉「背後からの声」秋山駿p13：小
川国夫「旅役者」についての記述あり／〈座
談会〉「女流作家の新傾向」上田三四二、川
村二郎、平岡篤頼／ほか

第３０巻第３号 講談社 1975/03/01 292

111



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

1035 一般資料 雑誌 群像　1975年4月号
大村彦次郎　編集人
／藤枝静男　収載

「田紳有楽前書き（二）」藤枝静男p14／〈対
談〉「現代における『私』－語ることと生きる
こと」佐伯彰一、秋山駿／〈思い出すことな
ど〉「西東忌」平畑静塔／ほか

第３０巻第４号 講談社 1975/04/01 260

7646 一般資料 雑誌 群像　1975年4月号
大村彦次郎　編集人
／藤枝静男　収載

「田紳有楽前書き（二）」藤枝静男p14／〈対
談〉「現代における『私』－語ることと生きる
こと」佐伯彰一、秋山駿／〈思い出すことな
ど〉「西東忌」平畑静塔／ほか

第３０巻第４号 講談社 1975/04/01 260

2622 一般資料 雑誌 群像　1975年7月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載

「外典」小川国夫p248／「夢魔の世界－『死
霊』五章」埴谷雄高／ほか

第３０巻第７号 講談社 1975/07/01 292

14483 一般資料 雑誌 群像　1975年7月号
大村彦次郎　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

「外典」小川国夫p248／「夢魔の世界－『死
霊』五章」埴谷雄高／ほか

第30巻第7号 講談社 1975/07/01 292

640 一般資料 雑誌 群像　1976年10月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊30周年記念10月特別号／「出てこい」
藤枝静男p82／「幾波行き」小川国夫p88

第３１巻第１０
号

講談社 1976/10/01 500

1038 一般資料 雑誌 群像　1976年10月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊30周年記念10月特別号
第３１巻第１０
号

講談社 1976/10/01 500

11124 一般資料 雑誌 群像　1976年10月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊30周年記念10月特別号／「出てこい」
藤枝静男p82／「幾波行き」小川国夫p88

第３１巻第１０
号

講談社 1976/10/01 500

12239 一般資料 雑誌 群像　1976年10月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊30周年記念10月特別号
第３１巻第１０
号

講談社 1976/10/01 500

14486 一般資料 雑誌 群像　1976年10月特大号

橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

創刊30周年記念10月特別号／「出てこい」
藤枝静男p82／「幾波行き」小川国夫p88

第31巻第10号 講談社 1976/10/01 500
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1036 一般資料 雑誌 群像　1976年2月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「田紳有楽（終章）」藤枝静男p30／「元素と
しての『私』－私小説序論」高橋英夫p177：
藤枝静男「山川草木」「風景小説」について
の記述あり／〈創作合評〉「日常性をめぐっ
て」野間宏、佐々木基一、秋山駿：「内向の
世代」をめぐって　ほか

第３１巻第２号 講談社 1976/02/01 292

282 一般資料 雑誌 群像　1976年3月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「石の夢」小川国夫p108／〈舟橋聖一追悼〉
佐多稲子、吉行淳之介、水上勉、芝木好
子、野口冨士男／〈壇一雄追悼〉「漂泊の詩
人檀一雄」中谷孝雄／ほか

第３１巻第３号 講談社 1976/03/01 324

2114 一般資料 雑誌 群像　1976年3月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「石の夢」小川国夫p108／〈舟橋聖一追悼〉
佐多稲子、吉行淳之介、水上勉、芝木好
子、野口冨士男／〈壇一雄追悼〉「漂泊の詩
人檀一雄」中谷孝雄／ほか

第３１巻第３号 講談社 1976/03/01 324

2636 一般資料 雑誌 群像　1976年3月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「石の夢」小川国夫p108／〈舟橋聖一追悼〉
佐多稲子、吉行淳之介、水上勉、芝木好
子、野口冨士男／〈壇一雄追悼〉「漂泊の詩
人檀一雄」中谷孝雄／ほか

第３１巻第３号 講談社 1976/03/01 324

6049 一般資料 雑誌 群像　1976年3月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「石の夢」小川国夫p108／〈舟橋聖一追悼〉
佐多稲子、吉行淳之介、水上勉、芝木好
子、野口冨士男／〈壇一雄追悼〉「漂泊の詩
人檀一雄」中谷孝雄／ほか

第３１巻第３号 講談社 1976/03/01 324
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11123 一般資料 雑誌 群像　1976年3月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「石の夢」小川国夫p108／〈舟橋聖一追悼〉
佐多稲子、吉行淳之介、水上勉、芝木好
子、野口冨士男／〈壇一雄追悼〉「漂泊の詩
人檀一雄」中谷孝雄／ほか<BR>

第３１巻第３号 講談社 1976/03/01 324

14484 一般資料 雑誌 群像　1976年3月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「石の夢」小川国夫p108／〈舟橋聖一追悼〉
佐多稲子、吉行淳之介、水上勉、芝木好
子、野口冨士男／〈壇一雄追悼〉「漂泊の詩
人檀一雄」中谷孝雄／ほか

第31巻第3号 講談社 1976/03/01 324

637 一般資料 雑誌 群像　1976年4月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　関連

〈創作合評４〉「『俗』について」－「省略の問
題－小川国夫『石の夢（群像　1976年3
月）』」野間宏、佐々木基一、秋山駿p307

第３１巻第４号 講談社 1976/04/01 324

14485 一般資料 雑誌 群像　1976年4月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈創作合評４〉「『俗』について」－「省略の問
題－小川国夫『石の夢（群像　1976年3
月）』」野間宏、佐々木基一、秋山駿p307

第31巻第4号 講談社 1976/04/01 324

638 一般資料 雑誌 群像　1976年7月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

〈新著月評〉「『時』を繋ぎとめるもの－藤枝
静男『田紳有楽』」大橋健三郎p264／藤枝
静男著「田紳有楽」「藤枝静男著作集」：今
月の新刊広告ページ（写真あり）p260

第３１巻第７号 講談社 1976/07/01 292

2668 一般資料 雑誌 群像　1976年7月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

〈新著月評〉「『時』を繋ぎとめるもの－藤枝
静男『田紳有楽』」大橋健三郎p264

第３１巻第７号 講談社 1976/07/01 292

954 一般資料 雑誌 群像　1976年8月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

「在らざるにあらず」藤枝静男p6：小川国夫
についての記述あり

第３１巻第８号 講談社 1976/08/01 324

1037 一般資料 雑誌 群像　1976年8月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

「在らざるにあらず」藤枝静男p6：小川国夫
についての記述あり

第３１巻第８号 講談社 1976/08/01 324
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639 一般資料 雑誌 群像　1976年9月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

〈創作合評９〉「現代小説における私」－「日
本の『私』の構造－藤枝静男『在らざるにあ
らず』」佐多稲子、佐伯彰一、上田三四二
p303

第３１巻第９号 講談社 1976/09/01 324

2669 一般資料 雑誌 群像　1976年9月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

〈創作合評９〉「現代小説における私」－「日
本の『私』の構造－藤枝静男『在らざるにあ
らず』」佐多稲子、佐伯彰一、上田三四二
p303

第３１巻第９号 講談社 1976/09/01 324

1039 一般資料 雑誌 群像　1977年10月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

「悲しいだけ」藤枝静男p6
第３２巻第１０
号

講談社 1977/10/01 324

1040 一般資料 雑誌 群像　1977年10月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

「悲しいだけ」藤枝静男p6
第３２巻第１０
号

講談社 1977/10/01 324

955 一般資料 雑誌 群像　1977年11月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「庭の生きものたち」藤枝静男p6／〈創作合
評２３〉小説の中の生と死－「風景の転換－
藤枝静男『悲しいだけ』」上田三四二、黒井
千次、柄谷行人p266／

第３２巻第１１
号

講談社 1977/11/01 292

1041 一般資料 雑誌 群像　1977年11月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「庭の生きものたち」藤枝静男p6／〈創作合
評２３〉小説の中の生と死－「風景の転換－
藤枝静男『悲しいだけ』」上田三四二、黒井
千次、柄谷行人p266／

第３２巻第１１
号

講談社 1977/11/01 292

1042 一般資料 雑誌 群像　1977年11月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「庭の生きものたち」藤枝静男p6／〈創作合
評２３〉小説の中の生と死－「風景の転換－
藤枝静男『悲しいだけ』」上田三四二、黒井
千次、柄谷行人p266／

第３２巻第１１
号

講談社 1977/11/01 292

2132 一般資料 雑誌 群像　1977年11月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「庭の生きものたち」藤枝静男p6／〈創作合
評２３〉小説の中の生と死－「風景の転換－
藤枝静男『悲しいだけ』」上田三四二、黒井
千次、柄谷行人p266／

第３２巻第１１
号

講談社 1977/11/01 292
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283 一般資料 雑誌 群像　1977年6月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「幾波回想」小川国夫p156／第２０回群像
新人文学賞発表

第３２巻第６号 講談社 1977/06/01 420

3916 一般資料 雑誌 群像　1977年6月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「幾波回想」小川国夫p156／第２０回群像
新人文学賞発表

第３２巻第６号 講談社 1977/06/01 420

12240 一般資料 雑誌 群像　1977年6月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「幾波回想」小川国夫p156／第２０回群像
新人文学賞発表

第３２巻第６号 講談社 1977/06/01 420

14487 一般資料 雑誌 群像　1977年6月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「幾波回想」小川国夫p156／第２０回群像
新人文学賞発表

第32巻第6号 講談社 1977/06/01 420

1043 一般資料 雑誌 群像　1978年4月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「雉鳩帰る」藤枝静男p44 第３３巻第４号 講談社 1978/04/01 324

641 一般資料 雑誌 群像　1978年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

平野謙追悼特集　〈座談会〉「平野謙・人と
文学」藤枝静男、本多秋五、埴谷雄高、野
間宏、荒正人p266／第２１回群像新人文学
賞発表－「海を感じる時」中沢けい／ほか

第３３巻第６号 講談社 1978/06/01 420

1044 一般資料 雑誌 群像　1978年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

平野謙追悼特集　〈座談会〉「平野謙・人と
文学」藤枝静男、本多秋五、埴谷雄高、野
間宏、荒正人p266／第２１回群像新人文学
賞発表－「海を感じる時」中沢けい／ほか

第３３巻第６号 講談社 1978/06/01 420

6045 一般資料 雑誌 群像　1978年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

平野謙追悼特集　〈座談会〉「平野謙・人と
文学」藤枝静男、本多秋五、埴谷雄高、野
間宏、荒正人p266／第２１回群像新人文学
賞発表－「海を感じる時」中沢けい／ほか

第３３巻第６号 1978/06/01 420

1045 一般資料 雑誌 群像　1978年7月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

〈随筆〉「スケッチ行」小川国夫p298／〈創作
合評３１〉小説の今日的感受性－「新しい文
学の波－中沢けい『海を感じる時』　ほか」
藤枝静男、秋山駿、黒井千次p307

第３３巻第７号 講談社 1978/07/01 324
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14488 一般資料 雑誌 群像　1978年7月特大号

橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

「スケッチ行」小川国夫p298／「侃侃諤諤」
p304（小川国夫についての記述あり：内向
の世代についてほか）／【創作合評31】小説
の今日的感受性－藤枝静男、秋山駿、黒井
千次p307

第33巻第7号 講談社 1978/07/01 324

642 一般資料 雑誌 群像　1978年8月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

〈創作合評３２〉モチーフと表現：藤枝静男、
秋山駿、黒井千次p367

第３３巻第８号 講談社 1978/08/01 388

643 一般資料 雑誌 群像　1978年9月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　収載

「内面がはらむもの－小川国夫論」月村敏
行p278／〈創作合評３３〉表現の密度につい
て－藤枝静男、秋山駿、黒井千次p305

第３３巻第９号 講談社 1978/09/01 324

956 一般資料 雑誌 群像　1978年9月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　収載

内面がはらむもの　小川国夫論：月村敏行
著　　・創作合評33　表現の密度について
藤枝静男・秋山駿・黒井千次

第３３巻第９号 講談社 1978/09/01 324

959 一般資料 雑誌 群像　1979年10月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「平沢計七・鷹野つぎのころ」藤枝静男p246
／追悼・福永武彦

第３４巻第１０
号

講談社 1979/10/01 324

646 一般資料 雑誌 群像　1979年11月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

中野重治追悼－「高麗人形のことなど」藤枝
静男p222　「回想点々記」本多秋五　ほか

第３４巻第１１
号

講談社 1979/11/01 324

1047 一般資料 雑誌 群像　1979年11月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

中野重治追悼－「高麗人形のことなど」藤枝
静男p222　「回想点々記」本多秋五　ほか

第３４巻第１１
号

講談社 1979/11/01 324

957 一般資料 雑誌 群像　1979年2月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「みな生きものみな死にもの」藤枝静男p6／
〈書評〉「説明的と描写的－藤枝静男『茫界
偏視』」岡松和夫p222

第３４巻第２号 講談社 1979/02/01 260

1046 一般資料 雑誌 群像　1979年2月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「みな生きものみな死にもの」藤枝静男p6／
〈書評〉「説明的と描写的－藤枝静男『茫界
偏視』」岡松和夫p222

第３４巻第２号 講談社 1979/02/01 260
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7647 一般資料 雑誌 群像　1979年2月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「みな生きものみな死にもの」藤枝静男p6／
〈書評〉「説明的と描写的－藤枝静男『茫界
偏視』」岡松和夫p222<BR>

講談社 1979/02/01 260

644 一般資料 雑誌 群像　1979年3月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　関連

〈第39回創作合評〉「みな生きもの　みな死
にもの」藤枝静男：川村二郎、高橋たか子、
大橋健三郎p482

第３４巻第３号 講談社 1979/03/01 500

645 一般資料 雑誌 群像　1979年4月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「強い『物』の手触り－藤枝静男『悲
しいだけ』」中野孝次p286／〈第40回創作合
評〉「野いばらの衣」三木卓：藤枝静男、磯
田光一、岡松和夫p310

第３４巻第４号 講談社 1979/04/01 324

2670 一般資料 雑誌 群像　1979年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

〈第42回創作合評〉「芻狗」富岡多恵子　「戦
場の博物史」開高健：藤枝静男、磯田光一、
岡松和夫p306

第３４巻第６号 講談社 1979/06/01 324

958 一般資料 雑誌 群像　1979年7月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「北京三泊－石家荘三泊-太原三泊－大同
二泊－夜行列車-北京」藤枝静男p270

第３４巻第７号 講談社 1979/07/01 356

2671 一般資料 雑誌 群像　1979年7月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「北京三泊－石家荘三泊-太原三泊－大同
二泊－夜行列車-北京」藤枝静男p270

第３４巻第７号 講談社 1979/07/01 356

1048 一般資料 雑誌 群像　1980年1月特別号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊400号記念新年特別号／「ゼンマイ人
間」藤枝静男p18／〈外国文学と私〉「サーレ
フ」小川国夫p193／昭和54年度野間文芸賞
の決定－藤枝静男「悲しいだけ」：受賞の言
葉p424

第３５巻第１号 講談社 1980/01/01 452

3980 一般資料 雑誌 群像　1980年1月特別号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊400号記念新年特別号／「ゼンマイ人
間」藤枝静男p18／〈外国文学と私〉「サーレ
フ」小川国夫p193／昭和54年度野間文芸賞
の決定－藤枝静男「悲しいだけ」：受賞の言
葉p424

第３５巻第１号 講談社 1980/01/01 452
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5918 一般資料 雑誌 群像　1980年1月特別号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊400号記念新年特別号／「ゼンマイ人
間」藤枝静男p18／〈外国文学と私〉「サーレ
フ」小川国夫p193／昭和54年度野間文芸賞
の決定－藤枝静男「悲しいだけ」：受賞の言
葉p424

第３５巻第１号 講談社 1980/01/01 452

14489 一般資料 雑誌 群像　1980年1月特別号

橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

創刊400号記念新年特別号／「ゼンマイ人
間」藤枝静男p18／〈外国文学と私〉「サーレ
フ」小川国夫p193／昭和54年度野間文芸賞
の決定－藤枝静男「悲しいだけ」：受賞の言
葉p424

第35巻第1号 講談社 1980/01/01 452

1050 一般資料 雑誌 群像　1980年10月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

立原正秋追悼－「立原正秋君のこと」藤枝
静男p236

第３５巻第１０
号

講談社 1980/10/01 292

649 一般資料 雑誌 群像　1980年11月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「やっぱり駄目」藤枝静男p6／上林暁追悼
／ほか

第３５巻第１１
号

講談社 1980/11/01 292

1051 一般資料 雑誌 群像　1980年11月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「やっぱり駄目」藤枝静男p6／上林暁追悼
／ほか

第３５巻第１１
号

講談社 1980/11/01 292

12241 一般資料 雑誌 群像　1980年2月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

〈外国文学と私〉「ふたたびサーレフ」小川国
夫p197／〈第50回創作合評〉「ゼンマイ人間
（群像　1980年1月号）」藤枝静男：秋山駿、
日野啓三、磯田光一p329

第３５巻第２号 講談社 1980/02/01 356

14490 一般資料 雑誌 群像　1980年2月特大号

橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

〈外国文学と私〉「ふたたびサーレフ」小川国
夫p197／〈第50回創作合評〉「ゼンマイ人間
（群像　1980年1月号）」藤枝静男：秋山駿、
日野啓三、磯田光一p329

第35巻第2号 講談社 1980/02/01 356

2673 一般資料 雑誌 群像　1980年5月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　収載

〈外国文学と私〉「滑稽な思い」藤枝静男
p271／〈書評〉「ワカラナイという穴－小川国
夫『アフリカの死』」平岡篤頼p332

第３５巻第５号 講談社 1980/05/01 372
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14491 一般資料 雑誌 群像　1980年5月特大号

橋中雄二　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

〈外国文学と私〉「滑稽な思い」藤枝静男
p271／〈書評〉「ワカラナイという穴－小川国
夫『アフリカの死』」平岡篤頼p332

第35巻第5号 講談社 1980/05/01 372

648 一般資料 雑誌 群像　1980年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

〈外国文学と私〉「一車の古本」藤枝静男
p211／第23回群像新人文学賞発表－「昼と
夜」長谷川卓／ほか

第３５巻第６号 講談社 1980/06/01 372

1049 一般資料 雑誌 群像　1980年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

〈外国文学と私〉「一車の古本」藤枝静男
p211／第23回群像新人文学賞発表－「昼と
夜」長谷川卓／ほか

第３５巻第６号 講談社 1980/06/01 372

5895 一般資料 雑誌 群像　1980年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

〈外国文学と私〉「一車の古本」藤枝静男
p211／第23回群像新人文学賞発表－「昼と
夜」長谷川卓／ほか

第３５巻第６号 講談社 1980/06/01 372

960 一般資料 雑誌 群像　1980年8月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「鷹野次弥のこと」藤枝静男p272 第３５巻第８号 講談社 1980/08/01 324

2674 一般資料 雑誌 群像　1980年8月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「鷹野次弥のこと」藤枝静男p272 第３５巻第８号 講談社 1980/08/01 324

650 一般資料 雑誌 群像　1981年1月特大号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

〈第61回創作合評〉「親父の血痕」小川国
夫：秋山駿、清水邦夫、月村敏行p315

第３６巻第１号 講談社 1981/01/01 324

284 一般資料 雑誌 群像　1981年12月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

「みんな泡」藤枝静男p130／〈書評〉「風土
性という重石－小川国夫『若潮のころ』」月
村敏行／昭和56年度総目録／ほか

第３６巻第１２
号

講談社 1981/12/01 292

961 一般資料 雑誌 群像　1981年12月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

「みんな泡」藤枝静男p130／〈書評〉「風土
性という重石－小川国夫『若潮のころ』」月
村敏行／昭和56年度総目録／ほか

第３６巻第１２
号

講談社 1981/12/01 288
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1054 一般資料 雑誌 群像　1981年12月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

「みんな泡」藤枝静男p130／〈書評〉「風土
性という重石－小川国夫『若潮のころ』」月
村敏行／昭和56年度総目録／ほか

第３６巻第１２
号

講談社 1981/12/01 288

2676 一般資料 雑誌 群像　1981年12月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

「みんな泡」藤枝静男p130／〈書評〉「風土
性という重石－小川国夫『若潮のころ』」月
村敏行／昭和56年度総目録／ほか

第３６巻第１２
号

講談社 1981/12/01 288

14493 一般資料 雑誌 群像　1981年12月号

橋中雄二　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

「みんな泡」藤枝静男p130／〈書評〉「風土
性という重石－小川国夫『若潮のころ』」月
村敏行／昭和56年度総目録／ほか

第36巻第12号 講談社 1981/12/01 292

651 一般資料 雑誌 群像　1981年3月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「二ハ二」藤枝静男p44／〈随筆〉「海を渡る」
中沢けい／ほか

第３６巻第３号 講談社 1981/03/01 292

1052 一般資料 雑誌 群像　1981年3月号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

「二ハ二」藤枝静男p44／〈随筆〉「海を渡る」
中沢けい／ほか

第３６巻第３号 講談社 1981/03/01 292

4542 一般資料 雑誌 群像　1981年5月号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載

「衣を裂く」小川国夫p298／〈対談〉「『死霊』
六章－『愁いの王』論」秋山駿、月村敏行／
ほか

第３６巻第５号 講談社 1981/05/01 324

14492 一般資料 雑誌 群像　1981年5月号
橋中雄二　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「衣を裂く」小川国夫p298／〈対談〉「『死霊』
六章－『愁いの王』論」秋山駿、月村敏行／
ほか

第36巻第5号 講談社 1981/05/01 324

1053 一般資料 雑誌 群像　1981年6月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

第24回群像新人文学賞発表　「極楽」笙野
頼子－選評：「『極楽』を推す」藤枝静男p81

第３６巻第６号 講談社 1981/06/01 356

2675 一般資料 雑誌 群像　1981年8月特大号
橋中雄二　編集人／
藤枝静男　収載

〈書評〉「神経のよく通った描法－中沢けい
『野ぶどうを摘む』」藤枝静男p302

第３６巻第８号 講談社 1981/08/01 324

1055 一般資料 雑誌 群像　1982年1月特大号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　関連

〈季語歴語〉「雪の魔力」小川国夫p285／
〈書評〉「本当のこと－藤枝静男『石心桃
夭』」加賀乙彦p380

第３７巻第１号 講談社 1982/01/01 422

11268 一般資料 雑誌 群像　1982年1月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　関連

〈季語歴語〉「雪の魔力」小川国夫p285／
〈書評〉「本当のこと－藤枝静男『石心桃
夭』」加賀乙彦p380

第３７巻第１号 講談社 1982/01/01 422
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4545 一般資料 雑誌 群像　1982年10月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

「またもや近火」藤枝静男p160／〈第82回創
作合評〉藤枝静男「虚懐（群像　1982年9月
号）」：坂上弘、高井有一、磯田光一p308

第３７巻第１０
号

講談社 1982/10/01 326

652 一般資料 雑誌 群像　1982年2月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載

〈季語歴語〉「背信旅行」小川国夫p85 第３７巻第２号 講談社 1982/02/01 294

14494 一般資料 雑誌 群像　1982年2月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

〈季語歴語〉「背信旅行」小川国夫p85 第37巻第2号 講談社 1982/02/01 294

14495 一般資料 雑誌 群像　1982年3月号

辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載／小川国夫
蔵書

〈季語歴語〉「春まだき」小川国夫p141／〈書
評〉鶴屋南北調の凄み－円地文子『鴉戯
談』：藤枝静男p224

第37巻第3号 講談社 1982/03/01 262

8633 一般資料 雑誌 群像　1982年4月号
辻章　編集人／藤枝
静男　関連／小川国
夫　関連

勝又浩「冬の王の歴史　藤枝静男論」p206
／大庭みな子「創作合評　小川国夫『三次
（文学界　1982年3月号』」p284

講談社 1982/04/01 294

14496 一般資料 雑誌 群像　1982年4月号

辻章　編集人／小川
国夫　関連／藤枝静
男　関連／小川国夫
蔵書

勝又浩「冬の王の歴史　藤枝静男論」p206
／大庭みな子「創作合評　小川国夫『三次
（文学界　1982年3月号）』」p284

第37巻第4号 講談社 1982/04/01 294

653 一般資料 雑誌 群像　1982年6月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

第25回群像新人文学賞発表　「うさぎ」池田
基津夫－選評：「選後感」藤枝静男p90／
〈特集〉新人文学賞の二十五年

第３７巻第６号 講談社 1982/06/01 294

4417 一般資料 雑誌 群像　1982年9月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

藤枝静男「虚懐」p7 第37巻第9号 講談社 1982/09/01 294

1056 一般資料 雑誌 群像　1983年1月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載

「巫女」小川国夫p44 第３８巻第１号 講談社 1983/01/01 324

4528 一般資料 雑誌 群像　1983年1月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載

「巫女」小川国夫p44 第３８巻第１号 講談社 1983/01/01 324

11125 一般資料 雑誌 群像　1983年1月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載

「巫女」小川国夫p44<BR> 第３８巻第１号 講談社 1983/01/01 324

14497 一般資料 雑誌 群像　1983年1月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

「巫女」小川国夫p44 第38巻第1号 講談社 1983/01/01 324
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962 一般資料 雑誌 群像  1983年11月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載

「湾流」小川国夫p6／「行って帰った・女スリ
を撃退した」藤枝静男p227／「晩拾志賀直
哉４－自己中心主義１」本多秋五

第３８巻第１１
号

講談社 1983/11/01 324

5681 一般資料 雑誌 群像　1983年11月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載

「湾流」小川国夫p6／「行って帰った・女スリ
を撃退した」藤枝静男p227／「晩拾志賀直
哉４－自己中心主義１」本多秋五

第３８巻第１１
号

講談社 1983/11/01 324

11126 一般資料 雑誌 群像　1983年11月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載

「湾流」小川国夫p6／「行って帰った・女スリ
を撃退した」藤枝静男p227／「晩拾志賀直
哉４－自己中心主義１」本多秋五p268

第３８巻第１１
号

講談社 1983/11/01 324

14498 一般資料 雑誌 群像  1983年11月号

辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載／小川国夫
蔵書

「湾流」小川国夫p6／「行って帰った・女スリ
を撃退した」藤枝静男p227／「晩拾志賀直
哉４－自己中心主義１」本多秋五

第38巻第11号 講談社 1983/11/01 324

1057 一般資料 雑誌 群像　1983年4月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

「ハムスターの仔」藤枝静男p14／〈書評〉藤
枝静男「虚懐」：川村二郎p290

第３８巻第４号 講談社 1983/04/01 324

5917 一般資料 雑誌 群像　1983年4月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

「ハムスターの仔」藤枝静男p14／〈書評〉藤
枝静男「虚懐」：川村二郎p290

第３８巻第４号 講談社 1983/04/01 324

5827 一般資料 雑誌 群像　1983年6月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

第26回群像新人文学賞発表　「草のかんむ
り」伊井直行－選評：「変化ある筋立て」藤
枝静男p156／追悼・尾崎一雄　〈座談会〉人
と文学－藤枝静男、丹羽文雄、円地文子、
阿川弘之p300

第３８巻第６号 講談社 1983/06/01 420

872 一般資料 雑誌 群像　1983年7月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載

〈随筆〉「ヨルダンの水」小川国夫p294 第３８巻第７号 講談社 1983/07/01 324

19272 一般資料 雑誌 群像　1983年7月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載

〈随筆〉「ヨルダンの水」小川国夫p294 第38巻第7号 講談社 1983/07/01 324

1060 一般資料 雑誌 群像　1984年10月特大号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

〈読書随想〉「『晩拾志賀直哉』のこと」藤枝
静男p278／「最後の審判－『死霊』七章」埴
谷雄高／〈評論〉「『最後の審判』に添えて」
埴谷雄高

第３９巻第１０
号

講談社 1984/10/01 388
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4543 一般資料 雑誌 群像　1984年11月号
天野敬子　編集人／
藤枝静男　収載

〈読書随想〉「高見順『いやな感じ』のこと」藤
枝静男p213／「晩拾志賀直哉１０－『暗夜
行路』の出航」本多秋五

第３９巻第１１
号

講談社 1984/11/01 292

4456 一般資料 雑誌 群像　1984年12月号
天野敬子　編集人／
藤枝静男　収載

〈読書随想〉「解体する文芸に就いて」藤枝
静男p255

第39巻第12号 講談社 1984/12/01 356

963 一般資料 雑誌 群像　1984年3月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載

「大赤字美術館長その後」藤枝静男p163／
〈随筆〉「清浄な肉体」小川国夫p232　「藤枝
さんと津田三蔵のこと」佐木隆三p234

第３９巻第３号 講談社 1984/03/01 260

1058 一般資料 雑誌 群像　1984年3月号
辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載

「大赤字美術館長その後」藤枝静男p163／
〈随筆〉「清浄な肉体」小川国夫p232　「藤枝
さんと津田三蔵のこと」佐木隆三p234

第３９巻第３号 講談社 1984/03/01 260

14499 一般資料 雑誌 群像　1984年3月号

辻章　編集人／小川
国夫　収載／藤枝静
男　収載／小川国夫
蔵書

「大赤字美術館長その後」藤枝静男p163／
〈随筆〉「清浄な肉体」小川国夫p232　「藤枝
さんと津田三蔵のこと」佐木隆三p234

第39巻第3号 講談社 1984/03/01 260

964 一般資料 雑誌 群像　1984年6月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

「武蔵川谷右エ門・ユーカリ・等々」藤枝静
男p128／第27回群像新人文学賞発表　「ダ
ミアンズ、私の獲物」華城文子－選評：秋山
駿、遠藤周作、河野多恵子、日野啓三

第３９巻第６号 講談社 1984/06/01 324

1059 一般資料 雑誌 群像　1984年6月号
辻章　編集人／藤枝
静男　収載

「武蔵川谷右エ門・ユーカリ・等々」藤枝静
男p128／第27回群像新人文学賞発表　「ダ
ミアンズ、私の獲物」華城文子－選評：秋山
駿、遠藤周作、河野多恵子、日野啓三

第３９巻第６号 講談社 1984/06/01 324

654 一般資料 雑誌 群像　1985年1月特大号
天野敬子　編集人／
藤枝静男　収載

追悼　「瀧井さんのこと」藤枝静男p352／
「水平線にて」中沢けい

第４０巻第１号 講談社 1985/01/01 484

1061 一般資料 雑誌 群像　1985年1月特大号
天野敬子　編集人／
藤枝静男　収載

追悼　「瀧井さんのこと」藤枝静男p352／
「水平線にて」中沢けい

第４０巻第１号 講談社 1985/01/01 484
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655 一般資料 雑誌 群像　1985年10月号
天野敬子　編集人／
藤枝静男　関連

〈第118回創作合評〉藤枝静男「今ここ（群像
1985年9月号）」：日野啓三、坂上弘、青野
聰p336／続・近代日本の日記１－「正岡子
規の『仰臥漫録』」小田切進

第４０巻第１０
号

講談社 1985/010/01 356

285 一般資料 雑誌 群像　1985年2月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

〈評論〉「触発する影－『死霊』七章をめぐっ
て」小川国夫p198／〈随筆〉「立原正秋を偲
ぶ」岡松和夫

第４０巻第２号 講談社 1985/02/01 292

3560 一般資料 雑誌 群像　1985年2月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

〈評論〉「触発する影－『死霊』七章をめぐっ
て」小川国夫p198／〈随筆〉「立原正秋を偲
ぶ」岡松和夫

第４０巻第２号 講談社 1985/02/01 292

12245 一般資料 雑誌 群像　1985年2月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

〈評論〉「触発する影－『死霊』七章をめぐっ
て」小川国夫p198／〈随筆〉「立原正秋を偲
ぶ」岡松和夫

第４０巻第２号 講談社 1985/02/01 292

14500 一般資料 雑誌 群像　1985年2月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「触発する影－『死霊』七章をめぐって」小川
国夫p198

第40巻第2号 講談社 1985/02/01 292

965 一般資料 雑誌 群像　1985年7月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

〈随筆〉「機内」小川国夫p268 第４０巻第７号 講談社 1985/07/01 324

14501 一般資料 雑誌 群像　1985年7月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「機内」小川国夫p268 第40巻第7号 講談社 1985/07/01 324

966 一般資料 雑誌 群像　1985年9月号
天野敬子　編集人／
藤枝静男　収載

「今ここ」藤枝静男p6／〈対談〉「小説と形
式」田久保英夫、黒井千次

第４０巻第９号 講談社 1985/09/01 292

1062 一般資料 雑誌 群像　1985年9月号
天野敬子　編集人／
藤枝静男　収載

「今ここ」藤枝静男p6／〈対談〉「小説と形
式」田久保英夫、黒井千次

第４０巻第９号 講談社 1985/09/01 292

12246 一般資料 雑誌 群像　1986年1月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

「放蕩息子」小川国夫p155／連載完結　「晩
拾志賀直哉１７－暗夜行路についての定
説」本多秋五

第４１巻第１号 講談社 1986/01/01 420

14502 一般資料 雑誌 群像　1986年1月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「放蕩息子」小川国夫p155／連載完結　「晩
拾志賀直哉１７－暗夜行路についての定
説」本多秋五

第41巻第1号 講談社 1986/01/01 420
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19276 一般資料 雑誌 群像　1986年1月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

「放蕩息子」小川国夫p155／連載完結　「晩
拾志賀直哉17－暗夜行路についての定説」
本多秋五

第41巻第1号 講談社 1986/01/01 420

286 一般資料 雑誌 群像　1986年10月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

創刊40周年記念特別号／「天の本国」p134
／いま思うこと－群像40周年によせて：埴谷
雄高、吉行淳之介、秋山駿、中沢けい、本
多秋五、津島佑子ほか

第４１巻第１０
号

講談社 1986/10/01 452

12247 一般資料 雑誌 群像　1986年10月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

創刊40周年記念特別号／「天の本国」p134
／いま思うこと－群像40周年によせて：埴谷
雄高、吉行淳之介、秋山駿、中沢けい、本
多秋五、津島佑子ほか

第４１巻第１０
号

講談社 1986/10/01 452

14506 一般資料 雑誌 群像　1986年10月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

創刊40周年記念特別号／小川国夫：著「天
の本国」p134（切り取られページなし）／い
ま思うこと－群像40周年によせて：埴谷雄
高、吉行淳之介、秋山駿、中沢けい、本多
秋五、津島佑子ほか

第41巻第10号 講談社 1986/10/01 452

6012 一般資料 雑誌 群像　1986年11月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　関連

〈第131回創作合評〉「天の本国（群像　1986
年10月号）」小川国夫：佐伯彰一、岡松和
夫、青野聰p302

第４１巻第１１
号

講談社 1986/11/01 324

18298 一般資料 雑誌 群像　1986年11月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　／小川国
夫　蔵書

〈第131回創作合評〉「天の本国（群像　1986
年10月号）」小川国夫：佐伯彰一、岡松和
夫、青野聰p302

第41巻第11号 講談社 1986/11/01 324

656 一般資料 雑誌 群像　1986年7月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

〈第127回創作合評〉「シングル・セル」増田
みず子　「テ・キエロ・アオラ」土居良一：小
川国夫、秋山駿、清水邦夫p337

第４１巻第７号 講談社 1986/07/01 356

14503 一般資料 雑誌 群像　1986年7月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈第127回創作合評〉「シングル・セル」増田
みず子　「テ・キエロ・アオラ」土居良一：小
川国夫、秋山駿、清水邦夫p337

第41巻第7号 講談社 1986/07/01 356
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657 一般資料 雑誌 群像　1986年8月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

〈第128回創作合評〉「悲しみの航海」伊井直
行　「聖臠（せいれん）伝説」中薗英助：小川
国夫、秋山駿、清水邦夫p338

第４１巻第８号 講談社 1986/08/01 356

14504 一般資料 雑誌 群像　1986年8月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈第128回創作合評〉「悲しみの航海」伊井直
行　「聖臠（せいれん）伝説」中薗英助：小川
国夫、秋山駿、清水邦夫p338

第41巻第8号 講談社 1986/08/01 356

14505 一般資料 雑誌 群像　1986年9月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈第129回創作合評〉『その日の夏』三枝和
子、『明るい部屋のなかで』金井美恵子、
『豚神祀り』山本昌代：小川国夫、秋山駿、
清水邦夫p368

第41巻第9号 講談社 1986/09/01 388

19277 一般資料 雑誌 群像　1986年9月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

〈第129回創作合評〉『その日の夏』三枝和
子、『明るい部屋のなかで』金井美恵子、
『豚神祀り』山本昌代：小川国夫、秋山駿、
清水邦夫p368

第41巻第9号 講談社 1986/09/01 388

12248 一般資料 雑誌 群像　1987年1月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

追悼　島尾敏雄　〈座談会〉「島尾敏雄・人と
文学」－お互いの出会い、島の聖者と天才
大学生、短く濃密な交遊、奄美へもどる、南
島文化の研究、『死の棘』の周辺、最後の印
象：小川国夫、安岡章太郎、吉行淳之介
p256／追悼　円地文子

第４２巻第１号 講談社 1987/01/01 452

14507 一般資料 雑誌 群像　1987年1月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

追悼　島尾敏雄　〈座談会〉「島尾敏雄・人と
文学」－お互いの出会い、島の聖者と天才
大学生、短く濃密な交遊、奄美へもどる、南
島文化の研究、『死の棘』の周辺、最後の印
象：小川国夫、安岡章太郎、吉行淳之介
p256／追悼　円地文子

第42巻第1号 講談社 1987/01/01 452
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11127 一般資料 雑誌 群像　1988年3月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

「鷲」小川国夫p62／「耕治人さん歎傷」本多
秋五　「無限と虚無－私とキリスト教」加賀
乙彦／ほか<BR>

第４３巻第３号 講談社 1988/03/01 356

12249 一般資料 雑誌 群像　1988年3月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載

「鷲」小川国夫p62／「耕治人さん歎傷」本多
秋五　「無限と虚無－私とキリスト教」加賀
乙彦／ほか

第４３巻第３号 講談社 1988/03/01 356

14508 一般資料 雑誌 群像　1988年3月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「鷲」小川国夫p62／「耕治人さん歎傷」本多
秋五　「無限と虚無－私とキリスト教」加賀
乙彦／ほか

第43巻第3号 講談社 1988/03/01 356

7106 一般資料 雑誌 群像  1988年5月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊500号記念特別号／藤枝静男著「悲し
いだけ」（P391）／特集：私の好きな短編：小
川国夫「芥川龍之介《西方の人》」（P434）

講談社 1988/05/01 548

12250 一般資料 雑誌 群像  1988年5月号
天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

創刊500号記念特別号／藤枝静男著「悲し
いだけ」（P391）／特集：私の好きな短編：小
川国夫「芥川龍之介《西方の人》」（P434）

第４３巻第５号 講談社 1988/05/01 548

14509 一般資料 雑誌 群像  1988年5月号

天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

創刊500号記念特別号／藤枝静男著「悲し
いだけ」（P391）／特集：私の好きな短編：小
川国夫「芥川龍之介《西方の人》」（P434）

第43巻第5号 講談社 1988/05/01 548

14511 一般資料 雑誌 群像　1989年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「弱い神（承前）」小川国夫p198：p198～
p219まで切り取られている

第44巻第10号 講談社 1989/10/01 388

19278 一般資料 雑誌 群像　1989年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「弱い神（承前）」小川国夫p198 第44巻第10号 講談社 1989/10/01 388

5972 一般資料 雑誌 群像　1989年11月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈第167回創作合評〉「弱い神（群像　1989年
9月号）」小川国夫：秋山駿、岡松和夫、井口
時男p272

第４４巻第１１
号

講談社 1989/11/01 292

14510 一般資料 雑誌 群像　1989年9月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「弱い神」小川国夫p158 第44巻第9号 講談社 1989/09/01 388
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287 一般資料 雑誌 群像　1990年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

「献身」小川国夫p150／「ある奇術師の言
葉」吉行淳之介p306：藤枝静男についての
記述あり

第４５巻第１号 講談社 1990/01/01 388

5682 一般資料 雑誌 群像　1990年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

「献身」小川国夫p150／「ある奇術師の言
葉」吉行淳之介p306：藤枝静男についての
記述あり

第４５巻第１号 講談社 1990/01/01 388

6047 一般資料 雑誌 群像　1990年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

「献身」小川国夫p150／「ある奇術師の言
葉」吉行淳之介p306：藤枝静男についての
記述あり

第４５巻第１号 講談社 1990/01/01 388

12251 一般資料 雑誌 群像　1990年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

「献身」小川国夫p150／「ある奇術師の言
葉」吉行淳之介p306：藤枝静男についての
記述あり

第４５巻第１号 講談社 1990/01/01 388

14512 一般資料 雑誌 群像　1990年1月号

渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

「献身」小川国夫p150／「ある奇術師の言
葉」吉行淳之介p306：藤枝静男についての
記述あり

第45巻第1号 講談社 1990/01/01 388

2069 一般資料 雑誌 群像　1990年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（２）」小川国夫p292
第４５巻第１０
号

講談社 1990/10/01 388

5684 一般資料 雑誌 群像　1990年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（２）」小川国夫p292
第４５巻第１０
号

講談社 1990/10/01 388

14515 一般資料 雑誌 群像　1990年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（２）」小川国夫p292 第45巻第10号 講談社 1990/10/01 388

2070 一般資料 雑誌 群像　1990年11月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（３）」小川国夫p332
第４５巻第１１
号

講談社 1990/11/01 420

5685 一般資料 雑誌 群像　1990年11月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（３）」小川国夫p332
第４５巻第１１
号

講談社 1990/11/01 420

14516 一般資料 雑誌 群像　1990年11月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（３）」小川国夫p332 第45巻第11号 講談社 1990/11/01 420

1942 一般資料 雑誌 群像　1990年12月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（４）」小川国夫p260
／群像　1990年度総目次

第４５巻第１２
号

講談社 1990/12/01 356
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2071 一般資料 雑誌 群像　1990年12月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（４）」小川国夫p260
／群像　1990年度総目次

第４５巻第１２
号

講談社 1990/12/01 356

5686 一般資料 雑誌 群像　1990年12月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（４）」小川国夫p260
／群像　1990年度総目次

第４５巻第１２
号

講談社 1990/12/01 356

14517 一般資料 雑誌 群像　1990年12月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（４）」小川国夫p260
／群像　1990年度総目次

第45巻第12号 講談社 1990/12/01 356

5973 一般資料 雑誌 群像　1990年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈第170回創作合評〉「献身（群像　1990年1
月号）」小川国夫p315：清水邦夫、中沢け
い、島弘之／追悼　開高健／ほか

第４５巻第２号 講談社 1990/02/01 324

14513 一般資料 雑誌 群像　1990年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈第170回創作合評〉「献身（群像　1990年1
月号）」小川国夫p315：清水邦夫、中沢け
い、島弘之／追悼　開高健／ほか

第45巻第2号 講談社 1990/02/01 324

5683 一般資料 雑誌 群像　1990年9月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

新連載「マグレブ、誘惑として（１）」小川国
夫p6

第４５巻第９号 講談社 1990/09/01 324

5974 一般資料 雑誌 群像　1990年9月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

新連載「マグレブ、誘惑として（１）」小川国
夫p6

第４５巻第９号 講談社 1990/09/01 324

14514 一般資料 雑誌 群像　1990年9月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

新連載「マグレブ、誘惑として（１）」小川国
夫p6

第45巻第9号 講談社 1990/09/01 324

288 一般資料 雑誌 群像　1991年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（５）」小川国夫p334
／〈書評〉「跳躍のかなたの距離－小川国夫
『跳躍台』」中沢けいp394

第４６巻第１号 講談社 1991/01/01 420

2072 一般資料 雑誌 群像　1991年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（５）」小川国夫p334
／〈書評〉「跳躍のかなたの距離－小川国夫
『跳躍台』」中沢けいp394

第４６巻第１号 講談社 1991/01/01 420
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5687 一般資料 雑誌 群像　1991年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（５）」小川国夫p334
／〈書評〉「跳躍のかなたの距離－小川国夫
『跳躍台』」中沢けいp394

第４６巻第１号 講談社 1991/01/01 420

14518 一般資料 雑誌 群像　1991年1月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（５）」小川国夫p334
／〈書評〉「跳躍のかなたの距離－小川国夫
『跳躍台』」中沢けいp394

第46巻第1号 講談社 1991/01/01 420

289 一般資料 雑誌 群像　1991年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（６）」小川国夫p280 第４６巻第２号 講談社 1991/02/01 356

2073 一般資料 雑誌 群像　1991年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（６）」小川国夫p280 第４６巻第２号 講談社 1991/02/01 356

5688 一般資料 雑誌 群像　1991年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（６）」小川国夫p280 第４６巻第２号 講談社 1991/02/01 356

14519 一般資料 雑誌 群像　1991年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（６）」小川国夫p280 第46巻第2号 講談社 1991/02/01 356

2074 一般資料 雑誌 群像　1991年3月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（７）」小川国夫p339
／追悼　野間宏　〈座談会〉「野間宏・文学と
思想」佐々木基一、小田切秀雄、小田実

第４６巻第３号 講談社 1991/03/01 420

5689 一般資料 雑誌 群像　1991年3月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（７）」小川国夫p339
／追悼　野間宏　〈座談会〉「野間宏・文学と
思想」佐々木基一、小田切秀雄、小田実

第４６巻第３号 講談社 1991/03/01 420

14520 一般資料 雑誌 群像　1991年3月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（７）」小川国夫p339
／追悼　野間宏　〈座談会〉「野間宏・文学と
思想」佐々木基一、小田切秀雄、小田実

第46巻第3号 講談社 1991/03/01 420
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290 一般資料 雑誌 群像　1991年4月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（８）」小川国夫p256
／追悼　井上靖／追悼　中川一政　〈特別
対談〉「白樺派の人々」中川一政　「中川一
政さんのこと」本多秋五

第４６巻第４号 講談社 1991/04/01 340

2075 一般資料 雑誌 群像　1991年4月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（８）」小川国夫p256
／追悼　井上靖／追悼　中川一政　〈特別
対談〉「白樺派の人々」中川一政　「中川一
政さんのこと」本多秋五

第４６巻第４号 講談社 1991/04/01 340

5690 一般資料 雑誌 群像　1991年4月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（８）」小川国夫p256
／追悼　井上靖／追悼　中川一政　〈特別
対談〉「白樺派の人々」中川一政　「中川一
政さんのこと」本多秋五

第４６巻第４号 講談社 1991/04/01 340

14521 一般資料 雑誌 群像　1991年4月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（８）」小川国夫p256
／追悼　井上靖／追悼　中川一政　〈特別
対談〉「白樺派の人々」中川一政　「中川一
政さんのこと」本多秋五

第46巻第4号 講談社 1991/04/01 340

2076 一般資料 雑誌 群像　1991年5月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（９）」小川国夫p292
／「中国と内向の世代」秋山駿

第４６巻第５号 講談社 1991/05/01 388

5691 一般資料 雑誌 群像　1991年5月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（９）」小川国夫p292
／「中国と内向の世代」秋山駿

第４６巻第５号 講談社 1991/05/01 388

14522 一般資料 雑誌 群像　1991年5月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（９）」小川国夫p292
／「中国と内向の世代」秋山駿

第46巻第5号 講談社 1991/05/01 388

2077 一般資料 雑誌 群像　1991年6月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（１０）」小川国夫p312 第４６巻第６号 講談社 1991/06/01 388
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14523 一般資料 雑誌 群像　1991年6月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（１０）」小川国夫p312 第46巻第6号 講談社 1991/06/01 388

291 一般資料 雑誌 群像　1991年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（１１）」小川国夫p234 第４６巻第７号 講談社 1991/07/01 324

2078 一般資料 雑誌 群像　1991年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（１１）」小川国夫p234 第４６巻第７号 講談社 1991/07/01 324

5692 一般資料 雑誌 群像　1991年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「マグレブ、誘惑として（１１）」小川国夫p234 第４６巻第７号 講談社 1991/07/01 324

14524 一般資料 雑誌 群像　1991年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「マグレブ、誘惑として（１１）」小川国夫p234 第46巻第7号 講談社 1991/07/01 324

2079 一般資料 雑誌 群像　1991年8月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

連載完結「マグレブ、誘惑として（１２）」小川
国夫p244

第４６巻第８号 講談社 1991/08/01 324

5693 一般資料 雑誌 群像　1991年8月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

連載完結「マグレブ、誘惑として（１２）」小川
国夫p244

第４６巻第８号 講談社 1991/08/01 324

14525 一般資料 雑誌 群像　1991年8月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

連載完結「マグレブ、誘惑として（１２）」小川
国夫p244

第46巻第8号 講談社 1991/08/01 324

1065 一般資料 雑誌 群像　1993年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

追悼　藤枝静男・佐々木基一　〈座談会〉「藤
枝静男と佐々木基一」：本多秋五、埴谷雄
高、小田切秀雄、安岡章太郎、小川国夫
p170／〈追悼　藤枝静男〉p212～p220：「小
さな真実」阿川弘之　「『悲しみ』という物」川
村二郎　「暗い自我」岡松和夫　「死に近い
情景」高井有一　「会いに行った」笙野頼子

第４８巻第７号 講談社 1993/07/01 388
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3561 一般資料 雑誌 群像　1993年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

追悼　藤枝静男・佐々木基一　〈座談会〉「藤
枝静男と佐々木基一」：本多秋五、埴谷雄
高、小田切秀雄、安岡章太郎、小川国夫
p170／〈追悼　藤枝静男〉p212～p220：「小
さな真実」阿川弘之　「『悲しみ』という物」川
村二郎　「暗い自我」岡松和夫　「死に近い
情景」高井有一　「会いに行った」笙野頼子

第４８巻第７号 講談社 1993/07/01 388

3562 一般資料 雑誌 群像　1993年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

追悼　藤枝静男・佐々木基一　〈座談会〉「藤
枝静男と佐々木基一」：本多秋五、埴谷雄
高、小田切秀雄、安岡章太郎、小川国夫
p170／〈追悼　藤枝静男〉p212～p220：「小
さな真実」阿川弘之　「『悲しみ』という物」川
村二郎　「暗い自我」岡松和夫　「死に近い
情景」高井有一　「会いに行った」笙野頼子

第４８巻第７号 講談社 1993/07/01 388

3563 一般資料 雑誌 群像　1993年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

追悼　藤枝静男・佐々木基一　〈座談会〉「藤
枝静男と佐々木基一」：本多秋五、埴谷雄
高、小田切秀雄、安岡章太郎、小川国夫
p170／〈追悼　藤枝静男〉p212～p220：「小
さな真実」阿川弘之　「『悲しみ』という物」川
村二郎　「暗い自我」岡松和夫　「死に近い
情景」高井有一　「会いに行った」笙野頼子

第４８巻第７号 講談社 1993/07/01 388
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21678 一般資料 雑誌 群像　1993年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

追悼　藤枝静男・佐々木基一　〈座談会〉「藤
枝静男と佐々木基一」：本多秋五、埴谷雄
高、小田切秀雄、安岡章太郎、小川国夫
p170／〈追悼　藤枝静男〉p212～p220：「小
さな真実」阿川弘之　「『悲しみ』という物」川
村二郎　「暗い自我」岡松和夫　「死に近い
情景」高井有一　「会いに行った」笙野頼子

第４８巻第７号 講談社 1993/07/01 388

1064 一般資料 雑誌 群像　1993年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

追悼　藤枝静男・佐々木基一　〈座談会〉「藤
枝静男と佐々木基一」：本多秋五、埴谷雄
高、小田切秀雄、安岡章太郎、小川国夫
p170／〈追悼　藤枝静男〉p212～p220：「小
さな真実」阿川弘之　「『悲しみ』という物」川
村二郎　「暗い自我」岡松和夫　「死に近い
情景」高井有一　「会いに行った」笙野頼子

第48巻第7号 講談社 1993/07/1 388

292 一般資料 雑誌 群像　1994年3月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈書評〉「文学青年のエタ・ダーム－小川国
夫『悲しみの港』」岡松和夫p364／「無明無
限－人間　平野謙」中島和夫p128：藤枝静
男に関する記述あり

第４９巻第３号 講談社 1994/03/01 388

12253 一般資料 雑誌 群像　1994年3月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈書評〉「文学青年のエタ・ダーム－小川国
夫『悲しみの港』」岡松和夫p364／「無明無
限－人間　平野謙」中島和夫p128：藤枝静
男に関する記述あり

第４９巻第３号 講談社 1994/03/01 388

12254 一般資料 雑誌 群像　1994年3月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈書評〉「文学青年のエタ・ダーム－小川国
夫『悲しみの港』」岡松和夫p364／「無明無
限－人間　平野謙」中島和夫p128：藤枝静
男に関する記述あり

第４９巻第３号 講談社 1994/03/01 388
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1643 一般資料 雑誌 群像　1995年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉「旅への旅－小川国夫『マグレブ、誘
惑として』」黒井千次p376

第５０巻第２号 講談社 1995/02/01 420

12255 一般資料 雑誌 群像　1995年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉「旅への旅－小川国夫『マグレブ、誘
惑として』」黒井千次p376

第５０巻第２号 講談社 1995/02/01 420

14526 一般資料 雑誌 群像　1995年2月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈書評〉「旅への旅－小川国夫『マグレブ、誘
惑として』」黒井千次p376

第50巻第2号 講談社 1995/02/01 420

729 一般資料 雑誌 群像　1995年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「生徒会長」小川国夫p6 第５０巻第７号 講談社 1995/07/01 356

12256 一般資料 雑誌 群像　1995年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「生徒会長」小川国夫p6 第５０巻第７号 講談社 1995/07/01 356

12257 一般資料 雑誌 群像　1995年7月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載

「生徒会長」小川国夫p6 第５０巻第７号 講談社 1995/07/01 356

1906 一般資料 雑誌 群像　1995年8月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈第236回創作合評〉「生徒会長（群像　1995
年7月号）」小川国夫p414：加賀乙彦、高橋
英夫、清水良典

第５０巻第８号 講談社 1995/08/01 420

12258 一般資料 雑誌 群像　1995年8月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈第236回創作合評〉「生徒会長（群像　1995
年7月号）」小川国夫p414：加賀乙彦、高橋
英夫、清水良典

第５０巻第８号 講談社 1995/08/01 420

14527 一般資料 雑誌 群像　1995年8月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈第236回創作合評〉「生徒会長（群像　1995
年7月号）」小川国夫p414：加賀乙彦、高橋
英夫、清水良典

第50巻第8号 講談社 1995/08/01 420

2776 一般資料 雑誌 群像　1995年9月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉「小川国夫光線の性格－小川国夫
『黙っているお袋』」勝又浩p316／

第５０巻第９号 講談社 1995/09/01 356

2787 一般資料 雑誌 群像　1995年9月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連

〈書評〉「小川国夫光線の性格－小川国夫
『黙っているお袋』」勝又浩p316／

第５０巻第９号 講談社 1995/09/01 356

14528 一般資料 雑誌 群像　1995年9月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈書評〉「小川国夫光線の性格－小川国夫
『黙っているお袋』」勝又浩p316／

第50巻第9号 講談社 1995/09/01 356
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5996 一般資料 雑誌 群像　1996年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

創刊５０周年記念号／「学校嫌い」小川国夫
p197／「『群像』の五十年」紅野敏郎p454：
藤枝静男についての記述あり／〈アンケー
ト〉「私の選ぶ戦後文学ベスト３」勝又浩：藤
枝静男「空気頭」p476／巻末附録「群像」総
目次１：1946（昭和21）年10月号－1968（昭
和43）年12月号

第５０巻第１０
号

講談社 1995/10/01 652

12259 一般資料 雑誌 群像　1996年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

創刊５０周年記念号／「学校嫌い」小川国夫
p197／「『群像』の五十年」紅野敏郎p454：
藤枝静男についての記述あり／〈アンケー
ト〉「私の選ぶ戦後文学ベスト３」勝又浩：藤
枝静男「空気頭」p476／巻末附録「群像」総
目次１：1946（昭和21）年10月号－1968（昭
和43）年12月号

第５０巻第１０
号

講談社 1995/10/01 652

21679 一般資料 雑誌 群像　1996年10月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

創刊５０周年記念号／「学校嫌い」小川国夫
p197／「『群像』の五十年」紅野敏郎p454：
藤枝静男についての記述あり／〈アンケー
ト〉「私の選ぶ戦後文学ベスト３」勝又浩：藤
枝静男「空気頭」p476／巻末附録「群像」総
目次１：1946（昭和21）年10月号－1968（昭
和43）年12月号

第５０巻第１０
号

講談社 1995/10/01 652

14529 一般資料 雑誌 群像　1996年11月号
渡辺勝夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【群像創刊50周年記念企画】わたしの川物
語－作家の佇む岸辺から　小川国夫「河原
に立って」（1996年、大井川蓬莱橋にて：写
真あり）／巻末附録「群像」総目次2　1969
年1月～1983年12月

第51巻第11号 講談社 1996/11/01 516

4437 一般資料 雑誌 群像　1997年10月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫「オディル」p38 第52巻第10号 講談社 1997/10/01 388
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14531 一般資料 雑誌 群像　1997年10月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫「オディル」p38 第52巻第10号 講談社 1997/10/01 388

21681 一般資料 雑誌 群像　1997年10月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫「オディル」p38 第52巻第10号 講談社 1997/10/01 388

4254 一般資料 雑誌 群像　1997年4月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼　埴谷雄高／埴谷雄高遺稿「『死霊』断
章５」、本多秋五「ごあいさつ」、小島信夫
「元気を出させる人」、小田切秀雄「埴谷の
死、『死霊』のこと」、瀬戸内寂聴「最後に
逢った日」、小川国夫「ひたむきな思索、暗
示力」p175　ほか

第５２巻第４号 講談社 1997/04/01 420

4430 一般資料 雑誌 群像　1997年4月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼　埴谷雄高／埴谷雄高遺稿「『死霊』断
章５」、本多秋五「ごあいさつ」、小島信夫
「元気を出させる人」、小田切秀雄「埴谷の
死、『死霊』のこと」、瀬戸内寂聴「最後に
逢った日」、小川国夫「ひたむきな思索、暗
示力」p175　ほか

第52巻第4号 講談社 1997/04/01 420

5989 一般資料 雑誌 群像　1997年4月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼　埴谷雄高／埴谷雄高遺稿「『死霊』断
章５」、本多秋五「ごあいさつ」、小島信夫
「元気を出させる人」、小田切秀雄「埴谷の
死、『死霊』のこと」、瀬戸内寂聴「最後に
逢った日」、小川国夫「ひたむきな思索、暗
示力」p175　ほか

第５２巻第４号 講談社 1997/04/01 420
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14530 一般資料 雑誌 群像　1997年4月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

追悼　埴谷雄高／埴谷雄高遺稿「『死霊』断
章５」、本多秋五「ごあいさつ」、小島信夫
「元気を出させる人」、小田切秀雄「埴谷の
死、『死霊』のこと」、瀬戸内寂聴「最後に
逢った日」、小川国夫「ひたむきな思索、暗
示力」p175　ほか

第52巻第4号 講談社 1997/04/01 420

21680 一般資料 雑誌 群像　1997年4月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼　埴谷雄高／埴谷雄高遺稿「『死霊』断
章５」、本多秋五「ごあいさつ」、小島信夫
「元気を出させる人」、小田切秀雄「埴谷の
死、『死霊』のこと」、瀬戸内寂聴「最後に
逢った日」、小川国夫「ひたむきな思索、暗
示力」p175　ほか

第５２巻第４号 講談社 1997/04/01 420

5694 一般資料 雑誌 群像　1998年1月新年号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「星月夜」小川国夫p182 第５３巻第１号 講談社 1998/01/01 484

5838 一般資料 雑誌 群像　1998年1月新年号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「星月夜」小川国夫p182 第５３巻第１号 講談社 1998/01/01 484

21682 一般資料 雑誌 群像　1998年1月新年号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「星月夜」小川国夫p182 第５３巻第１号 講談社 1998/01/01 484

21684 一般資料 雑誌 群像　1998年10月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫「サント・マリー・ド・ラ・メール」
P132

第５３巻第１０
号

講談社 1998/10/01 420

4404 一般資料 雑誌 群像　1998年7月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「求道者」小川国夫p74 第53巻第7号 講談社 1998/07/01 356

4600 一般資料 雑誌 群像　1998年7月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「求道者」小川国夫p74 第５３巻第７号 講談社 1998/07/01 356

14532 一般資料 雑誌 群像　1998年7月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「求道者」小川国夫p74 第53巻第7号 講談社 1998/07/01 356
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21683 一般資料 雑誌 群像　1998年7月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「求道者」小川国夫p74 第５３巻第７号 講談社 1998/07/01 356

7164 一般資料 雑誌 群像　1999年8月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「流れ者」小川国夫p6：紅林家の話 講談社 1999/08/01 420

21685 一般資料 雑誌 群像　1999年8月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「流れ者」小川国夫p6：紅林家の話 講談社 1999/08/01 420

4606 一般資料 雑誌 群像  2000年1月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「鑑平崩れ」小川国夫p204 第５５巻第１号 講談社 2000/01/01 452

14533 一般資料 雑誌 群像  2000年1月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「鑑平崩れ」小川国夫p204 第55巻第1号 講談社 2000/01/01 452

4778 一般資料 雑誌 群像　2000年10月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

「夢のような遺書」小川国夫p172 第55巻第10号 講談社 2000/10/01 420

14534 一般資料 雑誌 群像　2000年10月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「夢のような遺書」小川国夫p172 第55巻第10号 講談社 2000/10/01 420

4707 一般資料 雑誌 群像　2000年9月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載／江
代充

小川国夫「一太郎舟出」p84、江代充「恋の
殻のなか」p236

第55巻第9号 講談社 2000/09/01 324

8737 一般資料 雑誌 群像　2000年9月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載／江
代充　収載

「一太郎船出」小川国夫p84／「恋の殻のな
か」江代充／侃侃諤諤－小川国夫について
の記述ありp306

第５５巻第９号 講談社 2000/09/01 324

4818 一般資料 雑誌 群像　2001年1月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫「ばば垂れ鑑平」p190／第53回野
間文学賞発表：林京子『長い時間をかけた
人間の経験』、第22回野間文学新人賞発
表：赤坂真理・岡崎祥久

第56巻第1号 講談社 2001/01/01 420

8734 一般資料 雑誌 群像　2001年1月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫「ばば垂れ鑑平」p190／第53回野
間文学賞発表：林京子『長い時間をかけた
人間の経験』、第22回野間文学新人賞発
表：赤坂真理・岡崎祥久

第５６巻第１号 講談社 2001/01/01 420
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6118 一般資料 雑誌 群像　2001年11月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「琴の想い出」（P74）：紅林家の
話

第56巻第12号 講談社 2001/11/01 388

8732 一般資料 雑誌 群像　2001年11月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「琴の想い出」（P74）：紅林家の
話

第５６巻第１１
号

講談社 2001/11/01 388

4862 一般資料 雑誌 群像　2001年3月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼　本多秋五　「文学者の生きる姿」小川
国夫p224、「本多秋五さんの死」吉本隆明、
「私の中の『本多さん』」紅野敏郎　ほか／
〈座談会〉「2001年の文学－日本文学の新
潮流」川村湊、清水良典、斎藤美奈子

第56巻第3号 講談社 2001/03/01 388

8731 一般資料 雑誌 群像　2001年3月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼　本多秋五　「文学者の生きる姿」小川
国夫p224、「本多秋五さんの死」吉本隆明、
「私の中の『本多さん』」紅野敏郎　ほか／
〈座談会〉「2001年の文学－日本文学の新
潮流」川村湊、清水良典、斎藤美奈子

第５６巻第３号 講談社 2001/03/01 388

16845 一般資料 雑誌 群像　2001年3月号　刷出
不明　／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

「文学者の生きる姿」小川国夫（追悼　本多
秋五／藤枝静男についての記述あり）

講談社 2001/03/00 2

6625 一般資料 雑誌 群像　2002年1月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「舞い立つ鳥」（P148）：紅林家
の話

第57巻第1月号 講談社 2002/01/01 452

7160 一般資料 雑誌 群像　2002年10月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「幾波行き」（P164）・・・紅林家
の話<BR>〈一月一語〉「癩とハンセン病」加
賀乙彦／「『別れる理由』が気になって（そ
の５）」坪内祐三

講談社 2002/10/01 420

19279 一般資料 雑誌 群像　2002年10月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「幾波行き」p164：紅林家の話
／〈一月一語〉「癩とハンセン病」加賀乙彦
／「『別れる理由』が気になって（その５）」坪
内祐三

第57巻第12号 講談社 2002/10/01 420
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6859 一般資料 雑誌 群像　2002年4月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「くらがり三次」（P84）・・・紅林家
の話

講談社 2002/04/01 356

6860 一般資料 雑誌 群像　2002年4月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「くらがり三次」（P84）・・・紅林家
の話

講談社 2002/04/01 356

6875 一般資料 雑誌 群像  2002年7月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「無に降り」（P165）・・・紅林家の
話<BR>「『別れる理由』が気になって（その
２）」坪内祐三

講談社 2002/07/01 417

6876 一般資料 雑誌 群像  2002年7月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「無に降り」（P165）・・・紅林家の
話

こい社 2002/07/01 417

8733 一般資料 雑誌 群像　2002年7月号
籠島雅雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「無に降り」（P165）・・・紅林家の
話

第５７巻第８号 講談社 2002/07/01 417

7105 一般資料 雑誌 群像  2002年8月号
石坂秀之　編集人／
藤枝静男　関連

大庭みな子著：「バリ島紀行　藤枝さんのこ
と」（P174）<BR>「『別れる理由』が気になっ
て（その３）」坪内祐三

講談社 2002/08/01 420

7101 一般資料 雑誌 群像  2003年1月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「綾」（P210）・・・紅林家の話 講談社 2003/01/01 420

7155 一般資料 雑誌 群像　2003年1月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「綾」（P210）・・・紅林家の話 講談社 2003/01/01 420

7141 一般資料 雑誌 群像  2003年11月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「島流し」（P84）・・・紅林家の話
<BR>「『別れる理由』が気になって（１５）」坪
内祐三

講談社 2003/11/01 388

7142 一般資料 雑誌 群像  2003年11月号
石坂秀之　編／小川
国夫　収載

小川国夫著「島流し」（P84）・・・紅林家の話
<BR>「『別れる理由』が気になって（１５）」坪
内祐三

講談社 2003/11/01 388

11270 一般資料 雑誌 群像  2003年11月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「島流し」（P84）・・・紅林家の話
／「『別れる理由』が気になって（１５）」坪内
祐三p314：藤枝静男についての記述あり
（野間賞1979年2年のパーティの時のこと）

第５８巻第１３
号

講談社 2003/11/01 388
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11298 一般資料 雑誌 群像　2003年12月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

小川国夫：著「死について」p124／坪内祐
三：著「『別れる理由』が気になって」の中に
藤枝静男に関する記述ありp308

第５８巻第１４
号

講談社 2003/12/01 380

7109 一般資料 雑誌 群像  2003年8月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「興志への想い」（P60）・・・紅林
家の話<BR>／「『別れる理由』が気になって
（１２）」坪内祐三

講談社 2003/08/01 356

7110 一般資料 雑誌 群像  2003年8月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著「興志への想い」（P60）・・・紅林
家の話<BR>／「『別れる理由』が気になって
（１２）」坪内祐三

講談社 2003/08/01 356

11269 一般資料 雑誌 群像　2003年9月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

「自首する綾、迫害される權さん」小川国夫
p26／「『別れる理由』が気になって（１３）」坪
内祐三

第５８巻第１０
号

講談社 2003/09/01 356

8676 一般資料 雑誌 群像　2004年1月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

小川国夫「弱い神」・・・紅林家の話p148／
「『別れる理由』が気になって（１７）」坪内祐
三p358：藤枝静男についての記述あり／
〈第325回創作合評〉「海の仙人」絲山秋子
ほか：川村二郎、秋山駿、加藤典洋

第５９巻第１号 講談社 2004/01/01 420

8735 一般資料 雑誌 群像　2004年1月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

小川国夫「弱い神」・・・紅林家の話p148／
「『別れる理由』が気になって（１７）」坪内祐
三p358：藤枝静男についての記述あり／
〈第325回創作合評〉「海の仙人」絲山秋子
ほか：川村二郎、秋山駿、加藤典洋

第５９巻第１号 講談社 2004/01/01 420

8736 一般資料 雑誌 群像　2004年7月号
石坂秀之　編集人／
小川国夫　収載

「戦争は済んだ」小川国夫p128／「小田切
孝の言い分」絲山秋子

第５９巻第７号 講談社 2004/07/01 356

11271 一般資料 雑誌 群像　2005年12月号
唐木厚　編集人／小
川国夫　収載

〈随筆〉「母の言葉」小川国夫p124
第６０巻第１２
号

講談社 2005/12/01 452
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14535 一般資料 雑誌 群像　2005年12月号
石倉昌治　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈随筆〉「母の言葉」小川国夫p124 第60巻第12号 講談社 2005/12/01 452

14537 一般資料 雑誌 群像　2006年10月号
唐木厚　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「止島」小川国夫p76 第61巻第10号 講談社 2006/10/01 612

8713 一般資料 雑誌 群像　2006年2月号
唐木厚　編集人／小
川国夫　収載

〈随筆〉「父の言葉」小川国夫p188／橋本治
「院政の日本人」、平野啓一郎「モノクロウ
ムの街と四人の女」、常垣園江「壁の住
民」、十文字実香「軽薄姫」、宮崎誉子「チョ
コレート工場の娘（不登校編）」　ほか

第６１巻第２号 講談社 2006/02/01 324

14536 一般資料 雑誌 群像　2006年2月号
石倉昌治　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈随筆〉「父の言葉」小川国夫p188／橋本治
「院政の日本人」、平野啓一郎「モノクロウ
ムの街と四人の女」、常垣園江「壁の住
民」、十文字実香「軽薄姫」、宮崎誉子「チョ
コレート工場の娘（不登校編）」　ほか

第61巻第2号 講談社 2006/02/01 324

11331 一般資料 雑誌 群像　2007年1月号
唐木厚　編集人／小
川国夫　収載

「未完の少年像」小川国夫p16／追悼　小島
信夫

第６２巻第１号 講談社 2007/01/01 580

14538 一般資料 雑誌 群像　2007年1月号
唐木厚　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「未完の少年像」小川国夫p16／追悼　小島
信夫

第62巻第1号 講談社 2007/01/01 580

13828 一般資料 雑誌 群像　2010年5月号
松沢賢二　編集人／
小川国夫　収載

【特集】小川国夫を読む　解題「消えた小説」
の発見－小川国夫「光岳（てかりだけ）」　勝
呂奏p138、小川国夫遺稿「光岳（てかりだ
け）」p142

第65巻第5号 講談社 2010/05/01 356
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13829 一般資料 雑誌 群像　2010年5月号
松沢賢二　編集人／
小川国夫　収載

【特集】小川国夫を読む　解題「消えた小説」
の発見－小川国夫「光岳（てかりだけ）」　勝
呂奏p138、小川国夫遺稿「光岳（てかりだ
け）」p142

第65巻第5号 講談社 2010/05/01 356

18704 一般資料 雑誌 群像　2011年12月
佐藤とし子　編集人
／藤枝静男　収載

【特集　戦後文学を読む　第7回　藤枝静男】
p97-119　〈再録〉藤枝静男「悲しいだけ」
p97、〈合評〉奥泉光・堀江敏幸・桜庭一樹
「田紳有楽」「悲しいだけ」p104

2011/12/01 420

7569 一般資料 雑誌 群像　1999年11月号
籠島雅雄　編／小川
国夫　収載

【対談】小川国夫・富岡幸一郎「＜言葉＞の
渇望－終末論を超えるもの」P200

第54巻第11号 講談社 1999/11/01 388

7535 一般資料 雑誌 群像　1999年10月号
籠島雅雄　編／小川
国夫　収載

小川国夫：著「人攫い」p116：紅林家の話 第54巻第10号 講談社 1999/10/01 420

10332 一般資料 雑誌 群像　2000年10月号
籠島雅雄　編／小川
国夫　収載

「夢のような遺書」小川国夫p172 第55巻第10号 講談社 2000/10/01 420

10331 一般資料 雑誌 群像　2000年9月号
籠島雅雄　編／小川
国夫　収載／江代充
収載

小川国夫「一太郎舟出」p84、江代充「恋の
殻のなか」p236

第55巻第9号 講談社 2000/09/01 324

10334 一般資料 雑誌 群像　2001年1月号
籠島雅雄　編／小川
国夫　収載

小川国夫「ばば垂れ鑑平」p190／第53回野
間文学賞発表：林京子『長い時間をかけた
人間の経験』、第22回野間文学新人賞発
表：赤坂真理・岡崎祥久

第56巻第1号 講談社 2001/01/01 420

10333 一般資料 雑誌 群像　2001年3月号
籠島雅雄　編／小川
国夫　収載

追悼　本多秋五　「文学者の生きる姿」小川
国夫p224、「本多秋五さんの死」吉本隆明、
「私の中の『本多さん』」紅野敏郎　ほか／
〈座談会〉「2001年の文学－日本文学の新
潮流」川村湊、清水良典、斎藤美奈子

第56巻第3号 講談社 2001/03/01 388
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2710 一般資料 雑誌
群像　日本の作家11　芥
川龍之介

後藤明生　ほか著／
小川国夫　収載

全23巻／【対談】小川国夫・三好行雄「芥川
龍之介の世界」p226／【芥川龍之介の短
編】小川国夫：選・解説p272／【作家アルバ
ム】、【作品論】、【文学紀行】ほか

11 小学館 1991/04/10 351

13213 一般資料 雑誌
群像　日本の作家11　芥
川龍之介

後藤明生　ほか著／
小川国夫　収載

全23巻／【対談】小川国夫・三好行雄「芥川
龍之介の世界」p226／【芥川龍之介の短
編】小川国夫：選・解説p272／【作家アルバ
ム】、【作品論】、【文学紀行】ほか

11 小学館 1991/04/10 351

13214 一般資料 雑誌
群像　日本の作家11　芥
川龍之介

後藤明生　ほか著／
小川国夫　収載

全23巻／【対談】小川国夫・三好行雄「芥川
龍之介の世界」p226／【芥川龍之介の短
編】小川国夫：選・解説p272／【作家アルバ
ム】、【作品論】、【文学紀行】ほか

11 小学館 1991/04/10 351

7632 一般資料 雑誌 群像　昭和44年2月号
中島和夫　編集人／
小川国夫　収載

「ゲヘナ港」小川国夫p60／ほか 第24巻第2号 講談社 1969/02/01 260

16796 一般資料 雑誌
慶應義塾大学　大学生活
懇談会記録（14）

渡部直樹　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

1994年4月1日～1995年3月31日／講演「文
学者の細道－文学における他界」小川国
夫、司会：古屋健三（日時：6月11日（土）
15:00～）p3、p14

慶應義塾大学学生総
合センター　大学生活
懇談会

1996/03/00 35

10621 一般資料 雑誌
建設たより　昭和46年1月
新年号

藤枝静男　収載 藤枝静男著：晴着（P6） 第5巻第1号
電信電話工事協会東
海支部

1971/01/01 7

537 一般資料 雑誌 芸術新潮　1968年6月号 藤枝静男　収載 藤枝静男著：骨壷自慢（P92） 第19巻第6号 新潮社 1968/06/01 149

538 一般資料 雑誌 芸術新潮　1970年3月号 藤枝静男　収載 藤枝静男著：弥生式小壷（P38） 第21巻第3号 新潮社 1970/03/01 167

10620 一般資料 雑誌 芸術新潮　1972年2月号 藤枝静男　研究 特集：志賀直哉をめぐる美 第23巻第2号 新潮社 1972/02/01 175

2807 一般資料 雑誌 芸術新潮　1972年8月号 小川国夫　収載 小川国夫著：鳥海青児と闘牛（P71） 第23巻第8号 新潮社 1972/08/01 185

5908 一般資料 雑誌 芸術新潮　1972年8月号 小川国夫　収載 小川国夫著：鳥海青児と闘牛（P71） 第23巻第8号 新潮社 1972/08/01 185
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14690 一般資料 雑誌 芸術新潮　1972年8月号
山崎省三　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：鳥海青児と闘牛（P71） 第23巻第8号 新潮社 1972/08/01 185

14691 一般資料 雑誌 芸術新潮　1972年8月号
山崎省三　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：鳥海青児と闘牛（P71） 第23巻第8号 新潮社 1972/08/01 185

1499 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年10月号 小川国夫　収載
小川国夫著：〈新連載〉古代美術館　1．アク
ロポリスの丘　神意の実在（P88）／増大特
集：日本の肖像画

第25巻第10号 新潮社 1974/10/01 208

2108 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年10月号 小川国夫　収載
小川国夫著：〈新連載〉古代美術館　1．アク
ロポリスの丘　神意の実在（P88）／増大特
集：日本の肖像画

第25巻第10号 新潮社 1974/10/01 259

6054 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年10月号 小川国夫　収載
小川国夫著：〈新連載〉古代美術館　1．アク
ロポリスの丘　神意の実在（P88）／増大特
集：日本の肖像画

第25巻第10号 新潮社 1974/10/01 208

6894 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年10月号
山崎省三　編／小川
国夫　収載

〈新連載〉古代美術館１．アクロポリスの丘
－神意の実在：小川国夫著（Ｐ８８）

新潮社 1974/10/01 210

14693 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年10月号
山崎省三　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：〈新連載〉古代美術館　1．アク
ロポリスの丘　神意の実在（P88）／増大特
集：日本の肖像画

第25巻第10号 新潮社 1974/10/01 208

4185 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年11月号 小川国夫　研究 増大特集：現代版画の100人 第25巻第11号 新潮社 1974/11/01 242

1498 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年4月号 小川国夫　収載
小川国夫著：特集：はじめての「セザンヌ展」
解説Ⅱ　冷静な熱狂（P19）

第25巻第4号 新潮社 1974/04/01 183

2262 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年4月号 小川国夫　収載
特集：小川国夫著：はじめての「セザンヌ
展」・解説Ⅱ　冷静な熱狂（P19）

第25巻第4号 新潮社 1974/04/01 183

7048 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年4月号
山崎省三　編／小川
国夫　収載

特集：はじめての「セザンヌ展」－小川国夫
著：冷静な熱狂（Ｐ１９）

新潮社 1974/04/01 184
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14692 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年4月号
山崎省三　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：特集：はじめての「セザンヌ展」
解説Ⅱ　冷静な熱狂（P19）

第25巻第4号 新潮社 1974/04/01 183

2106 一般資料 雑誌 芸術新潮　1974年6月号 藤枝静男　収載
藤枝静男著：古美術　風姿蔵骨器抄　近江
風土記の「蔵骨器展」をみて（P128）／増大
特集：ドラン挿画「パンタグリュエル物語」

第25巻第6号 新潮社 1974/06/01 247

1401 一般資料 雑誌 芸術新潮　1975年1月号 藤枝静男　収載
藤枝静男著：眞贋〈133〉偽仏真仏（P189）／
特集：「後水尾」の美

第26巻第1号 新潮社 1975/ 193

10651 一般資料 雑誌 芸術新潮　1975年1月号 藤枝静男　収載
藤枝静男著：眞贋〈133〉偽仏真仏（P189）／
特集：「後水尾」の美

第26巻第1号 新潮社 1975/ 193

539 一般資料 雑誌 芸術新潮　1975年1月号 藤枝静男　収載
藤枝静男著：眞贋〈133〉偽仏真仏（P189）／
特集：「後水尾」の美

第26巻第1号 新潮社 1975/01/01 193

540 一般資料 雑誌 芸術新潮　1975年7月号 藤枝静男　関連
水上勉：著：眞贋〈139〉私版「偽仏真仏」（藤
枝静男氏に関する記述あり）（P150）／特
集：スペインの美術館

第26巻第7号 新潮社 1975/07/01 187

6021 一般資料 雑誌 芸術新潮　1975年7月号 藤枝静男　関連
水上勉著：眞贋〈139〉私版「偽仏真仏」（藤
枝静男氏に関する記述あり）（P150）／特
集：スペインの美術館

第26巻第7号 新潮社 1975/07/01 187

2107 一般資料 雑誌 芸術新潮　1976年2月号 藤枝静男　収載
藤枝静男著：（P25）特集・李朝の「やきも
の」：わが李朝　観音院の大壷

第27巻第2号 新潮社 1976/02/01 230

5913 一般資料 雑誌 芸術新潮　1976年2月号 藤枝静男　収載
藤枝静男：著（P25）特集・李朝の「やきも
の」：わが李朝　観音院の大壷

第27巻第2号 新潮社 1976/02/01 230

1500 一般資料 雑誌 芸術新潮　1977年2月号 小川国夫　収載
小川国夫著：ペリグー－フランスの中の東
方－（P59）／特集：わが悦楽の「坪庭」

第28巻第2号 新潮社 1977/02/01 179

6053 一般資料 雑誌 芸術新潮　1977年2月号 小川国夫　収載
小川国夫著：ペリグー－フランスの中の東
方－（P59）／特集：わが悦楽の「坪庭」

第28巻第2号 新潮社 1977/02/01 180
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14689 一般資料 雑誌 芸術新潮　1977年2月号
山崎省三　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：ペリグー－フランスの中の東
方－（P59）／特集：わが悦楽の「坪庭」

第28巻第2号 新潮社 1977/02/01 179

2109 一般資料 雑誌 芸術新潮　1977年2月号 小川国夫　収載
小川国夫著：ペリグー－フランスの中の東
方－（P59）／特集：わが悦楽の「坪庭」

第28巻第2号 新潮社 1977/02/01 180

541 一般資料 雑誌 芸術新潮　1978年6月号 藤枝静男　収載

対談：「日本仏教美術の源流」展をみて「仏
像の表情」を語る：藤枝静男・上原昭一
（P180）／〈カイエ・ダール〉黒川紀章編集：
「利休ねずみ」の世界

第29巻第6号 新潮社 1978/06/01 231

7543 一般資料 雑誌 芸術新潮　1978年6月号
山崎省三　編／藤枝
静男　収載

対談：『仏像の表情』を語る－「日本仏教美
術の源流」展をみて：藤枝静男・上原昭一

新潮社 1978/06/01 231

10618 一般資料 雑誌 芸術新潮　1978年6月号 藤枝静男　収載

対談：「日本仏教美術の源流」展をみて「仏
像の表情」を語る：藤枝静男・上原昭一
（P180）／〈カイエ・ダール〉黒川紀章編集：
「利休ねずみ」の世界

第29巻第6号 新潮社 1978/06/01 231

1105 一般資料 雑誌 芸術新潮　1978年6月号 藤枝静男　収載

対談：「日本仏教美術の源流」展をみて「仏
像の表情」を語る：藤枝静男・上原昭一
（P180）／〈カイエ・ダール〉黒川紀章編集：
「利休ねずみ」の世界

第29巻第6号 新潮社 1978/06/1 231

5957 一般資料 雑誌 芸術新潮　1979年12月号 小川国夫　関連
装幀の話：野見山暁治著（小川国夫氏に関
する記述有り）（P88）／特集：石本マンズー
下村の「女」

第30巻第12号 新潮社 1979/12/01 179

5954 一般資料 雑誌 芸術新潮　1979年6月号 藤枝静男　収載
藤枝静男著：浜松近辺（P186）／特集：不思
議な絵の展覧会

第30巻第6号 新潮社 1979/06/01 192

3999 一般資料 雑誌 芸術新潮　1979年6月号 藤枝静男　収載
藤枝静男著：浜松近辺（P186）／特集：不思
議な絵の展覧会

第30巻第6号 新潮社 1979/07/01 192

17907 一般資料 雑誌 芸術新潮　1983年1月号
山川みどり　編集・発
行人／小川国夫　蔵
書

特集　光悦　書・茶碗・蒔絵 第34巻第1号 新潮社 1983/01/01 152
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4186 一般資料 雑誌 芸術新潮　1983年5月号 藤枝静男　研究
特集：「異才」二つの眼：Ⅰ財界の大茶人
益田鈍翁コレクション：Ⅱ眼の人　小林秀雄
を囚えた美

第34巻第5号 新潮社 1983/05/01 152

4187 一般資料 雑誌 芸術新潮　1985年6月号
山川みどり　編／小
川国夫　研究

特集：現代美術と遊ぶ／島原天草キリシタ
ン巡礼

第36巻第6号 新潮社 1985/06/01 152

4188 一般資料 雑誌 芸術新潮　1987年9月号 藤枝静男　研究 特集：独尊・北大路魯山人 第38巻第9号 新潮社 1987/09/01 152

542 一般資料 雑誌 芸術新潮　1991年11月号 藤枝静男　収載
特集：贋作戦後美術史：藤枝静男著「偽仏
真仏」（P51）

第42巻第11号 新潮社 1991/11/01 152

10619 一般資料 雑誌 芸術新潮　1991年11月号 藤枝静男　収載
特集：贋作戦後美術史：藤枝静男著「偽仏
真仏」（P51）

第42巻第11号 新潮社 1991/11/01 152

5663 一般資料 雑誌 芸術新潮　1996年1月号
山川みどり　編／小
川国夫　研究

大特集：セザンヌは生きている 第47巻第1号 新潮社 1996/01/01 168

2783 一般資料 雑誌 芸術新潮　1996年10月号
山川みどり　編／小
川国夫　研究

特集：生きている中世　スペイン巡礼の旅 第47巻第10号 新潮社 1996/10/01 152

2377 一般資料 雑誌 芸術新潮　1996年4月号
山川みどり　編／小
川国夫　研究

特集：佐伯祐三の真実 第47巻第4号 新潮社 1996/04/01 158

5658 一般資料 雑誌 芸術新潮　1997年12月号 小川国夫　研究 特集：ここ掘れ東京大学 第48巻第12号 新潮社 1997/12/01 152

5828 一般資料 雑誌 芸術生活　1970年12月号
御木徳近　編／小川
国夫　収載

小川国夫著：仙厓の「百丈野鴨子図」（P97） 芸術生活社 1970/12/01 176

14694 一般資料 雑誌 芸術生活　1970年12月号
御木徳近　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「大地に笑う『仙厓』」小川国夫p94（切り取ら
れていて、ページなし）

第23巻第12号
通巻第256号

芸術生活 1970/12/01 176

870 一般資料 雑誌 芸術生活　1970年12月号
御木徳近　編／小川
国夫　収載

小川国夫著：仙厓の「百丈野鴨子図」（P97） 芸術生活社 1970/12/1 176

6810 一般資料 雑誌 芸術生活　1971年5月号
御木徳近　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男著：「わが内なるボッシュ－あるい
は畸型の真実」（P70）

№261 芸術生活社 1971/05/01 174

7078 一般資料 雑誌 芸術生活　1971年5月号
御木徳近　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男著：「わが内なるボッシュ－あるい
は畸型の真実」（P70）

№261 芸術生活社 1971/05/01 174

844 一般資料 雑誌 芸術生活　1976年12月号
森川紘一郎　編集人
／小川国夫　収載

小川国夫著：苦行者ゴッホ巡礼（P47）／現
代人の感性を拓く芸術総合誌／風景・旅－
吉田博木版画名作集〔ほか〕

芸術生活社 1976/12/01 140

2723 一般資料 雑誌 芸術生活　1976年12月号
森川紘一郎　編／小
川国夫　収載

小川国夫著：苦行者ゴッホ巡礼（P47）／現
代人の感性を拓く芸術総合誌／風景・旅－
吉田博木版画名作集〔ほか〕

第1巻第1号 芸術生活社 1976/12/01 140
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4497 一般資料 雑誌 芸術生活　1976年12月号
森川紘一郎　編集人
／小川国夫　収載

小川国夫「苦行者ゴッホ」p47　／風景・旅
（吉田博木版画名作集：横尾忠則）　ほか

第29巻第12号
No.328

芸術生活社 1976/12/01 140

14695 一般資料 雑誌 芸術生活　1976年12月号
森川紘一郎　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

小川国夫著：苦行者ゴッホ巡礼（P47）／現
代人の感性を拓く芸術総合誌／風景・旅－
吉田博木版画名作集〔ほか〕

第29巻第12号
通巻第328号

芸術生活社 1976/12/01 140

10610 一般資料 雑誌
芸術生活　No.333　1977
年5月号

森川紘一郎　編集人
／加藤まさを　収載
／小川国夫　関連

【対談】加藤まさを・林静一：対談「抒情画い
ま昔」（月の沙漠の由来について、まさをの
詩に佐々木すぐるが曲を付けたいきさつな
ど、油彩「月の沙漠」（昭和35年か36年）御
宿の役場にある）p90／マックス・エルンスト
－内宇宙への旅／エルンストの芸術：窪田
般彌／夢魔の森：堀切直人／【芸生トピック
ス】文学－新文芸雑誌「文体」創刊へ編集
室開く（小川国夫についての記述あり）
p60<BR>

第30巻第5号 芸術生活社 1977/05/01 176

21509 一般資料 雑誌
芸術生活　No.333　1977
年5月号

森川紘一郎　編集人
／加藤まさを　収載
／小川国夫　関連

【対談】加藤まさを・林静一：対談「抒情画い
ま昔」（月の沙漠の由来について、まさをの
詩に佐々木すぐるが曲を付けたいきさつな
ど、油彩「月の沙漠」（昭和35年か36年）御
宿の役場にある）p90／マックス・エルンスト
－内宇宙への旅／エルンストの芸術：窪田
般彌／夢魔の森：堀切直人／【芸生トピック
ス】文学－新文芸雑誌「文体」創刊へ編集
室開く（小川国夫についての記述あり）p60

第30巻第5号
通巻333号

芸術生活社 1977/05/01 176

12587 一般資料 雑誌
月刊　狩の川　昭和43年
NO.4

間藤守之　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：著「荒くれて端麗　真冬の沼津」
（狩野川堤にて：写真あり）p36

NO.4 月刊・狩の川・編集室 1968/03/05 56
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16730 一般資料 雑誌
月刊　狩の川　昭和43年
NO.4

間藤守之　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「荒くれて端麗　真冬の沼津」
（狩野川堤にて：写真あり）p36

NO.4 月刊・狩の川・編集室 1968/03/05 56

14351 一般資料 雑誌
月刊　キリスト　1972年11
月号

高戸要　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【対談】「神と神々との世界－小川国夫文学
の背景をたずねて」小川国夫、武田友寿p9
／『現代日本キリスト教文学全集』月報あり
（鉛筆で書き込みあり）

教文館 1972/11/01 104

14352 一般資料 雑誌
月刊　キリスト　1972年11
月号

高戸要　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【対談】「神と神々との世界－小川国夫文学
の背景をたずねて」小川国夫、武田友寿p9

教文館 1972/11/01 104

12599 一般資料 雑誌
月刊　公募ガイド　1995年
4月号

吉田秀三　編集人・
発行人／小川国夫
関連

〈榊原和夫の現代作家写真館81〉『小川国
夫』p28

第11巻第4号 公募ガイド社 1995/04/09 264

12600 一般資料 雑誌
月刊　公募ガイド　1995年
4月号

吉田秀三　編集人・
発行人／小川国夫
関連

〈榊原和夫の現代作家写真館81〉『小川国
夫』p28

第11巻第4号 公募ガイド社 1995/04/09 264

12601 一般資料 雑誌
月刊　公募ガイド　1995年
4月号

吉田秀三　編集人・
発行人／小川国夫
関連

〈榊原和夫の現代作家写真館81〉『小川国
夫』p28

第11巻第4号 公募ガイド社 1995/04/09 264

14746 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年10月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第10回】「ロシアホテ
ル」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で
日本文芸家協会から三人の作家が派遣さ
れるということで、昭和48年は小川国夫・田
久保英夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の
随筆：『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑
賞〉大野林火

第14巻第10号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/10/10 80

152



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

14747 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年11月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第11回】「ソ連作家同
盟」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で
日本文芸家協会から三人の作家が派遣さ
れるということで、昭和48年は小川国夫・田
久保英夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の
随筆：『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑
賞〉大野林火

第14巻第11号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/11/10 80

14748 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年12月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第12回】「ボリショイ」進
藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本文
芸家協会から三人の作家が派遣されるとい
うことで、昭和48年は小川国夫・田久保英
夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：
『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑賞〉大野
林火

第14巻第12号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/12/10 80

14739 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年3月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第3回】「船で」進藤純
孝（ソ連作家同盟からの招待で日本文芸家
協会から三人の作家が派遣されるというこ
とで、昭和48年は小川国夫・田久保英夫・進
藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：『七色
の風船』収録）p28／〈秀句鑑賞〉大野林火

第14巻第3号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/03/10 80
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14740 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年4月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／村越化石　関連
／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第4回】「海の隙」進藤
純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本文芸
家協会から三人の作家が派遣されるという
ことで、昭和48年は小川国夫・田久保英夫・
進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：『七
色の風船』収録）p28／〈秀句鑑賞〉大野林
火　【夜の雉子望郷の宴張られたり】村越化
石p68

第14巻第4号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/04/10 80

14741 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年5月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第5回】「なつかしい日
本」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で
日本文芸家協会から三人の作家が派遣さ
れるということで、昭和48年は小川国夫・田
久保英夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の
随筆：『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑
賞〉大野林火

第14巻第5号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/05/10 80

14743 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年7月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第7回】「日本人墓地」
進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本
文芸家協会から三人の作家が派遣されると
いうことで、昭和48年は小川国夫・田久保英
夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：
『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑賞〉大野
林火

第14巻第7号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/07/10 80
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14744 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年8月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第8回】「ハラショー」進
藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本文
芸家協会から三人の作家が派遣されるとい
うことで、昭和48年は小川国夫・田久保英
夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：
『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑賞〉大野
林火

第14巻第8号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/08/10 80

14745 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1974
年9月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第9回】「『巨人』の隣
り」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日
本文芸家協会から三人の作家が派遣され
るということで、昭和48年は小川国夫・田久
保英夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随
筆：『七色の風船』収録）p28／〈秀句鑑賞〉
大野林火

第14巻第9号
日本自動車産業労働
組合連合会

1974/09/10 80

14757 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年10月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第22回】「永遠の栄光
公園」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待
で日本文芸家協会から三人の作家が派遣
されるということで、昭和48年は小川国夫・
田久保英夫・進藤純孝が選ばれた。その旅
の随筆：『七色の風船』収録）p26／〈秀句鑑
賞〉大野林火

第15巻第10号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/10/10 80

14758 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年11月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第23回】「ヌ・パカー」
進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本
文芸家協会から三人の作家が派遣されると
いうことで、昭和48年は小川国夫・田久保英
夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：
『七色の風船』収録）p26／〈秀句鑑賞〉大野
林火

第15巻第11号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/11/10 80
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14749 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年2月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第14回】「紅い矢」進藤
純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本文芸
家協会から三人の作家が派遣されるという
ことで、昭和48年は小川国夫・田久保英夫・
進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：『七
色の風船』収録）p26／〈秀句鑑賞〉大野林
火

第15巻第2号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/02/10 80

14750 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年3月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／村越化石　関連
／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第15回】「ヨーロッパ・
ホテル」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招
待で日本文芸家協会から三人の作家が派
遣されるということで、昭和48年は小川国
夫・田久保英夫・進藤純孝が選ばれた。そ
の旅の随筆：『七色の風船』収録）p26／〈秀
句鑑賞〉大野林火　【生野菜皿にもりあげ雪
解かな】村越化石p68

第15巻第3号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/03/10 80

14751 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年4月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第16回】「七色の風船」
進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本
文芸家協会から三人の作家が派遣されると
いうことで、昭和48年は小川国夫・田久保英
夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：
『七色の風船』収録）p26／〔ほん〕書評「作
家を知ることの大切さ－吉田精一他十七氏
合著『小川国夫・光と闇』」p66／〈秀句鑑賞〉
大野林火

第15巻第4号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/04/10 80
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14752 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年5月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第17回】「クズニェチュ
ンネイ通り」進藤純孝（ソ連作家同盟からの
招待で日本文芸家協会から三人の作家が
派遣されるということで、昭和48年は小川国
夫・田久保英夫・進藤純孝が選ばれた。そ
の旅の随筆：『七色の風船』収録）p26／〈秀
句鑑賞〉大野林火

第15巻第5号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/05/10 80

14753 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年6月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第18回】「日曜のプー
シュキン」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招
待で日本文芸家協会から三人の作家が派
遣されるということで、昭和48年は小川国
夫・田久保英夫・進藤純孝が選ばれた。そ
の旅の随筆：『七色の風船』収録）p26／〈秀
句鑑賞〉大野林火

第15巻第6号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/06/10 80

14754 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年7月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第19回】「豊年だ豊年
だ」進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で
日本文芸家協会から三人の作家が派遣さ
れるということで、昭和48年は小川国夫・田
久保英夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の
随筆：『七色の風船』収録）p30／〈秀句鑑
賞〉大野林火

第15巻第7号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/07/10 80

14755 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年8月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第20回】「千年の寝息」
進藤純孝（ソ連作家同盟からの招待で日本
文芸家協会から三人の作家が派遣されると
いうことで、昭和48年は小川国夫・田久保英
夫・進藤純孝が選ばれた。その旅の随筆：
『七色の風船』収録）p26／〈秀句鑑賞〉大野
林火

第15巻第8号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/08/10 80
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14756 一般資料 雑誌
月刊　自動車労連　1975
年9月号

海老沢孝　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【この青春を大切に　第21回】「コムソモール
広場の夜」進藤純孝（ソ連作家同盟からの
招待で日本文芸家協会から三人の作家が
派遣されるということで、昭和48年は小川国
夫・田久保英夫・進藤純孝が選ばれた。そ
の旅の随筆：『七色の風船』収録）p26／〈秀
句鑑賞〉大野林火

第15巻第9号
日本自動車産業労働
組合連合会

1975/09/10 80

14317 一般資料 雑誌 月刊　知識　1986年9月号

世界平和教授アカデ
ミー　編集／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

「『逸民』をめぐって」小川国夫、武田勝彦
（聞き手）p297

第2巻第9号
第57号

アートプロダクション・ノ
ア「知識」出版部

1986/09/01 370

14318 一般資料 雑誌 月刊　知識　1989年3月号

世界平和教授アカデ
ミー　編集／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

【特別インタビュー】『或る過程』の虚実－小
川国夫、田中康子（聞き手）p68

第5巻第3号
第87号

アートプロダクション・ノ
ア「知識」出版部

1989/02/01 350

14319 一般資料 雑誌 月刊　知識　1989年5月号

世界平和教授アカデ
ミー　編集／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

【対談】「死の美学を生きた立原正秋」小川
国夫、スティーブン・コール、田中康子（司
会）p90

第5巻第5号
第89号

アートプロダクション・ノ
ア「知識」出版部

1989/05/01 350

14627 一般資料 雑誌
月刊カドカワ　昭和60年1
月号

鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈新連載小説〉「荒野のダビデ」小川国夫
p276

第3巻第1号 角川書店 1985/01/01 386

14628 一般資料 雑誌
月刊カドカワ　昭和60年2
月号

鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「荒野のダビデ（二）」小川国夫p366 第3巻第2号 角川書店 1985/02/01 382

14629 一般資料 雑誌
月刊カドカワ　昭和60年3
月号

鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「荒野のダビデ（三）」小川国夫p364（鉛筆で
書き込みあり）

第3巻第3号 角川書店 1985/03/01 382

14630 一般資料 雑誌
月刊カドカワ　昭和60年4
月号

鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「荒野のダビデ（四）」小川国夫p346 第3巻第4号 角川書店 1985/04/01 366
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14631 一般資料 雑誌
月刊カドカワ　昭和60年5
月号

鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「荒野のダビデ（五）」小川国夫p318 第3巻第5号 角川書店 1985/05/01 334

14632 一般資料 雑誌
月刊カドカワ　昭和60年6
月号

鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「荒野のダビデ（最終回）」小川国夫p310 第3巻第6号 角川書店 1985/06/01 332

14670 一般資料 雑誌
月刊　公募ガイド　1995年
4月号

吉田秀三　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【榊原和夫の現代作家写真館81】小川国夫
p29（書斎の写真、カラオケ中の写真ほかあ
り）

VOL.103 公募ガイド社 1995/04/09 264

14269 一般資料 雑誌
月刊国語教育　1990年8
月号

星沢正　発行人／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

【名作探訪】『「逸民」の藤枝、そして駿河湾
西岸』勝呂奏（巻頭カラー写真）

第10巻第5号
通巻107号

東京法令出版 1990/07/25 103

8493 一般資料 雑誌
月刊日本及日本人　南洲
号　大正１５年１月１日号

小谷保太郎　編／藤
枝静男　関連

正岡子規論、護法の神児嶋惟謙（大津事
件）／付録・西郷南洲翁真筆「虎狩」／藤枝
静男の著作『凶徒津田三蔵』に関連する。

第８９号 政教社 1926/01/01 442

8641 一般資料 雑誌
月刊美術　第4号　1976年
2月号

中野稔　編集人／藤
枝静男　収載

伊万里、鍋島の宝庫　栗田美術館の全容／
美とのふれあい　藤枝静男「作品との不思
議な出会い」（牧進：挿画）p56

第２巻第４号 実業之日本社 1976/02/20 142

7578 一般資料 雑誌
原生林　第2号　1969年12
月

葦澤健　著／小川国
夫　関連

葦澤健　個人誌／「亡びへの誘い」（評論）、
「暗い夜明け」（創作）　ほか／編集後記で
小川国夫について触れているp74

第2号 手塚賢次 1969/12/25 74

6055 一般資料 雑誌 幻想文学　第43号
東雅夫　編集人／藤
枝静男　収載

季刊／死後の文学館　石堂藍：編－藤枝静
男：著「一家団欒」p128

アトリエOCTA 1994/02/28 205

5608 一般資料 雑誌 現代　大正10年3月号
加藤まさを　収載／
藤枝静男　研究

加藤まさを：詩・画〈童謡〉ザボン（Ｐ１３５）／
窪田十一：著「人肉の市」（Ｐ１０２）は藤枝静
男関係の資料として使えるもの

第2巻第3号 大日本雄弁会講談社 1921/03/01 398

12597 一般資料 雑誌 現代　1995年3月号
矢吹俊吉　編集人／
小川国夫　関連

〈本のエッセンス〉高橋英夫：書評「自己を取
り戻す旅を暗示的文体で－小川国夫著『マ
グレブ、誘惑として』」p266

第29巻第3号 講談社 1995/03/01 354

159



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12598 一般資料 雑誌 現代　1995年3月号
矢吹俊吉　編集人／
小川国夫　関連

〈本のエッセンス〉高橋英夫：書評「自己を取
り戻す旅を暗示的文体で－小川国夫著『マ
グレブ、誘惑として』」p266

第29巻第3号 講談社 1995/03/01 354

16901 一般資料 雑誌 現代国語参考資料集3
現代国語編集委員会
編集／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

角川書店版「高等学校　現代国語3　改訂
版」準拠／第10単元／小説（2）／エリコへ
下る道／参考資料　「小川国夫の目」古井
由吉p29

角川書店 0000/00/00 39

16902 一般資料 雑誌 現代国語問題集3
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

角川書店版「高等学校　現代国語3　改訂
版」準拠／「エリコへ下る道」小川国夫

角川書店 0000/00/00 27

18027 一般資料 雑誌 現代思想　1975年11月
三浦雅士　編集人／
小川国夫　蔵書

特集：聖書　自由と反逆の論理 第3巻第11号 青土社 1975/11/01 262

3511 一般資料 雑誌
現代詩手帖　1972年8月
臨時増刊号

小田久郎　編集・発
行人／小川国夫　収
載

吉本隆明論　小川国夫：著「福音書の理解」
p150／埴谷雄高、島尾敏雄、白川正芳ほか

第15巻第9号 思潮社 1972/08/15 262

14545 一般資料 雑誌
現代詩手帖　1974年9月
号

八木忠栄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈詩との出会い〉「タンジェールの思い出」小
川国夫p124

第17巻第9号 思潮社 1974/09/01 190

16908 一般資料 雑誌
現代詩手帖　1974年9月
号

八木忠栄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈詩との出会い〉「タンジェールの思い出」小
川国夫p124

第17巻第9号 思潮社 1974/09/01 190

14546 一般資料 雑誌
現代詩手帖　1975年10月
号

八木忠栄　編集人／
小川国夫　蔵書

特集1.夢の構造、特集2.富永太郎 第18巻第10号 思潮社 1975/10/01 222

1908 一般資料 雑誌
現代詩手帖　1983年11月
号

樋口良澄　編集人／
小川国夫　収載

〈特別対談〉小川国夫、正津勉：対談「錯乱
と構築－言葉との出会い」現代詩手帖講座
詩の冒険・小説の冒険－内容：「及第点」と
自覚することはない、初発の契機、憑依状
態をどう保つか、省略と喚起力p134

第26巻第11号 思潮社 1983/11/01 168
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14547 一般資料 雑誌
現代詩手帖　1983年11月
号

樋口良澄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特別対談〉小川国夫、正津勉：対談「錯乱
と構築－言葉との出会い」現代詩手帖講座
詩の冒険・小説の冒険－内容：「及第点」と
自覚することはない、初発の契機、憑依状
態をどう保つか、省略と喚起力p134

第26巻第11号 思潮社 1983/11/01 168

14548 一般資料 雑誌
現代詩手帖　1983年11月
号

樋口良澄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特別対談〉小川国夫、正津勉：対談「錯乱
と構築－言葉との出会い」現代詩手帖講座
詩の冒険・小説の冒険－内容：「及第点」と
自覚することはない、初発の契機、憑依状
態をどう保つか、省略と喚起力p134

第26巻第11号 思潮社 1983/11/01 168

11554 一般資料 雑誌
現代詩手帖　2003年9月
号

高木真史　編集人／
小川国夫　蔵書

【特集】詩人、吉本隆明／インタビュー　吉
本隆明（ききて：芹沢俊介）「わたしのもので
はない〈固有〉の場所に／対話　吉増剛造
＋宇野邦一「影の緑にある光」

第４６巻　第９
号

思潮社 2003/09/01 232

11555 一般資料 雑誌
現代詩手帖　臨時増刊
「吉本隆明」1　1972

木原孝一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

新装版／吉本隆明論資料集成　福音書の
理解　小川国夫ｐ１５０　（筑摩書房『吉本隆
明対談集』付録）／埴谷雄高、島尾敏雄、白
川正芳ほか

思潮社 2003/11/01 262

11556 一般資料 雑誌
現代詩手帖　臨時増刊
「吉本隆明」2　吉本隆明
と〈現在〉1986

樋口良澄　編集人／
小川国夫　蔵書

講演：吉本隆明　ハイ・イメージ論／対談：
磯田光一・蓮實重彦　不可避性の世界了解
の彼方に　吉本隆明と〈現在〉の読解　ほか

思潮社 2003/11/01 360

16916 一般資料 雑誌 現点　2号　1983年秋
「現点」の会　編集・
発行／小川国夫　蔵
書

現代日本文学研究／特集　島尾敏雄　作家
インタビュー・島尾敏雄氏に聞く「小説のな
かの女たち」

「現点」の会 1983/10/01 136

14661 一般資料 雑誌 高一時代　1974年3月号
赤尾好夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特別読切小説〉「秘曲」小川国夫p238 旺文社 1974/03/01 352
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14240 一般資料 雑誌
高校クラスルーム　昭和
50年6月号

根本峰好　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

小川国夫論「小川国夫における『物』につい
て」三枝和子p4

第8巻第3号 旺文社 1975/06/01 32

14241 一般資料 雑誌
高校クラスルーム　昭和
50年6月号

根本峰好　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

研究と指導／小川国夫論「小川国夫におけ
る『物』について」三枝和子p4

第8巻第3号 旺文社 1975/06/01 32

14242 一般資料 雑誌
高校クラスルーム　昭和
52年1月号

鳥居正博　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

研究と指導／【言語随想】小川国夫「藤井先
生の思い出」p1

第9巻第11号 旺文社 1977/01/01 32

16553 一般資料 雑誌
高校クラスルーム　昭和
52年1月号

鳥居正博　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

研究と指導／〈言語随想〉「藤井先生の想い
出」小川国夫p1

第9巻第11号 旺文社 1977/01/01 32

16872 一般資料 雑誌
高校時代とは　小川国夫
氏講演

小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

講演録 不明 0000/00/00 29

11373 一般資料 雑誌
広報ふじえだ　２００８年５
月５日号

小川国夫　関連
広報ふじえだ平成２０年５月５日号「小川国
夫さんを悼む」／小川国夫追悼記事掲載

1006
藤枝市総務部秘書広
報課

2008/05/05 16

18658 一般資料 雑誌 紅爐草子通信　第3号
島岡明子　編集・発
行／小川国夫　関連

執筆者：市原正恵、宇尾房子、小田暁子、
尾張とし子、江　素瑛、近藤智得子、鳥居坂
楓子、前山隆、安田萱子／「小川国夫神社
は要らない」p28

第3号 島岡明子 2008/11/00 124

2370 一般資料 雑誌
国語科通信　1997年　第
100号

小川国夫　関連

創刊100号記念／国語科通信総目次（No.1
～No.50）第38号：インタビュー・「エリコへ下
る道」小川国夫・渡辺正彦（P35）／創刊100
号記念／座談会：教育に何ができるか・古
典教育の可能性

№100 角川書店 1997/12/20 48

14233 一般資料 雑誌
国語科通信　1978年　第
38号

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

インタビュー「エリコへ下る道」小川国夫、イ
ンタビュアー：渡辺正彦p48

第38号 角川書店 1978/00/00 62

14234 一般資料 雑誌
国語科通信　1978年　第
38号

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

インタビュー「エリコへ下る道」小川国夫、イ
ンタビュアー：渡辺正彦p48

第38号 角川書店 1978/00/00 62
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14235 一般資料 雑誌
国語科通信　1978年　第
38号

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

インタビュー「エリコへ下る道」小川国夫、イ
ンタビュアー：渡辺正彦p48

第38号 角川書店 1978/00/00 62

10611 一般資料 雑誌
国語科通信　1979年　第
41号

藤枝静男　関連

戦後文学名作選「イペリット眼」藤枝静男：
稲沢潤子著（P31）／特集：戦争体験と戦後
文学・「角川文庫創刊30周年記念フェア」に
寄せて

第41号 角川書店 1979/05/31 88

10612 一般資料 雑誌
国語科通信　1988年　第
70号

小川国夫　関連

図書紹介：試みの荒野に立つ若き日のダビ
デ像－小川国夫の近作『王歌』－：渡辺正
彦著（P44）／特集：“こころ”をほびかせる授
業を

第70号 角川書店 1988/09/20 56

12602 一般資料 雑誌
国語教室　1994年11月
第53号

国語教室編集室　編
集人／小川国夫　関
連

〈教材研究〉勝呂奏：投稿「小川国夫『海鵜』
考－初出稿を補助線として」p56

第53号 大修館書店 1994/11/25 64

12603 一般資料 雑誌
国語教室　1994年11月
第53号

国語教室編集室　編
集人／小川国夫　関
連

〈教材研究〉勝呂奏：投稿「小川国夫『海鵜』
考－初出稿を補助線として」p56

第53号 大修館書店 1994/11/25 64

12604 一般資料 雑誌
国語教室　1994年11月
第53号

国語教室編集室　編
集人／小川国夫　関
連

〈教材研究〉勝呂奏：投稿「小川国夫『海鵜』
考－初出稿を補助線として」p56

第53号 大修館書店 1994/11/25 64

14236 一般資料 雑誌
国語通信　第245号　昭和
57年5月号

森本政彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「能動的習慣としての言語－語法、文法に
ついて」小川国夫p1

No.245 筑摩書房 1982/05/15 32

14237 一般資料 雑誌
国語通信　第245号　昭和
57年5月号

森本政彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「能動的習慣としての言語－語法、文法に
ついて」小川国夫p1

No.245 筑摩書房 1982/05/15 32

14238 一般資料 雑誌
国語通信　第245号　昭和
57年5月号

森本政彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「能動的習慣としての言語－語法、文法に
ついて」小川国夫p1

No.245 筑摩書房 1982/05/15 32

14239 一般資料 雑誌
国語通信　第245号　昭和
57年5月号

森本政彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「能動的習慣としての言語－語法、文法に
ついて」小川国夫p1

No.245 筑摩書房 1982/05/15 32

6921 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
615号　昭和58年年3月号

佐藤泰三　発行人／
小川国夫　収載

三好行雄・小川国夫対談「芥川龍之介の世
界」p10／特集：芥川龍之介

至文堂 1983/03/01 216
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5603 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

特集「小川国夫　実在の感触」（P6-118）／
対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／島
尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫につ
いての心像」／大久保典夫「小川国夫にお
ける街道」、古屋健三「小川国夫における地
中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば冗
談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑子
「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻8号 學燈社 1974/7/20 204

6660 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和63年12月号

茂原輝史　編集人／
小川国夫　収載

特集：梶井基次郎／小特集「銀の匙」考小
川国夫著「梶井基次郎、母の問題p6

第33巻14号 學燈社 1988/12/20 188

19568 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和60年9月臨時増
刊号

石井時司　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

宮坂覚「小川国夫　アポロンの島」「小川国
夫　生のさ中に」「小川国夫　試みの岸」（小
川国夫の小説紹介文）P48

第30巻11号
通巻442号

学燈社 1985/09/25 204
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3544 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
480号　昭和48年5月

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

〈特集〉新世代の作家たち：大久保典夫著
「現代文学鳥瞰－三派鼎立説修正」p11（小
川国夫についての記述あり）、【新作家・そ
の課題】武田友寿著「外部と内部の『自然』
－小川国夫をめぐって」p20、【新作家・その
課題】饗庭孝男著「想像力の問題－『内向
の世代』の文学とのかかわり」p33（小川国
夫についての記述あり）、【新作家・その問
題作】諸田和治著「小川国夫著『試みの
岸』」p85、【新作家・私の姿勢　アンケート】
小川国夫：著「自分を素描すれば」p158／
〈読者のページ　新世代の作家について〉池
田房雄、甲斐村潤「小川国夫について」
p168／〈現代文学診断(16）〉白川正芳著「小
川国夫」p200／秋山駿著「新世代の作家た
ち－内向の世代について」　ほか

第38巻6号 至文堂 1973/05/01 215
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3545 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
480号　昭和48年5月

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

〈特集〉新世代の作家たち：大久保典夫著
「現代文学鳥瞰－三派鼎立説修正」p11（小
川国夫についての記述あり）、【新作家・そ
の課題】武田友寿著「外部と内部の『自然』
－小川国夫をめぐって」p20、【新作家・その
課題】饗庭孝男著「想像力の問題－『内向
の世代』の文学とのかかわり」p33（小川国
夫についての記述あり）、【新作家・その問
題作】諸田和治著「小川国夫著『試みの
岸』」p85、【新作家・私の姿勢　アンケート】
小川国夫：著「自分を素描すれば」p158／
〈読者のページ　新世代の作家について〉池
田房雄、甲斐村潤「小川国夫について」
p168／〈現代文学診断(16）〉白川正芳著「小
川国夫」p200／秋山駿著「新世代の作家た
ち－内向の世代について」　ほか

第38巻6号 至文堂 1973/05/01 215
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5939 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
480号　昭和48年5月

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

〈特集〉新世代の作家たち：大久保典夫著
「現代文学鳥瞰－三派鼎立説修正」p11（小
川国夫についての記述あり）、【新作家・そ
の課題】武田友寿著「外部と内部の『自然』
－小川国夫をめぐって」p20、【新作家・その
課題】饗庭孝男著「想像力の問題－『内向
の世代』の文学とのかかわり」p33（小川国
夫についての記述あり）、【新作家・その問
題作】諸田和治著「小川国夫著『試みの
岸』」p85、【新作家・私の姿勢　アンケート】
小川国夫：著「自分を素描すれば」p158／
〈読者のページ　新世代の作家について〉池
田房雄、甲斐村潤「小川国夫について」
p168／〈現代文学診断(16）〉白川正芳著「小
川国夫」p200／秋山駿著「新世代の作家た
ち－内向の世代について」　ほか

第38巻6号 至文堂 1973/05/01 215
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16362 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
480号　昭和48年5月

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈特集〉新世代の作家たち：大久保典夫著
「現代文学鳥瞰－三派鼎立説修正」p11（小
川国夫についての記述あり）、【新作家・そ
の課題】武田友寿著「外部と内部の『自然』
－小川国夫をめぐって」p20、【新作家・その
課題】饗庭孝男著「想像力の問題－『内向
の世代』の文学とのかかわり」p33（小川国
夫についての記述あり）、【新作家・その問
題作】諸田和治著「小川国夫著『試みの
岸』」p85、【新作家・私の姿勢　アンケート】
小川国夫：著「自分を素描すれば」p158／
〈読者のページ　新世代の作家について〉池
田房雄、甲斐村潤「小川国夫について」
p168／〈現代文学診断(16）〉白川正芳著「小
川国夫」p200／秋山駿著「新世代の作家た
ち－内向の世代について」　ほか

第38巻6号 至文堂 1973/05/01 215

16363 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
483号　昭和48年6月臨時
増刊号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連／岡野
薫子　関連

戦後作家の履歴／岡野薫子p59、小川国夫
p60、藤枝静男p272

第38巻第9号 至文堂 1973/06/05 346

16364 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
497号　昭和49年7月

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

宗教と文学／キリスト者作家・遠藤周作と小
川国夫　「小川国夫における宗教と文学」大
久保典夫p121

第38巻第8号 至文堂 1974/07/01 186

6939 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
498号　昭和49年7月臨時
増刊号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

現代小説事典／塚越和夫：解説「小川国夫
著『試みの岸』」p68、保昌正夫：解説「藤枝
静男著『空気頭』」p312

志文堂 1974/07/01 403
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16365 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
498号　昭和49年7月臨時
増刊号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

現代小説事典／塚越和夫：解説「小川国夫
著『試みの岸』」p68、保昌正夫：解説「藤枝
静男著『空気頭』」p312

第38巻第9号 至文堂 1974/07/01 403

716 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
505号　昭和49年9月臨時
増刊号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

アニメ・遠藤周作　劇画「沈黙」－原作：遠藤
周作、作画：橋本治／遠藤周作の文学世界
－小川国夫：著「リヨンのことなど」p60

第39巻第16号 至文堂 1974/12/05 88

16367 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
505号　昭和49年9月臨時
増刊号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

アニメ・遠藤周作　劇画「沈黙」－原作：遠藤
周作、作画：橋本治／遠藤周作の文学世界
－小川国夫：著「リヨンのことなど」p60

第39巻第16号 至文堂 1974/12/05 88

16366 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
499号　昭和49年8月

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

新しい龍之介像／アンケート・龍之介から学
んだもの－小川国夫p133

第38巻第10号 至文堂 1974/08/01 180

717 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
498号　昭和49年7月臨時
増刊号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

現代小説事典／塚越和夫：解説「小川国夫
著『試みの岸』」p68、保昌正夫：解説「藤枝
静男著『空気頭』」p312

第39巻第9号 至文堂 1974/07/05 403

3546 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
511号　1975年5月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連

〈特集〉現代作家・風土とその故郷：作家の
文学的故郷　武田友寿著「小川国夫のキリ
スト教体験-言葉への託身」p130

第40巻第6号 至文堂 1975/05/01 202

16368 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
511号　1975年5月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈特集〉現代作家・風土とその故郷：作家の
文学的故郷　武田友寿著「小川国夫のキリ
スト教体験-言葉への託身」p130

第40巻第6号 至文堂 1975/05/01 202

16369 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
513号　1975年7月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

昭和作家研究／【作家各論】「小川国夫」古
屋健三p166

第40巻第8号 至文堂 1975/07/01 199

16370 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
524号　1976年4月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

現代作家と文体／現代作家の文体をさぐる
－「小川国夫」利沢行夫p103

第40巻第9号 至文堂 1976/04/01 191
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16371 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
537号　1977年2月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

世阿弥〈能の美学〉／私の世阿弥像－「花
のように」小川国夫p60

第42巻第3号 至文堂 1977/02/01 207

3547 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
538号　1977年3月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連

〈特集〉原型への志向　小川国夫と古井由
吉：秋山駿著「内向の世代の生の約束－小
川国夫と古井由吉」p6／【小川国夫・古井由
吉：対談】「原型への志向」内容：文体とリア
リティ、文体とのであい、二重苦の時代、観
念連合あるいは象徴性、欧文脈の功罪、風
俗的なものへの志向と遁走、二つの宗教観
p14／【内部の豊饒・小川国夫と古井由吉】
饗庭孝男著「原型としての思考」p34、古屋
健三著「内部へのベクトル」p42、大久保典
夫著「脱イデオロギーの地平へ」p51、松原
新一著「現代文学における小川・古井」p57
／【小川国夫の内部】遠丸立著「二つの原
体験」p68、武田友寿著「精神風土としての
旧約聖書」p76、岡庭昇著「『自然』の罠」
p83、佐藤泰正著「私小説の系譜」p90／【小
川国夫・その作品世界】高野斗志美著「アポ
ロンの島」p132、松本鶴雄著「或る聖書」
p136、磯貝英夫著「生のさ中に」p140、小久
保実著「試みの岸」p144／【読者のページ】
高柳誠、田中慎一、原勝美、和田貴子「小
川国夫と古井由吉について」p164

第42巻第4号 至文堂 1977/03/01 200
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3548 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
538号　1977年3月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連

〈特集〉原型への志向　小川国夫と古井由
吉：秋山駿著「内向の世代の生の約束－小
川国夫と古井由吉」p6／【小川国夫・古井由
吉：対談】「原型への志向」内容：文体とリア
リティ、文体とのであい、二重苦の時代、観
念連合あるいは象徴性、欧文脈の功罪、風
俗的なものへの志向と遁走、二つの宗教観
p14／【内部の豊饒・小川国夫と古井由吉】
饗庭孝男著「原型としての思考」p34、古屋
健三著「内部へのベクトル」p42、大久保典
夫著「脱イデオロギーの地平へ」p51、松原
新一著「現代文学における小川・古井」p57
／【小川国夫の内部】遠丸立著「二つの原
体験」p68、武田友寿著「精神風土としての
旧約聖書」p76、岡庭昇著「『自然』の罠」
p83、佐藤泰正著「私小説の系譜」p90／【小
川国夫・その作品世界】高野斗志美著「アポ
ロンの島」p132、松本鶴雄著「或る聖書」
p136、磯貝英夫著「生のさ中に」p140、小久
保実著「試みの岸」p144／【読者のページ】
高柳誠、田中慎一、原勝美、和田貴子「小
川国夫と古井由吉について」p164

第42巻第4号 至文堂 1977/03/01 200

16372 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
545号　1977年9月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　蔵書

現代小説の方法〈文学世代の台頭〉 第42巻第11号 至文堂 1977/09/01 191

16373 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
553号　1978年4月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

短篇小説の魅力／短篇小説への招待－小
川国夫「枯木」：武田友寿p148

第43巻第4号 至文堂 1978/04/01 201
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6923 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
557号　1978年8月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連

〈特集〉「内向の世代」以後の文学：【作家
論】武田友寿著「小川国夫論－内景に泛ぶ
神・自然・人間」p58　ほか

第43巻第8号 至文堂 1978/08/01 203

16374 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
557号　1978年8月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈特集〉「内向の世代」以後の文学：【作家
論】武田友寿著「小川国夫論－内景に泛ぶ
神・自然・人間」p58　ほか

第43巻第8号 至文堂 1978/08/01 203

718 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
561号　1978年12月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

〈特集〉作家と出発期：【作家の出発期】遠丸
立著「処女作の位置と意味－埴谷・島尾・小
川・大江の場合」p6／【作家の出発期と文学
活動】山敷和男著「小川国夫・古井由吉」
p122／【私の出発期アンケート】小川国夫：
著「『アポロンの島』前後」p135

第43巻第12号 至文堂 1978/12/01 183

12605 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
561号　1978年12月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

〈特集〉作家と出発期：【作家の出発期】遠丸
立著「処女作の位置と意味－埴谷・島尾・小
川・大江の場合」p6／【作家の出発期と文学
活動】山敷和男著「小川国夫・古井由吉」
p122／【私の出発期アンケート】小川国夫：
著「『アポロンの島』前後」p135

第43巻第12号 至文堂 1978/12/01 183

16375 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
561号　1978年12月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉作家と出発期：【作家の出発期】遠丸
立著「処女作の位置と意味－埴谷・島尾・小
川・大江の場合」p6／【作家の出発期と文学
活動】山敷和男著「小川国夫・古井由吉」
p122／【私の出発期アンケート】小川国夫：
著「『アポロンの島』前後」p135

第43巻第12号 至文堂 1978/12/01 183
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3549 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
596号　1981年10月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

〈第2特集〉カトリック作家群像－【インタ
ビュー】小川国夫「カトリシズムと文学」イン
タビュアー：市原克敏p138／【作品にあらわ
れた問題】小島俊明著「自然（小川国夫）」
p163／カトリック作家・作品年表（1946～
1981年8月）金子正子p178

第46巻第10号 至文堂 1981/10/01 195

16376 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
596号　1981年10月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈第2特集〉カトリック作家群像－【インタ
ビュー】小川国夫「カトリシズムと文学」イン
タビュアー：市原克敏p138／【作品にあらわ
れた問題】小島俊明著「自然（小川国夫）」
p163／カトリック作家・作品年表（1946～
1981年8月）金子正子p178

第46巻第10号 至文堂 1981/10/01 195

16377 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
596号　1981年10月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈第2特集〉カトリック作家群像－【インタ
ビュー】小川国夫「カトリシズムと文学」イン
タビュアー：市原克敏p138／【作品にあらわ
れた問題】小島俊明著「自然（小川国夫）」
p163／カトリック作家・作品年表（1946～
1981年8月）金子正子p178

第46巻第10号 至文堂 1981/10/01 195

16378 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
600号　1982年2月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

現代文学地図／【現代作家案内　人と文
学】主力作家100人－「小川国夫」佐藤香織
p144

第47巻第2号 至文堂 1982/02/01 211

2261 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
615号　昭和58年3月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

三好行雄・小川国夫対談「芥川龍之介の世
界」p10／特集：芥川龍之介

第48巻第4号 至文堂 1983/03/01 216

3550 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
615号　昭和58年3月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載

三好行雄・小川国夫対談「芥川龍之介の世
界」p10／特集：芥川龍之介

第48巻第4号 至文堂 1983/03/01 216

16379 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
615号　昭和58年3月号

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

三好行雄・小川国夫対談「芥川龍之介の世
界」p10／特集：芥川龍之介

第48巻第4号 至文堂 1983/03/01 216
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12509 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
935号　平成21年4月号

米澤泰治　代表者／
小川国夫　関連

〈特集〉現代作家と宗教－キリスト教編／
〈カトリック作家の世界〉勝呂奏：著「小川国
夫と聖書系列作品－短篇集『血と幻』を中
心に」p84／

第７４巻４号 至文堂 2009/04/01 203

19555 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
695号　1989年4月号

黒河内平　代表者／
藤枝静男　関連

遠丸立　「虚懐」＜藤枝静男＞　P133／＜
座談会＞大友英一・李徳純・請川利夫・長
谷川泉「昭和文学に描かれた「老い」」／小
林一郎　「百夜」＜田山花袋＞　　ほか

第54巻4号 至文堂 1989/04/01 196

19556 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
697号　1989年6月号

黒河内平　代表者／
小川国夫　関連

利沢行夫　『アポロンの島』＜小川国夫＞
P150／三好行雄　「近代文学に描かれた
「青春」　老いのなかの青春」／中村完　『当
世書生気質』＜坪内逍遙＞　　ほか

第53巻6号 至文堂 1989/06/01 193

2211 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　別
冊　日本文学新史　現代

長谷川泉　編／小川
国夫　関連

古代1、古代2、中世、近世、近代、現代／第
10章　海外との交流－武田勝彦「1.英米文
学」フォークナー：小川国夫についての記述
ありp135

至文堂 1986/05/05 260

702 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和47年6月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連

〈特集〉1970年代文学の状況と認識　【1970
年代作家の主題と方法】遠丸立著「小川国
夫のなかのふたつの故郷－故郷への飢え」
p105

第17巻第8号
通巻233号

学燈社 1972/06/25 212

859 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和47年6月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連

〈特集〉1970年代文学の状況と認識　【1970
年代作家の主題と方法】遠丸立著「小川国
夫のなかのふたつの故郷－故郷への飢え」
p105

第17巻第8号
通巻233号

学燈社 1972/06/25 212

3538 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和47年6月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連

〈特集〉1970年代文学の状況と認識　【1970
年代作家の主題と方法】遠丸立著「小川国
夫のなかのふたつの故郷－故郷への飢え」
p105

第17巻第8号
通巻233号

学燈社 1972/06/25 212
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16380 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和47年6月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈特集〉1970年代文学の状況と認識　【1970
年代作家の主題と方法】遠丸立著「小川国
夫のなかのふたつの故郷－故郷への飢え」
p105

第17巻第8号
通巻233号

學燈社 1972/06/25 212

2263 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和48年6月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連

〈戦後文学史の構想〉【内向の世代　昭和46
年～】笠原伸夫著「現代文学の多様性」
p161（小川国夫についての記述あり）【戦後
小説100選解題】重田昇：解説「小川国夫著
『アポロンの島』」p209

第18巻第8号
通巻249号

学橙社 1973/06/25 236

705 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉漱石文学の変貌－三つの転換期
小川国夫：著「『こころ』について」p41

第19巻第13号
通巻270号

学燈社 1974/11/20 204

16385 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉漱石文学の変貌－三つの転換期
小川国夫：著「『こころ』について」p41

第19巻第13号
通巻270号

學燈社 1974/11/20 204
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704 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

〈特集〉「小川国夫　実在の感触」（P6-118）
／対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／
島尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫に
ついての心像」／大久保典夫「小川国夫に
おける街道」、古屋健三「小川国夫における
地中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば
冗談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑
子「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号
通巻265号

学燈社 1974/07/20 204
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1870 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉「小川国夫　実在の感触」（P6-118）
／対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／
島尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫に
ついての心像」／大久保典夫「小川国夫に
おける街道」、古屋健三「小川国夫における
地中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば
冗談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑
子「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号
通巻265号

学燈社 1974/07/20 204
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12607 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

〈特集〉「小川国夫　実在の感触」（P6-118）
／対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／
島尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫に
ついての心像」／大久保典夫「小川国夫に
おける街道」、古屋健三「小川国夫における
地中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば
冗談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑
子「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号
通巻265号

学燈社 1974/07/20 204
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16382 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

〈特集〉「小川国夫　実在の感触」（P6-118）
／対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／
島尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫に
ついての心像」／大久保典夫「小川国夫に
おける街道」、古屋健三「小川国夫における
地中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば
冗談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑
子「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号
通巻265号

學燈社 1974/07/20 204
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種別
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16383 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

〈特集〉「小川国夫　実在の感触」（P6-118）
／対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／
島尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫に
ついての心像」／大久保典夫「小川国夫に
おける街道」、古屋健三「小川国夫における
地中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば
冗談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑
子「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号
通巻265号

學燈社 1974/07/20 204
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

21639 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

〈特集〉「小川国夫　実在の感触」（P6-118）
／対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／
島尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫に
ついての心像」／大久保典夫「小川国夫に
おける街道」、古屋健三「小川国夫における
地中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば
冗談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑
子「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号
通巻265号

学燈社 1974/07/20 204

2792 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和50年9月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

あなたにも文章が書ける－【私の文章修行】
小川国夫：著「同人雑誌草創期」p164

第20巻第12号
通巻284号

学燈社 1975/09/25 212

3540 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和50年9月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

あなたにも文章が書ける－【私の文章修行】
小川国夫：著「同人雑誌草創期」p164

第20巻第12号
通巻284号

学燈社 1975/09/25 212

16386 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和50年9月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

あなたも文章が書ける／私の文章修行－
「同人雑誌草創期」小川国夫p164

第20巻第12号
通巻284号

學燈社 1975/09/25 212

16387 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和50年9月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

あなたも文章が書ける／私の文章修行－
「同人雑誌草創期」小川国夫p164

第20巻第12号
通巻284号

學燈社 1975/09/25 212
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16388 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和50年9月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

あなたも文章が書ける／私の文章修行－
「同人雑誌草創期」小川国夫p164

第20巻第12号
通巻284号

學燈社 1975/09/25 212

16389 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和51年2月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

編年体　日本近代文学史／小川国夫、藤枝
静男についての記述あり

第21巻第3号
通巻291号

學燈社 1976/02/25 228

706 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和51年3月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈特集〉志賀直哉と日本人　小川国夫：著
「直哉との一会」p111：藤枝静男に勧められ
志賀直哉に会ったときの話）

第21巻第4号
通巻292号

学燈社 1976/03/20 204

2791 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和51年3月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈特集〉志賀直哉と日本人　小川国夫：著
「直哉との一会」p111：藤枝静男に勧められ
志賀直哉に会ったときの話）

第21巻第4号
通巻292号

学燈社 1976/03/20 204

3539 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和51年3月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈特集〉志賀直哉と日本人　小川国夫：著
「直哉との一会」p111：藤枝静男に勧められ
志賀直哉に会ったときの話）

第21巻第4号
通巻292号

学燈社 1976/03/20 204

16390 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和51年3月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

〈特集〉志賀直哉と日本人　小川国夫：著
「直哉との一会」p111：藤枝静男に勧められ
志賀直哉に会ったときの話）

第21巻第4号
通巻292号

學燈社 1976/03/20 204

708 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉作家と文体－文体の発見　小川国
夫：著「文体論」p6／【現代文学の文体】西
垣勤著「小川国夫著『試みの岸』の文体」
p150

第22巻第14号
通巻318号

学燈社 1977/11/20 204

3541 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉作家と文体－文体の発見　小川国
夫：著「文体論」p6／【現代文学の文体】西
垣勤著「小川国夫著『試みの岸』の文体」
p150

第22巻第14号
通巻318号

学燈社 1977/11/20 204

6059 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉作家と文体－文体の発見　小川国
夫：著「文体論」p6／【現代文学の文体】西
垣勤著「小川国夫著『試みの岸』の文体」
p150

第22巻第14号
通巻318号

学橙社 1977/11/20 204
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館資
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種別
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16392 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉作家と文体－文体の発見　小川国
夫：著「文体論」p6／【現代文学の文体】西
垣勤著「小川国夫著『試みの岸』の文体」
p150

第22巻第14号
通巻318号

學燈社 1977/11/20 204

2013 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年2月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉芥川龍之介－新しい評価軸を求め
て　対談：小川国夫、磯田光一「『日本のクリ
スト』とは何か」p50　内容：芋粥の実感、人
工庭園、クリストの悲劇、仮面の告白、小林
秀雄と芥川、自分の中のユダ、『西方の人』
以後／学会教育界の動向：皇学館大学国
文学会　講演会－「言葉のみなもと」小川国
夫p195

第22巻第6号
通巻310号

学燈社 1977/05/20 204

3542 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年2月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉芥川龍之介－新しい評価軸を求め
て　対談：小川国夫、磯田光一「『日本のクリ
スト』とは何か」p50　内容：芋粥の実感、人
工庭園、クリストの悲劇、仮面の告白、小林
秀雄と芥川、自分の中のユダ、『西方の人』
以後／学会教育界の動向：皇学館大学国
文学会　講演会－「言葉のみなもと」小川国
夫p195

第22巻第6号
通巻310号

学燈社 1977/05/20 204

16342 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年5月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

特集　芥川龍之介－新しい評価軸を求めて
／「日本のクリスト」とはなにか－対談：小川
国夫、磯田光一p50（芋粥の実感、人工庭
園、クリストの悲鳴、仮面の告白、小林秀雄
と芥川、自分の中のユダ、『西方の人』以
後）

第22巻第6号
通巻310号

學燈社 1977/05/20 204
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館資
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種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16391 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年5月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集　芥川龍之介－新しい評価軸を求めて
／「日本のクリスト」とはなにか－対談：小川
国夫、磯田光一p50（芋粥の実感、人工庭
園、クリストの悲鳴、仮面の告白、小林秀雄
と芥川、自分の中のユダ、『西方の人』以
後）

第22巻第6号
通巻310号

學燈社 1977/05/20 204

19283 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年5月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

特集　芥川龍之介－新しい評価軸を求めて
／「日本のクリスト」とはなにか－対談：小川
国夫、磯田光一p50（芋粥の実感、人工庭
園、クリストの悲鳴、仮面の告白、小林秀雄
と芥川、自分の中のユダ、『西方の人』以
後）

第22巻第6号
通巻310号

學燈社 1977/05/20 204

21640 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和52年5月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

特集　芥川龍之介－新しい評価軸を求めて
／「日本のクリスト」とはなにか－対談：小川
国夫、磯田光一p50（芋粥の実感、人工庭
園、クリストの悲鳴、仮面の告白、小林秀雄
と芥川、自分の中のユダ、『西方の人』以
後）

第22巻第6号
通巻310号

學燈社 1977/05/20 204

3543 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和53年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉日本の神話　佐伯彰一・小川国夫対
談「神話・想像力の源」p34

第23巻第14号
通巻334号

学燈社 1978/11/20 204

16393 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和53年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉日本の神話　佐伯彰一・小川国夫対
談「神話・想像力の源」p34

第23巻第14号
通巻334号

學燈社 1978/11/20 204

709 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和53年11月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

現代作家110人の文体－小笠原克著「藤枝
静男」p126、池内輝雄著「小川国夫」p190、

第23巻第15号
通巻335号

学燈社 1978/11/25 234

12608 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和53年11月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

現代作家110人の文体－小笠原克著「藤枝
静男」p126、池内輝雄著「小川国夫」p190、

第23巻第15号
通巻335号

学燈社 1978/11/25 236
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16395 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和53年11月臨時増
刊号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

現代作家110人の文体／「藤枝静男」小笠
原克p126、「小川国夫」池内輝雄p190

第23巻第15号
通巻335号

學燈社 1978/11/25 236

710 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和54年1月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉伊勢物語と業平の世界　対談：小川
国夫、渡辺実「『昔男』とは誰か」p20　内容：
1.昔の時空、2.かたゐの翁、3.融再考、4.業
平の消失、5.ことばの意味の発見、6.都と
鄙、7.サロンの連中、8.素朴と洗練、9.命名
説、『大和物語』と…、10.塩釜の庭

第24巻第1号
通巻337号

学燈社 1979/01/20 204

12609 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和54年1月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉伊勢物語と業平の世界　対談：小川
国夫、渡辺実「『昔男』とは誰か」p20　内容：
1.昔の時空、2.かたゐの翁、3.融再考、4.業
平の消失、5.ことばの意味の発見、6.都と
鄙、7.サロンの連中、8.素朴と洗練、9.命名
説、『大和物語』と…、10.塩釜の庭

第24巻第1号
通巻337号

学燈社 1979/01/20 204

16396 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和54年1月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉伊勢物語と業平の世界　対談：小川
国夫、渡辺実「『昔男』とは誰か」p20　内容：
1.昔の時空、2.かたゐの翁、3.融再考、4.業
平の消失、5.ことばの意味の発見、6.都と
鄙、7.サロンの連中、8.素朴と洗練、9.命名
説、『大和物語』と…、10.塩釜の庭

第24巻第1号
通巻337号

學燈社 1979/01/20 204

2506 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和54年10月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉芭蕉の軌跡－出生から枯野の彼方
へ　小川国夫：著「孤影とコミュニケイション」
p6

第24巻第13号
通巻349号

学橙社 1979/10/20 204

16398 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和54年10月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉芭蕉の軌跡－出生から枯野の彼方
へ　小川国夫：著「孤影とコミュニケイション」
p6

第24巻第13号
通巻349号

學燈社 1979/10/20 204
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16397 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和54年4月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

青春の発見／【青春の旗手たち】「辻邦生と
小川国夫　漂泊者として」鷺只雄p115

第24巻第5号
通巻341号

學燈社 1979/04/20 204

711 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年1月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉世阿弥・花と幽玄　対談：小川国夫、
渡辺守章「花と幽玄、あるいは演劇の詩」
p17　内容：1.世阿弥の現在－観世寿夫へ
のオマージュ、2.「幽玄」と「花」、3.能作術の
仕掛け、4.土地の精霊、5.能の言葉、6.面の
ドラマツルギー

第25巻第1号
通巻353号

学燈社 1980/01/20 204

5842 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年1月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉世阿弥・花と幽玄　対談：小川国夫、
渡辺守章「花と幽玄、あるいは演劇の詩」
p17　内容：1.世阿弥の現在－観世寿夫へ
のオマージュ、2.「幽玄」と「花」、3.能作術の
仕掛け、4.土地の精霊、5.能の言葉、6.面の
ドラマツルギー

第25巻第1号
通巻353号

学燈社 1980/01/20 204

16399 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年1月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉世阿弥・花と幽玄　対談：小川国夫、
渡辺守章「花と幽玄、あるいは演劇の詩」
p17　内容：1.世阿弥の現在－観世寿夫へ
のオマージュ、2.「幽玄」と「花」、3.能作術の
仕掛け、4.土地の精霊、5.能の言葉、6.面の
ドラマツルギー

第25巻第1号
通巻353号

學燈社 1980/01/20 204

16400 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年1月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉世阿弥・花と幽玄　対談：小川国夫、
渡辺守章「花と幽玄、あるいは演劇の詩」
p17　内容：1.世阿弥の現在－観世寿夫へ
のオマージュ、2.「幽玄」と「花」、3.能作術の
仕掛け、4.土地の精霊、5.能の言葉、6.面の
ドラマツルギー

第25巻第1号
通巻353号

學燈社 1980/01/20 204

16401 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年6月号

石井時司　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

旅の発見／【異国の中の日本人－小説・戯
曲から】小川国夫「アポロンの島」西垣勤
p130

第25巻第7号
通巻359号

學燈社 1980/06/20 202
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712 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年9月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉方丈記の問いかけるもの－鴨長明
の世界　小川国夫：著「この世に住む自覚
長明のこと」p10

第25巻第11号
通巻363号

学燈社 1980/09/20 188

12610 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年9月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉方丈記の問いかけるもの－鴨長明
の世界　小川国夫：著「この世に住む自覚
長明のこと」p10

第25巻第11号
通巻363号

学燈社 1980/09/20 188

16402 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和55年9月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉方丈記の問いかけるもの－鴨長明
の世界　小川国夫：著「この世に住む自覚
長明のこと」p10

第25巻第11号
通巻363号

學燈社 1980/09/20 188

713 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和57年5月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

特集：太宰治　小川国夫：著「ア・プリオリの
文学」p6

第27巻第7号
通巻390号

学燈社 1982/05/20 188

16403 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和57年5月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：太宰治　小川国夫：著「ア・プリオリの
文学」p6

第27巻第7号
通巻390号

學燈社 1982/05/20 188

16404 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和59年3月臨時増
刊号

石井時司　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

現代の女100人の肖像／小川国夫「試みの
岸」の佐枝子－〈試みの岸〉に佇立する女
p102

第29巻第4号
通巻419号

學燈社 1984/03/25 212

3596 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和60年9月臨時増
刊号

石井時司　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

日本の小説555　知的現代人のためのガイ
ドブック　宮坂覚：解説「小川国夫著『アポロ
ンの島』『生のさ中に』『試みの岸』」p48、林
原純生：解説「藤枝静男著『空気頭』『怠惰
な男』」p157

第30巻第11号
通巻442号

学燈社 1985/09/25 204

16405 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和62年5月臨時増
刊号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

夏目漱石を読むための研究事典／【対談】
漱石が創った女たち－小川国夫・吉本隆明
p6

第32巻第6号
通巻467号

學燈社 1987/07/20 188

16406 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和62年5月臨時増
刊号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

夏目漱石を読むための研究事典／【対談】
漱石が創った女たち－小川国夫・吉本隆明
p6

第32巻第6号
通巻467号

學燈社 1987/07/20 188

12611 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和62年7月臨時増
刊号

石井時司　発行人／
小川国夫　関連

作品別・近代文学研究事典　永島貴吉：解
説「小川国夫著『試みの岸』」p209

第32巻第9号
通巻470号

学燈社 1987/07/25 228
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16407 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和62年7月臨時増
刊号

石井時司　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

作品別・近代文学研究事典　永島貴吉：解
説「小川国夫著『試みの岸』」p209

第32巻第9号
通巻470号

學燈社 1987/07/25 228

714 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和63年12月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

特集：梶井基次郎／小特集「銀の匙」考小
川国夫著「梶井基次郎、母の問題p6

第33巻第14号
通巻490号

学燈社 1988/12/20 188

12612 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和63年12月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載

特集：梶井基次郎／小特集「銀の匙」考小
川国夫著「梶井基次郎、母の問題p6

第33巻第14号
通巻490号

学燈社 1988/12/20 188

16408 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和63年12月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：梶井基次郎／小特集「銀の匙」考、小
川国夫著「梶井基次郎、母の問題p」6

第33巻第14号
通巻490号

學燈社 1988/12/20 188

16409 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和63年12月号

石井時司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：梶井基次郎／小特集「銀の匙」考、小
川国夫著「梶井基次郎、母の問題p」6

第33巻第14号
通巻490号

學燈社 1988/12/20 188

12614 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　平成4年7月号

茂原輝史　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

〈特集〉蓮實重彦　挑撥する批評　根岸泰
子：書評「小説論＝批評論」p108（1973～
1982年までの文芸時評・書評を中心に著者
による主として日本文学への言及が集めら
れている：小川国夫、藤枝静男についての
記述あり『小説論＝批評論』ID：1916）

第37巻第8号
通巻544号

学燈社 1992/07/10 188

16410 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　平成4年9月号

茂原輝史　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

現代の小説101篇の読み方／小川国夫著
「逸民」：日高昭二p42

第37巻第11号
通巻547号

學燈社 1992/09/10 220

715 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　平成4年9月臨時増刊
号

茂原輝史　編集人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

現代の小説101篇の読み方　日高昭二：解
説「小川国夫著『逸民』」p42、安藤宏：解説
「藤枝静男著『欣求浄土』」p158

第37巻第10号
通巻547号

学燈社 1992/09/10 220

12615 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　平成8年7月臨時増刊
号

宮下規子　編集人／
小川国夫　関連

世界そして日本の現代幻想小説の読み方
101　　川島秀一：解説「小川国夫著『試みの
岸』」p84

第41巻第9号
通巻602号

学燈社 1996/07/10 220
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5903 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　平成11年2月臨時増
刊号

宮下規子　編集人／
小川国夫　関連

21世紀を拓く現代の作家・ガイド100　海老
井英次：解説「小川国夫」p38（作家ガイド・
作品ガイド－『アポロンの島』『試みの岸』
『或る聖書』『逸民』『黙っているお袋』・スタ
ディガイド－参考文献あり」

第44巻第3号
通巻638号

学燈社 1999/02/10 220

21641 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　平成11年2月臨時増
刊号

宮下規子　編集人／
小川国夫　関連

21世紀を拓く現代の作家・ガイド100　海老
井英次：解説「小川国夫」p38（作家ガイド・
作品ガイド－『アポロンの島』『試みの岸』
『或る聖書』『逸民』『黙っているお袋』・スタ
ディガイド－参考文献あり」

第44巻第3号
通巻638号

学燈社 1999/02/10 220

703 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和48年10月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉島尾敏雄－宿命としての文学　小川
国夫：著「偶然と意志」p84

第18巻第13号
通巻254号

学燈社 1973/10/20 224

860 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和48年10月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉島尾敏雄－宿命としての文学　小川
国夫：著「偶然と意志」p84

第18巻第13号
通巻254号

学燈社 1973/10/20 224

12606 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和48年10月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉島尾敏雄－宿命としての文学　小川
国夫：著「偶然と意志」p84

第18巻第13号
通巻254号

学燈社 1973/10/20 224

16381 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和48年10月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉島尾敏雄－宿命としての文学　小川
国夫：著「偶然と意志」p84

第18巻第13号
通巻254号

學燈社 1973/10/20 224

19569 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和62年5月号

石井時司　発行人／
小川国夫　著

【対談】小川国夫・吉本隆明「漱石が創った
女たち」P6／【連載】吉本隆明「柳田国男論
第Ⅲ部　旅人・巡回・遊行」　ほか

第32巻第6号
通巻467号

學橙社 1987/05/20 188

19570 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和62年7月号

石井時司　発行人／
小川国夫　関連

永島貴吉「小川国夫　試みの岸」（解題・研
究史の展望）P209／永島貴吉「中上健次
枯木灘」　ほか

第32巻9号　通
巻470号

學燈社 1987/07/25 228

19572 一般資料 雑誌
国文学　解説と教材の研
究　平成2年5月臨時増刊
号

石井時司　発行人／
小川国夫　関連

田口律男「小川国夫」作家案内・作品案内・
文献案内　P44／田口律男「黒井千次」　ほ
か

第35巻6号　通
巻512号

學燈社 1990/05/25 212
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9567 一般資料 雑誌
国文学　解釈と鑑賞　第
901号　平成18年6月号

川上潤　代表／小川
国夫　収載

特集「内向の時代」最後の純文学／小川国
夫特別インタビュー「最後の純文学から未
来の世代へ」、内向の世代作家作品ガイド、
伊藤氏貴「石と傷　小川国夫における内向
の可能性」ほか、文学館建設工事について
の記事掲載

至文堂 2006/06/01 214

8452 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

特集「小川国夫　実在の感触」（P6-118）／
対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／島
尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫につ
いての心像」／大久保典夫「小川国夫にお
ける街道」、古屋健三「小川国夫における地
中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば冗
談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑子
「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号 學燈社 1974/07/20 204
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16384 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和49年7月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

〈特集〉「小川国夫　実在の感触」（P6-118）
／対談「島々と海域」小川国夫・菅野昭正／
島尾敏雄「二つの海からの光　小川国夫に
ついての心像」／大久保典夫「小川国夫に
おける街道」、古屋健三「小川国夫における
地中海」、藤枝静男「小川国夫のこと（半ば
冗談に）」、黒井千次「虚構の視線」、津島佑
子「少年のイメージ」、亀井秀雄「戦争の経
験」、佐藤泰正「旧約の世界　『或る聖書』を
めぐって」、西尾幹二「詩的なもの」、山田稔
「表現の僥倖」、なだいなだ「文体への意
志」、三枝和子「意味と無意味」、吉田熈生
「短編の技法」／作品の構造　山田晃「アポ
ロンの島」、西垣勤「悠蔵が残したこと」、磯
貝英夫「試みの岸」、原子朗「彼の故郷」／
山本恵一郎「小川国夫著作目録」

第19巻第8号
通巻265号

學燈社 1974/07/20 204

5583 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和53年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載

〈特集〉日本の神話　佐伯彰一・小川国夫対
談「神話・想像力の源」p34

學燈社 1978/11/20 204

16394 一般資料 雑誌
国文学   解釈と教材の研
究　昭和53年11月号

保坂弘司　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉日本の神話　佐伯彰一・小川国夫対
談「神話・想像力の源」p34

第23巻第14号
通巻334号

學燈社 1978/11/20 204

6929 一般資料 雑誌
国文学　解釈と教材の研
究　昭和57年5月号

保坂弘司　編集顧問
／小川国夫　収載

特集：太宰治　小川国夫：著「ア・プリオリの
文学」p6

學燈社 1982/05/20 188
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19573 一般資料 雑誌
国文社　解釈と教材の研
究　平成7年7月号

清水孝一　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

＜編年体文学史＞戦後五十年（昭和－平
成6年）　「一九五七　昭和32」（文中で小川
国夫「アポロンの島」が紹介されている）
P102、「一九七二　昭和47」（文中に藤枝静
男「愛国者たち」が紹介されている）P117
ほか

第40巻第8号
通巻587号

學燈社 1995/07/10 188

16692 一般資料 雑誌 これくしょん　第45号
今村秀太郎　編集発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

小川国夫著、池田満寿夫画「黒馬に新しい
日を」広告

第45号（通巻
107号）

ギャラリー吾八 1971/04/30 14

14323 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

14324 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

14325 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

14326 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

14327 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

14328 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

14329 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16
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14330 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号

今村秀太郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫／800部限定

第46号　通巻
108号

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

16693 一般資料 雑誌 これくしょん　第46号
今村秀太郎　編集発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

特集・黒馬に新しい日を　小川国夫・著書と
書影／「黒馬余話」小川国夫

第46号（通巻
108号）

ギャラリー吾八 1971/08/18 16

16694 一般資料 雑誌 これくしょん　第51・52号

今村秀太郎　編集発
行人／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

辻邦生・特集／小川国夫『塵に』出版記念
会開催の折りの写真あり（出席者に小川国
夫、藤枝静男、奥野健男ほか）、「先駆文学
館」誕生（小笠原淳〈現代豆本館〉の続き
〈先駆文学館〉を開館）、【72年限定本ベスト
テン選出順位：大阪・本の会】4位に小川国
夫『兄弟と友達』、【新刊・限定本紹介】小川
国夫『小川国夫に聞く』、小川国夫『生のさ
中に』

第51・52号（通
巻113号）

ギャラリー吾八 1973/04/20 26

16695 一般資料 雑誌 これくしょん　第58号
今村秀太郎　編集発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

「川上さんの印章」塚田泰三郎（30点の印
譜）／刊本案内：小川国夫『アポロンの島』
p13

第58号（通巻
118号）

ギャラリー吾八 1974/10/25 16

16696 一般資料 雑誌 これくしょん　第59号
今村秀太郎　編集発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

「昨年・そして今年」金守世士夫（小川国夫
「蛇と住む」についての記述あり）／【1974年
度限定本ベスト10】10位：小川国夫「試みの
岸」（河出書房・限定370部）

第59号（通巻
119号）

ギャラリー吾八 1975/03/25 16

16697 一般資料 雑誌 これくしょん　第79号
今村秀太郎　編集発
行人／小川国夫　蔵
書

「書票管見」武井武雄
第79号（通巻
138号）

ギャラリー吾八 1981/08/25 20

3495 特別資料 雑誌 これくしょん　第80号 小川国夫　収載
小川国夫「燃える馬」（木村一生：画）、作品
４ページ（和紙に印刷）と刊行案内

第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14331 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20
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14332 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14333 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14334 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14335 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14336 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14337 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14338 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14339 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14340 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14341 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14342 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20
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14343 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14344 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14345 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

14346 一般資料 雑誌 これくしょん　第80号
今村喬　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

燃える馬・小川国夫／1300部限定
第80号　通巻
139号

ギャラリー吾八 1981/12/10 20

16698 一般資料 雑誌 これくしょん　第84号
今村秀太郎　編集発
行人／小川国夫　蔵
書

「吾八の刊本（2）」（「これくしょん」誌につい
て）

第84号（通巻
143号）

ギャラリー吾八 1982/12/06 16

16460 一般資料 雑誌
50冊の本　1978年5月創
刊号

千家紀彦　編集人／
小川国夫　蔵書

【特別座談会】芥川賞・直木賞のゆくえ 玄海出版 1978/05/01 80

7161 一般資料 雑誌 犀　1966　夏 藤枝静男　関連
編集後記：藤枝静男についての記述あり
（背表紙内側）

犀の会 1996/06/15 92

7591 一般資料 雑誌
犀　第2号　1965年　冬季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／立原正秋「〈犀〉創
刊雑録」、立原正秋「劇評『汽笛一声』」、石
井仁「黄ばんだ空」、「神津拓夫「対話」　ほ
か

2号 犀の会 1965/02/01 116

16682 一般資料 雑誌
犀　第2号　1965年　冬季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／立原正秋「〈犀〉創
刊雑録」、立原正秋「劇評『汽笛一声』」、石
井仁「黄ばんだ空」、「神津拓夫「対話」　ほ
か

2号 犀の会 1965/02/01 116

7592 一般資料 雑誌
犀　第3号　1965年　春季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書／立原正秋
収載

同人雑誌（立原正秋）／立原正秋・詩「能楽
堂」、「岡松和夫「市街」、藤一也「奇妙な自
由」　ほか

犀の会 1965/05/01 117
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16683 一般資料 雑誌
犀　第3号　1965年　春季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／立原正秋・詩「能楽
堂」、「岡松和夫「市街」、藤一也「奇妙な自
由」　ほか

3号 犀の会 1965/05/01 117

7593 一般資料 雑誌
犀　第4号　1965年　夏季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／高井有一「北の
河」、加賀乙彦「カラス」ほか

4号 犀の会 1965/08/01 150

16684 一般資料 雑誌
犀　第4号　1965年　夏季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／高井有一「北の
河」、加賀乙彦「カラス」ほか

4号 犀の会 1965/08/01 150

7594 一般資料 雑誌
犀　第5号　1966年　冬季
号

犀の会　編／藤枝静
男　関連／小川国夫
蔵書

同人雑誌（立原正秋）／石井仁：書評「藤枝
静男著『壜の中の水』」p52、岡本和夫「微
光」、神山光子「粥」　ほか

5号 犀の会 1966/01/15 90

16685 一般資料 雑誌
犀　第5号　1966年　冬季
号

犀の会　編／藤枝静
男　関連／小川国夫
蔵書

同人雑誌（立原正秋）／石井仁：書評「藤枝
静男著『壜の中の水』」p52、岡本和夫「微
光」、神山光子「粥」　ほか

5号 犀の会 1966/01/15 90

7595 一般資料 雑誌
犀　第6号　1966年　夏季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書／藤枝静男
関連

同人雑誌（立原正秋）／編集後記に藤枝静
男についての記述あり（高井有一氏芥川賞
受賞祝賀会で藤枝静男が土器を贈った話）
／神津拓夫「泥」、岡松和夫「闘花」　ほか

6号 犀の会 1966/06/15 92

16686 一般資料 雑誌
犀　第6号　1966年　夏季
号

犀の会　編／藤枝静
男　関連／小川国夫
蔵書

同人雑誌（立原正秋）／編集後記に藤枝静
男についての記述あり（高井有一氏芥川賞
受賞祝賀会で藤枝静男が土器を贈った話）
／神津拓夫「泥」、岡松和夫「闘花」　ほか

6号 犀の会 1966/06/15 92

1121 一般資料 雑誌
犀　第7号　1966年　秋季
号

犀の会　編／藤枝静
男　収載

同人雑誌（立原正秋）／藤枝静男：著「明治
村」p48、立原正秋「匿名のはがき」、後藤明
生「離れざる顔」、久保輝巳「坂の下で」　ほ
か

犀の会 1966/10/01 124
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7596 一般資料 雑誌
犀　第7号　1966年　秋季
号

犀の会　編／藤枝静
男　収載／立原正秋
収載／小川国夫　蔵
書

同人雑誌（立原正秋）／藤枝静男：著「明治
村」p48、立原正秋「匿名のはがき」、後藤明
生「離れざる顔」、久保輝巳「坂の下で」　ほ
か

犀の会 1966/10/01 124

16687 一般資料 雑誌
犀　第7号　1966年　秋季
号

犀の会　編／藤枝静
男　収載／小川国夫
蔵書

同人雑誌（立原正秋）／藤枝静男：著「明治
村」p48、立原正秋「匿名のはがき」、後藤明
生「離れざる顔」、久保輝巳「坂の下で」　ほ
か

7号 犀の会 1966/10/01 124

16688 一般資料 雑誌
犀　第8号　1967年　春季
号

犀の会　編／小川国
夫　関連／小川国夫
蔵書

同人雑誌（立原正秋）／「吉行さんの時計」
立原正秋（小川国夫「ゲラサ人の岸」につい
ての記述あり）

8号 犀の会 1967/03/10 148

7597 一般資料 雑誌
犀　第9号　1967年　夏季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／本多秋五「メソポタ
ミア展の印象」、佐江衆一「風」、徳田沙穂
子「袿」　ほか

9号 犀の会 1967/07/10 116

16689 一般資料 雑誌
犀　第9号　1967年　夏季
号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／本多秋五「メソポタ
ミア展の印象」、佐江衆一「風」、徳田沙穂
子「袿」　ほか

9号 犀の会 1967/07/10 116

14301 一般資料 雑誌
サイクルワールド　第5号
1983年12月号

高城和彦　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【青春をバイクとともに駆け抜けた男たち】
小川国夫p28

第1巻第5号
通巻5号

CBS・ソニー出版 1983/12/01 162

7598 一般資料 雑誌
犀　終刊号　1967年　冬
季号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／立原正秋「終刊の
辞」、石井仁「冬木立」、河久弥恵子「前があ
るから」　ほか

犀の会 1967/07/11 142

7590 一般資料 雑誌
犀　創刊号　1964年　秋
季号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書／立原正秋
収載

同人雑誌（立原正秋）／立原正秋「創刊の
辞」、埴谷雄高「犀創刊に寄せて」、佐伯衆
一「無邪気な兇器」　ほか

犀の会 1964/11/01 112

16681 一般資料 雑誌
犀　創刊号　1964年　秋
季号

犀の会　編／小川国
夫　蔵書

同人雑誌（立原正秋）／立原正秋「創刊の
辞」、埴谷雄高「犀創刊に寄せて」、佐伯衆
一「無邪気な兇器」　ほか

創刊号 犀の会 1964/11/01 112
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4236 一般資料 雑誌 西東三鬼の世界
鈴木六林男　監修／
小川国夫　収載

俳句四季１月号増刊　第14巻第2号／p24
小川国夫「西東三鬼の幻」（「俳句」昭和46
年8月号）／監修：三橋敏雄　佐藤鬼房　金
子兜太<BR>

東京四季出版 1997/01/01 240

4452 一般資料 雑誌 西東三鬼の世界
鈴木六林男　監修／
小川国夫　収載

俳句四季１月号増刊／p24小川国夫「西東
三鬼の幻」／監修：三橋敏雄　佐藤鬼房　金
子兜太

第14巻第2号 東京四季出版 1997/01/01 240

14557 一般資料 雑誌
別冊「俳句四季」　西東三
鬼の世界

鈴木六林男　ほか監
修／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

俳句四季１月号増刊　第14巻第2号／p24
小川国夫「西東三鬼の幻」（「俳句」昭和46
年8月号）／監修：三橋敏雄　佐藤鬼房　金
子兜太

第14巻第2号 東京四季出版 1997/01/01 240

1466 一般資料 雑誌 作品　1981年4月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「鷺追い」p52／司修著「芒ヶ
原」、饗庭孝男著「短詩型文学と小説」　ほ
か

第2巻第4号 作品社 1981/04/01 260

12617 一般資料 雑誌 作品　1981年4月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「鷺追い」p52／司修著「芒ヶ
原」、饗庭孝男著「短詩型文学と小説」　ほ
か

第2巻第4号 作品社 1981/04/01 260

14643 一般資料 雑誌 作品　1981年4月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「鷺追い」p52／司修著「芒ヶ
原」、饗庭孝男著「短詩型文学と小説」　ほ
か

第2巻第4号 作品社 1981/04/01 260

16731 一般資料 雑誌
作品　第3号　1975年1月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（1）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p96

第3号 作品同人会 1975/01/31 116

16732 一般資料 雑誌
作品　第3号　1975年1月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（1）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p96

第3号 作品同人会 1975/01/31 116

16733 一般資料 雑誌
作品　第3号　1975年1月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（1）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p96

第3号 作品同人会 1975/01/31 116

16734 一般資料 雑誌
作品　第3号　1975年1月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（1）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p96

第3号 作品同人会 1975/01/31 116
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16735 一般資料 雑誌
作品　第4号　1975年12月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（2）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p1

第4号 作品同人会 1975/12/06 104

16736 一般資料 雑誌
作品　第4号　1975年12月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（2）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p1

第4号 作品同人会 1975/12/06 104

16737 一般資料 雑誌
作品　第4号　1975年12月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（2）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p1

第4号 作品同人会 1975/12/06 104

16738 一般資料 雑誌
作品　第4号　1975年12月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（2）－半自伝的連
作、特に幼少期篇を中心に」粂田和夫p1

第4号 作品同人会 1975/12/06 104

2306 一般資料 雑誌 作品　第5号　1977年4月
作品同人会　発行所
／小川国夫　関連

同人誌　執筆者：阿久津和夫、武士俣勝
司、谷本誠剛ほか／粂田和夫著「小川国夫
論（4）－地中海岸行と文体・言葉」p103

第5号 作品同人会 1977/04/28 118

16739 一般資料 雑誌
作品　第5号　1977年4月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（4）－地中海岸行
と文体・言葉」粂田和夫p103

第5号 作品同人会 1977/04/28 118

16740 一般資料 雑誌
作品　第5号　1977年4月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（4）－地中海岸行
と文体・言葉」粂田和夫p103

第5号 作品同人会 1977/04/28 118

16741 一般資料 雑誌
作品　第5号　1977年4月
号

作品同人会　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／「小川国夫論（4）－地中海岸行
と文体・言葉」粂田和夫p103

第5号 作品同人会 1977/04/28 118

21642 一般資料 雑誌
サライ　1990年12月20日
号

高麗丕文　編／小川
国夫　関連

菅井汲（画家・71歳）「フランス人はコップを
割っても「床が硬過ぎるからだ」と絶対、非を
認めない」P16

第2巻第24号
通巻第31号

小学館 1990/12/20 125

21643 一般資料 雑誌
サライ　1990年10月18日
号

高麗丕文　編／小川
国夫　関連

【特集】薩摩治朗八が育てたパリ芸術家の
生活　P20

第2巻第20号
通巻第27号

小学館 1990/10/18 126
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21644 一般資料 雑誌 サライ　1992年3月19日号
岩本敏　編／小川国
夫　関連

【インタビュー】前登志夫（66歳・歌人）「山仕
事をしていると桜の花びらが風に乗り光の
帯になって、たなびいていく。至福の光景で
す。」P13

第4巻第6号
通巻第61号

1992/03/19 118

14287 一般資料 雑誌 サライ　2001年3月1日号
東直子　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【第34回　歩くに勝る秘薬なし　散歩で元気】
「散歩の極意は頭を空っぽにすることです」
小川国夫p39（スニーカーの写真、大井川河
畔写真あり）

第13巻第5号
通巻279号

小学館 2001/03/01 166

7517 一般資料 雑誌 サライ　2004年1月22日号
東直子　編集兼発行
人／藤枝静男　関連

平岡篤頼：書評「藤枝静男著『田伸有楽』
p113

第16巻第2号
通巻第352号

小学館 2004/01/22 138

4843 一般資料 雑誌
三彩　第368号　昭和53年
3月号

藤本韶三　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静雄：書評「古賀春江『芸術と病理』」
P53-54／特集：牛島憲之　白い昼の世界

No.368 三彩社 1978/03/01 82

4902 一般資料 雑誌
三彩　第368号　昭和53年
3月号

藤本韶三　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：書評「古賀春江『芸術と病理』」
P53-54／特集：牛島憲之　白い昼の世界

No.368 三彩社 1978/03/01 82

12619 一般資料 雑誌
サンデー毎日　1995年2
月26日号

近藤勝重　編集長／
小川国夫　関連

〈らいぶらりぃ〉今週の三冊　高野庸一：書評
「魂の復活への、熱い幻想行－小川国夫著
『マグレブ、誘惑として』」p110

第74巻第10号
通巻4073号

毎日新聞社 1995/02/26 194

12620 一般資料 雑誌
サンデー毎日　1995年2
月26日号

近藤勝重　編集長／
小川国夫　関連

〈らいぶらりぃ〉今週の三冊　高野庸一：書評
「魂の復活への、熱い幻想行－小川国夫著
『マグレブ、誘惑として』」p110

第74巻第10号
通巻4073号

毎日新聞社 1995/02/26 194

2233 一般資料 雑誌 The　骨董　1976年
杉林昇　編集人／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「薬研・墨壺・匙」p26 読売新聞社 1982/07/03 180

1406 一般資料 雑誌 The　骨董　1976年
杉林昇　編集人／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「薬研・墨壺・匙」p26 読売新聞社 1987/06/29 180

6037 一般資料 雑誌 The　骨董　1976年
杉林昇　編集人／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「薬研・墨壺・匙」p26 読売新聞社 1987/06/29 180
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4851 一般資料 雑誌 The　骨董　第3集
大原規男　編／藤枝
静男　関連

吉田知子「骨董”その二”」P25-27に藤枝静
男に関する記述あり（古伊万里染付壺と古
備前のお歯黒壺について）

第3集 読売新聞社 1980/04/13 146

6038 一般資料 雑誌
The　骨董　第5集　1982
年

佐野寧　編集人／藤
枝静男　収載

特集・目で遊ぶ壺の魅力 読売新聞社 1984/11/20 158

1405 一般資料 雑誌
The　骨董　第5集　1982
年

佐野寧　編集人／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「壺あれこれ」p73 読売新聞社 1987/06/29 158

16497 一般資料 雑誌
栞　創刊号　昭和59年11
月

沖山隆久　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「〈物〉としての本」小川国夫p4 沖積舎 1984/11/01 12

16498 一般資料 雑誌
栞　創刊号　昭和59年11
月

沖山隆久　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「〈物〉としての本」小川国夫p4 沖積舎 1984/11/01 12

16499 一般資料 雑誌
栞　創刊号　昭和59年11
月

沖山隆久　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「〈物〉としての本」小川国夫p4 沖積舎 1984/11/01 12

16500 一般資料 雑誌
栞　創刊号　昭和59年11
月

沖山隆久　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「〈物〉としての本」小川国夫p4 沖積舎 1984/11/01 12

6904 一般資料 雑誌
四季の味　26号　昭和54
年　夏

森須滋郎　編集人／
藤枝静男　収載

〈随筆集　日日これ好日〉藤枝静男：著「節
句前後」p116

26号 鎌倉書房 1979/07/07 178

17512 一般資料 雑誌
詩誌　海溝　創刊号
1960年10月

岩﨑豊市　編集兼発
行人／小川国夫　蔵
書

詩誌／【目次】エッセイ「現代への発言」岩
﨑豊市、作品「転化」森下勝　ほか

創刊号 海溝の会 1960/10/20 13

12624 一般資料 雑誌
詩誌　鹿　62号　1996年1
月

埋田昇二　編集人／
小川国夫　関連

同人詩誌／岩崎豊市「『大西洋の波」（シュ
ペルヴィエル詩・小川国夫訳）によせて」p22
－注：1966年12月刊行『EXVOTO・4号』につ
いて／同人：岩崎豊市、埋田昇二、小川ア
ンナ、李沂東ほか

62号 詩誌「鹿」の会 1996/02/02 54
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1237 一般資料 雑誌
静岡近代文学10　記念号
1995年8月

渡仲良也　編集／小
川国夫　関連

記念号／特集：小川国夫p3～p56（井石誠
一「船と馬《闘う十吉》～小川国夫ノート2『試
みの岸』論～」、勝呂奏「『悲しみの港』試論
～磁場としての聖書～」、渡仲良也「復活の
光〈ルシア〉～『マグレブ、誘惑として』論
～」、大里恭三郎「『自殺』の情景～柚木浩
の狂気について～、竹内凱子「出会いは恩
寵なり」／巻末に作品論・作家論総目録（静
岡近代文学１～１０号）

静岡近代文学研究会 1995/08/31 151

10128 一般資料 雑誌
静岡近代文学10　記念号
1995年8月

渡仲良也　ほか　編
集／小川国夫　関連

記念号／特集：小川国夫p3～p56（井石誠
一「船と馬《闘う十吉》～小川国夫ノート2『試
みの岸』論～」、勝呂奏「『悲しみの港』試論
～磁場としての聖書～」、渡仲良也「復活の
光〈ルシア〉～『マグレブ、誘惑として』論
～」、大里恭三郎「『自殺』の情景～柚木浩
の狂気について～、竹内凱子「出会いは恩
寵なり」／巻末に作品論・作家論総目録（静
岡近代文学１～１０号）

静岡近代文学研究会 1995/08/31 151
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10129 一般資料 雑誌
静岡近代文学10　記念号
1995年8月

渡仲良也　ほか　編
集／小川国夫　関連

記念号／特集：小川国夫p3～p56（井石誠
一「船と馬《闘う十吉》～小川国夫ノート2『試
みの岸』論～」、勝呂奏「『悲しみの港』試論
～磁場としての聖書～」、渡仲良也「復活の
光〈ルシア〉～『マグレブ、誘惑として』論
～」、大里恭三郎「『自殺』の情景～柚木浩
の狂気について～、竹内凱子「出会いは恩
寵なり」／巻末に作品論・作家論総目録（静
岡近代文学１～１０号）

静岡近代文学研究会 1995/08/31 151

12143 一般資料 雑誌
静岡近代文学10　記念号
1995年8月

渡仲良也　ほか　編
集／小川国夫　関連

記念号／特集：小川国夫p3～p56（井石誠
一「船と馬《闘う十吉》～小川国夫ノート2『試
みの岸』論～」、勝呂奏「『悲しみの港』試論
～磁場としての聖書～」、渡仲良也「復活の
光〈ルシア〉～『マグレブ、誘惑として』論
～」、大里恭三郎「『自殺』の情景～柚木浩
の狂気について～、竹内凱子「出会いは恩
寵なり」／巻末に作品論・作家論総目録（静
岡近代文学１～１０号）

静岡近代文学研究会 1995/08/31 151
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16724 一般資料 雑誌
静岡近代文学10　記念号
1995年8月

渡仲良也　編集／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

記念号／特集：小川国夫p3～p56（井石誠
一「船と馬《闘う十吉》～小川国夫ノート2『試
みの岸』論～」、勝呂奏「『悲しみの港』試論
～磁場としての聖書～」、渡仲良也「復活の
光〈ルシア〉～『マグレブ、誘惑として』論
～」、大里恭三郎「『自殺』の情景～柚木浩
の狂気について～、竹内凱子「出会いは恩
寵なり」／巻末に作品論・作家論総目録（静
岡近代文学１～１０号）

第10号 静岡近代文学研究会 1995/08/31 151

16725 一般資料 雑誌
静岡近代文学10　記念号
1995年8月

渡仲良也　編集／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

記念号／特集：小川国夫p3～p56（井石誠
一「船と馬《闘う十吉》～小川国夫ノート2『試
みの岸』論～」、勝呂奏「『悲しみの港』試論
～磁場としての聖書～」、渡仲良也「復活の
光〈ルシア〉～『マグレブ、誘惑として』論
～」、大里恭三郎「『自殺』の情景～柚木浩
の狂気について～、竹内凱子「出会いは恩
寵なり」／巻末に作品論・作家論総目録（静
岡近代文学１～１０号）

第10号 静岡近代文学研究会 1995/08/31 151

2386 一般資料 雑誌
静岡近代文学12　1997年
12月

小野田修　編／勝呂
奏　編／小川国夫
関連

渡仲良也「〈永遠の現在〉の世界～小川国
夫『試みの岸』試論～」p75／池田純溢、吉
田達志、勝呂奏、西田勝、望月満子、桜井
仁、竹腰幸夫、辻本聡史、竹内凱子／表紙
デザイン：岐部琢美　扉デザイン：坂田和之

静岡近代文学研究会 1997/12/01 120
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16727 一般資料 雑誌
静岡近代文学12　1997年
12月

渡仲良也　編集／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

渡仲良也「〈永遠の現在〉の世界～小川国
夫『試みの岸』試論～」p75／池田純溢、吉
田達志、勝呂奏、西田勝、望月満子、桜井
仁、竹腰幸夫、辻本聡史、竹内凱子／表紙
デザイン：岐部琢美　扉デザイン：坂田和之

第12号 静岡近代文学研究会 1997/12/01 120

19306 一般資料 雑誌
静岡近代文学17　2002年
12月

勝呂奏　ほか編集／
小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『大きな恵み』ノート－初
出稿と定稿の比較から」p8

17 静岡近代文学研究会 2002/12/06 91

13326 一般資料 雑誌
静岡近代文学24　2009年
12月

渡仲良也　ほか編集
委員／小川国夫　関
連

井石誠一「『試みの岸』の謎－小説の構成
要素に即して」p35、ほか／執筆者：竹腰幸
夫、吉田達志、桜井仁、入野早代子、武士
俣勝司、竹内凱子ほか

静岡近代文学研究会 2009/12/01 142

16722 一般資料 雑誌
静岡近代文学4　1989年8
月

勝呂奏　編集／小川
国夫　関連／小川国
夫　蔵書

「小川国夫『アポロンの島』より「エリコへ下
る道」論」高橋清隆p13、「『アポロンの島』覚
書－小川国夫文学の出発」勝呂奏p23

第4号 静岡近代文学研究会 1989/08/21 114

18125 一般資料 雑誌
静岡近代文学5　1990年8
月

勝呂奏　ほか編集／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

勝呂奏「小川国夫『アポロンの島』ノート－
光源としてのヘミングウェイ」p64

静岡近代文学研究会 1990/08/21 150

1234 一般資料 雑誌
静岡近代文学7　1992年8
月

勝呂奏　ほか　編集
／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『海と鰻』を読む～子供・
因われの心～」p81／執筆者：西田勝、渡仲
良也、酒井英行、吉田達志、太田昌孝、高
橋清隆、入野早代子、竹腰幸夫、上杉省
和、大里恭三郎、宮下拓三、竹内凱子、井
石誠一／表紙デザイン：増田泰道　扉デッ
サン：坂田和之　カット：安本浩実」

静岡近代文学研究会 1992/08/22 171
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4568 一般資料 雑誌
静岡近代文学7　1992年8
月

勝呂奏　ほか　編集
／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『海と鰻』を読む～子供・
因われの心～」p81／執筆者：西田勝、渡仲
良也、酒井英行、吉田達志、太田昌孝、高
橋清隆、入野早代子、竹腰幸夫、上杉省
和、大里恭三郎、宮下拓三、竹内凱子、井
石誠一／表紙デザイン：増田泰道　扉デッ
サン：坂田和之　カット：安本浩実

静岡近代文学研究会 1992/08/22 171

1235 一般資料 雑誌
静岡近代文学8　1993年8
月

高橋清隆　ほか　編
集／藤枝静男　関連
／小川国夫　収載

追悼：藤枝静男（上杉省和「羽化登仙したヤ
ゴ～藤枝静男の文学を讃える」p5、井石誠
一「『或る領域』～小川国夫ノート『彼の故
郷』論～」p56、竹内凱子「熱い一夜～『藤枝
静男を偲ぶ会』となった夜～」p93

静岡近代文学研究会 1993/08/31 121

10124 一般資料 雑誌
静岡近代文学8　1993年8
月

高橋清隆　ほか　編
集／藤枝静男　関連
／小川国夫　収載

追悼：藤枝静男（上杉省和「羽化登仙したヤ
ゴ～藤枝静男の文学を讃える」p5、井石誠
一「『或る領域』～小川国夫ノート『彼の故
郷』論～」p56、竹内凱子「熱い一夜～『藤枝
静男を偲ぶ会』となった夜～」p93

静岡近代文学研究会 1993/08/31 121

10125 一般資料 雑誌
静岡近代文学8　1993年8
月

高橋清隆　ほか　編
集／藤枝静男　関連
／小川国夫　収載

追悼：藤枝静男（上杉省和「羽化登仙したヤ
ゴ～藤枝静男の文学を讃える」p5、井石誠
一「『或る領域』～小川国夫ノート『彼の故
郷』論～」p56、竹内凱子「熱い一夜～『藤枝
静男を偲ぶ会』となった夜～」p93

静岡近代文学研究会 1993/08/31 121

16723 一般資料 雑誌
静岡近代文学8　1993年8
月

勝呂奏　編集／小川
国夫　関連／藤枝静
男　関連／小川国夫
蔵書

追悼：藤枝静男（上杉省和「羽化登仙したヤ
ゴ～藤枝静男の文学を讃える」p5、井石誠
一「『或る領域』～小川国夫ノート『彼の故
郷』論～」p56、竹内凱子「熱い一夜～『藤枝
静男を偲ぶ会』となった夜～」p93

第8号 静岡近代文学研究会 1993/08/31 121
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10130 一般資料 雑誌
静岡近代文学11　1996年
11月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『試みの岸』の世界」p47
／静岡と文学９：小野田修「静岡と東京の距
離〈明治編）」／執筆者：望月満子、渡仲良
也、竹腰幸夫、鈴木邦彦、吉田達志、西田
勝、小野田修、桜井仁、大里恭三郎、辻本
聡史、竹内凱子／表紙デザイン：岐部琢美
扉デザイン：坂田和之　カット：安本浩実

静岡近代文学研究会 1996/11/30 99

10131 一般資料 雑誌
静岡近代文学11　1996年
11月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『試みの岸』の世界」p47
／静岡と文学９：小野田修「静岡と東京の距
離〈明治編）」／執筆者：望月満子、渡仲良
也、竹腰幸夫、鈴木邦彦、吉田達志、西田
勝、小野田修、桜井仁、大里恭三郎、辻本
聡史、竹内凱子／表紙デザイン：岐部琢美
扉デザイン：坂田和之　カット：安本浩実

静岡近代文学研究会 1996/11/30 99

12144 一般資料 雑誌
静岡近代文学11　1996年
11月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『試みの岸』の世界」p47
／静岡と文学９：小野田修「静岡と東京の距
離〈明治編）」／執筆者：望月満子、渡仲良
也、竹腰幸夫、鈴木邦彦、吉田達志、西田
勝、小野田修、桜井仁、大里恭三郎、辻本
聡史、竹内凱子／表紙デザイン：岐部琢美
扉デザイン：坂田和之　カット：安本浩実

静岡近代文学研究会 1996/11/30 99
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16726 一般資料 雑誌
静岡近代文学11　1996年
11月

渡仲良也　編集／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

勝呂奏「小川国夫『試みの岸』の世界」p47
／静岡と文学９：小野田修「静岡と東京の距
離〈明治編）」／執筆者：望月満子、渡仲良
也、竹腰幸夫、鈴木邦彦、吉田達志、西田
勝、小野田修、桜井仁、大里恭三郎、辻本
聡史、竹内凱子／表紙デザイン：岐部琢美
扉デザイン：坂田和之　カット：安本浩実

第11号 静岡近代文学研究会 1996/11/30 99

10132 一般資料 雑誌
静岡近代文学12　1997年
12月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

渡仲良也「〈永遠の現在〉の世界～小川国
夫『試みの岸』試論～」p75／池田純溢、吉
田達志、勝呂奏、西田勝、望月満子、桜井
仁、竹腰幸夫、辻本聡史、竹内凱子／表紙
デザイン：岐部琢美　扉デザイン：坂田和之

静岡近代文学研究会 1997/12/01 120

10133 一般資料 雑誌
静岡近代文学12　1997年
12月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

渡仲良也「〈永遠の現在〉の世界～小川国
夫『試みの岸』試論～」p75／池田純溢、吉
田達志、勝呂奏、西田勝、望月満子、桜井
仁、竹腰幸夫、辻本聡史、竹内凱子／表紙
デザイン：岐部琢美　扉デザイン：坂田和之

静岡近代文学研究会 1997/12/01 120

12145 一般資料 雑誌
静岡近代文学12　1997年
12月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

渡仲良也「〈永遠の現在〉の世界～小川国
夫『試みの岸』試論～」p75／池田純溢、吉
田達志、勝呂奏、西田勝、望月満子、桜井
仁、竹腰幸夫、辻本聡史、竹内凱子／表紙
デザイン：岐部琢美　扉デザイン：坂田和之

静岡近代文学研究会 1997/12/01 120

208



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

10134 一般資料 雑誌
静岡近代文学13　1998年
12月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『我は呼吸に過ぎない』論
～短篇集『彼の故郷』の原景～」p23／静岡
県近・現代文学散歩１／望月満子、吉田達
志、西田勝、竹腰幸夫、小野田修、桜井仁、
大里恭三郎、竹内凱子、田中芳子／表紙デ
ザイン：岐部琢美　扉デザイン：坂田和之

静岡近代文学研究会 1998/12/11 95

10135 一般資料 雑誌
静岡近代文学13　1998年
12月

小野田修　ほか　編
集／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『我は呼吸に過ぎない』論
～短篇集『彼の故郷』の原景～」p23／静岡
県近・現代文学散歩１／望月満子、吉田達
志、西田勝、竹腰幸夫、小野田修、桜井仁、
大里恭三郎、竹内凱子、田中芳子／表紙デ
ザイン：岐部琢美　扉デザイン：坂田和之

静岡近代文学研究会 1998/12/11 95

10138 一般資料 雑誌
静岡近代文学15　2000年
11月

竹腰幸夫　ほか　編
集／小川国夫　関連

渡仲良也「〈永遠の現在〉の世界～小川国
夫『試みの岸』試論・続～」p39／静岡県近・
現代文学散歩３、静岡と文学13：鈴木邦彦
「松本清張『天城越え』と川端康成『伊豆の
踊子』」／勝呂奏、吉田達志、渡仲良也、西
田勝、武藤秀之、桜井仁、大里恭三郎、小
和田正、久保昌之、辻本聡史、もちづきみ
つこ、坂田和之、竹腰幸夫、田中芳子、竹
中凱子／表紙デザイン：岐部琢美　扉デザ
イン：坂田和之　カット：勝呂浩実

静岡近代文学研究会 2000/11/30 161
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10139 一般資料 雑誌
静岡近代文学15　2000年
11月

竹腰幸夫　ほか　編
集／小川国夫　関連

渡仲良也「〈永遠の現在〉の世界～小川国
夫『試みの岸』試論・続～」p39／静岡県近・
現代文学散歩３、静岡と文学13：鈴木邦彦
「松本清張『天城越え』と川端康成『伊豆の
踊子』」／勝呂奏、吉田達志、渡仲良也、西
田勝、武藤秀之、桜井仁、大里恭三郎、小
和田正、久保昌之、辻本聡史、もちづきみ
つこ、坂田和之、竹腰幸夫、田中芳子、竹
中凱子／表紙デザイン：岐部琢美　扉デザ
イン：坂田和之　カット：勝呂浩実

静岡近代文学研究会 2000/11/30 161

10120 一般資料 雑誌
静岡近代文学7　1992年8
月

勝呂奏　ほか　編集
／小川国夫　関連

勝呂奏「小川国夫『海と鰻』を読む～子供・
因われの心～」p81／執筆者：西田勝、渡仲
良也、酒井英行、吉田達志、太田昌孝、高
橋清隆、入野早代子、竹腰幸夫、上杉省
和、大里恭三郎、宮下拓三、竹内凱子、井
石誠一／表紙デザイン：増田泰道　扉デッ
サン：坂田和之　カット：安本浩実

静岡近代文学研究会 1992/08/22 171

16642 一般資料 雑誌
静岡県　教育広報　第253
号　昭和45年5月号

児玉二郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【わが師　わが友】「恩師　石野先生　級友
大石六一君の思い出」小川国夫p24

第22巻第2号 静岡県教育委員会 1970/05/01 56

16643 一般資料 雑誌
静岡県　教育広報　第253
号　昭和45年5月号

児玉二郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【わが師　わが友】「恩師　石野先生　級友
大石六一君の思い出」小川国夫p24

第22巻第2号 静岡県教育委員会 1970/05/01 56

16644 一般資料 雑誌
静岡県　教育広報　第321
号　昭和51年1月号

鈴木卯太郎　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

〈第3回生涯教育研究懇談会講演要旨〉「静
岡の文化的風土－生きることと仕事をする
こと」小川国夫p12

第27巻第10号 静岡県教育委員会 1976/01/01 64
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2447 一般資料 雑誌
静岡県歌人協会会報　第
124号

高嶋健一　発行人／
小川国夫　関連

静岡県歌人協会会報

静岡県歌人協会会報
／Bigなお二人の文芸
講演会のご案内：小川
国夫・前登志夫講演
日時：9月13日　会場：
藤枝市生涯学習セン

1997/06/25 12

16795 一般資料 雑誌
静岡県西部高等学校国
語教育研究会　会報　平
成11年度

静岡県西部高等学校
国語教育研究会　発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

平成10年度春季講演「わたしにとって学校
とは」小川国夫

平成10年度西国研事
務局　静岡県立浜松江
之島高等学校　国語科

1999/03/20 63

16777 一般資料 雑誌
第20回静岡県労働文化
祭　文芸作品集　第20号

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

評論・随筆選評（第20回静岡県労働文化祭
出品作品の審査員を務めた小川国夫の批
評掲載）：小川国夫p102、p121

第20号 不明 不明 134

16778 一般資料 雑誌
第21回静岡県労働文化
祭　文芸作品集　第21号

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

評論・随筆選評（第21回静岡県労働文化祭
出品作品の審査員を務めた小川国夫の批
評掲載）：小川国夫p90、p102

第21号 不明 不明 118

14231 一般資料 雑誌
静岡聖光学院30年の歩
み

ロバート・デシェヌ　発
行者／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

1980年聖光教育講演会（8月25日）に小川
国夫講演、第10期（平成8～11年）後援会理
事（小川国）を務める

静岡聖光学院中高等
学校

1998/11/14 128

12636 一般資料 雑誌
静岡の文化　第27号
1991年　秋

静岡県文化財団　発
行／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連

〈特集〉海と文学　巻頭カラーグラビア：小川
国夫：著『逸民』の一節あり、勝呂奏著「小
川国夫と海－『充実した無』を見詰めて」
p16、竹腰幸夫著「遠州灘－藤枝静男　悲し
いだけ　他」p20／八木洋行著「八雲と海」

第27号 静岡県文化財団 1991/00/00 73

2372 一般資料 雑誌
静岡の文化　第45号
1996年

静岡県文化財団　発
行／小川国夫　関連

〈特集〉渚を歩く／静岡にゆかりの新刊－岩
崎豊市著「詩集　ほの昏きわが港」p65（詩
に小川国夫がでてくる）

第45号 静岡県文化財団 1996/00/00 78
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3486 一般資料 雑誌
静岡の文化　第48号
1997年

静岡県文化財団　発
行／小川国夫　関連

〈特集〉静岡県の石造文化　　静岡にゆかり
の新刊－山本恵一郎著「若き小川国夫」p73

第48号 静岡県文化財団 1997/00/00 80

4531 一般資料 雑誌
静岡の文化　第55号
1998年

静岡の文化編集部
編／小川国夫　関連
／司修　収載

特集／静岡人、世界に翔ぶ／司修：文・絵
「小川国夫　イスラエル・シナイの旅」p52（小
川国夫著「王歌」「或る聖書」）

第55号 静岡県文化財団 1998/12/10 72

14302 一般資料 雑誌
静岡の文化　第55号
1998年

静岡の文化編集部
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

特集／静岡人、世界に翔ぶ／司修：文・絵
「小川国夫　イスラエル・シナイの旅」p52（小
川国夫著「王歌」「或る聖書」）

第55号 静岡県文化財団 1998/12/10 72

8408 一般資料 雑誌
静岡の文化　第82号
2005年

市原正恵　編集／小
野庵保蔵　関連／小
川国夫　関連／藤枝
静男　関連

特集「戦後６０年　県民の戦中・戦後」／山
本恵一郎「同郷の二作家　小川国夫と藤枝
静男の『戦争の時代』を扱った小説」p38／
臼井太衛「小野庵保蔵戦中戦後日記抄」
p64

82号 （財）静岡県文化財団 2005/08/10 89

4546 一般資料 雑誌
静岡文芸　第4集　昭和32
年

静岡文芸家協会　編
集者／藤枝静男　関
連

高杉一郎著「静岡文芸展望」p153（藤枝静
男著『犬の血』出版）／結社紹介　ほか／装
幀：伊藤勉

静岡文芸家協会 1957/06/01 160

12622 一般資料 雑誌
しずおかの文化　第97号
2009年夏号

八木洋行　企画・編
集／小川国夫　関連

〈特集〉田沼街道と相良　山本恵一郎著「土
地と文学－駿河湾西岸を主要舞台とする小
川国夫文学における藤相線｣p32／海野一
徳著「田沼街道と藤相鉄道」

第97号 静岡県文化財団 2009/05/20 71

14282 一般資料 雑誌 静鉄だより　秋　1976年

静岡鉄道株式会社総
務部広報課　編集／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【私と静岡】「静岡散歩のすすめ」小川国夫
（巻頭写真あり）

静岡鉄道株式会社総
務部広報課

1976/09/01 10

14649 一般資料 雑誌
思想の科学　第120号
1980年7月号

加太こうじ　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

主題「子どもの本」再考／【アンケート　面白
かった、印象的だった一冊の本】小川国夫
p61（「探偵小説全集」「猶太人」「源氏物語」
「水滸伝」）

通巻328号 思想の科学社 1980/07/01 112
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7716 一般資料 雑誌
青銅時代　2001年秋　第
43号

小川国夫　発行人／
小川国夫　関連

同人雑誌／金子博「青銅ギャラリー　ゴフ
レート　ワルスの風景画」、御坊あんこう「現
代骨仏伝」、編集後記（小川国夫について
の記述・写真あり：丹羽正を偲ぶ会を開催
の様子　ほか）p193／表紙絵：司修、カット：
大坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、
今井寛、宇木田悠、内海晶、小川国夫、金
子博、御坊あんこう、近藤晴彦、三光長治、
塩山真也、中道操、成澤弘子、西岡武良、
富士貞房、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄
行、村山暁生、R・オエスト

第43号 冥草舎 2001/11/30 196

12648 一般資料 雑誌
週刊　時事　平成6年5月
28日号

石田徹　編集人／小
川国夫　関連／藤枝
静男　関連

〈静岡〉藤枝・小川文学の舞台を探訪p67
第36巻第19号
通巻1725号

時事通信社 1994/05/28 110

16907 一般資料 雑誌
週刊　女性自身　昭和46
年8月21日号

富田耕司　編集人／
小川国夫　蔵書

秋のファッション速報！ 第14巻第30号 光文社 1971/08/21 170

2518 一般資料 雑誌
週刊朝日　昭和32年6月
30日号

扇谷正造　編集人／
藤枝静男　関連

〈書評〉重厚な作風－藤枝静男著『犬の血』
p65　書評担当者：河盛好蔵、臼井吉見ほか

第62巻第27号
通巻第1969号

朝日新聞社 1957/06/30 86

14304 一般資料 雑誌
週刊朝日　1973年6月1日
号

涌井昭治　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「海鵜」小川国夫p65
第28巻第24号
通巻2849号

朝日新聞社 1973/06/01 148

14305 一般資料 雑誌
週刊朝日　1973年6月1日
号

涌井昭治　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「海鵜」小川国夫p65
第28巻第24号
通巻2849号

朝日新聞社 1973/06/01 148

19307 一般資料 雑誌
週刊朝日　1975年10月31
日号

涌井昭治　編集長／
小川国夫　関連

【書評】鋭いタッチで描かれた生の暗さ－小
川国夫『流域』p56

第80巻第47号
通巻2984号

朝日新聞社 1975/10/31 152

14306 一般資料 雑誌
週刊朝日　1978年5月5日
号

畠山哲明　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「私の文章修行」小川国夫p118
第83巻第20号
通巻3126号

朝日新聞社 1978/05/05 164
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19308 一般資料 雑誌
週刊朝日　1978年5月5日
号

畠山哲明　編集長／
小川国夫　収載

「私の文章修行」小川国夫p118
第83巻第20号
通巻3126号

朝日新聞社 1978/05/05 164

2616 一般資料 雑誌
週刊朝日百科　世界の美
術12　ゴッホ

伊藤道人　編集・発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「ゴッホと３人の友人」p51 通巻１３２号 朝日新聞社 1978/06/18 56

5825 一般資料 雑誌
週刊朝日百科　世界の美
術12　ゴッホ

伊藤道人　編集・発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「ゴッホと３人の友人」p51 通巻132号 朝日新聞社 1978/06/18 56

14704 一般資料 雑誌
週刊朝日百科　世界の美
術12　ゴッホ

伊藤道人　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「ゴッホと３人の友人」p51 通巻132号 朝日新聞社 1978/06/18 56

18009 一般資料 雑誌
週刊朝日百科　世界の美
術55　エル・グレコ　ほか

伊藤道人　編集・発
行人／小川国夫　蔵
書

エル・グレコ、スルバラン、リベーラ、ムリー
リョ、ベラスケス

通巻175号 朝日新聞社 1979/04/15 138

14307 一般資料 雑誌
週刊現代　1979年5月17
日号

鈴木富夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「2輪、わが心の旅」小川国夫p80 第21巻第20号 講談社 1979/05/17 190

7093 一般資料 雑誌
週刊サンケイ　昭和32年6
月30日号

塩谷壽雄　編集印刷
発行人／藤枝静男
関連

〈書評〉藤枝静男著「犬の血」p66
第6巻第26号
通巻281号

産業経済新聞社 1957/06/30 86

14308 一般資料 雑誌
週刊新潮　昭和58年3月
31日号

山田彦彌　編集人発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【日本の名作　その文学の舞台を訪ねて33
静岡・焼津】「駿河湾西岸」小川国夫
（TOYOTAクラウンの広告ページ）

第28巻第13号
通巻1400号

新潮社 1983/03/31 162

2785 一般資料 雑誌
週刊新潮　平成8年11月
28日号

松田宏　編集人／小
川国夫　収載

わが街16　清水－小川国夫：著「長いつき
合い、清水と私」巻末

第41巻第45号 新潮社 1996/11/28 154

14309 一般資料 雑誌
週刊新潮　平成8年11月
28日号

松田宏　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

わが街16　清水－小川国夫：著「長いつき
合い、清水と私」巻末

第41巻第45号
通巻2081号

新潮社 1996/11/28 154

14310 一般資料 雑誌
週刊新潮　平成8年11月
28日号

松田宏　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

わが街16　清水－小川国夫：著「長いつき
合い、清水と私」巻末

第41巻第45号
通巻2081号

新潮社 1996/11/28 154

14312 一般資料 雑誌
週刊ポスト　昭和56年10
月23日号

関根進　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

インタビュー「宿命にとらえられた青年たち
の悲痛－若潮の頃」小川国夫p99

第13巻第42号
通巻623号

小学館 1981/10/23 238

214



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

2863 一般資料 雑誌
週刊ポスト　1995年1月27
日号

岡成憲道　編集人／
小川国夫　関連

〈ポストブックレビュー〉倉本四郎：評「『濁り
のない裸の感性』からほかされた小説家の
癒しと再生－小川国夫著『マグレブ、誘惑と
して」p131

第27巻第3号
通巻1274号

小学館 1995/01/27 228

2864 一般資料 雑誌
週刊ポスト　1995年1月27
日号

岡成憲道　編集人／
小川国夫　関連

〈ポストブックレビュー〉倉本四郎：評「『濁り
のない裸の感性』からほかされた小説家の
癒しと再生－小川国夫著『マグレブ、誘惑と
して」p131

第27巻第3号
通巻1274号

小学館 1995/01/27 228

7092 一般資料 雑誌
週刊読売　昭和32年6月
30日号

金久保通雄　編集人
兼発行人／藤枝静男
関連

〈書評〉藤枝静男著「犬の血」p66 第16巻第28号 読売新聞社 1957/06/30 90

7541 一般資料 雑誌 主潮　1996年
細見正美　編／藤枝
静男　関連

福井淳一著：「藤枝静男論（一）『凶奴津田
三蔵』まで」（P15）／小林崇利著：『島尾敏
雄の文学』その後（P31）／追悼・関伊佐雄
ほか

23号 清水文学会 1996/12/01 112

16783 一般資料 雑誌 主潮　第5号　1977年
山野辺孝　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「小川国夫メモ（2）」佐久間美紀子p79 第5号 清水文学会 1977/01/24 82

16784 一般資料 雑誌 主潮　第6号　1978年
桑原敬治　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「小川国夫の世界」福井淳一p62 第6号 清水文学会 1978/02/10 142

18301 一般資料 雑誌
出版ニュース　1989年10
月上旬号

清田義昭　編集人／
小川国夫　／小川国
夫　蔵書

【ブックハンティング'89】書評：遠丸立－小
川国夫著『遊子随想　陽炎の道』p14（初出
「静岡新聞」1985年8月より88年7月まで隔
週連載）

通巻1508号 出版ニュース 1989/10/01 32

14566 一般資料 雑誌 主流　平成2年1・2月号

田中陽　発行人／小
川国夫　関連／田中
波月　収載／小川国
夫　蔵書

第34回口語俳句全国大会特集　記念講演：
小川国夫（巻頭写真）／題字：田中波月

第45巻第1･2号 主流社 1990/02/01 61
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14567 一般資料 雑誌 主流　平成2年3月号

田中陽　発行人／小
川国夫　収載／田中
波月　収載／小川国
夫　蔵書

続・第34回口語俳句全国大会特集　記念講
演「わたしの俳句観」小川国夫p3（巻頭写真
あり）／題字：田中波月

第45巻第3号 主流社 1990/03/01 39

7049 一般資料 雑誌 春秋　1976年2・3月
田中弘吉　発行／藤
枝静男　関連

伊藤成彦発言：「五勺の酒」と“ボロボロの
駝鳥”に藤枝静男についての記述あり
（P15）

№172 春秋社 1976/02/25 28

14243 一般資料 雑誌
小学校時報　第434号
1987年10月号

全国連合小学校長会
著作権所有／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

【今月のことば】「スランプ」小川国夫（扉
ページ）

第37巻第10号
通巻434号

第一公報社 1987/10/10 48

14244 一般資料 雑誌
小学校時報　第434号
1987年10月号

全国連合小学校長会
著作権所有／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

【今月のことば】「スランプ」小川国夫（扉
ページ）

第37巻第10号
通巻434号

第一公報社 1987/10/10 48

14635 一般資料 雑誌 小説現代　1988年11月号
宮田昭宏　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【酒中日記】「カラオケなど」小川国夫p90
第9巻第6号
通巻第106号

講談社 1988/11/01 442

14550 一般資料 雑誌
詩洋　No.283　第50周年
記念号

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

〈随筆〉「夜と晝」小川国夫p216 第51巻第2号 詩洋社 1976/08/01 484

14551 一般資料 雑誌
詩洋　No.283　第50周年
記念号

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

〈随筆〉「夜と晝」小川国夫p216 第51巻第2号 詩洋社 1976/08/01 484

16838 一般資料 雑誌 詩論　第4号　抜刷
長野隆　著／小川国
夫　関連／小川国夫
蔵書

「沈黙した諷喩－小川国夫」長野隆 不明 1981/11/20 4

16552 一般資料 雑誌 新刊展望　1976年10月号
宗武朝子　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「『天の花　淵の声　能界遊歩』の小川国夫
氏」撮影・文：伊藤薫（最終ページ）

第20巻第10号 みずうみ書房 1976/10/01 42

16531 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.245
昭和47年7月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談・小川国夫の文学　小説「試みの岸」を
中心とした－小川国夫、饗庭孝男p4

第23巻第13号 東京出版販売 1972/07/01 54

16532 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.245
昭和47年7月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談・小川国夫の文学　小説「試みの岸」を
中心とした－小川国夫、饗庭孝男p4

第23巻第13号 東京出版販売 1972/07/01 54
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16533 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.245
昭和47年7月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談・小川国夫の文学　小説「試みの岸」を
中心とした－小川国夫、饗庭孝男p4

第23巻第13号 東京出版販売 1972/07/01 54

16534 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.245
昭和47年7月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談・小川国夫の文学　小説「試みの岸」を
中心とした－小川国夫、饗庭孝男p4

第23巻第13号 東京出版販売 1972/07/01 54

16535 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.262
昭和48年3月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「続・人と作品No.3　小川国夫氏の巻」奥野
健男p13

第24巻第6号 東京出版販売 1973/03/15 54

16536 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.262
昭和48年3月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「続・人と作品No.3　小川国夫氏の巻」奥野
健男p13

第24巻第6号 東京出版販売 1973/03/15 54

16537 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.279
昭和48年12月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

〈新刊書評〉小川国夫『或る聖書』田中美代
子p33

第24巻第23号 東京出版販売 1973/12/01 54

16538 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.279
昭和48年12月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

〈新刊書評〉小川国夫『或る聖書』田中美代
子p33

第24巻第23号 東京出版販売 1973/12/01 54

7581 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.282
昭和49年1月号

小川国夫　対談／藤
枝静男　関連

小川国夫・進藤純孝　対談「ソビエト旅行よ
もやま話」／奥野建男「続　人と作品１３『藤
枝静男氏の巻』」

№282
東京出版販売株式会
社

1974/01/15 54

16539 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.282
昭和49年1月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連／
小川国夫　蔵書

小川国夫・進藤純孝　対談「ソビエト旅行よ
もやま話」／奥野建男「続　人と作品１３『藤
枝静男氏の巻』」

第25巻第2号 東京出版販売 1974/01/15 54

16540 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.312
昭和51年7月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

対談「藤枝市が生んだ二大作家の師弟愛」
藤枝静男、小川国夫p8

第27巻第7号 東京出版販売 1976/07/01 58

16541 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.312
昭和51年7月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

対談「藤枝市が生んだ二大作家の師弟愛」
藤枝静男、小川国夫p8

第27巻第7号 東京出版販売 1976/07/01 58
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16542 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.321
昭和52年4月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈書評〉「非凡な凡人－『おおぞらに向かっ
て』長沢巌」小川国夫p18

第28巻第4号 東京出版販売 1977/04/01 58

16543 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.321
昭和52年4月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈書評〉「非凡な凡人－『おおぞらに向かっ
て』長沢巌」小川国夫p18

第28巻第4号 東京出版販売 1977/04/01 58

16544 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.321
昭和52年4月号

石川度治　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈書評〉「非凡な凡人－『おおぞらに向かっ
て』長沢巌」小川国夫p18

第28巻第4号 東京出版販売 1977/04/01 58

7582 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.386
1982年9月号

小川国夫　収載
小川国夫・武田勝彦　対談「立原文学の回
廊」掲載

№386
東京出版販売株式会
社

1982/09/01 58

16545 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.386
昭和57年9月号

遠藤健一　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談「立原文学の回廊」小川国夫、武田勝
彦p8

第33巻第9号 東京出版販売 1982/09/01 58

16546 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.386
昭和57年9月号

遠藤健一　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談「立原文学の回廊」小川国夫、武田勝
彦p8

第33巻第9号 東京出版販売 1982/09/01 58

16547 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.386
昭和57年9月号

遠藤健一　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談「立原文学の回廊」小川国夫、武田勝
彦p8

第33巻第9号 東京出版販売 1982/09/01 58

16548 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.474
平成2年1月号

志村永一　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「昔話と私」小川国夫p7 第41巻第1号 東京出版販売 1990/01/01 58

16549 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.474
平成2年1月号

志村永一　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「昔話と私」小川国夫p7 第41巻第1号 東京出版販売 1990/01/01 58

19392 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.474
平成2年1月号

志村永一　編集発行
人／小川国夫　収載

「昔話と私」小川国夫p7 第41巻第1号 東京出版販売 1990/01/01 58

16550 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.496
平成3年11月号

志村永一　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談「小川国夫の作品世界」小川国夫、司
修p9／編集後記に小川国夫対談について
の記述あり

第42巻第11号 東京出版販売 1991/11/01 66
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16551 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.496
平成3年11月号

志村永一　編集発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

対談「小川国夫の作品世界」小川国夫、司
修p9／編集後記に小川国夫対談について
の記述あり

第42巻第11号 東京出版販売 1991/11/01 66

7583 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.579
1998年10月号

小川国夫　収載
小川国夫「わたしのデビュー作９５『大森の
思い出』」掲載／小川国夫の最新著「ハシッ
シ　ギャング」の広告あり

№579 （株）トーハン 1998/10/01 66

12655 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.582
1999年1月号

藤井武彦　編集発行
人／小川国夫　関連

〈アンケート特集〉98年印象に残った本－清
水邦夫：選「小川国夫著『ハシッシ・ギャン
グ』」p36

第50巻第1号
通巻582号

1999/01/01 90

12656 一般資料 雑誌
新刊ニュース　NO.585
1999年4月号

藤井武彦　編集発行
人／小川国夫　関連

最近の賞より　第50回読売文学賞　〈小説
賞〉小川国夫「ハシッシ・ギャング」p64

第50巻第4号
通巻585号

1999/04/01 66

7585 一般資料 雑誌
新制作　創刊号　1968年
11月

福岡徹　編集発行人
／小川国夫　蔵書／
藤枝静男　関連

藤枝静男随筆集「落第免状」の広告掲載あ
りp79／執筆者：佐江衆一、庄司肇、中田耕
治ほか

創刊号 新制作社 1968/11/15 163

16776 一般資料 雑誌
新制作　第2号　1968年11
月

福岡徹　編集発行人
／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

「孫びき二つ」藤枝静男p52 第2号 新制作社 1970/03/01 119

4263 一般資料 雑誌 新潮　昭和44年2月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／藤枝静男
収載

藤枝静男「厭離穢土」p97／大江健三郎「わ
れらの狂気を生き延びる道を教えよ」

第６６巻第２号 新潮社 1969/02/01 228

11091 一般資料 雑誌 新潮　昭和４４年２月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／藤枝静男
収載

藤枝静男「厭離穢土」p97／大江健三郎「わ
れらの狂気を生き延びる道を教えよ」

第６６巻第２号 新潮社 1969/02/01 228

4274 一般資料 雑誌 新潮　昭和45年4月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

小川国夫「闇の人」p21／吉田知子「無明長
夜」／三島由紀夫「暁の寺（完）」／川端康
成「髪は長く」

第６７巻第４号 新潮社 1970/04/01 260

11092 一般資料 雑誌 新潮　昭和４５年４月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

小川国夫「闇の人」p21／吉田知子「無明長
夜」／三島由紀夫「暁の寺（完）」／川端康
成「髪は長く」

第６７巻第４号 新潮社 1970/04/01 260
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12477 一般資料 雑誌 新潮　昭和45年4月号

酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫「闇の人」p21／吉田知子「無明長
夜」／三島由紀夫「暁の寺（完）」／川端康
成「髪は長く」

第67巻第4号 新潮社 1970/04/01 260

521 一般資料 雑誌 新潮　昭和56年10月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載

「志賀直哉没後十年（城の崎・初対面・落第
免状・座右宝）」藤枝静男p204／〈本〉「再び
文学の展望を－『志賀直哉　近代と神話－
高橋英夫』」書評：小川国夫p235

第７８巻第１０
号

新潮社 1981/10/01 276

12483 一般資料 雑誌 新潮　昭和56年10月号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

「志賀直哉没後十年（城の崎・初対面・落第
免状・座右宝）」藤枝静男p204／〈本〉「再び
文学の展望を－『志賀直哉　近代と神話－
高橋英夫』」書評：小川国夫p235

第78巻第10号 新潮社 1981/10/01 276

168 一般資料 雑誌
新潮　昭和46年2月特大
号

酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

三島由紀夫追悼特集－『三島由紀夫の死』
「一隅の想い」小川国夫p61、「寒椿」立原正
秋、「作家の自裁」高井有一　ほか

第６８巻第３号 新潮社 1971/02/01 324

5822 一般資料 雑誌
新潮　昭和46年2月特大
号

酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

三島由紀夫追悼特集－『三島由紀夫の死』
「一隅の想い」小川国夫p61、「寒椿」立原正
秋、「作家の自裁」高井有一　ほか

第６８巻第３号 新潮社 1971/02/01 324

12478 一般資料 雑誌
新潮　昭和46年2月特大
号

酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

三島由紀夫追悼特集－『三島由紀夫の死』
「一隅の想い」小川国夫p61、「寒椿」立原正
秋、「作家の自裁」高井有一　ほか

第68巻第3号 新潮社 1971/02/01 324

4260 一般資料 雑誌
新潮　昭和50年新年特別
号

酒井健次郎　編集兼
発行人／藤枝静男
収載

「プラハの案内人」藤枝静男p106、「父の
墓」吉田知子、「変容」後藤明生　ほか

第７２巻第１号 新潮社 1975/01/01 356

19313 一般資料 雑誌
新潮　昭和50年新年特別
号

酒井健次郎　編集兼
発行人／藤枝静男
収載

「プラハの案内人」藤枝静男p106、「父の
墓」吉田知子、「変容」後藤明生　ほか

第72巻第1号 新潮社 1975/01/01 356

4491 一般資料 雑誌 新潮　昭和50年2月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

小川国夫著「旅役者」（P6-45）／平野謙著
「若き日の手紙」（P145）

第72巻第2号 新潮社 1975/02/01 276
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5760 一般資料 雑誌 新潮　昭和50年2月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

小川国夫著「旅役者」（P6-45）／平野謙著
「若き日の手紙」（P145）

第７２巻第２号 新潮社 1975/02/01 276

11093 一般資料 雑誌 新潮　昭和50年2月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

小川国夫「旅役者」p6／平野謙「若き日の手
紙」／北杜夫「木精（こだま）」

第７２巻第２号 新潮社 1975/02/01 276

12479 一般資料 雑誌 新潮　昭和50年2月号

酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫著「旅役者」（P6-45）／平野謙著
「若き日の手紙」（P145）

第72巻第2号 新潮社 1975/02/01 276

4492 一般資料 雑誌 新潮　昭和51年3月号
酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

〈壇一雄　その生と文学〉回想・壇一雄　「ジ
ブラルタルのことなど」小川国夫p171

第73巻第3号 新潮社 1976/03/01 276

12480 一般資料 雑誌 新潮　昭和51年3月号

酒井健次郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

〈壇一雄　その生と文学〉回想・壇一雄　「ジ
ブラルタルのことなど」小川国夫p171

第73巻第3号 新潮社 1976/03/01 276

7107 一般資料 雑誌 新潮  昭和53年3月号
谷田昌平　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男著：「思いつくまま」（P200） 新潮社 1978/03/01 292

520 一般資料 雑誌 新潮　昭和53年6月号
谷田昌平　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈追悼・平野謙〉「平野謙一面」藤枝静男
p160、埴谷雄高、本多秋五、大岡昇平、
佐々木基一、開高健、大江健三郎／〈特集・
現代作家論（下）〉「感覚の聖化（田久保英
夫論）」饗庭孝男

第７５巻第６号 新潮社 1978/06/01 260

169 一般資料 雑誌 新潮　昭和55年12月号
谷田昌平　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「親父の血痕」小川国夫p72／特集・三島由
紀夫論／追悼・川上徹太郎

第７７巻第１２
号

新潮社 1980/12/01 260

5761 一般資料 雑誌 新潮　昭和55年12月号
谷田昌平　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「親父の血痕」小川国夫p72／特集・三島由
紀夫論／追悼・川上徹太郎

第７７巻第１２
号

新潮社 1980/12/01 260

12263 一般資料 雑誌 新潮　昭和55年12月号
谷田昌平　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「親父の血痕」小川国夫p72／特集・三島由
紀夫論／追悼・川上徹太郎

第７７巻第１２
号

新潮社 1980/12/01 260

12481 一般資料 雑誌 新潮　昭和55年12月号
谷田昌平　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「親父の血痕」小川国夫p72／特集・三島由
紀夫論／追悼・川上徹太郎

第77巻第12号 新潮社 1980/12/01 260
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11282 一般資料 雑誌 新潮　昭和56年10月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載／小川国夫　収載

「志賀直哉没後十年（城の崎・初対面・落第
免状・座右宝）」藤枝静男p204／〈本〉「再び
文学の展望を－『志賀直哉　近代と神話－
高橋英夫』」小川国夫p235

第７８巻第１０
号

新潮社 1981/10/01 276

11283 一般資料 雑誌 新潮　昭和56年12月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

〈本〉「強い視力と単純な魂－『若潮の頃－
小川国夫』」書評：桶谷秀昭p282／「釣瓶お
とし」本多秋五

第７８巻第１２
号

新潮社 1981/12/01 308

12484 一般資料 雑誌 新潮　昭和56年12月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

〈本〉「強い視力と単純な魂－『若潮の頃－
小川国夫』」書評：桶谷秀昭p282／「釣瓶お
とし」本多秋五

第78巻第12号 新潮社 1981/12/01 308

11281 一般資料 雑誌 新潮　昭和56年９月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「川竹の女」小川国夫p174 第７８巻第９号 新潮社 1981/09/01 244

12482 一般資料 雑誌 新潮　昭和56年9月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「川竹の女」小川国夫p174 第78巻第9号 新潮社 1981/09/01 244

6653 一般資料 雑誌
新潮　昭和57年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男著：「金素雲さんの死を悼む」
（P329）／表紙：野見山暁治

新潮社 1982/01/01 356

173 一般資料 雑誌 新潮　昭和57年4月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈今月の短篇〉「弱い神」小川国夫p179／表
紙：野見山暁治

第７９巻第４号 新潮社 1982/04/01 308

12485 一般資料 雑誌 新潮　昭和57年4月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈今月の短篇〉「弱い神」小川国夫p179／表
紙：野見山暁治

第79巻第4号 新潮社 1982/04/01 308

11094 一般資料 雑誌 新潮　昭和58年5月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「召命」p140／表紙：野見山暁治 第８０巻第６号 新潮社 1983/05/01 324

4493 一般資料 雑誌 新潮　昭和58年5月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「召命」p140／表紙：野見山暁治 第80巻第6号 新潮社 1983/05/01 324

174 一般資料 雑誌
新潮　昭和59年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「幻の亀」小川国夫p248／表紙：野見山暁
治

第８１巻第１号 新潮社 1984/01/01 388

12265 一般資料 雑誌
新潮　昭和59年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「幻の亀」小川国夫p248／表紙：野見山暁
治

第８１巻第１号 新潮社 1984/01/01 388
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12487 一般資料 雑誌
新潮　昭和59年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「幻の亀」小川国夫p248／表紙：野見山暁
治

第81巻第1号 新潮社 1984/01/01 388

175 一般資料 雑誌
新潮　昭和60年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「存在証明」p78 第８２巻第１号 新潮社 1985/01/01 420

4407 一般資料 雑誌
新潮　昭和60年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「存在証明」p78 第82巻第1号 新潮社 1985/01/01 420

11095 一般資料 雑誌
新潮　昭和60年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「存在証明」p78／飯島耕一「大岡
昇平『ルイズ・ブルックスとルル』」

第８２巻第１号 新潮社 1985/01/01 420

12489 一般資料 雑誌
新潮　昭和60年新年特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫「存在証明」p78 第82巻第1号 新潮社 1985/01/01 420

170 一般資料 雑誌 新潮　昭和60年9月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「逸民」p28／武田勝彦「立原正秋
の二つの私」

第８２巻第９号 新潮社 1985/09/01 340

5770 一般資料 雑誌 新潮　昭和60年9月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「逸民」p28／武田勝彦「立原正秋
の二つの私」

第８２巻第９号 新潮社 1985/09/01 340

11096 一般資料 雑誌 新潮　昭和60年9月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「逸民」p28／武田勝彦「立原正秋
の二つの私」

第８２巻第９号 新潮社 1985/09/01 340

11914 一般資料 雑誌 新潮　昭和60年9月号
坂本忠雄　編集兼発
行者／小川国夫　収
載

小川国夫「逸民」p28／川端康成文学賞受
賞作品初出

第８２巻第９号 新潮社 1985/09/01 340

4408 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年1月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「手強い少年」p116 第83号第1号 新潮社 1986/01/01 404

12490 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年1月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫「手強い少年」p116 第83号第1号 新潮社 1986/01/01 404

177 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

第13回川端康成文学賞発表／受賞作収録
小川国夫著「逸民」（P174）審査員：井上靖、
島尾敏雄、中村光夫、山本健吉、吉行淳之
介

第８３巻第６号 新潮社 1986/06/01 292
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7151 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

第13回川端康成文学賞発表／受賞作収録
小川国夫著「逸民」（P174）審査員：井上靖、
島尾敏雄、中村光夫、山本健吉、吉行淳之
介

第８３巻第６号 新潮社 1986/06/01 292

11916 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

第13回川端康成文学賞発表／受賞作収録
小川国夫著「逸民」（P174）審査員：井上靖、
島尾敏雄、中村光夫、山本健吉、吉行淳之
介

新潮社 1986/06/01 292

12491 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

第13回川端康成文学賞発表／受賞作収録
小川国夫著「逸民」（P174）審査員：井上靖、
島尾敏雄、中村光夫、山本健吉、吉行淳之
介

第83巻第6号 新潮社 1986/06/01 292

12492 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

第13回川端康成文学賞発表／受賞作収録
小川国夫著「逸民」（P174）審査員：井上靖、
島尾敏雄、中村光夫、山本健吉、吉行淳之
介

第83巻第6号 新潮社 1986/06/01 292

12493 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

第13回川端康成文学賞発表／受賞作収録
小川国夫著「逸民」（P174）審査員：井上靖、
島尾敏雄、中村光夫、山本健吉、吉行淳之
介

第83巻第6号 新潮社 1986/06/01 292

12494 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年7月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「高校生」小川国夫p200 第83巻第7号 新潮社 1986/07/01 292

3491 一般資料 雑誌
新潮　昭和62年1月特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「小さな花」小川国夫p84／追悼・島尾敏雄
－埴谷雄高、吉行淳之介（「島尾敏雄の訃
報」p197に小川国夫の記述あり）、大江健三
郎、庄野潤三、開高健、那珂太郎／追悼・
円地文子

第８４巻第１号 新潮社 1987/01/01 404
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5835 一般資料 雑誌
新潮　昭和62年1月特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「小さな花」小川国夫p84／追悼・島尾敏雄
－埴谷雄高、吉行淳之介（「島尾敏雄の訃
報」p197に小川国夫の記述あり）、大江健三
郎、庄野潤三、開高健、那珂太郎／追悼・
円地文子

第８４巻第１号 新潮社 1987/01/01 404

12495 一般資料 雑誌
新潮　昭和62年1月特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「小さな花」小川国夫p84／追悼・島尾敏雄
－埴谷雄高、吉行淳之介（「島尾敏雄の訃
報」p197に小川国夫の記述あり）、大江健三
郎、庄野潤三、開高健、那珂太郎／追悼・
円地文子

第84巻第1号 新潮社 1987/01/01 404

5929 一般資料 雑誌
新潮　昭和62年11月特大
号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

〈本〉「書評失格－『聖書と終末論』小川国夫
著」色川武大p316

第８４巻第１１
号

新潮社 1987/11/01 388

12496 一般資料 雑誌 新潮　昭和62年4月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【窓－映画】「白と黒の曙」小川国夫p134 第84巻第4号 新潮社 1987/04/01 308

11097 一般資料 雑誌 新潮　昭和62年5月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

窓・映像　小川国夫「様々なシングル・ショッ
ト」p154／池田満寿夫「ウォーホール静かな
る男」

第８４巻第５号 新潮社 1987/05/01 292

12497 一般資料 雑誌 新潮　昭和62年5月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

窓・映像　小川国夫「様々なシングル・ショッ
ト」p154／池田満寿夫「ウォーホール静かな
る男」

第84巻第5号 新潮社 1987/05/01 292

11098 一般資料 雑誌 新潮　昭和62年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

窓・映像　小川国夫「宣教師の遺影」p182／
第１４回川端康成文学賞発表（古井由吉・
阪田寛夫）／井上靖「孔子」新連載

第８４巻第６号 新潮社 1987/06/01 324

12498 一般資料 雑誌 新潮　昭和62年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

窓・映像　小川国夫「宣教師の遺影」p182／
第１４回川端康成文学賞発表（古井由吉・
阪田寛夫）／井上靖「孔子」新連載

第84巻第6号 新潮社 1987/06/01 324
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3554 一般資料 雑誌 新潮　昭和63年2月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

対談「新共同訳『聖書』を読む」吉本隆明・小
川国夫（聖書の元の形を探る／ダブルバイ
ンドの魅力／イエスと芭蕉／「肉親を捨て
よ」／聖書の中の終末論）p186

第８５巻第２号 新潮社 1988/02/01 292

11099 一般資料 雑誌 新潮　昭和63年2月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

対談「新共同訳『聖書』を読む」吉本隆明・小
川国夫（聖書の元の形を探る／ダブルバイ
ンドの魅力／イエスと芭蕉／「肉親を捨て
よ」／聖書の中の終末論）p186

第８５巻第２号 新潮社 1988/02/01 292

12266 一般資料 雑誌 新潮　昭和63年2月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

対談「新共同訳『聖書』を読む」吉本隆明・小
川国夫（聖書の元の形を探る／ダブルバイ
ンドの魅力／イエスと芭蕉／「肉親を捨て
よ」／聖書の中の終末論）p186

第８５巻第２号 新潮社 1988/02/01 292

12499 一般資料 雑誌 新潮　昭和63年2月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

対談「新共同訳『聖書』を読む」吉本隆明・小
川国夫（聖書の元の形を探る／ダブルバイ
ンドの魅力／イエスと芭蕉／「肉親を捨て
よ」／聖書の中の終末論）p186

第85巻第2号 新潮社 1988/02/01 292

5806 一般資料 雑誌
新潮　昭和63年5月特大
号　創刊1000号記念

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

創刊1000号記念号／「新潮」と一〇〇冊の
本－本誌に発表された戦後の名作・話題
作：「逸民」小川国夫（写真あり）／〈近代文
学　この一篇〉「梶井基次郎『のんきな患
者』」書評：小川国夫p382

第８５巻第５号 新潮社 1988/05/01 516

14123 一般資料 雑誌
新潮　昭和63年5月特大
号　創刊1000号記念

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

創刊1000号記念号／「新潮」と一〇〇冊の
本－本誌に発表された戦後の名作・話題
作：「逸民」小川国夫（写真あり）／〈近代文
学　この一篇〉「梶井基次郎『のんきな患
者』」書評：小川国夫p382

第85巻第5号 新潮社 1988/05/01 516
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5930 一般資料 雑誌
新潮　1989年2月新春特
大号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

〈本〉「無限認識者の交感－『隠された無限』
著：埴谷雄高、小川国夫」書評：上総英郎
p278／「〈光〉と〈水〉の夢想－モネからプ
ルーストにむかって」饗庭孝男

第８６巻第２号 新潮社 1989/02/01 372

14124 一般資料 雑誌
新潮　1989年2月新春特
大号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

〈本〉「無限認識者の交感－『隠された無限』
著：埴谷雄高・小川国夫」書評：上総英郎
p278／「〈光〉と〈水〉の夢想－モネからプ
ルーストにむかって」饗庭孝男（ページに紙
がはさんである）

第86巻第2号 新潮社 1989/02/01 372

5931 一般資料 雑誌 新潮　1989年5月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

内容：本：「交感」としての地中海「地中海の
慰め」小川国夫：饗庭孝男著

第８６巻第５号 新潮社 1989/05/01 308

14125 一般資料 雑誌 新潮　1990年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「本多さんと志賀直哉」小川国夫p166 第87巻第6号 新潮社 1990/06/01 324

171 一般資料 雑誌 新潮　1992年3月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈特集・芥川龍之介生誕百年〉「『詩人兼
ジャーナリスト』について」小川国夫p192

第８９巻第３号 新潮社 1992/03/01 356

14126 一般資料 雑誌 新潮　1992年3月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈特集・芥川龍之介生誕百年〉「『詩人兼
ジャーナリスト』について」小川国夫p192

第89巻第3号 新潮社 1992/03/01 356

172 一般資料 雑誌 新潮　1993年6月号
坂本忠雄　編／小川
国夫　研究

第20回川端康成文学賞発表／受賞作：司
修著：犬（影について・その一）（P6）：青山二
郎日記

第90巻第6号 新潮社 1993/06/01 356

2553 一般資料 雑誌 新潮　1993年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　研
究

第20回川端康成文学賞発表／受賞作：司
修著：犬（影について・その一）（P6）：青山二
郎日記（P104）

第90巻第6号 新潮社 1993/06/01 356

3555 一般資料 雑誌 新潮　1993年7月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

〈追悼〉「藤枝静男晩年の境位」小川国夫
P268／第6回三島由紀夫賞発表／特集：吉
田健一の世界

第９０巻第７号 新潮社 1993/07/01 420
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3556 一般資料 雑誌 新潮　1993年7月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

〈追悼〉「藤枝静男晩年の境位」小川国夫
P268／第6回三島由紀夫賞発表／特集：吉
田健一の世界

第９０巻第７号 新潮社 1993/07/01 420

3557 一般資料 雑誌 新潮　1993年7月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

〈追悼〉「藤枝静男晩年の境位」小川国夫
P268／第6回三島由紀夫賞発表／特集：吉
田健一の世界

第９０巻第７号 新潮社 1993/07/01 420

12268 一般資料 雑誌
新潮　1993年7月特大号
7月号　第90巻第7号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

〈追悼〉「藤枝静男晩年の境位」小川国夫
P268／第6回三島由紀夫賞発表／特集：吉
田健一の世界

第９０巻第７号 新潮社 1993/07/01 420

14127 一般資料 雑誌 新潮　1993年7月特大号

坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

〈追悼〉「藤枝静男晩年の境位」小川国夫
P268／第6回三島由紀夫賞発表／特集：吉
田健一の世界

第90巻第7号 新潮社 1993/07/01 420

522 一般資料 雑誌 新潮　1993年7月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

〈追悼〉「藤枝静男の晩年の境位」小川国夫
P268／第6回三島由紀夫賞発表／特集：吉
田健一の世界

第90巻第7号 新潮社 1993/07/1 420

21647 一般資料 雑誌 新潮　1993年7月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

〈追悼〉「藤枝静男の晩年の境位」小川国夫
P268／第6回三島由紀夫賞発表／特集：吉
田健一の世界

第90巻第7号 新潮社 1993/07/1 420

3933 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第９２巻第１号 新潮社 1995/01/01 452

3934 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第９２巻第１号 新潮社 1995/01/01 452

3935 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第９２巻第１号 新潮社 1995/01/01 452

4541 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第９２巻第１号 新潮社 1995/01/01 452

12272 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第９２巻第１号 新潮社 1995/01/01 452

12273 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第９２巻第１号 新潮社 1995/01/01 452
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14128 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第92巻第1号 新潮社 1995/01/01 452

21648 一般資料 雑誌 新潮　1995年1月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「他界」小川国夫p35／「樅の木のてっぺん」
司修、「宵の春」中沢けい

第９２巻第１号 新潮社 1995/01/01 452

764 一般資料 雑誌 新潮　1995年2月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈本〉「信仰と文学－『私の聖書』小川国夫」
書評：木崎さと子p347

第９２巻第２号 新潮社 1995/02/01 420

12274 一般資料 雑誌 新潮　1995年2月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈本〉「信仰と文学－『私の聖書』小川国夫」
書評：木崎さと子p347

第９２巻第２号 新潮社 1995/02/01 420

14129 一般資料 雑誌 新潮　1995年2月特大号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

〈本〉「信仰と文学－『私の聖書』小川国夫」
書評：木崎さと子p347

第92巻第2号 新潮社 1995/02/01 420

14130 一般資料 雑誌 新潮　1995年4月号
坂本忠雄　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

〈書評〉「孤独の洗礼」を受けた旅人－小川
国夫『マグレブ、誘惑として』：越川芳明p321

第92巻第4号 新潮社 1995/04/01 388

2388 一般資料 雑誌 新潮　1996年12月号
前田速夫　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

追悼　遠藤周作－人間・文学・信仰
第９３巻第１２
号

新潮社 1996/12/01 356

21649 一般資料 雑誌 新潮　1996年12月号
前田速夫　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

追悼　遠藤周作－人間・文学・信仰
第９３巻第１２
号

新潮社 1996/12/01 356

4736 一般資料 雑誌
新潮　1996年9月号　創刊
1100号記念特大号

前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「若木さえ」（P94） 新潮社 1996/09/01 596

5997 一般資料 雑誌
新潮　1996年9月号　創刊
1100号記念特大号

前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「若木さえ」（P94） 第９３巻第９号 新潮社 1996/09/01 596

12277 一般資料 雑誌
新潮　1996年9月号　創刊
1100号記念特大号

前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「若木さえ」（P94） 第９３巻第９号 新潮社 1996/09/01 596

14131 一般資料 雑誌
新潮　1996年9月号　創刊
1100号記念特大号

前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「若木さえ」（P94） 第93巻第9号 新潮社 1996/09/01 596

21650 一般資料 雑誌
新潮　1996年9月号　創刊
1100号記念特大号

前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「若木さえ」（P94） 第９３巻第９号 新潮社 1996/09/01 596
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2389 一般資料 雑誌 新潮　1997年1月特大号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈写真日記〉「信望、辛抱」小川国夫p147：写
真は書斎

第９４巻第１号 新潮社 1997/01/01 452

6033 一般資料 雑誌 新潮　1997年1月特大号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈写真日記〉「信望、辛抱」小川国夫p147：写
真は書斎

第９４巻第１号 新潮社 1997/01/01 452

14132 一般資料 雑誌 新潮　1997年1月特大号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈写真日記〉「信望、辛抱」小川国夫p147：写
真は書斎

第94巻第1号 新潮社 1997/01/01 452

21651 一般資料 雑誌 新潮　1997年1月特大号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈写真日記〉「信望、辛抱」小川国夫p147：写
真は書斎

第９４巻第１号 新潮社 1997/01/01 452

4540 一般資料 雑誌 新潮　1997年11月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

〈文芸時評〉「オディル（「群像」）」小川国夫
についての書評：堀江敏幸p338

第９４巻第１１
号

新潮社 1997/11/01 420

4737 一般資料 雑誌 新潮　1997年4月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　研
究

司修著：「素描」（P138）／高田宏著：「島焼
け」　ほか

第94巻第4号 新潮社 1997/04/01 388

4435 一般資料 雑誌 新潮　1998年4月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「この本と六十年」p220…聖書に
ついての記述／司修「青銅（ブロンズ）」
p109

第95巻第4号 新潮社 1998/04/01 324

21655 一般資料 雑誌 新潮　1998年4月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「この本と六十年」p220…聖書に
ついての記述／司修「青銅（ブロンズ）」
p109

第95巻第4号 新潮社 1998/04/01 324

4434 一般資料 雑誌 新潮　1998年8月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「プロヴァンスの坑夫」p133 第95巻第8号 新潮社 1998/08/01 356

14133 一般資料 雑誌 新潮　1998年8月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫「プロヴァンスの坑夫」p133 第95巻第8号 新潮社 1998/08/01 356

21656 一般資料 雑誌 新潮　1998年8月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「プロヴァンスの坑夫」p133 第95巻第8号 新潮社 1998/08/01 356

14134 一般資料 雑誌 新潮　2000年新年特別号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「かます御殿」小川国夫p34／２０００年企画
「２０世紀とは何だったのか」

第97巻第1号 新潮社 2000/01/01 388
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4799 一般資料 雑誌 新潮　2000年11月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／江代充　関連

小川国夫著「言葉の世界を照らす光　－保
坂和志著『生きる歓び』－」（書評）（P254）／
第8回萩原朔太郎賞発表：受賞作：江代充
著「梢にて」（P242）／本　言葉の世界を照ら
す光

第97巻第11号 新潮社 2000/11/01 356

7157 一般資料 雑誌 新潮　2000年11月号
前田速夫　編／小川
国夫　収載／江代充
関連

保坂和志著「生きる歓び」の書評：小川国夫
著（P254）／第8回萩原朔太郎賞発表：受賞
作：江代充著「梢にて」（P242）／本　言葉の
世界を照らす光

第97巻第11号 新潮社 2000/11/01 356

21660 一般資料 雑誌 新潮　2000年11月号
前田速夫　編／小川
国夫　収載／江代充
関連

保坂和志著「生きる歓び」の書評：小川国夫
著（P254）／第8回萩原朔太郎賞発表：受賞
作：江代充著「梢にて」（P242）／本　言葉の
世界を照らす光

第97巻第11号 新潮社 2000/11/01 356

14137 一般資料 雑誌 新潮　2001年6月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

第27回川端康成文学賞発表　受賞作『武蔵
丸』車谷長吉－審査委員：小川国夫、田久
保英夫、秋山駿、井上ひさし、津島佑子
p200

第98巻第6号 新潮社 2001/06/01 324

21662 一般資料 雑誌 新潮　2001年6月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

第27回川端康成文学賞発表　受賞作『武蔵
丸』車谷長吉－審査委員：小川国夫、田久
保英夫、秋山駿、井上ひさし、津島佑子
p200

第98巻第6号 新潮社 2001/06/01 324

11275 一般資料 雑誌 新潮　2000年6月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

川端賞作家短篇特集　「葦の匂い」小川国
夫p20

第９７巻第６号 新潮社 2000/06/01 392

12287 一般資料 雑誌 新潮　2000年6月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

川端賞作家短篇特集　「葦の匂い」小川国
夫p20

第９７巻第６号 新潮社 2000/06/01 392

14135 一般資料 雑誌 新潮　2000年6月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

川端賞作家短篇特集　「葦の匂い」小川国
夫p20

第97巻第6号 新潮社 2000/06/01 392

21659 一般資料 雑誌 新潮　2000年6月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

川端賞作家短篇特集　「葦の匂い」小川国
夫p20

第９７巻第６号 新潮社 2000/06/01 392

6120 一般資料 雑誌 新潮　2001年10月号
前田速夫　編／小川
国夫　対談

対談「死を生きる」：島尾ミホ・小川国夫
（P210）

第98巻第10号 新潮社 2001/10/01 324
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7158 一般資料 雑誌 新潮　2001年10月号
前田速夫　編／小川
国夫　収載

「対談」死を生きる：島尾ミホ・小川国夫p210 第98巻第10号 新潮社 2001/10/01 324

14138 一般資料 雑誌 新潮　2001年10月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「対談」死を生きる：島尾ミホ・小川国夫p210 第98巻第10号 新潮社 2001/10/01 324

4860 一般資料 雑誌 新潮　2001年2月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「にかわのような悪」p56 第98巻第2号 新潮社 2001/02/01 356

10199 一般資料 雑誌 新潮　2001年2月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「にかわのような悪」p56 第９８巻第２号 新潮社 2001/02/01 356

21661 一般資料 雑誌 新潮　2001年2月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「にかわのような悪」p56 第98巻第2号 新潮社 2001/02/01 356

14136 一般資料 雑誌 新潮　2000年11月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈書評〉「言葉の世界を照らす光」－保坂和
志『生きる歓び』：小川国夫p254

第97巻第11号 新潮社 2000/11/01 356

6624 一般資料 雑誌 新潮　2002年1月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「亀さんの夕焼け」（P109）／新
年短篇小説特集

第99巻第1号 新潮社 2002/01/01 420

8728 一般資料 雑誌 新潮　2002年1月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「亀さんの夕焼け」（P109）／新
年短篇小説特集

第９９巻第１号 新潮社 2002/01/01 420

6882 一般資料 雑誌 新潮  2002年9月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「危険思想」（P112） 第99巻第9号 新潮社 2002/09/01 388

6883 一般資料 雑誌 新潮  2002年9月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「危険思想」（P112） 第99巻第9号 新潮社 2002/09/01 388

7044 一般資料 雑誌 新潮  2003年4月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「奉安殿事件」（P88）／野中柊
著：「ジャンピング・ベイビー」　ほか

第100巻第4号 新潮社 2003/04/01 356

7045 一般資料 雑誌 新潮  2003年4月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「奉安殿事件」（P88）／野中柊
著：「ジャンピング・ベイビー」　ほか

第100巻第4号 新潮社 2003/04/01 356

8727 一般資料 雑誌 新潮  2003年4月号
前田速夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「奉安殿事件」（P88）／野中柊
著：「ジャンピング・ベイビー」　ほか

第１００巻第４
号

新潮社 2003/04/01 356
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8714 一般資料 雑誌 新潮　2006年4月号
矢野優　編集兼発行
人／小川国夫　収載

「いさをのこと」小川国夫p192／特集「チェー
ホフ未邦訳短編集」／「ニナンサン」中上
紀、創作：桐野夏生、藤野千夜、遠藤徹、加
藤幸子、柳美里　ほか

第１０３巻第４
号

新潮社 2006/04/01 340

14139 一般資料 雑誌 新潮　2006年7月号
矢野優　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「潮境　ただよふ小舟波を枕、われはいづこ
……（カトリックの賛美歌）」小川国夫p96

第103巻第7号 新潮社 2006/07/01 332

1469 一般資料 雑誌 新潮　45　1987年8月号
亀井龍夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈特集　新貧乏物語〉「飽食社会に生きる『経
済的無能者』」小川国夫p28

第６巻第８号
通巻第６４号

新潮社 1987/08/01 282

14121 一般資料 雑誌 新潮　45　1987年8月号
亀井龍夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈特集　新貧乏物語〉「飽食社会に生きる『経
済的無能者』」小川国夫p28

第6巻第8号 通
巻第64号

新潮社 1987/08/01 282

14122 一般資料 雑誌 新潮　45　1988年3月号
亀井龍夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「自分への遠い道」小川国夫p69
第7巻第3号 通
巻第71号

新潮社 1988/03/01 280

12486 一般資料 雑誌
新潮　45＋　1983年10月
号

山田恭之助　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

【巻頭随筆】「スニーカー」小川国夫p33 第2巻第10号 新潮社 1983/10/01 230

5976 一般資料 雑誌 新潮　45＋　1984年4月号
山田恭之助　編集兼
発行人／小川国夫
収載

「鯉を愛する人の矛盾」小川国夫p76 第３巻第４号 新潮社 1984/04/01 232

12488 一般資料 雑誌 新潮　45＋　1984年4月号

山田恭之助　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

「鯉を愛する人の矛盾」小川国夫p76 第3巻第4号 新潮社 1984/04/01 232

1468 一般資料 雑誌 新潮　45＋　1984年4月号
山田恭之助　編集兼
発行人／小川国夫
収載

「鯉を愛する人の矛盾」小川国夫p76 第３巻第４号 新潮社 1984/04/01 232

17982 一般資料 雑誌
新潮4月臨時増刊　20世
紀の世界文学　1991年

坂本忠雄　編集兼発
行者／小川国夫　蔵
書

この一冊でわかる20世紀の世界文学／リル
ケ、ジョイス、カフカ、ヘミングウェイ、フォー
クナー、サルトル　他

新潮社 1991/04/20 708
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8455 一般資料 雑誌 新潮　昭和61年6月号
坂本忠雄　編集兼発
行者／小川国夫　収
載

第13回川端康成文学賞発表／受賞作収録
小川国夫著「逸民」（P174）審査員：井上靖、
島尾敏雄、中村光夫、山本健吉、吉行淳之
介

第83巻第6号 新潮社 1986/06/01 292

10904 一般資料 雑誌 新潮　2012年9月号 小川国夫　収載
小川国夫　未発表小説集　P119／勝呂奏
「作家修練時代の小川国夫」　P183　ほか

第109巻第9号 新潮社 2012/09/07 364

10905 一般資料 雑誌 新潮　2012年9月号 小川国夫　収載
小川国夫　未発表小説集　P119／勝呂奏
「作家修練時代の小川国夫」　P183　ほか

第109巻第9号 新潮社 2012/09/07 364

10906 一般資料 雑誌 新潮　2012年9月号 小川国夫　収載
小川国夫　未発表小説集　P119／勝呂奏
「作家修練時代の小川国夫」　P183　ほか

第109巻第9号 新潮社 2012/09/07 364

14140 一般資料 雑誌
新潮刷出　昭和50年2月
号

小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫「旅役者」p6 新潮社 21

14141 一般資料 雑誌
新潮刷出　昭和50年2月
号

小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫「旅役者」p6 新潮社 21

11272 一般資料 雑誌
新潮別冊　名短篇　創刊
100周年記念　通巻1200
号記念　2005年1月

荒川洋治　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「プロヴァンスの坑夫」小川国夫p359／〈特
別対談〉「一〇〇年の『名短篇』を読む」筒井
康隆、堀江敏幸／名長篇－新潮が生んだ
四〇作／新潮一〇〇年史／

通巻１２００号 新潮社 2005/01/01 467

1122 一般資料 雑誌
新日本文学　1958年3月
号

中島健蔵　編集人／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「阿井さん」p6 第13巻第3号 新日本文学会 1958/03/01 180

14644 一般資料 雑誌 新評　昭和56年4月号
村上和彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【シリーズ顔④】小川国夫（白黒写真）「小川
国夫氏撮影日記」撮影・文：相田昭

第28巻第4号 新評社 1981/04/01 154
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1598 一般資料 雑誌
Japanese　Literature
Today　No.13　MARCH
1995年

日本ペンクラブ　発行
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

今日の日本の文学／現代日本文学紹介英
文誌：国内外の日本文化研究者向け／小
川国夫：著「逸民」　Ogawa　Kunio
「RECLUSES」p5　英文著者紹介あり

NO.13 日本ペンクラブ 1988/04/00 40

1418 一般資料 雑誌

Japanese　Literature
Today／litterature
japonaise　d'aujourd'hui
NO.20　1995年

日本ペンクラブ　発行
／小川国夫　収載

今日の日本の文学／現代日本文学紹介誌
／小川国夫：著「悲しみの港」　Ogawa
Kunio「Harbor　of　Sadness」p62　英文著者
紹介あり／d'Ogawa　Kunio「Le　port　du
chagrin」p66　仏語著者紹介あり

NO.20 日本ペンクラブ 1995/00/00 182

1225 一般資料 雑誌

japanese　literature
today／litterature
japonaise　d'aujourd'hui
NO.20　1995年

日本ペンクラブ　発行
／小川国夫　収載

今日の日本の文学／現代日本文学紹介誌
／小川国夫：著「悲しみの港」　Ogawa
Kunio「Harbor　of　Sadness」p62　英文著者
紹介あり／d'Ogawa　Kunio「Le　port　du
chagrin」p66　仏語著者紹介あり

NO.20 日本ペンクラブ 1995/00/00 182

5877 一般資料 雑誌 樹林　1997年10月
長谷川龍生　発行人
／小川国夫　収載

〈講演〉小川国夫「文学の小径－放蕩息子と
文学」p101、〈質疑応答〉「講演後の参加者
と小川国夫」p110、〈インタビュー〉「小川国
夫の文学の今にきく」p116－聞き手：葉山郁
生（1996年12月13日　文学大学・特別講座
『文学の小径　パート2』に加筆訂正をしたも
の）

大阪文学学校・葦書房 1997/10/15 222
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14369 一般資料 雑誌 樹林　1997年10月
長谷川龍生　発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

〈講演〉小川国夫「文学の小径－放蕩息子と
文学」p101、〈質疑応答〉「講演後の参加者
と小川国夫」p110、〈インタビュー〉「小川国
夫の文学の今にきく」p116－聞き手：葉山郁
生（1996年12月13日　文学大学・特別講座
『文学の小径　パート2』に加筆訂正をしたも
の）

大阪文学学校・葦書房 1997/10/15 222

14370 一般資料 雑誌 樹林　1997年10月
長谷川龍生　発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

〈講演〉小川国夫「文学の小径－放蕩息子と
文学」p101、〈質疑応答〉「講演後の参加者
と小川国夫」p110、〈インタビュー〉「小川国
夫の文学の今にきく」p116－聞き手：葉山郁
生（1996年12月13日　文学大学・特別講座
『文学の小径　パート2』に加筆訂正をしたも
の）

大阪文学学校・葦書房 1997/10/15 222

16627 一般資料 雑誌 巡礼　4号　1979年11月
須佐倫彦　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

4.特集『視座』から『現在』（2）　「『核』として
の暴力－小川国夫の方法」須佐倫彦p29

第4号 不明 1979/11/01 61

4261 一般資料 雑誌 自由　昭和37年11月号
高柳賢三　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「日曜小説家」p144 第4号第11号 自由社 1962/11/01 176

14669 一般資料 雑誌 自由　1972年9月号

「自由」編集委員会
編集者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

【私の書評】「文学における元風景」小川国
夫p199（切り取られていて、ページなし）

第14巻第9号 自由社 1972/09/01 256

19309 一般資料 雑誌
城砦　第7号　昭和35年年
9月

三浦隆蔵　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男「実作者と鑑賞家」p2 第7号 城砦発行所 1960/09/20 100

16665 一般資料 雑誌 序破　4　1973年9月
不明　／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

「黙示のなかで－小川国夫論」勝又浩p4 第4号 不明 1973/09/00 76

12116 一般資料 雑誌
水車むら通信　Ｎｏ．１１１
号

臼井太衛　編集／小
川国夫　関連

たろべえじゅの襖に「夕日は血に呼応する」
と揮亳する小川国夫氏（2001年秋）：表紙写
真

第１１１号 水車むら会議 2008/08/30 24
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4184 一般資料 雑誌 水墨画入門
日本放送出版協会
編／藤枝静男　研究

ＮＨＫ趣味講座 日本放送出版協会 1987/10/01 141

12685 一般資料 雑誌
水藍　第45号　1995年春
号

朝比奈洋子　編集委
員／小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」

第45号 水藍短歌会 1995/04/15 62

16653 一般資料 雑誌 水藍　第5号
不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

第5号記念　特集　小川国夫に聞く／【対
談】「ものをみる眼」小川国夫、水藍のなか
またちp74／表紙絵と題字：小川国夫

第5号 不明 不明 98

16654 一般資料 雑誌 水藍　第5号
不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

第5号記念　特集　小川国夫に聞く／【対
談】「ものをみる眼」小川国夫、水藍のなか
またちp74／表紙絵と題字：小川国夫

第5号 不明 不明 98

12686 一般資料 雑誌
水藍　第51号　1996年秋
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉季刊満三年記念－小川国夫
先生とp30

第51号 水藍短歌会 1996/10/01 62

16655 一般資料 雑誌
水藍　第51号　1996年秋
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉季刊満三年記念－小川国夫
先生とp30

第51号 水藍短歌会 1996/10/01 62

12687 一般資料 雑誌
水藍　第55号　1997年秋
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉「苦しむ川」を截る

第55号 水藍短歌会 1997/09/30 82

12688 一般資料 雑誌
水藍　第57号　1998年春
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉新春エッセイ

第57号 水藍短歌会 1998/03/31 64

12689 一般資料 雑誌
水藍　第58号　1998年夏
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉「中国の旅」書評、現代短歌合
評

第58号 水藍短歌会 1998/06/30 66
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12690 一般資料 雑誌
水藍　第59号　1998年秋
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉エッセイ「卯波」ほか、現代短
歌合評

第59号 水藍短歌会 1998/09/30 70

12691 一般資料 雑誌
水藍　第60号　1998年冬
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉水藍へのメッセージ　澤本行
央「命のことば」p37（前登志夫、小川国夫に
ついての記述あり）

第60号 水藍短歌会 1998/12/30 76

12692 一般資料 雑誌
水藍　第62号　1999年夏
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉おどろいたうた

第62号 水藍短歌会 1999/06/30 66

7577 一般資料 雑誌
水藍　第63号　1999年秋
号

水藍短歌会　編／小
川国夫　収載

特集：「小川国夫先生に聞く～作品とことば
ハシッシ　ギャングを通して～」：インタビュ
－記事（P20）／表紙絵・題字：小川国夫

第63号 水藍短歌会 1999/09/30 68

12693 一般資料 雑誌
水藍　第63号　1999年秋
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉特集：「小川国夫先生に聞く－
作品とことば　ハシッシ　ギャングを通して
～」：インタビュ－記事p20

第63号 水藍短歌会 1999/09/30 68

16656 一般資料 雑誌
水藍　第63号　1999年秋
号

中川敏　編集委員／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫
扉：「写実に基づきのびのび詠う　小川國
夫」／〈特集〉特集：「小川国夫先生に聞く－
作品とことば　ハシッシ　ギャングを通して
～」：インタビュ－記事p20

第63号 水藍短歌会 1999/09/30 68

12684 一般資料 雑誌 水藍　第8号
中川敏　代表者／小
川国夫　収載

短歌同人誌／表紙、絵と題字：小川国夫 第8号 水藍短歌会 0000/00/00 145

238



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

7617 一般資料 雑誌 素直　第3集
野田允太　編集人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　蔵書

座談会「志賀さんの話を聴く」志賀直哉、瀧
井孝作、藤枝静男、島村利正／年4回発行

第3集 素直編集部 1957/08/30 74

7618 一般資料 雑誌 素直　第4集
野田允太　編集人／
小川国夫　蔵書

座談会「小説の話（2）」浅見渕、瀧井孝作、
井伏鱒二、外村繁、島村利正／志賀直哉
「残菊抄序」

第4集 素直編集部 1958/01/03 86

7619 一般資料 雑誌 素直　第5集
野田允太　編集人／
小川国夫　蔵書

座談会「瀧井孝作氏を中心とする文学諸問
題について」浅見渕、瀧井孝作、上林暁、尾
崎一雄、外村繁、網野菊、井伏鱒二、島村
利正

第5集 素直編集部 1958/04/20 81

7620 一般資料 雑誌 素直　第6集
野田允太　編集人／
小川国夫　蔵書

滝井孝作「随筆二つ」　「原稿を読む（６）」
竹内和子「父の遺言」　ほか

第6集 素直編集部 1958/08/20 74

4756 一般資料 雑誌 砂の柱　1996年　創刊号
美濃和哥　編／小川
国夫　収載

対談：短歌の私小説性を破る：小川国夫・高
嶋健一（P2）

静岡現代短歌研究会 1996/06/15 32

16787 一般資料 雑誌 砂の柱　創刊号　1996年
美濃和哥　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

静岡・現代詩の会／【対談】「短歌の私小説
性を破る」小川国夫、高嶋健一p2

創刊号 不明 1996/06/15 32

16788 一般資料 雑誌 砂の柱　創刊号　1996年
美濃和哥　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

静岡・現代詩の会／【対談】「短歌の私小説
性を破る」小川国夫、高嶋健一p2

創刊号 不明 1996/06/15 32

16789 一般資料 雑誌 砂の柱　創刊号　1996年
美濃和哥　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

静岡・現代詩の会／【対談】「短歌の私小説
性を破る」小川国夫、高嶋健一p2

創刊号 不明 1996/06/15 32

16790 一般資料 雑誌 砂の柱　創刊号　1996年
美濃和哥　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

静岡・現代詩の会／【対談】「短歌の私小説
性を破る」小川国夫、高嶋健一p2

創刊号 不明 1996/06/15 32

19540 一般資料 雑誌 砂の柱　創刊号　1996年
美濃和哥　編集／小
川国夫　収載

対談：短歌の私小説性を破る：小川国夫・高
嶋健一（P2）

創刊号 1996/06/15 32

868 一般資料 雑誌
すばる　1970年・夏　創刊
号VOL.1

安引宏　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：我は呼吸に過ぎない（P262）／
特集：変容の時代－マニエリスム

創刊号 集英社 1970/06/01 352
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10652 一般資料 雑誌
すばる　1970年・夏　創刊
号VOL.1

安引宏　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：我は呼吸に過ぎない（P262）／
特集：変容の時代－マニエリスム

創刊号 集英社 1970/06/01 352

10653 一般資料 雑誌
すばる　1970年・夏　創刊
号VOL.1

安引宏　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：我は呼吸に過ぎない（P263）／
特集：変容の時代－マニエリスム

創刊号 集英社 1970/06/01 352

16554 一般資料 雑誌
すばる　1970年・夏　創刊
号VOL.1

安引宏　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：我は呼吸に過ぎない（P262）／
特集：変容の時代－マニエリスム

創刊号 集英社 1970/06/01 352

11291 一般資料 雑誌
すばる　1972年・冬
VOL.10

安引宏　編集長／小
川国夫　関連

新思潮・１０「陥ちる」モチーフについて－小
川国夫『試みの岸』　書評：大橋健三郎p153

第１０号 集英社 1972/12/10 324

2808 一般資料 雑誌 すばる　1973年　VOL.12
安引宏　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

藤枝静男著：私々小説（P186）／小川国夫
著：消えた青年（P192）／特集：カタストロフ
の力学

第１２号 集英社 1973/06/10 332

16555 一般資料 雑誌 すばる　1973年　VOL.12

安引宏　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

藤枝静男著：私々小説（P186）／小川国夫
著：消えた青年（P192）／特集：カタストロフ
の力学

第12号 集英社 1973/06/10 332

16556 一般資料 雑誌 すばる　1973年　VOL.12

安引宏　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

藤枝静男著：私々小説（P186）／小川国夫
著：消えた青年（P192）／特集：カタストロフ
の力学

第12号 集英社 1973/06/10 332

5696 一般資料 雑誌
すばる　1976年12月号
VOL.26

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ中記その一（P42）／特
集：武田泰淳追悼

第２６号 集英社 1976/12/05 310

16558 一般資料 雑誌
すばる　1976年12月号
VOL.26

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：ヨレハ中記その一（P42）／特
集：武田泰淳追悼

第26号 集英社 1976/12/05 310

2809 一般資料 雑誌
すばる　1976年9・10月号
VOL.25

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ前記（P8）／対談：深沢
七郎・中上健次

第２５号 集英社 1976/09/04 294

5695 一般資料 雑誌
すばる　1976年9・10月号
VOL25

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ前記（P8）／対談：深沢
七郎・中上健次

第２５号 集英社 1976/09/04 294
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16557 一般資料 雑誌
すばる　1976年9・10月号
VOL25

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：ヨレハ前記（P8）／対談：深沢
七郎・中上健次

第25号 集英社 1976/09/04 294

2814 一般資料 雑誌
すばる　1977年10月号
VOL.31

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ記終篇（P170）／創作：
『櫻の木』（絶筆）／特集：『小熊秀雄の世
界』未発表詩画公開〔ほか〕

第３１号 集英社 1977/10/05 304

5701 一般資料 雑誌
すばる　1977年10月号
VOL.31

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ記終篇（P170）／創作：
『櫻の木』（絶筆）／特集：『小熊秀雄の世
界』未発表詩画公開〔ほか〕

第３１号 集英社 1977/10/05 304

6839 一般資料 雑誌
すばる　1977年10月号
VOL.31

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：「ヨレハ記終篇」（110枚）
（P170）／特集：「小熊秀雄の世界」ほか

第３１号 集英社 1977/10/05 304

16563 一般資料 雑誌
すばる　1977年10月号
VOL.31

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：ヨレハ記終篇（P170）／創作：
『櫻の木』（絶筆）／特集：『小熊秀雄の世
界』未発表詩画公開〔ほか〕

第31号 集英社 1977/10/05 304

2810 一般資料 雑誌
すばる　1977年2月号
VOL.27

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ中記その二（P152）／対
談：丹羽文雄・深沢七郎

第２７号 集英社 1977/02/05 310

5697 一般資料 雑誌
すばる　1977年2月号
VOL.27

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ中記その二（P152）／対
談：丹羽文雄・深沢七郎

第２７号 集英社 1977/02/05 310

16559 一般資料 雑誌
すばる　1977年2月号
VOL.27

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：ヨレハ中記その二（P152）／対
談：丹羽文雄・深沢七郎

第27号 集英社 1977/02/05 310

5698 一般資料 雑誌
すばる　1977年4月号
VOL.28

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ後記その一（P160）／同
人誌座談会『われら文学とかく闘う』

第２８号 集英社 1977/04/05 302

2811 一般資料 雑誌
すばる　1977年4月号
VOL.28

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ後記その一（P160）／同
人誌座談会『われら文学とかく闘う』

第２８号 集英社 1977/04/05 302
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16560 一般資料 雑誌
すばる　1977年4月号
VOL.28

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：ヨレハ後記その一（P160）／同
人誌座談会『われら文学とかく闘う』

第28号 集英社 1977/04/05 302

5699 一般資料 雑誌
すばる　1977年6月号
VOL.29

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ後記その二（P140）／小
特集：『劇画と文学』：尾崎秀樹〔ほか〕

第２９号 集英社 1977/06/05 294

2812 一般資料 雑誌
すばる　1977年6月号
VOL.29

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ後記その二（P140）／小
特集：『劇画と文学』：尾崎秀樹〔ほか〕

第２９号 集英社 1977/06/05 294

16561 一般資料 雑誌
すばる　1977年6月号
VOL.29

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：ヨレハ後記その二（P140）／小
特集：『劇画と文学』：尾崎秀樹〔ほか〕

第29号 集英社 1977/06/05 294

2813 一般資料 雑誌
すばる　1977年8月号
VOL.30

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ後記その三（P174）／特
集：文学にとっての現代『いま、どの舟を航
海に出すか』：小島信夫〔ほか〕／無名な画
家の平凡な死：司修（P52）

第３０号 集英社 1977/08/05 318

5700 一般資料 雑誌
すばる　1977年8月号
VOL.30

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：ヨレハ後記その三（P174）／特
集：文学にとっての現代『いま、どの舟を航
海に出すか』：小島信夫〔ほか〕

第３０号 集英社 1977/08/05 318

16562 一般資料 雑誌
すばる　1977年8月号
VOL.30

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：ヨレハ後記その三（P174）／特
集：文学にとっての現代『いま、どの舟を航
海に出すか』：小島信夫〔ほか〕／無名な画
家の平凡な死：司修（P52）

第30号 集英社 1977/08/05 318

5702 一般資料 雑誌
すばる　1978年4月号
VOL.34

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：這う人（P8） 第３４号 集英社 1978/04/05 302

7504 一般資料 雑誌
すばる　1978年4月号
VOL.34

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：這う人（P8） 第３４号 集英社 1978/04/05 302

16564 一般資料 雑誌
すばる　1978年4月号
VOL.34

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：這う人（P8） 第34号 集英社 1978/04/05 302
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16565 一般資料 雑誌
すばる　1978年4月号
VOL.34

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：這う人（P8） 第34号 集英社 1978/04/05 302

4269 一般資料 雑誌
すばる　1978年6月号
VOL.35

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：硫黄（ヨレハの死）（P96）／追
悼：平野謙／特別企画：『ギュンター・グラス
の世界』

第３５号 集英社 1978/06/05 310

5703 一般資料 雑誌
すばる　1978年6月号
VOL.35

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：硫黄（ヨレハの死）（P96）／追
悼：平野謙／特別企画：『ギュンター・グラス
の世界』

第３５号 集英社 1978/06/05 310

16566 一般資料 雑誌
すばる　1978年6月号
VOL.35

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：硫黄（ヨレハの死）（P96）／追
悼：平野謙／特別企画：『ギュンター・グラス
の世界』

第35号 集英社 1978/06/05 310

5704 一般資料 雑誌
すばる　1978年8月号
VOL.36

水城顕　編集者／藤
枝静男　関連

「三人冗語」平野謙：藤枝静男に関する記述
ありp310／『日の浦姫物語』：井上ひさし／
『至尊の息子』：金石範

第３６号 集英社 1978/08/05 310

1692 一般資料 雑誌 すばる　1979年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「エル・キーフの傷　後篇」小川国夫p144／
表紙絵：司修

第１巻第６号 集英社 1979/10/01 324

5711 一般資料 雑誌 すばる　1979年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「エル・キーフの傷　後篇」小川国夫p144／
表紙絵：司修

第１巻第６号 集英社 1979/10/01 324

12291 一般資料 雑誌 すばる　1979年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「エル・キーフの傷　後篇」小川国夫p144／
表紙絵：司修

第１巻第６号 集英社 1979/10/01 324

16570 一般資料 雑誌 すばる　1979年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「エル・キーフの傷　後篇」小川国夫p144／
表紙絵：司修

第1巻第6号 集英社 1979/10/01 324

1689 一般資料 雑誌
すばる　1979年1月号　臨
時増刊

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

〔現代日本30枚の短編小説21人集〕「幾波
新道」小川国夫P22　ほか

集英社 1979/01/05 344

16341 一般資料 雑誌
すばる　1979年1月号　臨
時増刊

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

〔現代日本30枚の短編小説21人集〕「幾波
新道」小川国夫P22　ほか

集英社 1979/01/05 344

16567 一般資料 雑誌
すばる　1979年1月号　臨
時増刊

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〔現代日本30枚の短編小説21人集〕「幾波
新道」小川国夫P22　ほか

集英社 1979/01/05 344
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4272 一般資料 雑誌
すばる　1979年2月号
VOL.39

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：昨日までのにおい（P106） 第３９号 集英社 1979/02/05 302

5706 一般資料 雑誌
すばる　1979年2月号
VOL.39

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：昨日までのにおい（P106） 第３９号 集英社 1979/02/05 302

7505 一般資料 雑誌
すばる　1979年2月号
VOL.39

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：昨日までのにおい（P106） 第３９号 集英社 1979/02/05 302

16568 一般資料 雑誌
すばる　1979年2月号
VOL.39

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫著：昨日までのにおい（P106） 第39号 集英社 1979/02/05 302

1690 一般資料 雑誌 すばる　1979年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

月刊記念号／「甘い砂」小川国夫p44／表
紙絵：司修

第1巻第1号 集英社 1979/05/01 324

5707 一般資料 雑誌 すばる　1979年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

月刊記念号／「甘い砂」小川国夫p44／表
紙絵：司修

第1巻第1号 集英社 1979/05/01 324

10682 一般資料 雑誌 すばる　1979年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

月刊記念号／「甘い砂」小川国夫p44／表
紙絵：司修

第1巻第１号 集英社 1979/05/01 324

11119 一般資料 雑誌 すばる　1979年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

月刊記念号／「甘い砂」小川国夫p44／表
紙絵：司修

第1巻第１号 集英社 1979/05/01 324

11292 一般資料 雑誌 すばる　1979年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

月刊記念号／「甘い砂」小川国夫p44／表
紙絵：司修

第１巻第１号 集英社 1979/05/01 324

21663 一般資料 雑誌 すばる　1979年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

月刊記念号／「甘い砂」小川国夫p44／表
紙絵：司修

第1巻第1号 集英社 1979/05/01 324

1691 一般資料 雑誌 すばる　1979年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「エル・キーフの傷　前篇」小川国夫p100／
表紙絵：司修

第１巻第５号 集英社 1979/09/01 260

12289 一般資料 雑誌 すばる　1979年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「エル・キーフの傷　前篇」小川国夫p100／
表紙絵：司修

第１巻第５号 集英社 1979/09/01 260

16569 一般資料 雑誌 すばる　1979年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「エル・キーフの傷　前篇」小川国夫p100／
表紙絵：司修

第1巻第5号 集英社 1979/09/01 260

1694 一般資料 雑誌 すばる　1980年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫〔ほか〕著：追悼　立原正秋『十六
年前』p225／表紙絵：司修

第２巻第１０号 集英社 1980/10/01 356
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6942 一般資料 雑誌 すばる　1980年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫〔ほか〕著：追悼　立原正秋『十六
年前』p225／表紙絵：司修

第２巻第１０号 集英社 1980/10/01 356

16573 一般資料 雑誌 すばる　1980年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫〔ほか〕著：追悼　立原正秋『十六
年前』p225／表紙絵：司修

第2巻第10号 集英社 1980/10/01 356

7507 一般資料 雑誌 すばる　1980年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

〈天地人〉小川国夫著：「シェッラの門のディ
ディ」（P208）／表紙絵：司修

第２巻第２号 集英社 1980/02/01 292

12290 一般資料 雑誌 すばる　1980年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：「シェツラの門のディディ」
（P208）／表紙絵：司修

第２巻第２号 集英社 1980/02/01 292

16571 一般資料 雑誌 すばる　1980年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈天地人〉小川国夫著：「シェッラの門のディ
ディ」（P208）／表紙絵：司修

第2巻第2号 集英社 1980/02/01 292

5717 一般資料 雑誌 すばる　1980年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

〈インタビュー・６月〉『小川国夫氏にきく』菊
田均p280／「歴史小説論の一齣」本多秋五

第２巻第６号 集英社 1980/06/01 292

11289 一般資料 雑誌 すばる　1980年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

〈インタビュー・６月〉『小川国夫氏にきく』菊
田均p280／「歴史小説論の一齣」本多秋五

第２巻第６号 集英社 1980/06/01 292

16572 一般資料 雑誌 すばる　1980年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

〈インタビュー・６月〉『小川国夫氏にきく』菊
田均p280／「歴史小説論の一齣」本多秋五

第2巻第6号 集英社 1980/06/01 292

5722 一般資料 雑誌 すばる　1981年1月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（連載第１回）小川国夫p192 第３巻第１号 集英社 1981/01/01 356

7495 一般資料 雑誌 すばる　1981年1月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（連載第１回）小川国夫p192 第３巻第１号 集英社 1981/01/01 356

16574 一般資料 雑誌 すばる　1981年1月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（連載第１回）小川国夫p192 第3巻第1号 集英社 1981/01/01 356

1697 一般資料 雑誌 すばる　1981年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１０回）小川国夫p282／長
篇第一部（二回完結）「小説　小泉八雲」石
一郎

第３巻第１０号 集英社 1981/10/01 326
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5731 一般資料 雑誌 すばる　1981年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１０回）小川国夫p282／長
篇第一部（二回完結）「小説　小泉八雲」石
一郎

第３巻第１０号 集英社 1981/10/01 326

16583 一般資料 雑誌 すばる　1981年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１０回）小川国夫p282／長
篇第一部（二回完結）「小説　小泉八雲」石
一郎

第3巻第10号 集英社 1981/10/01 326

1698 一般資料 雑誌 すばる　1981年11月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１１回）小川国夫p210／長
篇第二部（完）「小説　小泉八雲」石一郎

第３巻第１１号 集英社 1981/11/01 326

5732 一般資料 雑誌 すばる　1981年11月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１１回）小川国夫p210／長
篇第二部（完）「小説　小泉八雲」石一郎

第３巻第１１号 集英社 1981/11/01 326

16584 一般資料 雑誌 すばる　1981年11月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１１回）小川国夫p210／長
篇第二部（完）「小説　小泉八雲」石一郎

第3巻第11号 集英社 1981/11/01 326

1699 一般資料 雑誌
すばる　1981年12月特大
号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

〈貌〉「小川国夫」写真：小沢忠恭　「岩石と
子ども」津島佑子（小川国夫との対談につい
て）／「星の呼吸」（第１２回）小川国夫p314
／岩石と子ども：津島佑子著（P6）／第五回
すばる文学賞発表「家族ゲーム」本間洋平
著

第３巻第１２号 集英社 1981/12/01 358

5733 一般資料 雑誌
すばる　1981年12月特大
号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

〈貌〉「小川国夫」写真：小沢忠恭　「岩石と
子ども」津島佑子（小川国夫との対談につい
て）／「星の呼吸」（第１２回）小川国夫p314
／岩石と子ども：津島佑子著（P6）／第五回
すばる文学賞発表「家族ゲーム」本間洋平
著

第3巻第12号 集英社 1981/12/01 358
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16585 一般資料 雑誌
すばる　1981年12月特大
号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈貌〉「小川国夫」写真：小沢忠恭　「岩石と
子ども」津島佑子（小川国夫との対談につい
て）／「星の呼吸」（第１２回）小川国夫p314
／岩石と子ども：津島佑子著（P6）／第五回
すばる文学賞発表「家族ゲーム」本間洋平
著

第3巻第12号 集英社 1981/12/01 358

1695 一般資料 雑誌 すばる　1981年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第２回）小川国夫p246 第３巻第２号 集英社 1981/02/01 356

5723 一般資料 雑誌 すばる　1981年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第２回）小川国夫p246 第３巻第２号 集英社 1981/02/01 356

16575 一般資料 雑誌 すばる　1981年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第２回）小川国夫p246 第3巻第2号 集英社 1981/02/01 356

1696 一般資料 雑誌 すばる　1981年3月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第３回）小川国夫p282 第３巻第３号 集英社 1981/03/01 356

5724 一般資料 雑誌 すばる　1981年3月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第３回）小川国夫p282 第３巻第３号 集英社 1981/03/01 356

16576 一般資料 雑誌 すばる　1981年3月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第３回）小川国夫p282 第3巻第3号 集英社 1981/03/01 356

5725 一般資料 雑誌 すばる　1981年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第４回）小川国夫p264／特別
インタビュー：ガルシア・マルケス

第３巻第４号 集英社 1981/04/01 356

7496 一般資料 雑誌 すばる　1981年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第４回）小川国夫p264／特別
インタビュー：ガルシア・マルケス

第３巻第４号 集英社 1981/04/01 356

16577 一般資料 雑誌 すばる　1981年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第４回）小川国夫p264／特別
インタビュー：ガルシア・マルケス

第3巻第4号 集英社 1981/04/01 356

21664 一般資料 雑誌 すばる　1981年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第４回）小川国夫p264／特別
インタビュー：ガルシア・マルケス

第３巻第４号 集英社 1981/04/01 356
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5726 一般資料 雑誌 すばる　1981年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第５回）小川国夫p268／対談：
野間宏・井上光靖

第３巻第５号 集英社 1981/05/01 356

7497 一般資料 雑誌 すばる　1981年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第５回）小川国夫p268／対談：
野間宏・井上光靖

第３巻第５号 集英社 1981/05/01 356

16578 一般資料 雑誌 すばる　1981年5月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第５回）小川国夫p268／対談：
野間宏・井上光靖

第3巻第5号 集英社 1981/05/01 356

5727 一般資料 雑誌 すばる　1981年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第６回）小川国夫p288／創作
特集：小島信夫〔ほか〕

第３巻第６号 集英社 1981/06/01 356

7498 一般資料 雑誌 すばる　1981年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第６回）小川国夫p288／創作
特集：小島信夫〔ほか〕

第３巻第６号 集英社 1981/06/01 356

16579 一般資料 雑誌 すばる　1981年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第６回）小川国夫p288／創作
特集：小島信夫〔ほか〕

第3巻第6号 集英社 1981/06/01 356

5728 一般資料 雑誌 すばる　1981年7月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第７回）小川国夫p302／女流
作家特集

第３巻第７号 集英社 1981/07/01 356

7499 一般資料 雑誌 すばる　1981年7月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第７回）小川国夫p302／女流
作家特集

第３巻第７号 集英社 1981/07/01 356

16580 一般資料 雑誌 すばる　1981年7月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第７回）小川国夫p302／女流
作家特集

第3巻第7号 集英社 1981/07/01 356

5729 一般資料 雑誌 すばる　1981年8月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第８回）小川国夫p284／長時
間討議：いま、文学運動は可能か：野間宏
〔ほか〕

第３巻第８号 集英社 1981/08/01 326

7500 一般資料 雑誌 すばる　1981年8月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第８回）小川国夫p284／長時
間討議：いま、文学運動は可能か：野間宏
〔ほか〕

第３巻第８号 集英社 1981/08/01 326

16581 一般資料 雑誌 すばる　1981年8月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第８回）小川国夫p284／長時
間討議：いま、文学運動は可能か：野間宏
〔ほか〕

第3巻第8号 集英社 1981/08/01 326
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5730 一般資料 雑誌 すばる　1981年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第９回）小川国夫p280／’80年
代・われら最前線〔討論〕立松和平〔ほか〕：
〔創作〕嶋岡晨〔ほか〕

第３巻第９号 集英社 1981/09/01 326

7501 一般資料 雑誌 すばる　1981年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第９回）小川国夫p280／’80年
代・われら最前線〔討論〕立松和平〔ほか〕：
〔創作〕嶋岡晨〔ほか〕

第３巻第９号 集英社 1981/09/01 326

16582 一般資料 雑誌 すばる　1981年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第９回）小川国夫p280／’80年
代・われら最前線〔討論〕立松和平〔ほか〕：
〔創作〕嶋岡晨〔ほか〕

第3巻第9号 集英社 1981/09/01 326

1700 一般資料 雑誌
すばる　1982年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１３回）小川国夫p358／「Ｔさ
んのこと」飯島耕一p236

第４巻第１号 集英社 1982/01/01 390

5734 一般資料 雑誌
すばる　1982年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１３回）小川国夫p358／「Ｔさ
んのこと」飯島耕一p236

第４巻第１号 集英社 1982/01/01 390

16586 一般資料 雑誌
すばる　1982年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１３回）小川国夫p358／「Ｔさ
んのこと」飯島耕一p236

第4巻第1号 集英社 1982/01/01 390

1701 一般資料 雑誌 すばる　1982年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１４回）小川国夫p292／す
ばる文学賞作家特集

第４巻第２号 集英社 1982/02/01 326

5735 一般資料 雑誌 すばる　1982年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１４回）小川国夫p292／す
ばる文学賞作家特集

第４巻第２号 集英社 1982/02/01 390

16587 一般資料 雑誌 すばる　1982年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１４回）小川国夫p292／す
ばる文学賞作家特集

第4巻第2号 集英社 1982/02/01 326

16588 一般資料 雑誌 すばる　1982年2月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１４回）小川国夫p292／す
ばる文学賞作家特集

第4巻第2号 集英社 1982/02/01 390

5736 一般資料 雑誌 すばる　1982年3月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１５回）小川国夫p290／〔未
発表書簡〕公開：太宰治・田中英光・椎名麟
三　解説：小田切進p208

第４巻第３号 集英社 1982/03/01 326
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7502 一般資料 雑誌 すばる　1982年3月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１５回）小川国夫p290／〔未
発表書簡〕公開：太宰治・田中英光・椎名麟
三　解説：小田切進p208

第４巻第３号 集英社 1982/03/01 326

16589 一般資料 雑誌 すばる　1982年3月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１５回）小川国夫p290／〔未
発表書簡〕公開：太宰治・田中英光・椎名麟
三　解説：小田切進p208

第4巻第3号 集英社 1982/03/01 326

16590 一般資料 雑誌 すばる　1982年3月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１５回）小川国夫p290／〔未
発表書簡〕公開：太宰治・田中英光・椎名麟
三　解説：小田切進p208

第4巻第3号 集英社 1982/03/01 326

1702 一般資料 雑誌 すばる　1982年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１６回）小川国夫p294 第４巻第４号 集英社 1982/04/01 326

5737 一般資料 雑誌 すばる　1982年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１６回）小川国夫p294 第４巻第４号 集英社 1982/04/01 326

16591 一般資料 雑誌 すばる　1982年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１６回）小川国夫p294 第4巻第4号 集英社 1982/04/01 326

16592 一般資料 雑誌 すばる　1982年4月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１６回）小川国夫p294 第4巻第4号 集英社 1982/04/01 326

1703 一般資料 雑誌 すばる　1982年5月号
水城顕　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

「星の呼吸」（第１７回）小川国夫p294／〈ア
ンケート特集〉文学者の反核声明＝私はこ
う考える：藤枝静男p22

第４巻第５号 集英社 1982/05/01 326

5738 一般資料 雑誌 すばる　1982年5月号
水城顕　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

「星の呼吸」（第１７回）小川国夫p294／〈ア
ンケート特集〉文学者の反核声明＝私はこ
う考える：藤枝静男p22

第４巻第５号 集英社 1982/05/01 326

16593 一般資料 雑誌 すばる　1982年5月号

水城顕　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１７回）小川国夫p294／〈ア
ンケート特集〉文学者の反核声明＝私はこ
う考える：藤枝静男p22

第4巻第5号 集英社 1982/05/01 326
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1704 一般資料 雑誌 すばる　1982年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１８回）小川国夫p294 第４巻第６号 集英社 1982/06/01 326

5739 一般資料 雑誌 すばる　1982年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１８回）小川国夫p294 第４巻第６号 集英社 1982/06/01 326

16594 一般資料 雑誌 すばる　1982年6月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１８回）小川国夫p294 第4巻第6号 集英社 1982/06/01 326

1705 一般資料 雑誌 すばる　1982年7月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１９回）小川国夫p292 第４巻第７号 集英社 1982/07/01 326

5740 一般資料 雑誌 すばる　1982年7月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（第１９回）小川国夫p292 第４巻第７号 集英社 1982/07/01 326

16595 一般資料 雑誌 すばる　1982年7月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（第１９回）小川国夫p292 第4巻第7号 集英社 1982/07/01 326

1706 一般資料 雑誌 すばる　1982年8月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（最終回）小川国夫p154 第４巻第８号 集英社 1982/08/01 326

5741 一般資料 雑誌 すばる　1982年8月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「星の呼吸」（最終回）小川国夫p154 第４巻第８号 集英社 1982/08/01 326

16596 一般資料 雑誌 すばる　1982年8月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「星の呼吸」（最終回）小川国夫p154 第4巻第8号 集英社 1982/08/01 326

7503 一般資料 雑誌 すばる　1982年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　関連

〈文芸時評〉川西政明p315：小川国夫著「星
の呼吸」について

第４巻第９号 集英社 1982/09/01 326

16597 一般資料 雑誌 すばる　1982年9月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈文芸時評〉川西政明p315：小川国夫著「星
の呼吸」について

第4巻第9号 集英社 1982/09/01 326

1707 一般資料 雑誌
すばる　1983年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「白い駱駝の川」小川国夫p202 第５巻第１号 集英社 1983/01/01 390

7506 一般資料 雑誌
すばる　1983年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「白い駱駝の川」小川国夫p202 第５巻第１号 集英社 1983/01/01 390
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10678 一般資料 雑誌
すばる　1983年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「白い駱駝の川」小川国夫p202 第５巻第１号 集英社 1983/01/01 390

16598 一般資料 雑誌
すばる　1983年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「白い駱駝の川」小川国夫p202 第5巻第1号 集英社 1983/01/01 390

1708 一般資料 雑誌
すばる　1984年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「棗椰子の林」小川国夫p22／「詩人の苦し
み」司修

第６巻第１号 集英社 1984/01/01 360

5744 一般資料 雑誌
すばる　1984年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「棗椰子の林」小川国夫p22／「詩人の苦し
み」司修

第６巻第１号 集英社 1984/01/01 360

16599 一般資料 雑誌
すばる　1984年1月新年
特大号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「棗椰子の林」小川国夫p22／「詩人の苦し
み」司修

第6巻第1号 集英社 1984/01/01 360

1710 一般資料 雑誌 すばる　1984年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

「神に眠る者」小川国夫p18／「ペット」増田
みず子、「星祭り」畑山博

第６巻第１０号 集英社 1984/10/01 296

10677 一般資料 雑誌 すばる　1984年10月号
水城顕　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：神に眠る者（P18）／増田みず
子著：ペット／畑山博著：星祭り

第６巻第１０号 集英社 1984/10/01 296

1709 一般資料 雑誌
すばる　1984年4月創刊
100号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載

創刊100号　記念特大号／「書きたくないこ
とを」小川国夫p17

第６巻第４号 集英社 1984/04/01 360

16600 一般資料 雑誌
すばる　1984年4月創刊
100号

水城顕　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

創刊100号　記念特大号／「書きたくないこ
とを」小川国夫p17

第6巻第4号 集英社 1984/04/01 360

16601 一般資料 雑誌 すばる　1987年1月号
治田明彦　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「飯阪と長崎の思い出」p210 第9巻第1号 集英社 1987/01/01 340

3931 一般資料 雑誌
すばる　1995年1月新年
特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　関連

「作家のインデックス（４９）小川国夫」p11
（口絵カラー）　撮影：大倉舜二、「作家のイ
ンデックス　小川国夫さん」p434　解説：Ｙ・Ｋ

第１７巻第１号 集英社 1995/01/01 434
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3932 一般資料 雑誌
すばる　1995年1月新年
特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　関連

「作家のインデックス（４９）小川国夫」p11
（口絵カラー）　撮影：大倉舜二、「作家のイ
ンデックス　小川国夫さん」p434　解説：Ｙ・Ｋ

第１７巻第１号 集英社 1995/01/01 434

4886 一般資料 雑誌
すばる　1995年1月新年
特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　関連

「作家のインデックス（４９）小川国夫」p11
（口絵カラー）　撮影：大倉舜二、「作家のイ
ンデックス　小川国夫さん」p434　解説：Ｙ・Ｋ

第１７巻第１号 集英社 1995/01/01 434

10656 一般資料 雑誌
すばる　1995年1月新年
特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　関連

「作家のインデックス（４９）小川国夫」p11
（口絵カラー）　撮影：大倉舜二、「作家のイ
ンデックス　小川国夫さん」p434　解説：Ｙ・Ｋ

第１７巻第１号 集英社 1995/01/01 434

16602 一般資料 雑誌
すばる　1995年1月新年
特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「作家のインデックス（４９）小川国夫」p11
（口絵カラー）　撮影：大倉舜二、「作家のイ
ンデックス　小川国夫さん」p434　解説：Ｙ・Ｋ

第17巻第1号 集英社 1995/01/01 434

10654 一般資料 雑誌
すばる　1995年6月創刊
25周年記念特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　収載

創刊25周年記念特大号／「上條兄妹」小川
国夫p16

第１７巻第６号 集英社 1995/06/01 466

10655 一般資料 雑誌
すばる　1995年6月創刊
25周年記念特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　収載

創刊25周年記念特大号／「上條兄妹」小川
国夫p16

第１７巻第６号 集英社 1995/06/01 466

16603 一般資料 雑誌
すばる　1995年6月創刊
25周年記念特大号

加藤康男　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

創刊25周年記念特大号／「上條兄妹」小川
国夫p16

第17巻第6号 集英社 1995/06/01 466

8730 一般資料 雑誌 すばる　2001年4月号
片柳治　編集者／小
川国夫　収載

「世界宗教とカルトの狭間－オウムはなぜ
世界宗教になれなかったのか。キリスト教に
隠された闇の部分とは」対談：小川国夫・宮
内勝典p67／特集「コクトー再発見への試
み」

第２３巻第４号 集英社 2001/04/01 336
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16604 一般資料 雑誌 すばる　2001年4月号
片柳治　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「世界宗教とカルトの狭間－オウムはなぜ
世界宗教になれなかったのか。キリスト教に
隠された闇の部分とは」対談：小川国夫・宮
内勝典p67／特集「コクトー再発見への試
み」

第23巻第4号 集英社 2001/04/01 336

19543 一般資料 雑誌 すばる　1998年11月号
片柳治　編／小川国
夫　収載

堀江敏幸「小川国夫『ハシッシ・ギャング』
P382／安達千夏「あなたがほしい」／奥泉
光「フォギー　憧れの霧子」／山本三鈴「バ
クチの木」　ほか

第20巻第11号 集英社 1998/11/01 398

12694 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.63
1995年

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

竹内凱子「邂逅と別離－作家・小川国夫の
周辺」p9　内容：出会い、浜名湖の会、その
夜の山荘／〈特集〉この本と私（2）浅見昇
吾、鈴木肇三ほか／柏直一郎「神南だよ
り」、曽田秀彦「続・結城座の糸操り人形
（上）」／『星の時間』は昴に関わりのある
人々よる執筆で編集発行

第63号 昴教育研究所 1995/10/25 60

769 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.64
1996年冬

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

竹内凱子「邂逅と別離三人の文学者の弔辞
－続・作家小川国夫の周辺」p8　内容：山荘
の朝、文学者の弔辞（本多秋五、埴谷雄
高、小川国夫）／曽田秀彦「続・結城座の糸
操り人形（上）」／〈特集〉95年私の選んだ
本ｰ鏑木政彦、須藤達也　ほか／〈旧交・新
交〉作家小川国夫を囲む会－12月23日年末
恒例集会p68／『星の時間』は昴に関わりの
ある人々よる執筆で編集発行

第64号 昴教育研究所 1996/01/25 68

254



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12695 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.64
1996年冬

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

竹内凱子「邂逅と別離三人の文学者の弔辞
－続・作家小川国夫の周辺」p8　内容：山荘
の朝、文学者の弔辞（本多秋五、埴谷雄
高、小川国夫）／曽田秀彦「続・結城座の糸
操り人形（上）」／〈特集〉95年私の選んだ
本ｰ鏑木政彦、須藤達也　ほか／〈旧交・親
交〉作家小川国夫を囲む会－12月23日年末
恒例集会p68／『星の時間』は昴に関わりの
ある人々よる執筆で編集発行

第64号 昴教育研究所 1996/01/25 68

12699 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.66
1996年夏

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連

柏直一郎「神南だより」－澤本行央『小川国
夫全集完結を祝う会』のことp6／読者のお
便りから－小川国夫、丹羽正『魅せられた
魂』についての記述ありp74／『星の時間』
は昴に関わりのある人々よる執筆で編集発
行

第66号 昴教育研究所 1996/07/25 76

2380 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.67
1996年秋

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連

〈旧交・新交〉小川国夫、丹羽正両氏の講演
会：9月14日、藤枝市文化センターホール
p72／『星の時間』は昴に関わりのある人々
よる執筆で編集発行

第67号 昴教育研究所 1996/11/25 72

12697 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.66
1996年夏

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連

柏直一郎「神南だより」－澤本行央『小川国
夫全集完結を祝う会』のことp6／読者のお
便りから－小川国夫、丹羽正『魅せられた
魂』についての記述ありp74／『星の時間』
は昴に関わりのある人々よる執筆で編集発
行

第66号 昴教育研究所 1996/07/25 76
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12698 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.66
1996年夏

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連

柏直一郎「神南だより」－澤本行央『小川国
夫全集完結を祝う会』のことp6／読者のお
便りから－小川国夫、丹羽正『魅せられた
魂』についての記述ありp74／『星の時間』
は昴に関わりのある人々よる執筆で編集発
行

第66号 昴教育研究所 1996/07/25 76

10216 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.68
1997年冬

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連

〈旧交・新交〉小川国夫講演会：「生と死を考
える会　54回セミナー」1月18日、大阪市・近
畿銀行本店p64／『星の時間』は昴に関わり
のある人々よる執筆で編集発行

第68号 昴教育研究所 1997/02/25 64

12700 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.71
1998年春

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連／江
代充　関連

〈特集1997年読書アンケート〉印象に残った
本　澤本行央：選p61－本多秋五著『本多秋
五全集』、小川国夫著『悲しみの港』、野見
山暁治暁治著『署名のない風景』、前登志
夫著『青童子』、江代充著『黒球』／『星の時
間』は昴に関わりのある人々よる執筆で編
集発行

第71号 昴教育研究所 1998/04/25 72

12701 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.73
1999年冬・春

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連

小泉凡「アイリッシュ・ライターとしてのラフカ
ディオ・ハーン－ハーン肖像の除幕式に参
加して」／〈特集1997年読書アンケート〉印
象に残った本　竹内凱子：選p79－小川国夫
著『ハシッシ・ギャング』、小川国夫、吉本隆
明著『宗教論争』／『星の時間』は昴に関わ
りのある人々よる執筆で編集発行

第73号 昴教育研究所 1999/03/25 96
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19541 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.63
1995年

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連／藤
枝静男　関連

竹内凱子「邂逅と別離－作家・小川国夫の
周辺」p9　内容：出会い、浜名湖の会、その
夜の山荘／〈特集〉この本と私（2）浅見昇
吾、鈴木肇三ほか／柏直一郎「神南だよ
り」、曽田秀彦「続・結城座の糸操り人形
（上）」／『星の時間』は昴に関わりのある
人々よる執筆で編集発行

第63号 昴教育研究所 1995/10/25 60

19542 一般資料 雑誌
昴　星の時間　NO.72
1998夏・秋

柏直一郎　発行人／
小川国夫　関連

竹内凱子・小川アンナ「山本恵一郎『年譜制
作者』を読む」P22／柏直一郎「神南だより」
P2　ほか

第72号 昴教育研究所 1998/10/10 64

14707 一般資料 雑誌 墨　第37号　1982年7月号
小針代助　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

書と墨画のグラフ誌／特集・平家物語　小
川国夫：著「『平家物語』の魅力を語る」p20

37号 芸術新聞社 1982/07/01 260

14708 一般資料 雑誌 墨　第37号　1982年7月号
小針代助　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

書と墨画のグラフ誌／特集・平家物語　小
川国夫：著「『平家物語』の魅力を語る」p20

37号 芸術新聞社 1982/07/01 260

14709 一般資料 雑誌
墨　第61号　1986年7・8月
号

小針代助　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

書と墨画のグラフ誌／【ふでびと登場】「字
は人間の同伴者です」小川国夫p266

61号 芸術新聞社 1986/07/01 295

6940 一般資料 雑誌 墨　第44号　1983年9月号
小針代助　発行／小
川国夫　収載

書と墨画のグラフ誌／小川国夫著：幽渓小
倉百人一首展「どうどうたる遊び」（P142）

第44号 芸術新聞社 1983/09/01 252

605 一般資料 雑誌
瑞陵　第100号　昭和37年
2月号　八高会

八高会　編／藤枝静
男　研究

八高会の連絡機関誌 第百号 瑞陵発行所 1962/02/20 48

14371 一般資料 雑誌 世紀　1969年2月号
岡田純一　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

カソリック総合文化誌／【座談会】「昭和初
期の日本文学」小川国夫、笹淵友一、磯見
昭太郎p60

第225号 中央出版社 1969/02/01 80

14372 一般資料 雑誌 世紀　1969年2月号
岡田純一　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

カソリック総合文化誌／【座談会】「昭和初
期の日本文学」小川国夫、笹淵友一、磯見
昭太郎p60

第225号 中央出版社 1969/02/01 80
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14377 一般資料 雑誌 世紀　1980年10月号
世紀編集室　発行／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「私にとっての文学と信仰」小川国夫p84（上
智キリスト教文化研究所の講演記録）

第32巻　第365
号

世紀編集室 1980/10/01 96

14378 一般資料 雑誌 世紀　1980年10月号
世紀編集室　発行／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「私にとっての文学と信仰」小川国夫p84（上
智キリスト教文化研究所の講演記録）

第32巻　第365
号

世紀編集室 1980/10/01 96

14373 一般資料 雑誌 世紀　1980年4月号
赤波江春海　編集者
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

「私にとっての神」小川国夫p54（上智キリス
ト教文化研究所の講演記録）

第32巻　第359
号

世紀編集室 1980/04/01 96

14374 一般資料 雑誌 世紀　1980年4月号
赤波江春海　編集者
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

「私にとっての神」小川国夫p54（上智キリス
ト教文化研究所の講演記録）

第32巻　第359
号

世紀編集室 1980/04/01 96

14375 一般資料 雑誌 世紀　1980年8月号
世紀編集室　発行／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「私にとっての聖書」小川国夫p67（上智キリ
スト教文化研究所の講演記録）

第32巻　第363
号

世紀編集室 1980/08/01 96

14376 一般資料 雑誌 世紀　1980年8月号
世紀編集室　発行／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「私にとっての聖書」小川国夫p67（上智キリ
スト教文化研究所の講演記録）

第32巻　第363
号

世紀編集室 1980/08/01 96

19344 一般資料 雑誌
青春　昭和5年1月号　第3
巻第1号

下島清一郎　編集兼
発行人／小川国夫
研究

青年と女性の雑誌発行所／小川富士太郎
「まごごろ」（第5回）p3：小川国夫の父

第3巻第1号 青春社 1930/01/20 38

856 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.15　1971
年夏

サン・パブリシティ　制
作／小川国夫　収載

小川国夫著：「酒の想い出」p2 通巻15号 集英社 1971/07/01 88

2546 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.15　1971
年夏

サン・パブリシティ　制
作／小川国夫　収載

小川国夫著：「酒の想い出」p2 通巻15号 集英社 1971/07/01 88

7047 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.15　1971
年夏

小川国夫　収載 小川国夫著：「酒の想い出」（P2） №15 集英社 1971/07/01 88

16507 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.15　1971
年夏

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「酒の想い出」p2 通巻15号 集英社 1971/07/01 88

16508 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.19　1972
年夏

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「モルヒネを」p20 通巻19号 集英社 1972/07/20 96
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16509 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.19　1972
年夏

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「モルヒネを」p20 通巻19号 集英社 1972/07/20 96

16510 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.19　1972
年夏

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「モルヒネを」p20 通巻19号 集英社 1972/07/20 96

16511 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.19　1972
年夏

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「モルヒネを」p20 通巻19号 集英社 1972/07/20 96

16512 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.19　1972
年夏

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「モルヒネを」p20 通巻19号 集英社 1972/07/20 96

16513 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.19　1972
年夏

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「モルヒネを」p20 通巻19号 集英社 1972/07/20 96

857 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.23　1973
年3月

サン・パブリシティ　制
作／小川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、栃折久美子：対談「著者
と装幀者　われら職人」p24　内容：日本と
ヨーロッパの本造りの違い、製本、造本そし
て装丁、著者と装丁者の守備範囲を探る

通巻23号 集英社 1973/03/25 72

16514 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.23　1973
年3月

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈対談〉小川国夫、栃折久美子：対談「著者
と装幀者　われら職人」p24　内容：日本と
ヨーロッパの本造りの違い、製本、造本そし
て装丁、著者と装丁者の守備範囲を探る

通巻23号 集英社 1973/03/25 72

16515 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.29　1974
年3月

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「わが作品を語る」小川国夫、聞き手：武田
勝彦p16

通巻29号 集英社 1974/03/25 96

16516 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.29　1974
年4月

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「わが作品を語る」小川国夫、聞き手：武田
勝彦p16

通巻29号 集英社 1974/03/25 96
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16517 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.30　1974
年5月

サン・パブリシティ　制
作者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「わが作品を語る2」小川国夫、聞き手：武田
勝彦p14

通巻29号 集英社 1974/05/25 80

5745 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.36　1975
年6月

不明　／小川国夫
収載

小川国夫：著「澄んだ湖－ホドラーについ
て」p6

通巻36号 集英社 1975/06/20 80

16518 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.36　1975
年6月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫：著「澄んだ湖－ホドラーについ
て」p6

通巻36号 集英社 1975/06/20 80

16519 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.36　1975
年6月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫：著「澄んだ湖－ホドラーについ
て」p6

通巻36号 集英社 1975/06/20 80

5746 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.44　1976
年10月

不明　／小川国夫
収載

小川国夫：著「セザンヌの場所」p2 通巻44号 集英社 1976/10/25 80

16520 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.44　1976
年10月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫：著「セザンヌの場所」p2 通巻44号 集英社 1976/10/25 80

16521 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.52　1978
年2月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫：著「ピカソ随想　肉体の意味」p2 通巻52号 集英社 1978/02/25 80

16522 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.52　1978
年2月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫：著「ピカソ随想　肉体の意味」p2 通巻52号 集英社 1978/02/25 80

5747 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.59　1979
年5月

不明　／小川国夫
収載

小川国夫：著「相撲随想」p2 通巻59号 集英社 1979/04/25 80

16523 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.59　1979
年5月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫：著「相撲随想」p2 通巻59号 集英社 1979/04/25 80

16524 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.59　1979
年5月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫：著「相撲随想」p2 通巻59号 集英社 1979/04/25 80

5748 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.64　1980
年3月

不明　／小川国夫
収載

〈対談〉小川国夫、立松和平：対談「なぜ旅
を繰り返し故郷に居坐るのか－作家におけ
る放浪と定着の意味を語る」p24　内容：フラ
ンス郵船に乗って、放浪と原体験、北アフリ
カの少年、男が歯向かうべき自然、水志向
と太陽志向、関係を書く

通巻64号 集英社 1980/02/25 80
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16525 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.64　1980
年3月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

〈対談〉小川国夫、立松和平：対談「なぜ旅
を繰り返し故郷に居坐るのか－作家におけ
る放浪と定着の意味を語る」p24　内容：フラ
ンス郵船に乗って、放浪と原体験、北アフリ
カの少年、男が歯向かうべき自然、水志向
と太陽志向、関係を書く

通巻64号 集英社 1980/02/25 80

16526 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.64　1980
年3月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

〈対談〉小川国夫、立松和平：対談「なぜ旅
を繰り返し故郷に居坐るのか－作家におけ
る放浪と定着の意味を語る」p24　内容：フラ
ンス郵船に乗って、放浪と原体験、北アフリ
カの少年、男が歯向かうべき自然、水志向
と太陽志向、関係を書く

通巻64号 集英社 1980/02/25 80

16527 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.77　1982
年5月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

〈書評〉「お山とは何か－古井由吉『山躁
賦』」小川国夫p48

通巻77号 集英社 1982/04/25 80

16528 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.77　1982
年5月

不明　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

〈書評〉「お山とは何か－古井由吉『山躁
賦』」小川国夫p48

通巻77号 集英社 1982/04/25 80

16529 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.97　1985
年1月

天野昭　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈特集エッセイ　遺跡の旅〉「ギリシア文化の
源　ミュケナイ」小川国夫p45

通巻97号 集英社 1984/12/20 72

16530 一般資料 雑誌
青春と読書　NO.97　1985
年1月

天野昭　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈特集エッセイ　遺跡の旅〉「ギリシア文化の
源　ミュケナイ」小川国夫p45

通巻97号 集英社 1984/12/20 72

12709 一般資料 雑誌
青春と読書　1996年10月
号

平河内公平　編集
人・発行人／小川国
夫　関連

集英社の読書情報誌／〈巻頭エッセイ〉石
和鷹「床屋の心境」p2（p5に小川国夫につい
ての記述あり：川端康成文学賞受賞のス
ピーチなど）

第31巻第10号
通巻238号

集英社 1996/10/01 96
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12710 一般資料 雑誌
青春と読書　1996年10月
号

平河内公平　編集
人・発行人／小川国
夫　関連

集英社の読書情報誌／〈巻頭エッセイ〉石
和鷹「床屋の心境」p2（p5に小川国夫につい
ての記述あり：川端康成文学賞受賞のス
ピーチなど）

第31巻第10号
通巻238号

集英社 1996/10/01 96

16781 一般資料 雑誌 静聖　第6号　昭和51年

ピエール・ロバート
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

静岡聖光学院文集／【特別寄稿】「友情」小
川国夫p10

第6号
静岡聖光学院　静聖編
集委員会

1976/02/09 190

16782 一般資料 雑誌 静聖　第6号　昭和51年

ピエール・ロバート
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

静岡聖光学院文集／【特別寄稿】「友情」小
川国夫p10

第6号
静岡聖光学院　静聖編
集委員会

1976/02/09 190

14292 一般資料 雑誌
清泉文苑　第5号　1988年
5月号

人文科学研究所運営
委員会　／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

【土曜自由大学】講演「私と聖書－新共同訳
『聖書』をめぐって」小川国夫p42（巻頭写真
あり）

第5号
清泉女子大学人文科
学研究所

1988/03/15 262

2726 特別資料 雑誌
青銅時代  1957年夏　第1
巻第1号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／『青銅時代』第１号／小川国夫
「アポロンの島と八つの短篇」、飯島耕一
「ぼくらは大勢で歩いて行った」、Ｍ・Ｄ・ヴァ
ルモール、金子博訳「スカルプ河の小さな流
れ」、Ｇ・ヤヌウフ、吉田仙太郎訳「カフカと
の対話」、中西太郎「オルフェウス」、夏村順
二「燈台にて」、丹羽正「豊漁・死の船」、【み
そぽごん】宦官・プラトンと王子、ヘミングウ
ウェイの言葉／同人：飯島耕一、小川国夫、
金子博、三光長治、中西太郎、夏村順二、
丹羽正、吉田仙太郎

第1巻第1号 青銅時代編集部 1957/06/01 155
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5615 特別資料 雑誌
青銅時代  1957年夏　第1
巻第1号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／『青銅時代』第１号／／丹羽正
が使用していたもの／小川国夫「アポロン
の島と八つの短篇」、飯島耕一「ぼくらは大
勢で歩いて行った」、Ｍ・Ｄ・ヴァルモール、
金子博訳「スカルプ河の小さな流れ」、Ｇ・ヤ
ヌウフ、吉田仙太郎訳「カフカとの対話」、中
西太郎「オルフェウス」、夏村順二「燈台に
て」、丹羽正「豊漁・死の船」、【みそぽごん】
宦官・プラトンと王子、ヘミングウウェイの言
葉／同人：飯島耕一、小川国夫、金子博、
三光長治、中西太郎、夏村順二、丹羽正、
吉田仙太郎／p91-123に丹羽正氏の書き入
れあり。丹羽氏によるメモ片あり

第1巻第1号 青銅時代編集部 1957/06/01 155

19316 一般資料 雑誌
青銅時代  1957年夏　第1
巻第1号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／『青銅時代』第1号／小川国夫
「アポロンの島と八つの短篇」、飯島耕一
「ぼくらは大勢で歩いて行った」、Ｍ・Ｄ・ヴァ
ルモール、金子博訳「スカルプ河の小さな流
れ」、Ｇ・ヤヌウフ、吉田仙太郎訳「カフカと
の対話」、中西太郎「オルフェウス」、夏村順
二「燈台にて」、丹羽正「豊漁・死の船」、【み
そぽごん】宦官・プラトンと王子、ヘミングウ
ウェイの言葉／同人：飯島耕一、小川国夫、
金子博、三光長治、中西太郎、夏村順二、
丹羽正、吉田仙太郎

第1巻第1号 青銅時代編集部 1957/06/01 155
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5616 特別資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／丹羽正が使用していたもの／小
川国夫「北アフリカ」p75、【み・そ・ぽ・ご・ん】
署名の（O）は小川国夫：志賀直哉の言葉
p27、ヘミングウェイ、神馬テノン（改稿「愛と
憎みの顔」『一房の葡萄』収録）p29、ソクラ
テスの言葉p74／表紙・カット：瀬島好正／
同人：飯島耕一、ライナー・ヴーテノー、小川
国夫、金子博、三光長治、中西太郎、夏村
順二、丹羽正、吉田仙太郎

第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

7547 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」p75、
【み・そ・ぽ・ご・ん】署名の（O）は小川国夫：
志賀直哉の言葉p27、ヘミングウェイ、神馬
テノン（改稿「愛と憎みの顔」『一房の葡萄』
収録）p29、ソクラテスの言葉p74／表紙・
カット：瀬島好正／同人：飯島耕一、ライ
ナー・ヴーテノー、小川国夫、金子博、三光
長治、中西太郎、夏村順二、丹羽正、吉田
仙太郎

第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

7707 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」p75、
【み・そ・ぽ・ご・ん】署名の（O）は小川国夫：
志賀直哉の言葉p27、ヘミングウェイ、神馬
テノン（改稿「愛と憎みの顔」『一房の葡萄』
収録）p29、ソクラテスの言葉p74／表紙・
カット：瀬島好正／同人：飯島耕一、ライ
ナー・ヴーテノー、小川国夫、金子博、三光
長治、中西太郎、夏村順二、丹羽正、吉田
仙太郎

第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96
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7735 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「北アフリカ」収録／同人雑誌 第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

16699 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」掲載 第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

16700 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」掲載 第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

16701 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」掲載 第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

16702 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」掲載 第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

16703 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」掲載 第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

19317 一般資料 雑誌
青銅時代　1957年冬　第2
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「北アフリカ」p75、
【み・そ・ぽ・ご・ん】署名の（O）は小川国夫：
志賀直哉の言葉p27、ヘミングウェイ、神馬
テノン（改稿「愛と憎みの顔」『一房の葡萄』
収録）p29、ソクラテスの言葉p74／表紙・
カット：瀬島好正／同人：飯島耕一、ライ
ナー・ヴーテノー、小川国夫、金子博、三光
長治、中西太郎、夏村順二、丹羽正、吉田
仙太郎

第2号 青銅時代編集部 1957/12/01 96

5617 一般資料 雑誌
青銅時代　1958年夏　第3
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「オリンピア」　「ユニア
の旅と六つの短篇」掲載

第3号 青銅時代編集部 1958/08/15 128

7672 一般資料 雑誌
青銅時代　1958年夏　第3
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「オリンピア」　「ユニア
の旅と六つの短篇」掲載

第3号 青銅時代編集部 1958/08/15 128
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5618 一般資料 雑誌
青銅時代　1959年秋　第4
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／丹羽正が使用していたもの／小
川国夫「聖母の日」、「囚人船（ユニアの旅
第２回）」収録／同人雑誌／中西太郎「言葉
物　啓司」、吉田仙太郎「帰国者（連載第１
回）」　ほか

第4号 青銅時代編集部 1959/09/01 132

7548 一般資料 雑誌
青銅時代　1959年秋　第4
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「聖母の日」、「囚人船
（ユニアの旅　第２回）」収録／同人雑誌／
中西太郎「言葉　物　啓司」、吉田仙太郎
「帰国者（連載第１回）」　ほか

第4号 青銅時代編集部 1959/09/01 132

7734 一般資料 雑誌
青銅時代　1959年秋　第4
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「聖母の日」、「囚人船
（ユニアの旅　第２回）」収録／同人雑誌／
中西太郎「言葉　物　啓司」、吉田仙太郎
「帰国者（連載第１回）」　ほか

第4号 青銅時代編集部 1959/09/01 132

16704 一般資料 雑誌
青銅時代　1959年秋　第4
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「聖母の日」、「囚人船
（ユニアの旅　第２回）」収録／同人雑誌／
中西太郎「言葉　物　啓司」、吉田仙太郎
「帰国者（連載第１回）」　ほか

第4号 青銅時代編集部 1959/09/01 132
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分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

5619 一般資料 雑誌
青銅時代　1960年秋　第5
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／丹羽正が使用していたもの／小
川国夫「死者たち」p81、【み・そ・ぽ・ご・ん】
署名の（O）は小川国夫：ヴィキングp11、貧
しい青年p75（改稿「ヴィキング」「貧しい青
年」『一房の葡萄』収録）、ムンクp134、編集
後記p135／表紙：野見山暁治／同人：ライ
ナー・ヴーテノー、小川国夫、風太郎、金子
博、近藤晴彦、三光長治、中西太郎、夏村
順二、成瀬駒男、丹羽正、羽加太郎、吉田
仙太郎、渡辺克巳

第5号 青銅時代編集部 1960/10/30 136

7549 一般資料 雑誌
青銅時代　1960年秋　第5
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「死者たち」p81、【み・
そ・ぽ・ご・ん】署名の（O）は小川国夫：ヴィ
キングp11、貧しい青年p75（改稿「ヴィキン
グ」「貧しい青年」『一房の葡萄』収録）、ムン
クp134、編集後記p135／表紙：野見山暁治
／同人：ライナー・ヴーテノー、小川国夫、風
太郎、金子博、近藤晴彦、三光長治、中西
太郎、夏村順二、成瀬駒男、丹羽正、羽加
太郎、吉田仙太郎、渡辺克巳

第5号 青銅時代編集部 1960/10/30 136
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

19318 一般資料 雑誌
青銅時代　1960年秋　第5
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「死者たち」p81、【み・
そ・ぽ・ご・ん】署名の（O）は小川国夫：ヴィ
キングp11、貧しい青年p75（改稿「ヴィキン
グ」「貧しい青年」『一房の葡萄』収録）、ムン
クp134、編集後記p135／表紙：野見山暁治
／同人：ライナー・ヴーテノー、小川国夫、風
太郎、金子博、近藤晴彦、三光長治、中西
太郎、夏村順二、成瀬駒男、丹羽正、羽加
太郎、吉田仙太郎、渡辺克巳

第5号 青銅時代編集部 1960/10/30 136

879 一般資料 雑誌
青銅時代　1961年夏　第6
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「酷愛」（『サラゴザ』掲
載）p108、【み・そ・ぽ・ご・ん】署名の（O）は
小川国夫：フランスに於ける人種的偏見に
関する一考察p84、教養についてp130（改稿
「人種的偏見」「教養」『一房の葡萄』収録）
／表紙：野見山暁治／同人：ライナー・ヴー
テノー、小川国夫、金子博、近藤晴彦、三光
長治、中西太郎、夏村順二、成瀬駒男、丹
羽正、羽加太郎、吉田仙太郎、渡辺克巳

第6号 青銅時代編集部 1961/08/15 132
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

19319 一般資料 雑誌
青銅時代　1961年夏　第6
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「酷愛」p108、【み・そ・
ぽ・ご・ん】署名の（O）は小川国夫：フランス
に於ける人種的偏見に関する一考察p84、
教養についてp130（改稿「人種的偏見」「教
養」『一房の葡萄』収録）／表紙：野見山暁
治／同人：ライナー・ヴーテノー、小川国夫、
金子博、近藤晴彦、三光長治、中西太郎、
夏村順二、成瀬駒男、丹羽正、羽加太郎、
吉田仙太郎、渡辺克巳

第6号 青銅時代編集部 1961/08/15 132

19320 一般資料 雑誌
青銅時代　1961年夏　第6
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「酷愛」p108、【み・そ・
ぽ・ご・ん】署名の（O）は小川国夫：フランス
に於ける人種的偏見に関する一考察p84、
教養についてp130（改稿「人種的偏見」「教
養」『一房の葡萄』収録）／表紙：野見山暁
治／同人：ライナー・ヴーテノー、小川国夫、
金子博、近藤晴彦、三光長治、中西太郎、
夏村順二、成瀬駒男、丹羽正、羽加太郎、
吉田仙太郎、渡辺克巳

第6号 青銅時代編集部 1961/08/15 132

880 一般資料 雑誌
青銅時代　1962年夏　第7
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「浸蝕」、「肉の神学」
掲載

第7号 青銅時代編集部 1962/05/01 118

881 一般資料 雑誌
青銅時代　1963年夏　第8
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「浸蝕（第２回）」、「エ
ンペドクレスの港」　掲載

第8号 青銅時代編集部 1963/07/01 124

12341 一般資料 雑誌
青銅時代　1963年夏　第8
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「浸蝕（第２回）」、「エ
ンペドクレスの港」　掲載

第8号 青銅時代編集部 1963/07/01 124

882 一般資料 雑誌
青銅時代　1964年夏　第9
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「青池のほとり」、「浸
蝕（第３回）」　掲載

第9号 青銅時代編集部 1964/07/01 116
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

5620 一般資料 雑誌
青銅時代　1964年夏　第9
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／丹羽正が使用していたもの／小
川国夫「青池のほとり」、「浸蝕（第３回）」
掲載

第9号 青銅時代編集部 1964/07/01 116

7711 一般資料 雑誌
青銅時代　1964年夏　第9
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「青池のほとり」、「浸
蝕（第３回）」　掲載

第9号 青銅時代編集部 1964/07/01 116

12342 一般資料 雑誌
青銅時代　1964年夏　第9
号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「青池のほとり」、「浸
蝕（第３回）」　掲載

第9号 青銅時代編集部 1964/07/01 116

883 一般資料 雑誌
青銅時代　1965年夏　第
10号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「自伝的短篇」（解らな
い道具、再臨派、相良油田）、「浸蝕（第４
回）」　掲載

第10号 青銅時代編集部 1965/07/01 163

884 一般資料 雑誌
青銅時代　1967年冬　第
11号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「巨人伝説」収録／同人雑誌／丹
羽正「夜蛾の歌」、藍原乾一「亡者の季節」
ほか

第11号 青銅時代編集部 1967/03/15 101

7550 一般資料 雑誌
青銅時代　1967年冬　第
11号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「巨人伝説」収録／同人雑誌／丹
羽正「夜蛾の歌」、藍原乾一「亡者の季節」
ほか／２部有り。一部は表紙なし

第11号 青銅時代編集部 1967/03/15 101

7715 一般資料 雑誌
青銅時代　1967年冬　第
11号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「巨人伝説」収録／同人雑誌／丹
羽正「夜蛾の歌」、藍原乾一「亡者の季節」
ほか

第11号 青銅時代編集部 1967/03/15 101

12343 一般資料 雑誌
青銅時代　1967年冬　第
11号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫「巨人伝説」収録／同人雑誌／丹
羽正「夜蛾の歌」、藍原乾一「亡者の季節」
ほか

第11号 青銅時代編集部 1967/03/15 101

16705 一般資料 雑誌
青銅時代　1967年冬　第
11号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「巨人伝説　役者た
ち・巨人伝説」収録／丹羽正「夜蛾の歌」、
藍原乾一「亡者の季節」　ほか

第11号 青銅時代編集部 1967/03/15 101

5621 特別資料 雑誌
青銅時代　1968年秋　第
12号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／丹羽正が使用していたもの／小
川国夫「使徒」、丹羽正「片脚」、佐々木孝
「転生」、臼井太衛「蕗をむしる」、成瀬駒男
訳「バロック論３」ほか／新聞切り抜き4片あ
り

第12号 審美社 1968/11/01 82
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ペー
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7717 一般資料 雑誌
青銅時代　1968年秋　第
12号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「使徒」／丹羽正「片
脚」、佐々木孝「転生」、西岡武良「微熱」ほ
か／表紙：野見山暁治

第12号 審美社 1968/11/01 82

7718 一般資料 雑誌
青銅時代　1968年秋　第
12号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「使徒」／丹羽正「片
脚」、佐々木孝「転生」、西岡武良「微熱」ほ
か／表紙：野見山暁治

第12号 審美社 1968/11/01 82

8451 一般資料 雑誌
青銅時代　1968年秋　第
12号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「使徒」／丹羽正「片
脚」、佐々木孝「転生」、西岡武良「微熱」ほ
か／表紙：野見山暁治

第12号 審美社 1968/11/01 82

885 一般資料 雑誌
青銅時代　1968年秋　第
12号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「使徒」／丹羽正「片
脚」、佐々木孝「転生」、西岡武良「微熱」ほ
か／表紙：野見山暁治

第12号 審美社 1968/11/1 82

7551 一般資料 雑誌
青銅時代　1970年春　第
13号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／近藤晴彦「鴎外に於ける歴史小
説の誕生」、武田友寿「遠藤周作論」　ほか

第13号 審美社 1970/05/15 120

7673 一般資料 雑誌
青銅時代　1970年春　第
13号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／近藤晴彦「鴎外に於ける歴史小
説の誕生」、武田友寿「遠藤周作論」　ほか
／表紙：野見山暁治／同人：藍原乾一、内
海晶、ライナー・ヴーテノー、小川国夫、金
子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三
光長治、武田友寿、富野武四、中崎一夫、
成瀬駒男、西岡武良、丹羽正、宮崎雄行、
吉田仙太郎

第13号 審美社 1970/05/15 120
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ペー
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19321 一般資料 雑誌
青銅時代　1970年春　第
13号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／近藤晴彦「鴎外に於ける歴史小
説の誕生」、武田友寿「遠藤周作論」　ほか
／表紙：野見山暁治／同人：藍原乾一、内
海晶、ライナー・ヴーテノー、小川国夫、金
子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三
光長治、武田友寿、富野武四、中崎一夫、
成瀬駒男、西岡武良、丹羽正、宮崎雄行、
吉田仙太郎

第13号 審美社 1970/05/15 120

886 一般資料 雑誌
青銅時代　1971年秋　第
14号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「手紙」p2／表紙：野
見山暁治／同人：藍原乾一、池内紀、内海
晶、小川国夫、金子博、菊池映二、近藤晴
彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒男、丹羽
正、宮崎雄行、村山暁生

第14号 審美社 1971/11/30 126

7552 一般資料 雑誌
青銅時代　1971年秋　第
14号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「手紙」p2／表紙：野
見山暁治／同人：藍原乾一、池内紀、内海
晶、小川国夫、金子博、菊池映二、近藤晴
彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒男、丹羽
正、宮崎雄行、村山暁生

第14号 審美社 1971/11/30 126

7733 一般資料 雑誌
青銅時代　1971年秋　第
14号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／小川国夫「手紙」p2／表紙：野
見山暁治／同人：藍原乾一、池内紀、内海
晶、小川国夫、金子博、菊池映二、近藤晴
彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒男、丹羽
正、宮崎雄行、村山暁生

第14号 審美社 1971/11/30 126
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16706 一般資料 雑誌
青銅時代　1971年秋　第
14号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／小川国夫「手紙」p2／表紙：野
見山暁治／同人：藍原乾一、池内紀、内海
晶、小川国夫、金子博、菊池映二、近藤晴
彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒男、丹羽
正、宮崎雄行、村山暁生

第14号 審美社 1971/11/30 126

887 一般資料 雑誌
青銅時代　1972年冬　第
15号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／藍原乾一追悼　小川国夫「わが
心の楔」p2／表紙：野見山暁治／同人：藍
原乾一、池内紀、内海晶、小川国夫、小椋
順子、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三光
長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、丹
羽正、宮崎雄行、村山暁生

第15号 審美社 1972/12/30 106

7720 一般資料 雑誌
青銅時代　1972年冬　第
15号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／藍原乾一追悼　小川国夫「わが
心の楔」p2／表紙：野見山暁治／同人：藍
原乾一、池内紀、内海晶、小川国夫、小椋
順子、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三光
長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、丹
羽正、宮崎雄行、村山暁生

第15号 審美社 1972/12/30 106

19322 一般資料 雑誌
青銅時代　1972年冬　第
15号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

同人雑誌／藍原乾一追悼　小川国夫「わが
心の楔」p2／表紙：野見山暁治／同人：藍
原乾一、池内紀、内海晶、小川国夫、小椋
順子、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三光
長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、丹
羽正、宮崎雄行、村山暁生

第15号 審美社 1972/12/30 106
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

7553 一般資料 雑誌
青銅時代　1973年冬　第
16号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／藍原乾一「仙人掌のうた（遺
稿）、丹羽正「幼年」　ほか／表紙：野見山暁
治／同人：池内紀、内海晶、小川国夫、小
椋順子、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三
光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、宮崎雄行、村山暁生

第16号 審美社 1973/12/30 136

7721 一般資料 雑誌
青銅時代　1973年冬　第
16号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／藍原乾一「仙人掌のうた（遺
稿）、丹羽正「幼年」　ほか／表紙：野見山暁
治／同人：池内紀、内海晶、小川国夫、小
椋順子、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三
光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、宮崎雄行、村山暁生

第16号 審美社 1973/12/30 136

19323 一般資料 雑誌
青銅時代　1973年冬　第
16号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／藍原乾一「仙人掌のうた（遺
稿）、丹羽正「幼年」　ほか／表紙：野見山暁
治／同人：池内紀、内海晶、小川国夫、小
椋順子、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三
光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、宮崎雄行、村山暁生

第16号 審美社 1973/12/30 136

19324 一般資料 雑誌
青銅時代　1973年冬　第
16号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／藍原乾一「仙人掌のうた（遺
稿）、丹羽正「幼年」　ほか／表紙：野見山暁
治／同人：池内紀、内海晶、小川国夫、小
椋順子、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三
光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、宮崎雄行、村山暁生

第16号 審美社 1973/12/30 136
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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7554 一般資料 雑誌
青銅時代　1974年冬　第
17号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／村山暁生「猫」、柏倉嘉夫「金網
の中で」　ほか／表紙：野見山暁治／同人：
池内紀、内海晶、小川国夫、小椋順子、柏
倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三
光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、宮崎雄行、村山暁生<BR>

第17号 審美社 1974/12/20 135

7719 一般資料 雑誌
青銅時代　1974年秋　第
17号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／村山暁生「猫」、柏倉嘉夫「金網
の中で」　ほか／表紙：野見山暁治／同人：
池内紀、内海晶、小川国夫、小椋順子、柏
倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三
光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、宮崎雄行、村山暁生<BR>

第17号 審美社 1974/12/20 135

19325 一般資料 雑誌
青銅時代　1974年冬　第
17号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／村山暁生「猫」、柏倉嘉夫「金網
の中で」　ほか／表紙：野見山暁治／同人：
池内紀、内海晶、小川国夫、小椋順子、柏
倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤晴彦、三
光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、宮崎雄行、村山暁生

第17号 審美社 1974/12/20 135

7555 一般資料 雑誌
青銅時代　1975年秋　第
18号

小川国夫　編集兼発
行人

近藤晴彦「村野四郎」、成瀬駒男「ジャック
カロ（四）　人と作品」　ほか／表紙：野見山
暁治／同人：池内紀、内海晶、小川国夫、
小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、
近藤晴彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第18号 審美社 1975/10/31 165
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

7722 一般資料 雑誌
青銅時代　1975年秋　第
18号

小川国夫　編集兼発
行人

近藤晴彦「村野四郎」、成瀬駒男「ジャック
カロ（四）　人と作品」　ほか／表紙：野見山
暁治／同人：池内紀、内海晶、小川国夫、
小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、
近藤晴彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第18号 審美社 1975/10/31 165

19326 一般資料 雑誌
青銅時代　1975年秋　第
18号

小川国夫　編集兼発
行人

近藤晴彦「村野四郎」、成瀬駒男「ジャック
カロ（四）　人と作品」　ほか／表紙：野見山
暁治／同人：池内紀、内海晶、小川国夫、
小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、
近藤晴彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第18号 審美社 1975/10/31 165

7556 一般資料 雑誌
青銅時代　1976年夏　第
19号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／丹羽正「鳥」、村山暁生「銀杏の
かがやく朝」　ほか／表紙：野見山暁治／同
人名簿：池内紀、内海晶、小川国夫、小椋
順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤
晴彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西
岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄行、
村山暁生

第19号 審美社 1976/07/10 112

7674 一般資料 雑誌
青銅時代　1976年夏　第
19号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／丹羽正「鳥」、村山暁生「銀杏の
かがやく朝」　ほか／表紙：野見山暁治／同
人名簿：池内紀、内海晶、小川国夫、小椋
順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤
晴彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西
岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄行、
村山暁生

第19号 審美社 1976/07/10 112
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ペー
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19327 一般資料 雑誌
青銅時代　1976年夏　第
19号

小川国夫　編集兼発
行人

同人雑誌／丹羽正「鳥」、村山暁生「銀杏の
かがやく朝」　ほか／表紙：野見山暁治／同
人名簿：池内紀、内海晶、小川国夫、小椋
順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤
晴彦、三光長治、中崎一夫、成瀬駒男、西
岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄行、
村山暁生

第19号 審美社 1976/07/10 112

6229 一般資料 雑誌
青銅時代　1977年春　第
20号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

第20記念号／亡き友　渡辺克巳　藍原乾一
に捧ぐ／小川国夫「アプローチ」p2／丹羽正
「夜の祭」、佐々木孝「召喚」、『青銅時代』既
刊号総目次／表紙：野見山暁治

第20号 審美社 1977/05/31 206

7557 一般資料 雑誌
青銅時代　1977年春　第
20号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

第20記念号／亡き友　渡辺克巳　藍原乾一
に捧ぐ／小川国夫「アプローチ」p2／丹羽正
「夜の祭」、佐々木孝「召喚」、『青銅時代』既
刊号総目次／表紙：野見山暁治

第20号 審美社 1977/05/31 206

7732 一般資料 雑誌
青銅時代　1977年春　第
20号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

第20記念号／亡き友　渡辺克巳　藍原乾一
に捧ぐ／小川国夫「アプローチ」p2／丹羽正
「夜の祭」、佐々木孝「召喚」、『青銅時代』既
刊号総目次／表紙：野見山暁治

第20号 審美社 1977/05/31 206

16707 一般資料 雑誌
青銅時代　1977年春　第
20号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

第20記念号／亡き友　渡辺克巳　藍原乾一
に捧ぐ／小川国夫「アプローチ」p2／丹羽正
「夜の祭」、佐々木孝「召喚」、『青銅時代』既
刊号総目次／表紙：野見山暁治

第20号 審美社 1977/05/31 206
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16708 一般資料 雑誌
青銅時代　1977年春　第
20号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

第20記念号／亡き友　渡辺克巳　藍原乾一
に捧ぐ／小川国夫「アプローチ」p2／丹羽正
「夜の祭」、佐々木孝「召喚」、『青銅時代』既
刊号総目次／表紙：野見山暁治

第20号 審美社 1977/05/31 206

7675 一般資料 雑誌
青銅時代　1978年春　第
21号

小川国夫　発行人／
小川国夫　関連

同人雑誌／丹羽正「親和力」、佐々木孝「途
上」、編集後記に小川国夫の記述あり（潮生
館での会合のことなど）p142／表紙・カット：
野見山暁治／同人名簿：池内紀、内海晶、
小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、
菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長
治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、丹羽
正、船津祥一郎、宮崎雄行、村山暁生

第21号 審美社 1978/05/15 142

19328 一般資料 雑誌
青銅時代　1978年春　第
21号

小川国夫　発行人／
小川国夫　関連

同人雑誌／丹羽正「親和力」、佐々木孝「途
上」、編集後記に小川国夫の記述あり（潮生
館での会合のことなど）p142／表紙・カット：
野見山暁治／同人名簿：池内紀、内海晶、
小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、
菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長
治、中崎一夫、成瀬駒男、西岡武良、丹羽
正、船津祥一郎、宮崎雄行、村山暁生

第21号 審美社 1978/05/15 142
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7723 一般資料 雑誌
青銅時代　1979年春　第
22号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「まだ手さぐりの天使」
ほか／表紙・カット：野見山暁治／同人名
簿：池内紀、内海晶、小川国夫、小椋順子、
柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤晴彦、
佐々木孝、三光長治、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第22号 冥草舎 1979/02/20 172

19329 一般資料 雑誌
青銅時代　1979年春　第
22号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「まだ手さぐりの天使」
ほか／表紙・カット：野見山暁治／同人名
簿：池内紀、内海晶、小川国夫、小椋順子、
柏倉嘉夫、金子博、菊池映二、近藤晴彦、
佐々木孝、三光長治、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第22号 冥草舎 1979/02/20 172

7676 一般資料 雑誌
青銅時代　1980年夏　第
23号

小川国夫　発行人

同人雑誌／夏村順二「永遠の夏」、丹羽正
「浄光寺の春」　ほか／表紙・カット：野見山
暁治／同人名簿：有馬祐義、池内紀、内海
晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子
博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光
長治、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒男、西
岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄行、
村山暁生<BR>

第23号 冥草舎 1980/05/15 253

7724 一般資料 雑誌
青銅時代　1980年夏　第
23号

小川国夫　発行人
同人雑誌／夏村順二「永遠の夏」、中崎一
夫「Ｒマグリットの絵による夢想と解釈　ほか

第23号 冥草舎 1980/05/15 256
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19330 一般資料 雑誌
青銅時代　1980年夏　第
23号

小川国夫　発行人

同人雑誌／夏村順二「永遠の夏」、丹羽正
「浄光寺の春」　ほか／表紙・カット：野見山
暁治／同人名簿：有馬祐義、池内紀、内海
晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子
博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光
長治、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒男、西
岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄行、
村山暁生

第23号 冥草舎 1980/05/15 253

7558 一般資料 雑誌
青銅時代　1981年春　第
24号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「魂川」、三光長治「荷風
瞥見」　ほか／表紙・カット：野見山暁治／
同人名簿：青木健、有馬祐義、池内紀、内
海晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金
子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三
光長治、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒男、
西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄
行、村山暁生

第24号 冥草舎 1981/03/20 136

7725 一般資料 雑誌
青銅時代　1981年春　第
24号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「魂川」、三光長治「荷風
瞥見」　ほか／表紙・カット：野見山暁治／
同人名簿：青木健、有馬祐義、池内紀、内
海晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金
子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三
光長治、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒男、
西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄
行、村山暁生

第24号 冥草舎 1981/03/20 136
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19331 一般資料 雑誌
青銅時代　1981年春　第
24号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「魂川」、三光長治「荷風
瞥見」　ほか／表紙・カット：野見山暁治／
同人名簿：青木健、有馬祐義、池内紀、内
海晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金
子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三
光長治、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒男、
西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎雄
行、村山暁生

第24号 冥草舎 1981/03/20 136

5528 一般資料 雑誌
青銅時代　1982年夏　第
25号

小川国夫　発行人
同人雑誌／池内紀「粒絵師一粒斎」、塩山
真也「白視の客」　ほか

第25号 冥草舎 1982/05/25 223

7677 一般資料 雑誌
青銅時代　1982年夏　第
25号

小川国夫　発行人
同人雑誌／池内紀「粒絵師一粒斎」、塩山
真也「白視の客」　ほか

第25号 冥草舎 1982/05/25 223

7726 一般資料 雑誌
青銅時代　1982年夏　第
25号

小川国夫　発行人
同人雑誌／池内紀「粒絵師一粒斎」、塩山
真也「白視の客」　ほか

第25号 冥草舎 1982/05/25 223

7678 一般資料 雑誌
青銅時代　1983年夏　第
26号

小川国夫　発行人／
小川国夫　関連

同人雑誌／【み・そぽごん】印象に残った本
－塩山真也（小川国夫『静南村』ほか）p64、
編集後記p152（KO　記とあるが小川国夫
か？）／表紙・カット：野見山暁治／同人名
簿：青木健、有馬祐義、池内紀、内海晶、小
川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊
池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、
塩山真也、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第26号 冥草舎 1983/07/25 152
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7727 一般資料 雑誌
青銅時代　1983年夏　第
26号

小川国夫　発行人

同人雑誌／【み・そぽごん】印象に残った本
－塩山真也（小川国夫『静南村』ほか）p64、
編集後記p152（KO　記とあるが小川国夫
か？）／表紙・カット：野見山暁治／同人名
簿：青木健、有馬祐義、池内紀、内海晶、小
川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊
池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、
塩山真也、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第26号 冥草舎 1983/07/25 152

19332 一般資料 雑誌
青銅時代　1983年夏　第
26号

小川国夫　発行人／
小川国夫　関連

同人雑誌／【み・そぽごん】印象に残った本
－塩山真也（小川国夫『静南村』ほか）p64、
編集後記p152（KO　記とあるが小川国夫
か？）／表紙・カット：野見山暁治／同人名
簿：青木健、有馬祐義、池内紀、内海晶、小
川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊
池映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、
塩山真也、谷本慎介、中崎一夫、成瀬駒
男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮崎
雄行、村山暁生

第26号 冥草舎 1983/07/25 152
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7679 一般資料 雑誌
青銅時代　1984年夏　第
27号

小川国夫　発行人

同人雑誌／近藤晴彦「フランシス・ベーコ
ン」、池内紀「雌伏の一年　ピエトロアレ
ティーノ伝4」　ほか／編集後記p120（KO
記とあるが小川国夫か？）／表紙・カット：野
見山暁治／同人名簿：有馬祐義、池内紀、
内海晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、
金子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、
三光長治、塩山真也、谷本慎介、中崎一
夫、成瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥
一郎、宮崎雄行、村山暁生

第27号 冥草舎 1984/07/27 120

7728 一般資料 雑誌
青銅時代　1984年夏　第
27号

小川国夫　発行人

同人雑誌／近藤晴彦「フランシス・ベーコ
ン」、池内紀「雌伏の一年　ピエトロアレ
ティーノ伝4」　ほか／編集後記p120（KO
記とあるが小川国夫か？）／表紙・カット：野
見山暁治／同人名簿：有馬祐義、池内紀、
内海晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、
金子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、
三光長治、塩山真也、谷本慎介、中崎一
夫、成瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥
一郎、宮崎雄行、村山暁生

第27号 冥草舎 1984/07/27 120
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19333 一般資料 雑誌
青銅時代　1984年夏　第
27号

小川国夫　発行人

同人雑誌／近藤晴彦「フランシス・ベーコ
ン」、池内紀「雌伏の一年　ピエトロアレ
ティーノ伝4」　ほか／編集後記p120（KO
記とあるが小川国夫か？）／表紙・カット：野
見山暁治／同人名簿：有馬祐義、池内紀、
内海晶、小川国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、
金子博、菊池映二、近藤晴彦、佐々木孝、
三光長治、塩山真也、谷本慎介、中崎一
夫、成瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥
一郎、宮崎雄行、村山暁生

第27号 冥草舎 1984/07/27 120

7680 一般資料 雑誌
青銅時代　1986年秋　第
28号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「朝影」、有馬佑義「ぶら
んこ」、編集後記p176（KO　記とあるが小川
国夫か？）／表紙・カット：野見山暁治／同
人名簿：有馬祐義、池内紀、内海晶、小川
国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池
映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、塩
山真也、谷本慎介、中崎一夫、中道操、成
瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、
宮崎雄行、村山暁生

第28号 冥草舎 1986/09/01 176
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7729 一般資料 雑誌
青銅時代　1986年秋　第
28号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「朝影」、有馬佑義「ぶら
んこ」、編集後記p176（KO　記とあるが小川
国夫か？）／表紙・カット：野見山暁治／同
人名簿：有馬祐義、池内紀、内海晶、小川
国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池
映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、塩
山真也、谷本慎介、中崎一夫、中道操、成
瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、
宮崎雄行、村山暁生

第28号 冥草舎 1986/09/01 176

19334 一般資料 雑誌
青銅時代　1986年秋　第
28号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「朝影」、有馬佑義「ぶら
んこ」、編集後記p176（KO　記とあるが小川
国夫か？）／表紙・カット：野見山暁治／同
人名簿：有馬祐義、池内紀、内海晶、小川
国夫、小椋順子、柏倉嘉夫、金子博、菊池
映二、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、塩
山真也、谷本慎介、中崎一夫、中道操、成
瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、
宮崎雄行、村山暁生

第28号 冥草舎 1986/09/01 176

7681 一般資料 雑誌
青銅時代　1987年秋　第
29号

小川国夫　発行人／
小川国夫　収載

同人雑誌／島尾敏雄追悼　小川国夫「鳥尾
ミホさんを訪ねる」　掲載

第29号 沖積舎 1987/11/10 144

7730 一般資料 雑誌
青銅時代　1987年秋　第
29号

小川国夫　発行人／
小川国夫　収載

同人雑誌／島尾敏雄追悼　小川国夫「鳥尾
ミホさんを訪ねる」　掲載

第29号 沖積舎 1987/11/10 144

16709 一般資料 雑誌
青銅時代　1987年秋　第
29号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／島尾敏雄追悼　小川国夫「鳥尾
ミホさんを訪ねる」　掲載

第29号 沖積舎 1987/11/10 144

16710 一般資料 雑誌
青銅時代　1987年秋　第
29号

小川国夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同人雑誌／島尾敏雄追悼　小川国夫「鳥尾
ミホさんを訪ねる」　掲載

第29号 沖積舎 1987/11/10 144
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7682 一般資料 雑誌
青銅時代　1989年秋　第
31号

小川国夫　発行人

同人雑誌／谷本慎介「地学学習」、宇木田
悠「カプリ漂情」　ほか／表紙・カット：野見山
暁治／同人名簿：有馬祐義、池内紀、宇木
田悠、内海晶、浦野興治、小川国夫、大久
保督子、金子博、近藤晴彦、佐々木孝、三
光長治、塩山真也、谷本慎介、中道操、成
瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、
宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第31号 沖積舎 1989/10/30 174

19335 一般資料 雑誌
青銅時代　1989年秋　第
31号

小川国夫　発行人

同人雑誌／谷本慎介「地学学習」、宇木田
悠「カプリ漂情」　ほか／表紙・カット：野見山
暁治／同人名簿：有馬祐義、池内紀、宇木
田悠、内海晶、浦野興治、小川国夫、大久
保督子、金子博、近藤晴彦、佐々木孝、三
光長治、塩山真也、谷本慎介、中道操、成
瀬駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、
宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第31号 沖積舎 1989/10/30 174

7683 一般資料 雑誌
青銅時代　1990年秋　第
32号

小川国夫　発行人

同人雑誌／近藤晴彦「白夜」、宇木田悠「ア
イルランド／一つの夏」　ほか／表紙：司修
／同人名簿：有馬祐義、池内紀、宇木田
悠、内海晶、浦野興治、小川国夫、大久保
督子、金子博、近藤晴彦、佐々木孝、三光
長治、塩山真也、谷本慎介、中道操、成瀬
駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮
崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第32号 沖積舎 1990/11/10 112
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19336 一般資料 雑誌
青銅時代　1990年秋　第
32号

小川国夫　発行人

同人雑誌／近藤晴彦「白夜」、宇木田悠「ア
イルランド／一つの夏」　ほか／表紙：司修
／同人名簿：有馬祐義、池内紀、宇木田
悠、内海晶、浦野興治、小川国夫、大久保
督子、金子博、近藤晴彦、佐々木孝、三光
長治、塩山真也、谷本慎介、中道操、成瀬
駒男、西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、宮
崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第32号 沖積舎 1990/11/10 112

7685 一般資料 雑誌
青銅時代　1992年秋　第
34号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「白鳥」、前田良三「雲を
眺めるための窓辺」／表紙：司修、カット：大
坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、宇
木田悠、内海晶、小川国夫、大久保督子、
金子博、湖坊晏行、近藤晴彦、佐々木孝、
三光長治、塩山真也、中道操、成瀬駒男、
西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、前田良
三、宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第34号 沖積舎 1992/10/31 128

19338 一般資料 雑誌
青銅時代　1992年秋　第
34号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「白鳥」、前田良三「雲を
眺めるための窓辺」／表紙：司修、カット：大
坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、宇
木田悠、内海晶、小川国夫、大久保督子、
金子博、湖坊晏行、近藤晴彦、佐々木孝、
三光長治、塩山真也、中道操、成瀬駒男、
西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、前田良
三、宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第34号 沖積舎 1992/10/31 128
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19339 一般資料 雑誌
青銅時代　1992年秋　第
34号

小川国夫　発行人

同人雑誌／丹羽正「白鳥」、前田良三「雲を
眺めるための窓辺」／表紙：司修、カット：大
坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、宇
木田悠、内海晶、小川国夫、大久保督子、
金子博、湖坊晏行、近藤晴彦、佐々木孝、
三光長治、塩山真也、中道操、成瀬駒男、
西岡武良、丹羽正、船津祥一郎、前田良
三、宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第34号 沖積舎 1992/10/31 128

7686 一般資料 雑誌
青銅時代　1993年秋　第
35号

小川国夫　発行人

同人雑誌／有馬裕義「焚火」、村山暁生「風
景」／表紙：司修、カット：大坪美穂／同人
名簿：有馬祐義、池内紀、宇木田悠、内海
晶、小川国夫、大久保督子、金子博、湖坊
晏行、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、塩
山真也、中道操、成瀬駒男、西岡武良、丹
羽正、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄行、
村山暁生、R・オエスト

第35号 沖積舎 1993/11/01 102

7731 一般資料 雑誌
青銅時代　1993年秋　第
35号

小川国夫　発行人

同人雑誌／有馬裕義「焚火」、村山暁生「風
景」／表紙：司修、カット：大坪美穂／同人
名簿：有馬祐義、池内紀、宇木田悠、内海
晶、小川国夫、大久保督子、金子博、湖坊
晏行、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、塩
山真也、中道操、成瀬駒男、西岡武良、丹
羽正、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄行、
村山暁生、R・オエスト

第35号 沖積舎 1993/11/01 102
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19340 一般資料 雑誌
青銅時代　1993年秋　第
35号

小川国夫　発行人

同人雑誌／有馬裕義「焚火」、村山暁生「風
景」／表紙：司修、カット：大坪美穂／同人
名簿：有馬祐義、池内紀、宇木田悠、内海
晶、小川国夫、大久保督子、金子博、湖坊
晏行、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、塩
山真也、中道操、成瀬駒男、西岡武良、丹
羽正、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄行、
村山暁生、R・オエスト

第35号 沖積舎 1993/11/01 102

7687 一般資料 雑誌
青銅時代　1994年秋　第
36号

小川国夫　発行人
同人雑誌／近藤晴彦「プラトニック」、中道
操「炭の歌」　ほか

第36号 沖積舎 1994/12/15 141

7688 一般資料 雑誌
青銅時代　1995年秋　第
37号

小川国夫　発行人
同人雑誌／成瀬駒男追悼　丹羽正「実盛
現代能楽集之内（２）」ほか

第37号 冥草舎 1995/10/25 136

10142 一般資料 雑誌
青銅時代　1999年秋　第
41号

小川国夫　発行人
同人雑誌／丹羽正「知盛　現代能楽集之内
（５）」ほか

冥草舎 1999/11/01 174

10143 一般資料 雑誌
青銅時代　1999年秋　第
41号

小川国夫　発行人
同人雑誌／丹羽正「知盛　現代能楽集之内
（５）」ほか

冥草舎 1999/11/01 174

10144 一般資料 雑誌
青銅時代　1999年秋　第
41号

小川国夫　発行人
同人雑誌／丹羽正「知盛　現代能楽集之内
（５）」ほか

冥草舎 1999/11/01 174
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7689 一般資料 雑誌
青銅時代　2001年秋　第
43号

小川国夫　発行人

同人雑誌／金子博「青銅ギャラリー　ゴフ
レート　ワルスの風景画」、御坊あんこう「現
代骨仏伝」、編集後記（小川国夫について
の記述・写真あり：丹羽正を偲ぶ会を開催
の様子　ほか）p193／表紙絵：司修、カット：
大坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、
今井寛、宇木田悠、内海晶、小川国夫、金
子博、御坊あんこう、近藤晴彦、三光長治、
塩山真也、中道操、成澤弘子、西岡武良、
富士貞房、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄
行、村山暁生、R・オエスト

第43号 冥草舎 2001/11/30 196

19343 一般資料 雑誌
青銅時代　2001年秋　第
43号

小川国夫　発行人／
小川国夫　関連

同人雑誌／金子博「青銅ギャラリー　ゴフ
レート　ワルスの風景画」、御坊あんこう「現
代骨仏伝」、編集後記（小川国夫について
の記述・写真あり：丹羽正を偲ぶ会を開催
の様子　ほか）p193／表紙絵：司修、カット：
大坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、
今井寛、宇木田悠、内海晶、小川国夫、金
子博、御坊あんこう、近藤晴彦、三光長治、
塩山真也、中道操、成澤弘子、西岡武良、
富士貞房、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄
行、村山暁生、R・オエスト

第43号 冥草舎 2001/11/30 196
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13597 一般資料 雑誌
青銅時代　2009年秋　第
49号

青銅時代同人会　発
行人／小川国夫　関
連

特集　小川国夫の文学世界1／【シンポジウ
ム】島尾敏雄と小川国夫、そして「青銅時
代」－コーディネーター：佐々木孝、パネリス
ト：三光長治、近藤春彦、平沼孝之／【小川
国夫の文学世界】中道操「小川国夫と丹羽
正の間」、近藤晴彦「影の人－小川文学の
基底」、平沼孝之「『黒馬に新しい日を』の欄
外に－小川国夫と夢のディスクール1」、富
士貞房「『或る聖書』をめぐって」、平沼孝之
「漱石の〈試みの岸〉－『夢十夜』再読1」、
【み・そ・ぽ・ご・ん】小川国夫「少年期の丹羽
正」／同人名簿／表紙絵・カット：司修

冥草舎 2009/10/20 137

7684 一般資料 雑誌
青銅時代　1991年秋　第
33号

小川国夫　発行人

同人雑誌／村山暁生「足音」、近藤晴彦「春
の祭典」　ほか／表紙：司修／同人名簿：有
馬祐義、池内紀、宇木田悠、内海晶、浦野
興治、小川国夫、大久保督子、金子博、湖
坊晏行、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、
塩山真也、中道操、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄
行、村山暁生、R・オエスト

第33号 沖積舎 1991/10/31 221
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16918 一般資料 雑誌
青銅時代　1991年秋　第
33号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／村山暁生「足音」、近藤晴彦「春
の祭典」　ほか／表紙：司修／同人名簿：有
馬祐義、池内紀、宇木田悠、内海晶、浦野
興治、小川国夫、大久保督子、金子博、湖
坊晏行、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、
塩山真也、中道操、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄
行、村山暁生、R・オエスト

第33号 沖積舎 1991/10/31 221

19337 一般資料 雑誌
青銅時代　1991年秋　第
33号

小川国夫　発行人

同人雑誌／村山暁生「足音」、近藤晴彦「春
の祭典」　ほか／表紙：司修／同人名簿：有
馬祐義、池内紀、宇木田悠、内海晶、浦野
興治、小川国夫、大久保督子、金子博、湖
坊晏行、近藤晴彦、佐々木孝、三光長治、
塩山真也、中道操、成瀬駒男、西岡武良、
丹羽正、船津祥一郎、前田良三、宮崎雄
行、村山暁生、R・オエスト

第33号 沖積舎 1991/10/31 221

16919 一般資料 雑誌
青銅時代　1994年秋　第
36号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／近藤晴彦「プラトニック」、中道
操「炭の歌－宮柊二ノート（2）」　ほか／表
紙：司修

第36号 沖積舎 1994/12/15 141

16920 一般資料 雑誌
青銅時代　1996年秋　第
38号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／宮崎雄行「訳詩二編」、丹羽正
「敦盛－現代能楽集の内（3）」　ほか／表
紙：司修

第38号 冥草舎 1996/11/15 152

16921 一般資料 雑誌
青銅時代　1996年秋　第
38号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／宮崎雄行「訳詩二編」、丹羽正
「敦盛－現代能楽集の内（3）」　ほか／表
紙：司修

第38号 冥草舎 1996/11/15 152

16922 一般資料 雑誌
青銅時代　1998年春　第
39号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／近藤晴彦「星影」、丹羽正・評論
「エミリィ・ブロンテと『死の王国』」　ほか／
表紙：司修

第39号 冥草舎 1998/04/10 142
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16923 一般資料 雑誌
青銅時代　1998年春　第
39号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／近藤晴彦「星影」、丹羽正・評論
「エミリィ・ブロンテと『死の王国』」　ほか／
表紙：司修

第39号 冥草舎 1998/04/10 142

16924 一般資料 雑誌
青銅時代　1998年冬　第
40記念号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／三光長治・青銅ギャラリー
「ジョットの空」、丹羽正「忠度－現代能楽集
之内（4）」　ほか／表紙絵：司修、カット：大
坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、市
村光、今井寛、宇木田悠、内海晶、小川国
夫、金子博、御坊あんこう、近藤晴彦、三光
長治、塩山真也、中道操、成澤弘子、西岡
武良、丹羽正、富士貞房、船津祥一郎、前
田良三、宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第40号 冥草舎 1998/12/25 164

16925 一般資料 雑誌
青銅時代　1998年冬　第
40記念号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／三光長治・青銅ギャラリー
「ジョットの空」、丹羽正「忠度－現代能楽集
之内（4）」　ほか／表紙絵：司修、カット：大
坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、市
村光、今井寛、宇木田悠、内海晶、小川国
夫、金子博、御坊あんこう、近藤晴彦、三光
長治、塩山真也、中道操、成澤弘子、西岡
武良、丹羽正、富士貞房、船津祥一郎、前
田良三、宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第40号 冥草舎 1998/12/25 164
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19341 一般資料 雑誌
青銅時代　1998年冬　第
40記念号

小川国夫　発行人

同人雑誌／三光長治・青銅ギャラリー
「ジョットの空」、丹羽正「忠度－現代能楽集
之内（4）」　ほか／表紙絵：司修、カット：大
坪美穂／同人名簿：有馬祐義、池内紀、市
村光、今井寛、宇木田悠、内海晶、小川国
夫、金子博、御坊あんこう、近藤晴彦、三光
長治、塩山真也、中道操、成澤弘子、西岡
武良、丹羽正、富士貞房、船津祥一郎、前
田良三、宮崎雄行、村山暁生、R・オエスト

第40号 冥草舎 1998/12/25 164

16926 一般資料 雑誌
青銅時代　1999年冬　第
41号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／中道操「隣は何をする人ぞ」、丹
羽正「知盛－現代能楽集の内（5）」　ほか／
表紙：司修

第41号 冥草舎 1999/11/01 174

16927 一般資料 雑誌
青銅時代　1999年冬　第
41号

小川国夫　発行人／
小川国夫　蔵書

同人雑誌／中道操「隣は何をする人ぞ」、丹
羽正「知盛－現代能楽集の内（5）」　ほか／
表紙：司修

第41号 冥草舎 1999/11/01 174

16928 一般資料 雑誌
青銅時代　2000年秋　第
42号　丹羽正追悼

小川国夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／丹羽正追悼／小川国夫「少年
期の丹羽正」p61、編集後記（小川国夫の提
案で丹羽正を偲ぶ会を開催　など）p172／
表紙絵：司修、カット：大坪美穂／同人名
簿：有馬祐義、池内紀、今井寛、宇木田悠、
内海晶、小川国夫、金子博、御坊あんこう、
近藤晴彦、三光長治、塩山真也、中道操、
成澤弘子、西岡武良、富士貞房、船津祥一
郎、前田良三、宮崎雄行、村山暁生、R・オ
エスト

第42号 冥草舎 2000/10/31 174
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16929 一般資料 雑誌
青銅時代　2000年秋　第
42号　丹羽正追悼

小川国夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

同人雑誌／丹羽正追悼／小川国夫「少年
期の丹羽正」p61、編集後記（小川国夫の提
案で丹羽正を偲ぶ会を開催　など）p172／
表紙絵：司修、カット：大坪美穂／同人名
簿：有馬祐義、池内紀、今井寛、宇木田悠、
内海晶、小川国夫、金子博、御坊あんこう、
近藤晴彦、三光長治、塩山真也、中道操、
成澤弘子、西岡武良、富士貞房、船津祥一
郎、前田良三、宮崎雄行、村山暁生、R・オ
エスト

第42号 冥草舎 2000/10/31 174

19342 一般資料 雑誌
青銅時代　2000年秋　第
42号　丹羽正追悼

小川国夫　発行人／
小川国夫　収載

同人雑誌／丹羽正追悼／小川国夫「少年
期の丹羽正」p61、編集後記（小川国夫の提
案で丹羽正を偲ぶ会を開催　など）p172／
表紙絵：司修、カット：大坪美穂／同人名
簿：有馬祐義、池内紀、今井寛、宇木田悠、
内海晶、小川国夫、金子博、御坊あんこう、
近藤晴彦、三光長治、塩山真也、中道操、
成澤弘子、西岡武良、富士貞房、船津祥一
郎、前田良三、宮崎雄行、村山暁生、R・オ
エスト

第42号 冥草舎 2000/10/31 174
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19513 一般資料 雑誌
青銅時代　1988秋　第30
記念号

小川国夫　発行人

同人雑誌／飯島耕一「異界」、野見山暁治
「表紙のことば」、金子博「『悪の華』の二行
ばかりを読みながら……」、中道操「小川国
夫私録（一）」、丹羽正「浄られた夜」、宮崎
雄行、浦野興治、有馬祐義、船津洋一郎、
村山暁生、前田良三訳、谷本愼介、塩山真
也、近藤晴彦／青銅時代総目次、同人名
簿、編集後記／表紙・カット：野見山暁治

第30号 沖積舎 1988/12/21 150

19518 一般資料 雑誌
青銅時代　1996秋　第38
号

小川国夫　発行人

丹羽正「敦盛－現代能楽集の内（三）」、宮
崎雄行、近藤晴彦、中道操、富士貞房、船
津洋一郎、塩山真也、有馬祐義、成澤弘子
／同人名簿、編集後記／表紙：司修、カッ
ト：大坪美穂

第38号 冥草舎 1996/11/15 152

19514 一般資料 雑誌
青銅時代　2005春　第46
号

小川国夫　発行人

宮崎雄行、浜いさを、寺内邦夫、今井寛、有
馬祐義、富士貞房、中村忠雄、近藤晴彦、
前田良三、成澤弘子、内海晶／同人名簿、
編集後記／表紙絵・カット：司修

第46号 冥草舎 2005/04/20 159

19515 一般資料 雑誌
青銅時代　2006秋　第47
号

小川国夫　発行人

金子民雄、宮崎雄行、中村忠雄、成澤弘
子、富士貞房、寺内邦夫、内海晶、村山暁
生、近藤晴彦／同人名簿、編集後記／表紙
絵・カット：司修

第47号 冥草舎 2006/10/10 94

5622 特別資料 雑誌
青銅時代　（丹羽正「浄光
寺の春」・「まだ手探りの
天使」作品集）

丹羽正　著／小川国
夫　関連

『青銅時代』23号と22号に掲載された丹羽
正作品「浄光寺の春」・「まだ手探りの天使」
を著者が手作り製本したもの／丹羽正によ
る校正書き込みあり

冥草舎 1979/
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16779 一般資料 雑誌 青嵐　第4号　昭和51年

静岡聖光学院中等学
校　国語科　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

静岡聖光学院中等学校国語科文芸誌／第
5回構内感想文入選作品－「或る聖書」

第4号
静岡聖光学院中等学
校　国語科

1976/02/01 96

16780 一般資料 雑誌 青嵐　第4号　昭和51年

静岡聖光学院中等学
校　国語科　発行／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

静岡聖光学院中等学校国語科文芸誌／第
5回構内感想文入選作品－「或る聖書」

第4号
静岡聖光学院中等学
校　国語科

1976/02/01 96

1470 一般資料 雑誌 世界　1985年1月号
安江良介　編集・発
行人／小川国夫　収
載

創刊40年記念　1985年1月～1986年6月／
〈中篇小説〉小川国夫：著「明るい体」p342
カット：司修／〈わが友を語る〉飯田善国「詩
人のイメージ」

第470号 岩波書店 1985/01/01 408

1884 一般資料 雑誌 世界　1985年1月号
安江良介　編集・発
行人／小川国夫　収
載

創刊40年記念　1985年1月～1986年6月／
〈中篇小説〉小川国夫：著「明るい体」p342
カット：司修／〈わが友を語る〉飯田善国「詩
人のイメージ」

第470号 岩波書店 1985/01/01 408

5919 一般資料 雑誌 世界　1985年1月号
安江良介　編集・発
行人／小川国夫　収
載

創刊40年記念　1985年1月～1986年6月／
〈中篇小説〉小川国夫：著「明るい体」p342
カット：司修／〈わが友を語る〉飯田善国「詩
人のイメージ」

第470号 岩波書店 1985/01/01 408

14354 一般資料 雑誌 世界　1985年1月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【中篇小説】「明るい体」小川国夫p342（切り
取られていて、ページなし）

第470号 岩波書店 1985/01/01 408

620 一般資料 雑誌 世界　1987年10月号
安江良介　編集・発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫、埴谷雄高「往復書簡－第5回
〈終末〉の彼方に」p322　埴谷雄高著「事実
と真実と誤認」、小川国夫：著「大難所越え」
p328

第506号 岩波書店 1987/10/01 392

14360 一般資料 雑誌 世界　1987年10月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第5回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「事実と真実と誤認」埴谷雄
高p322、「大難所越え」小川国夫p328

第506号 岩波書店 1987/10/01 392
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14361 一般資料 雑誌 世界　1987年10月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第5回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「事実と真実と誤認」埴谷雄
高p322、「大難所越え」小川国夫p328

第506号 岩波書店 1987/10/01 392

14362 一般資料 雑誌 世界　1987年10月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第5回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「事実と真実と誤認」埴谷雄
高p322、「大難所越え」小川国夫p328

第506号 岩波書店 1987/10/01 392

14363 一般資料 雑誌 世界　1987年12月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第6回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「宇宙の力の量と質」埴谷雄
高p298、「招かれる原言語希求者」小川国
夫p305

第508号 岩波書店 1987/12/01 360

14364 一般資料 雑誌 世界　1987年12月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第6回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「宇宙の力の量と質」埴谷雄
高p298、「招かれる原言語希求者」小川国
夫p305

第508号 岩波書店 1987/12/01 360

14355 一般資料 雑誌 世界　1987年5月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【新連載】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡
〈終末〉の彼方に　「永生と永死－小川国夫
への書簡（1）」埴谷雄高p270、「想像力によ
る復権」小川国夫p274

第501号 岩波書店 1987/05/01 360

14356 一般資料 雑誌 世界　1987年6月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第2回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「夢想と想像力－われわれ
はいま何処にいるのか？」埴谷雄高p301、
「現世の永遠の生命」小川国夫p306

第502号 岩波書店 1987/06/01 360

14357 一般資料 雑誌 世界　1987年7月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第3回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「未知のヴィジョン」埴谷雄高
p279、「可能性または不可能性としてのムイ
シュキンの深淵」小川国夫p287

第503号 岩波書店 1987/07/01 360
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619 一般資料 雑誌 世界　1987年8月号
安江良介　編集・発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫、埴谷雄高「往復書簡－第4回
〈終末〉の彼方に」p304　埴谷雄高著「対峙
する空間」、小川国夫：著「共存する二つの
光」p310

第504号 岩波書店 1987/08/01 360

14358 一般資料 雑誌 世界　1987年8月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第4回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「対峙する空間」埴谷雄高
p304、「共存する二つの光」小川国夫p310

第504号 岩波書店 1987/08/01 360

14359 一般資料 雑誌 世界　1987年8月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第4回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「対峙する空間」埴谷雄高
p304、「共存する二つの光」小川国夫p310

第504号 岩波書店 1987/08/01 360

14365 一般資料 雑誌 世界　1988年2月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第7回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「非在とのっぺらぼう」埴谷雄
高p300、「私は運ばれる」小川国夫p307

第511号 岩波書店 1988/02/01 360

14366 一般資料 雑誌 世界　1988年2月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第7回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「非在とのっぺらぼう」埴谷雄
高p300、「私は運ばれる」小川国夫p307

第511号 岩波書店 1988/02/01 360

5867 一般資料 雑誌 世界　1988年4月号
安江良介　編集・発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫、埴谷雄高「往復書簡－第8回
〈終末〉の彼方に」p319　埴谷雄高著「出現
と実出現と私」、小川国夫：著「鸛の声」p325

第513号 岩波書店 1988/04/01 368

14367 一般資料 雑誌 世界　1988年4月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【第8回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡〈終
末〉の彼方に　「出現と未出現と私」埴谷雄
高p319、「鸛の声」小川国夫p325

第513号 岩波書店 1988/04/01 368

14368 一般資料 雑誌 世界　1988年6月号
安江良介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【最終回】埴谷雄高・小川国夫　往復書簡
〈終末〉の彼方に　「無出現者の永劫夢」埴
谷雄高p338、「人間でなくなる」小川国夫
p343

第515号 岩波書店 1988/06/01 392
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18663 一般資料 雑誌 奏　第16号　2008 夏
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連／藤枝
静男　関連

執筆者：勝呂奏、勝呂弘、小森新、阿部公
彦、寺田行健／藤枝静男二考　勝呂奏／－
岸田劉生のコレクター・浜松の山本貞次郎
の研究・番外編3　小川国夫さんと野末貞次
のこと、その他　寺田行健

第16号 勝呂奏 2008/05/30 104

18664 一般資料 雑誌 奏　第17号　2008 秋
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連

執筆者：勝呂奏、勝呂弘、小森新、阿部公
彦、田代尚路、戸塚学／追悼　小川国夫
勝呂奏／小川国夫著書目録（稿）　勝呂奏
編／小川国夫「未完の少年像」論　勝呂奏

第17号 勝呂奏 2008/11/30 88

12800 一般資料 雑誌 奏　第18号　2009　夏
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連

資料・小川国夫－未完の長篇小説「浸蝕」
第3章冒頭原型p44／小川国夫「速い馬の
流れ」「あじさしの洲」論－「故意の言い落と
し」と「照央（コレスポンダンス）」p69：勝呂奏

第18号 2009/05/30 92

13303 一般資料 雑誌 奏　第19号　2009　秋
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連

勝呂奏「評伝　小川国夫－第1回」p2、「資
料・小川国夫－中学時代ノート（抄）」p110

2009/11/30 190

14088 一般資料 雑誌 奏　第20号　2010　夏
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連

「評伝　小川国夫－第2回」勝呂奏p48、資
料・小川国夫－国民学校時代ノート
（抄)p153

第20号 2010/06/01 160

18291 一般資料 雑誌 奏　第21号　2010　冬
勝呂奏　発行人／小
川国夫

「評伝　小川国夫－第3回」勝呂奏p27 第21号 2010/12/01 136

18659 一般資料 雑誌 奏　第4号　2002 冬
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連

執筆者：勝呂奏、勝呂弘、小森新／小川国
夫「彰さんと直子」論－描写から語りへ－
勝呂奏

第4号 勝呂奏 2002/12/23 137

18660 一般資料 雑誌 奏　第5号　2003 夏
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連

執筆者：勝呂奏、勝呂弘、小森新／小川国
夫『マグレブ、誘惑として』論－「われわれは
何処から来たのか？われわれとは何か？
われわれは何処へ行くのか？」－　勝呂奏

第5号 勝呂奏 2003/06/19 110
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9974 一般資料 雑誌 奏　第24号　2012年夏
勝呂奏　発行人／小
川国夫　関連

勝呂弘「愚境」／勝呂奏「小川国夫「枯木」
「あじさしの洲」草稿考」P47

第24号 2012/06/01 100

14264 一般資料 雑誌
総合教育技術　1974年8
月号

相賀徹夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【'74潮流】「失敗－二人の労働者」小川国夫
p12

第29巻第7号 小学館 1974/08/01 146

14265 一般資料 雑誌
総合教育技術　1974年8
月号

相賀徹夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【'74潮流】「失敗－二人の労働者」小川国夫
p12

第29巻第7号 小学館 1974/08/01 146

14266 一般資料 雑誌
総合教育技術　1975年4
月号

相賀徹夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【連載対談－《明日を見つめて》】「日本語を
考える（上）」小川国夫、ドメニコ・ラガナp76

第30巻第1号 小学館 1975/04/01 146

14267 一般資料 雑誌
総合教育技術　1978年5
月号

半沢隆夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【私の一冊の本】『ゴッホの手紙』小川国夫
p111

第33巻第2号 小学館 1978/05/01 154

14268 一般資料 雑誌
総合教育技術　1981年2
月号

半沢隆夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【わが著書を語る】『冷静な熱狂』小川国夫
p154

第35巻第14号 小学館 1981/02/01 166

11913 一般資料 雑誌
そめいい　第20号　平成
20年9月15日

小川国夫　関連
藤枝市文化協会の会報／小川国夫追悼
文・澤本行央「わが仰望の人、小川国夫さ
んのこと」

藤枝市文化協会 2008/09/15 12

7432 一般資料 雑誌
堆積　創刊号　1956年10
月

山田富久　編／藤枝
静男　関連

「藤枝静男氏のこと」塚本雄作：著（P38） 堆積発行所 1956/10/01 72

1510 一般資料 雑誌
太陽　NO.126　1973年11
月号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載

特集：「炎の人ゴッホ」小川国夫：文　長野重
一：写真／小川国夫「内部の崖」P8-9／

No.126 平凡社 1973/10/12 180

4840 一般資料 雑誌
太陽　NO.126　1973年11
月号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載

特集：「炎の人ゴッホ」小川国夫：文　長野重
一：写真／小川国夫「内部の崖」P8-9／

No.126 平凡社 1973/10/12 180

16357 一般資料 雑誌
太陽　NO.126　1973年11
月号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：「炎の人ゴッホ」小川国夫：文　長野重
一：写真／小川国夫「内部の崖」P8-9

No.126 平凡社 1973/10/12 180
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16358 一般資料 雑誌
太陽　NO.126　1973年11
月号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：「炎の人ゴッホ」小川国夫：文　長野重
一：写真／小川国夫「内部の崖」P8-9

No.126 平凡社 1973/10/12 180

621 一般資料 雑誌
太陽　NO.148　1975年9
月号

木幡朋介　編集人／
小川国夫　関連

〈特集〉武士道－葉隠のこころ／〈書評〉大
久保喬樹：評「小川国夫著『ゴッホ』」p159／
なだいなだ「エスプリ・ド・コントラディクション
－むじゅんにみちた心」／〈特別企画〉志茂
太郎「書票EXLIBRIS」

第13巻第9号 平凡社 1975/08/12 164

1402 一般資料 雑誌
太陽　NO.164　1977年1
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉鏑木清方－回想の明治／藤枝静
男：著「骨董夜話－青銅瓶」p122

第15巻第1号 平凡社 1976/12/12 176

6007 一般資料 雑誌
太陽　NO.164　1977年1
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉鏑木清方－回想の明治／藤枝静
男：著「骨董夜話－青銅瓶」p122

第15巻第1号 平凡社 1976/12/12 176

1403 一般資料 雑誌
太陽　NO.165　1977年2
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉大地震／藤枝静男：著「骨董夜話－
木彫小地蔵尊」p112

第15巻第2号 平凡社 1977/01/12 162

12725 一般資料 雑誌
太陽　NO.165　1977年2
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉大地震／藤枝静男：著「骨董夜話－
木彫小地蔵尊」p112

第15巻第2号 平凡社 1977/01/12 162

511 一般資料 雑誌
太陽　NO.166　1977年3
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉四季の草花あそび／藤枝静男：著
「骨董夜話－青織部菊皿」p112

第15巻第3号 平凡社 1977/02/12 162

12726 一般資料 雑誌
太陽　NO.166　1977年3
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉四季の草花あそび／藤枝静男：著
「骨董夜話－青織部菊皿」p112

第15巻第3号 平凡社 1977/02/12 162

512 一般資料 雑誌
太陽　NO.167　1977年4
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉本阿弥光悦－書・やきもの・蒔絵／
藤枝静男：著「骨董夜話－チベットの短剣と
骨笛」p122

第15巻第4号 平凡社 1977/03/12 164

12727 一般資料 雑誌
太陽　NO.167　1977年4
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉本阿弥光悦－書・やきもの・蒔絵／
藤枝静男：著「骨董夜話－チベットの短剣と
骨笛」p122

第15巻第4号 平凡社 1977/03/12 164

513 一般資料 雑誌
太陽　NO.168　1977年5
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉万葉集－近江・飛鳥・筑紫・東国／
藤枝静男：著「京伝の扇面」p124

第15巻第5号 平凡社 1977/04/12 176

12728 一般資料 雑誌
太陽　NO.168　1977年5
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉万葉集－近江・飛鳥・筑紫・東国／
藤枝静男：著「京伝の扇面」p124

第15巻第5号 平凡社 1977/04/12 176
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514 一般資料 雑誌
太陽　NO.170　1977年6
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉悲劇の明治維新－戊辰戦争／藤枝
静男：著「初期伊万里小壺」p122

第15巻第6号 平凡社 1977/05/12 172

1404 一般資料 雑誌
太陽　NO.170　1977年6
月号

中村新珠　編集人／
藤枝静男　収載

〈特集〉悲劇の明治維新－戊辰戦争／藤枝
静男：著「初期伊万里小壺」p122

第15巻第6号 平凡社 1977/05/12 172

6928 一般資料 雑誌
太陽  NO.190　1979年2月
号<BR>

祐乗坊英昭　編／藤
枝静男　収載

私のだまされた一点：藤枝静男「平安胎内
仏」（P103）

平凡社 1979/01/12 168

7082 一般資料 雑誌
太陽  NO.190　1979年2月
号

祐乗坊英昭　編／藤
枝静男　収載

私のだまされた一点：藤枝静男「平安胎内
仏」（P103）

平凡社 1979/01/12 168

1511 一般資料 雑誌
太陽　NO.372　1992年6
月号

門崎敬一　編集人／
小川国夫　収載

特集：「埴谷雄高　世紀末の予言者」／埴谷
雄高への6通の手紙　中村真一郎「「あさっ
て会」の先頭へふたたび！」、鶴見俊輔「手
紙にならない手紙」、小川国夫：著「あの年
八十一歳だったあなたに」p56、加賀乙彦
「ミーシャヵらゾシマ長老へ」、大江健三郎
「愛のビッグバン」、島田雅彦「ベラックァの
末裔」／立石伯：構成・文「埴谷雄高　全著
作解説」P71-76

No.372 平凡社 1992/06/12 188

4601 一般資料 雑誌
太陽　NO.372　1992年6
月号

門崎敬一　編集人／
小川国夫　収載

特集：「埴谷雄高　世紀末の予言者」／埴谷
雄高への6通の手紙　中村真一郎「「あさっ
て会」の先頭へふたたび！」、鶴見俊輔「手
紙にならない手紙」、小川国夫：著「あの年
八十一歳だったあなたに」p56、加賀乙彦
「ミーシャヵらゾシマ長老へ」、大江健三郎
「愛のビッグバン」、島田雅彦「ベラックァの
末裔」／立石伯：構成・文「埴谷雄高　全著
作解説」P71-76

No.372 平凡社 1992/06/12 188
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16359 一般資料 雑誌
太陽　NO.372　1992年6
月号

門崎敬一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：「埴谷雄高　世紀末の予言者」／埴谷
雄高への6通の手紙　中村真一郎「「あさっ
て会」の先頭へふたたび！」、鶴見俊輔「手
紙にならない手紙」、小川国夫：著「あの年
八十一歳だったあなたに」p56、加賀乙彦
「ミーシャヵらゾシマ長老へ」、大江健三郎
「愛のビッグバン」、島田雅彦「ベラックァの
末裔」／立石伯：構成・文「埴谷雄高　全著
作解説」P71-76

No.372 平凡社 1992/06/12 188

2781 一般資料 雑誌
太陽　NO.425　1996年8
月号

石川順一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連

〈特集〉立原正秋－たしかさと勁さを求めた
作家の生きざま　【巻頭エッセイ】小川国夫：
著「まだ売れない立原正秋」p8（小川国夫の
写真あり）　第2回近代文学賞受賞記念写真
に藤枝静男p62

第34巻第9号 平凡社 1996/08/12 160

16360 一般資料 雑誌
太陽　NO.425　1996年8
月号

石川順一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

〈特集〉立原正秋－たしかさと勁さを求めた
作家の生きざま　【巻頭エッセイ】小川国夫：
著「まだ売れない立原正秋」p8（小川国夫の
写真あり）　第2回近代文学賞受賞記念写真
に藤枝静男p62

第34巻第9号 平凡社 1996/08/12 160

18302 一般資料 雑誌
太陽　NO.425　1996年8
月号

石川順一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　／小川国夫
蔵書

〈特集〉立原正秋－たしかさと勁さを求めた
作家の生きざま　【巻頭エッセイ】小川国夫：
著「まだ売れない立原正秋」p8（小川国夫の
写真あり）　第2回近代文学賞受賞記念写真
に藤枝静男p62

第34巻第9号 平凡社 1996/08/12 160

4741 一般資料 雑誌
太陽　NO.450　1998年5
月号

石川順一　編集・発
行人／藤枝静男　関
連

特集：奈良　大和路／作家たちのみほとけ
「大和仏像巡礼」：p14藤枝静男「薬師寺東
院聖観音」の一文が引用されている。

No.450 平凡社 1998/05/12
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3618 一般資料 雑誌
太陽　NO.91　1971年1月
号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載

〈新年特集〉東海道中膝栗毛－江戸町人の
遊びと笑い　〈随筆〉小川国夫：著「まぼろし
の藤枝宿」p43　ほか

第9巻第1号 平凡社 1970/12/12 176

12722 一般資料 雑誌
太陽　NO.91　1971年1月
号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載

〈新年特集〉東海道中膝栗毛－江戸町人の
遊びと笑い　〈随筆〉小川国夫：著「まぼろし
の藤枝宿」p43　ほか

第9巻第1号 平凡社 1970/12/12 176

16355 一般資料 雑誌
太陽　NO.91　1971年1月
号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈新年特集〉東海道中膝栗毛－江戸町人の
遊びと笑い　〈随筆〉小川国夫：著「まぼろし
の藤枝宿」p43（切り取られていて、ページな
し）

第9巻第1号 平凡社 1970/12/12 176

3565 一般資料 雑誌
太陽　NO.95　1971年5月
号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載

〈特集〉世界の豪華船　小川国夫：著「地中
海の透明な夜」（巻頭カラー）　なだいなだ
「短い航海日誌」　ほか

第9巻第5号 平凡社 1971/04/12 174

12723 一般資料 雑誌
太陽　NO.95　1971年5月
号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載

〈特集〉世界の豪華船　小川国夫：著「地中
海の透明な夜」（巻頭カラー）　なだいなだ
「短い航海日誌」　ほか

第9巻第5号 平凡社 1971/04/12 174

16356 一般資料 雑誌
太陽　NO.95　1971年5月
号

馬場一郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集〉世界の豪華船　小川国夫：著「地中
海の透明な夜」（切り取られていて、ページ
なし・巻頭カラー）　なだいなだ「短い航海日
誌」　ほか

第9巻第5号 平凡社 1971/04/12 174

17951 一般資料 雑誌
太陽　古典と絵巻シリー
ズ4　合戦・縁起絵巻

馬場一郎　発行人／
小川国夫　蔵書

前九年合戦絵巻、平治物語絵巻、蒙古襲来
絵詞、粉河寺縁起　ほか

平凡社 1979/10/25 156

17912 一般資料 雑誌
太陽浮世絵シリーズ　写
楽　1975年冬

馬場一郎　発行人／
小川国夫　蔵書

【内容】二代目市川高麗蔵の志賀直哉大
七、三代目沢村宗十郎の名護屋三山と三
代目瀬川菊之丞の傾城かつらぎ、四代目岩
井半四郎の浮世之助下女さん実は左馬之
助妹さへだ／特別付録：和紙・原寸／監修：
山本圭三郎

平凡社 1975/10/25 156
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11260 一般資料 雑誌
太陽コレクション　茶の湯
歳時記　秋

大沢正道　編／小川
国夫　収載

小川国夫著：「先生の招待」p140 平凡社 1981/08/25 146

16361 一般資料 雑誌
太陽コレクション　茶の湯
歳時記　秋

大沢正道　編／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

小川国夫著：「先生の招待」p140 平凡社 1981/08/25 146

16660 一般資料 雑誌 たね　特別増刊　13号

椎名麟三　編集人発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

プロテスタント文学集団「たねの会」／【アン
ケート】現代作家・評論家に聞く　（1）あなた
が最近読まれた本の中で最も感銘を受けら
れた作品　（2）その理由　小川国夫－（1）ウ
イリアム・フォークナー『響きと怒り』p46、柳
田知常－（1）藤枝静男『或年の冬　或年の
夏』p47

第13号 たねの会 1972/08/01 88

19351 一般資料 雑誌 旅　1969年6月号
小田乾三　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

特集　変貌する東海道　話題の東名ハイ
ウェイ／藤枝静男「二十余年の浜松生活か
ら」（敗戦直後のエピソード、音楽都市とは
言えない、静岡との比較でわかること、「東
名」開通後の忠告）p116

第43巻第6号
通巻505号

日本交通公社 1969/06/01 304

6985 一般資料 雑誌 旅　1972年8月号
松田清　編／小川国
夫　収載

はじめての海外旅行〈30〉小川国夫著：「ラ・
マルセエーズ号30日間の哀歓」：画：久里洋
二

日本交通公社 1972/08/01 304

4208 一般資料 雑誌 旅  1973年11月号
松田清　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

特集「峠と街道」／　原文掲載誌（初出）　藤
枝静男　著：「天竜河口の秋」　p203（『田紳
有楽』に用いられた）

第４７巻第１１
号

日本交通公社 1973/11/01 274

1505 一般資料 雑誌 旅　1973年4月号
松田清　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫著：「天草灘」－南国の陽光とキリ
シタンの島（P70）

第47巻第4号
通巻551号

日本交通公社 1973/04/01 312

6924 一般資料 雑誌 旅　1973年4月号
松田清　編／小川国
夫　収載

小川国夫著：「天草灘」－南国の陽光とキリ
シタンの島（P70）

日本交通公社 1973/04/01 312

14762 一般資料 雑誌 旅　1973年4月号
松田清　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「天草灘」－南国の陽光とキリ
シタンの島（P70）

第47巻第4号
通巻551号

日本交通公社 1973/04/01 312
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16352 一般資料 雑誌 旅　1974年6月号
松田清　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「トラピストと城のある風景」
p70

第48巻第7号
通巻566号

日本交通公社 1974/06/01 284

7513 一般資料 雑誌 旅　1974年6月号
松田清　編／小川国
夫　収載

小川国夫著：「トラピストと城のある風景」
（P70）

日本交通公社 1974/06/01 284

11288 一般資料 雑誌 旅　1975年10月号
松田清　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「井伊家下屋敷に泊って湖東
三山をめぐる」p122

第４９巻第１１
号

日本交通公社 1975/10/01 296

7514 一般資料 雑誌 旅　1975年5月号
松田清　編／小川国
夫　収載

小川国夫著：「山口・津和野・益田」三つの
町の出会い－五重塔がたつ町。鯉のすむ
山峡の城下町。雪舟の庭のある海浜の宿
場町。でp70

第49号第5号 日本交通公社 1975/05/01 290

16353 一般資料 雑誌 旅　1975年5月号
松田清　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫著：「山口・津和野・益田」三つの
町の出会い－五重塔がたつ町。鯉のすむ
山峡の城下町。雪舟の庭のある海浜の宿
場町。でp70

第49号第5号
通巻577号

日本交通公社 1975/05/01 290

11287 一般資料 雑誌 旅　1978年4月号
藤原進　編／藤枝静
男　収載

〈巻頭随想〉藤枝静男：著「ひとり旅」p61 第５２巻第４号 日本交通公社 1978/04/01 286

8738 一般資料 雑誌 旅　1979年11月号
高橋洋　編集人／小
川国夫　収載

小川国夫：著「モロッコ紀行　アトラスを越え
て」p156

第53巻第11号
通巻632号

日本交通公社 1979/11/01 274

16354 一般資料 雑誌 旅　1979年11月号
高橋洋　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「モロッコ紀行　アトラスを越え
て」p156

第53巻第11号
通巻632号

日本交通公社 1979/11/01 274

17949 一般資料 雑誌 旅　1980年9月号
高橋洋　編集人／小
川国夫　蔵書

特集　この秋の奈良 第54巻第9号 日本交通公社 1980/09/01 268

14572 一般資料 雑誌 短歌　昭和46年9月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

対談「自然のなかでの生と死－立原道造を
めぐって」小川国夫、江頭彦造p62（訂正か
きこみあり）

第18巻第9号 角川書店 1971/09/01 172

14573 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年1月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

1974年新春作品大特集／【新連載】「天の
花　淵の声　能界遊歩」小川国夫p104

第21巻第1号 角川書店 1974/01/01 196
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14574 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年1月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

1974年新春作品大特集／【新連載】「天の
花　淵の声　能界遊歩」小川国夫p104

第21巻第1号 角川書店 1974/01/01 196

19353 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年1月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

1974年新春作品大特集／【新連載】「天の
花　淵の声　能界遊歩」小川国夫p104

第21巻第1号 角川書店 1974/01/01 196

14587 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年10月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（10）」小川国夫
p204

第21巻第10号 角川書店 1974/10/01 328

14588 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年10月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（10）」小川国夫
p204

第21巻第10号 角川書店 1974/10/01 328

19358 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年10月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「天の花　淵の声　能界遊歩（10）」小川国夫
p204

第21巻第10号 角川書店 1974/10/01 328

19359 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年11月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「天の花　淵の声　能界遊歩（11）」小川国夫
p322

第21巻第11号 角川書店 1974/11/01 354

14589 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年12月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（最終回）」小川
国夫p262／49年『短歌』総目次

第21巻第12号 角川書店 1974/12/01 296

18297 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年12月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（最終回）」小川
国夫p262／49年『短歌』総目次

第21巻第12号 角川書店 1974/12/01 296

19360 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年12月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「天の花　淵の声　能界遊歩（最終回）」小川
国夫p262／49年『短歌』総目次

第21巻第12号 角川書店 1974/12/01 296

14575 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年2月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（2）」小川国夫
p72

第21巻第2号 角川書店 1974/02/01 164

14576 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年2月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（2）」小川国夫
p72

第21巻第2号 角川書店 1974/02/01 164

19354 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年2月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「天の花　淵の声　能界遊歩（2）」小川国夫
p72

第21巻第2号 角川書店 1974/02/01 164

308



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

14577 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年3月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（3）」小川国夫
p112

第21巻第3号 角川書店 1974/03/01 180

14578 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年3月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（3）」小川国夫
p112

第21巻第3号 角川書店 1974/03/01 180

19355 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年3月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「天の花　淵の声　能界遊歩（3）」小川国夫
p112

第21巻第3号 角川書店 1974/03/01 180

14579 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年4月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（4）」小川国夫
p128

第21巻第4号 角川書店 1974/04/01 184

14580 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年4月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（4）」小川国夫
p128

第21巻第4号 角川書店 1974/04/01 184

19356 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年4月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「天の花　淵の声　能界遊歩（4）」小川国夫
p128

第21巻第4号 角川書店 1974/04/01 184

14581 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年5月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（5）」小川国夫
p254

第21巻第5号 角川書店 1974/05/01 320

18295 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年5月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（5）」小川国夫
p254

第21巻第5号 角川書店 1974/05/01 320

18296 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年5月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（5）」小川国夫
p254

第21巻第5号 角川書店 1974/05/01 320

19357 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年5月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

「天の花　淵の声　能界遊歩（5）」小川国夫
p254

第21巻第5号 角川書店 1974/05/01 320

14582 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年6月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（6）」小川国夫
p126

第21巻第6号 角川書店 1974/06/01 282
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14583 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年6月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（6）」小川国夫
p126

第21巻第6号 角川書店 1974/06/01 282

14584 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年7月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（7）」小川国夫
p226

第21巻第7号 角川書店 1974/07/01 328

14585 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年8月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（8）」小川国夫
p267

第21巻第8号 角川書店 1974/08/01 312

14586 一般資料 雑誌 短歌　昭和49年9月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「天の花　淵の声　能界遊歩（9）」小川国夫
p256

第21巻第9号 角川書店 1974/09/01 344

14590 一般資料 雑誌 短歌　昭和51年8月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

対談「日本人の美意識」小川国夫、立原正
秋p143

第23巻第8号 角川書店 1976/08/01 336

1471 一般資料 雑誌 短歌　昭和53年4月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

〈対談〉前登志夫・小川国夫：対談「言葉が
人間を語る」　この父が鬼にかへらむ峠まで
－言葉の象徴性、ひそけき環にて死者とへ
だたる－現代の想像力、巻向の穴師の山
の山びとと－古代生尾人の世界、罔象女し
づまる河に額をひたしつつ－想像の恋人、
三代の言葉を生きる－方言の世界、羽衣伝
説－自然・言葉の時間、ここだも騒ぐ鳥の声
かも－言葉の始源、これやこの行くも帰るも
－歴史とはなにか、磐代の浜松が枝を引き
結び－精神位相の問題

第25巻第4号 角川書店 1978/04/01 316

14591 一般資料 雑誌 短歌　昭和53年4月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

対談「言葉が人間を語る－」小川国夫、前
登志夫p119

第25巻第4号 角川書店 1978/04/01 316
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14592 一般資料 雑誌 短歌　昭和53年4月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

対談「言葉が人間を語る－」小川国夫、前
登志夫p119

第25巻第4号 角川書店 1978/04/01 316

1473 一般資料 雑誌 短歌　昭和54年9月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫・高嶋健一：対談「歌とは何
か」p130　時代の理想と歌、短歌と伝統との
つながり、新鋭歌人たちの歌の達成につい
て、新しい歌の出現と批評の変化、現代の
歌の新しい方法とは何か、歌の中の和解の
力、歌の甦り、歌とは何か（昭和54年6月22
日、於静岡「嶋」にて）

第26巻第9号 角川書店 1979/09/01 308

14593 一般資料 雑誌 短歌　昭和54年9月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

対談「歌とは何か」小川国夫、高嶋健一
p130

第26巻第9号 角川書店 1979/09/01 308

14594 一般資料 雑誌 短歌　昭和54年9月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

対談「歌とは何か」小川国夫、高嶋健一
p130

第26巻第9号 角川書店 1979/09/01 308

14671 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年1月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【新連載】「新　天の花　淵の声」小川国夫
p20

第27巻第1号 角川書店 1980/01/01 356

14672 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年1月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【新連載】「新　天の花　淵の声」小川国夫
p20

第27巻第1号 角川書店 1980/01/01 356

14683 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年10月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「鵜飼－新　天の花　淵の声（9）」小川国夫
p102

第27巻第10号 角川書店 1980/10/01 280

19369 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年10月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載

「鵜飼－新　天の花　淵の声（9）」小川国夫
p102

第27巻第10号 角川書店 1980/10/01 280

14684 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年11月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「吉野静－新　天の花　淵の声（10）」小川国
夫p92

第27巻第11号 角川書店 1980/11/01 272
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19370 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年11月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載

「吉野静－新　天の花　淵の声（10）」小川国
夫p92

第27巻第11号 角川書店 1980/11/01 272

14685 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年12月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「西行桜－新　天の花　淵の声（11）」小川国
夫p56

第27巻第12号 角川書店 1980/12/01 248

19371 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年12月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載

「西行桜－新　天の花　淵の声（11）」小川国
夫p56

第27巻第12号 角川書店 1980/12/01 248

5982 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年2月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「新　天の花　淵の声2」
ｐ22

第27巻第2号 角川書店 1980/02/01 320

14673 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年2月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声」小川国夫p22 第27巻第2号 角川書店 1980/02/01 320

14674 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年2月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（2）」小川国夫p22 第27巻第2号 角川書店 1980/02/01 320

19361 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年2月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「新　天の花　淵の声2」
ｐ22

第27巻第2号 角川書店 1980/02/01 320

14675 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年3月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（3）」小川国夫p52 第27巻第3号 角川書店 1980/03/01 318

14676 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年3月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（3）」小川国夫p52 第27巻第3号 角川書店 1980/03/01 318

19362 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年3月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

「新　天の花　淵の声（3）」小川国夫p52 第27巻第3号 角川書店 1980/03/01 318

14677 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年4月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（4）」小川国夫p26 第27巻第4号 角川書店 1980/04/01 254

19363 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年4月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

「新　天の花　淵の声（4）」小川国夫p26 第27巻第4号 角川書店 1980/04/01 254
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14678 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年5月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（5）－自然居士」小川
国夫p82

第27巻第5号 角川書店 1980/05/01 352

19364 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年5月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

「新　天の花　淵の声（5）－自然居士」小川
国夫p82

第27巻第5号 角川書店 1980/05/01 352

1472 一般資料 雑誌 短歌　1980年7月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

『短歌』創刊350号記念大特集／〈連載〉小
川国夫：著「新　天の花　淵の声6」ｐ72

第27巻第7号 角川書店 1980/07/01 400

14679 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年7月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（6）」小川国夫p72 第27巻第7号 角川書店 1980/07/01 400

19366 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年7月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

「新　天の花　淵の声（6）」小川国夫p72 第27巻第7号 角川書店 1980/07/01 400

14680 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年8月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（7）－班女」小川国夫
p106

第27巻第8号 角川書店 1980/08/01 412

14681 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年8月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「新　天の花　淵の声（7）－班女」小川国夫
p106

第27巻第8号 角川書店 1980/08/01 412

19367 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年8月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載

「新　天の花　淵の声（7）－班女」小川国夫
p106

第27巻第8号 角川書店 1980/08/01 412

14682 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年9月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「実盛－新　天の花　淵の声（8）」小川国夫
p138

第27巻第9号 角川書店 1980/09/01 266

19368 一般資料 雑誌 短歌　昭和55年9月号
鈴木豊一　編集人／
小川国夫　収載

「実盛－新　天の花　淵の声（8）」小川国夫
p138

第27巻第9号 角川書店 1980/09/01 266

14686 一般資料 雑誌 短歌　平成4年7月号
今秀巳　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

大特集　吉野の山人・前登志夫の世界／
「わが詩友」小川国夫p144

第39巻第7号
通巻510号

角川書店 1992/07/01 354
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14688 一般資料 雑誌
短歌朝日　1997年9・10月
号

大崎紀夫　ほか編集
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

創刊2号対談「歌びとは世界的な反響を感
愛し、言霊や幻聴を短歌宇宙詩に変えられ
るか」小川国夫、前登志夫p36

第1巻第2号
通巻2号

朝日新聞社 1997/09/01 138

4242 一般資料 雑誌
短歌朝日　創刊2号　1997
年9・10月号

大崎紀夫　編集長発
行人／小川国夫　収
載

〈大特集〉現代短歌は闘ったか／〈創刊2号
対談〉小川国夫・前登志夫：対談「歌びとは
世界的は反響を感愛し、言霊や幻聴を短歌
宇宙詩にかえられるか」p36

第1巻第2号
通巻第2号

朝日新聞社 1997/09/01 138

8723 一般資料 雑誌 探究　NO.35　1974年2月
佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連

佐古純一郎著「聖なるものと俗なるもの」
（扉）：小川国夫・遠藤周作・堀田雄康の座
談会「なぜイエスを書くか」（文学界2月号）
の感想／牧野留美子著「小川国夫覚書
『或る聖書』をめぐって」p6／河先真著「『或
る聖書』小論　いと憎むべき荒廃を超えて」
p16

第35号 探究の会 1974/02/01 28

16605 一般資料 雑誌
探求　第35号　1974年2月
号

佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

「小川国夫覚書－《或る聖書》をめぐって」牧
野留美子p6、「『或る聖書』小論－いと憎む
べき荒廃を超えて」河先真p16

第35号 探求の会 1974/02/01 28

16606 一般資料 雑誌
探求　第36号　1974年3・4
月合併号

佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

「俳句の眼ということ」牧野留美子（小川国
夫『夕日と草』についての記述あり）p51

第36号 探求の会 1974/04/01 59

16607 一般資料 雑誌
探求　第37号　1974年5月
号

佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

「〈俳句の方法〉ということ」牧野留美子（小
川国夫『物と心』についての記述あり）p52

第37号 探求の会 1974/05/01 28

16608 一般資料 雑誌
探求　第38号　1974年6月
号

佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

「小川国夫《試みの岸》について」牧野留美
子p2

第38号 探求の会 1974/06/01 29

16609 一般資料 雑誌
探求　第40号　1974年8月
号

佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

「小川国夫ノート《リラの頃、カサブランカ
へ》」牧野留美子p6

第40号 探求の会 1974/08/01 31
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8724 一般資料 雑誌 探究　NO.44　1975年4月
佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連

牧野留美子著「小川国夫ノート『彼の故郷』」
p11

第44号 探究の会 1975/04/01 22

16610 一般資料 雑誌
探求　第44号　1975年4月
号

佐古純一郎　編集兼
発行人／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

「小川国夫ノート《彼の故郷》」牧野留美子
p11

第44号 探求の会 1975/04/01 22

14564 一般資料 雑誌 暖鳥　昭和52年6月号
蝦名石蔵　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

成田千空句集「地霊」特集　「耕馬の島」小
川国夫p12（『読売新聞』昭和52年2月21日
付「暗い国」⑥より転載）

第32巻第356
号

青森俳句会 1977/06/01 39

515 一般資料 雑誌
小さな蕾　昭和51年1・2月
合併号

岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記5
竹絵付け」p22

№13 創樹社美術出版 1976/01/01 92

4853 一般資料 雑誌
小さな蕾　昭和51年1・2月
合併号

岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記5
竹絵付け」p22

№13 創樹社美術出版 1976/01/01 92

2240 一般資料 雑誌
小さな蕾　昭和51年1・2月
合併号

岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記5
竹絵付け」p22

№13 創樹社美術出版 1976/01/01 92

1414 一般資料 雑誌 小さな蕾　昭和51年3月号
岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記6
壺三箇桶一箇」p40／特集：アメリカの骨董

№14 創樹社美術出版 1976/03/01 92

6028 一般資料 雑誌 小さな蕾　昭和51年3月号
岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記6
壺三箇桶一箇」p40／特集：アメリカの骨董

№14 創樹社美術出版 1976/03/01 92

2241 一般資料 雑誌 小さな蕾　昭和51年3月号
岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記6
壺三箇桶一箇」p40／特集：アメリカの骨董

№14 創樹社美術出版 1976/03/01 92

922 一般資料 雑誌 小さな蕾　昭和51年4月号
岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記7
朝鮮民画」p40

No15 創樹社 1976/04/01 92

2242 一般資料 雑誌 小さな蕾　昭和51年4月号
岩渕鉄太郎　編集人
／藤枝静男　収載

骨董の月刊誌／藤枝静男「骨董歳時記7
朝鮮民画」p40

No15 創樹社美術出版 1976/04/01 92

853 一般資料 雑誌
地球　第54号　1973年
冬季号

秋谷豊　編集発行／
小川国夫　関連

〈特集〉文学における夢と幻想／粒来哲蔵
著「小川国夫への手紙『夢』について」p14

第54号 地球社 1973/02/01 108
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4496 一般資料 雑誌 千艸　第8集
山崎佳信　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫特輯／小川国夫「病院へ行った
日」、小川国夫全著作目録（山本恵一郎編・
昭和10年3月～52年2月1日）

ちくさ正文館書店 1977/04/01 23

16629 一般資料 雑誌 千艸　第8集
山崎佳信　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫特輯／小川国夫「病院へ行った
日」、小川国夫全著作目録（山本恵一郎編・
昭和10年3月～52年2月1日）

第8号 ちくさ正文館書店 1977/04/01 23

16630 一般資料 雑誌 千艸　第8集
山崎佳信　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫特輯／小川国夫「病院へ行った
日」、小川国夫全著作目録（山本恵一郎編・
昭和10年3月～52年2月1日）

第8号 ちくさ正文館書店 1977/04/01 23

16468 一般資料 雑誌
ちくま　NO.100　1977年8
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「重傷者の想い出」p6 通巻100号 筑摩書房 1977/08/01 32

16469 一般資料 雑誌
ちくま　NO.100　1977年8
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「重傷者の想い出」p6 通巻100号 筑摩書房 1977/08/01 32

16470 一般資料 雑誌
ちくま　NO.107　1978年3
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「旅の中のバッハ」p8 通巻107号 筑摩書房 1978/03/01 32

16471 一般資料 雑誌
ちくま　NO.107　1978年3
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「旅の中のバッハ」p8 通巻107号 筑摩書房 1978/03/01 32

18299 一般資料 雑誌
ちくま　NO.107　1978年3
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「旅の中のバッハ」p8 通巻107号 筑摩書房 1978/03/01 32

16472 一般資料 雑誌
ちくま　NO.120　1981年3
月

柏原成光　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【対談】「古典とつきあう」小川国夫、篠田一
士p2

通巻120号 筑摩書房 1981/03/01 32

16473 一般資料 雑誌
ちくま　NO.120　1981年3
月

柏原成光　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【対談】「古典とつきあう」小川国夫、篠田一
士p2

通巻120号 筑摩書房 1981/03/01 32
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16474 一般資料 雑誌
ちくま　NO.120　1981年3
月

柏原成光　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【対談】「古典とつきあう」小川国夫、篠田一
士p2

通巻120号 筑摩書房 1981/03/01 32

8459 一般資料 雑誌 ちくま　1974年2月
吉岡実　編集／藤枝
静男　収載

藤枝静男「阿弥陀如来下向す　雑記帳から
１」

第５８号 筑摩書房 1974/01/20 44

8460 一般資料 雑誌 ちくま　1974年3月
吉岡実　編集／藤枝
静男　収載

藤枝静男「洋服屋ほか　雑記帳から２」 第５９号 筑摩書房 1974/02/20 44

8461 一般資料 雑誌 ちくま　1974年6月
吉岡実　編集／藤枝
静男　収載

藤枝静男「志賀直哉と築山殿のこと　雑記
帳から５」

第６２号 筑摩書房 1974/05/20 44

8462 一般資料 雑誌 ちくま　1974年7月
吉岡実　編集／藤枝
静男　収載

藤枝静男「薬師寺東院聖観音　雑記帳から
（完）」

第６３号 筑摩書房 1974/06/20 44

7511 一般資料 雑誌 ちくま　1978年3月号 小川国夫　収載 小川国夫著：「旅の中のバッハ」（P8） 通巻第107号 1978/03/01 32

8463 一般資料 雑誌 ちくま　1978年3月
吉岡実　編集／小川
国夫　収載／藤枝静
男　関連

小川国夫「旅の中のバッハ」 第１０７号 筑摩書房 1978/03/01 48

5924 一般資料 雑誌 ちくま　NO.23　1971年3月
吉岡実　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「先生の下宿」p8 通巻23号 筑摩書房 1971/02/20 32

16461 一般資料 雑誌 ちくま　NO.23　1971年3月
吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「先生の下宿」p8 通巻23号 筑摩書房 1971/02/20 32

16462 一般資料 雑誌
ちくま　NO.55　1973年11
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「一筋の思い出　《或る聖書》
について」p14

通巻55号 筑摩書房 1973/10/20 32

16463 一般資料 雑誌
ちくま　NO.55　1973年11
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「一筋の思い出　《或る聖書》
について」p14

通巻55号 筑摩書房 1973/10/20 32

16464 一般資料 雑誌
ちくま　NO.55　1973年11
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「一筋の思い出　《或る聖書》
について」p14

通巻55号 筑摩書房 1973/10/20 32

16465 一般資料 雑誌
ちくま　NO.55　1973年11
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「一筋の思い出　《或る聖書》
について」p14

通巻55号 筑摩書房 1973/10/20 32
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16466 一般資料 雑誌
ちくま　NO.55　1973年11
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「一筋の思い出　《或る聖書》
について」p14

通巻55号 筑摩書房 1973/10/20 32

16467 一般資料 雑誌
ちくま　NO.55　1973年11
月

吉岡実　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「一筋の思い出　《或る聖書》
について」p14

通巻55号 筑摩書房 1973/10/20 32

14262 一般資料 雑誌 地上　1972年9月号
神田八郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【巻頭随想】「水と土地について」小川国夫
p20

第26巻第9号 家の光協会 1972/09/01 202
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618 一般資料 雑誌 チバ時報　Ｃｉｂａ－Ｚｉｈｏ 藤枝静男　蔵書

本誌は主として欧米に於ける医薬学に関連
せる趣味的事項を聚録、且つ数々之に関す
る本邦の記事を追録して読者各位の御参
考に供するを旨とす（編集後記・Ｃｉｂａ－Ｚｉｈ
ｏに就て）／No.60（1934-1月）・No.61（1934-
5月）・No.62（1934-6月）・No.63（1934-9月）・
No.64（1934-10月）・No.65（1934-11月）・
No.66（1935-1月）・No.67（1935-2月）・No.68
（1935-3月）・No.69（1935-4月）・No.70
（1935-5月）・No.71（1935-6月）・No.72
（1935-9月）・No.73（1935-10月）・No.74
（1935-11月）・No.76（1936-2月）・No.82
（1936-9月）・No.83（1936-10月）・No.85
（1937-1月）・No.101（1939-3月）・No.103
（1939-7月）・No.104（1939-9月）・No.105
（1939-7月）・No.106（1940-1月）No.107
（1940-9月）・No.108（1940-5月）

瑞西バーゼル化学工
業会社日本学術部

0000/00/00

871 一般資料 雑誌 中央公論　1966年9月号
宮脇俊三　編集者／
小川国夫　収載

中央公論新人創作シリーズ（第3回）　小川
国夫：著「河口の南」p342

第81年第9号
第947号

中央公論社 1966/09/01 428

8726 一般資料 雑誌 中央公論　1966年9月号
宮脇俊三　編集者／
小川国夫　収載

中央公論新人創作シリーズ（第3回）　小川
国夫：著「河口の南」p342

第81年第9号
第947号

中央公論社 1966/09/01 428

8631 一般資料 雑誌 中央公論　1976年11月号
粕谷一希　編集／藤
枝静男　収載

第１２回谷崎潤一郎賞「田紳有楽」受賞の
言葉「文学的近況」（藤枝静男）p290

第９１年第１１
号

中央公論社 1976/11/01 408
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14639 一般資料 雑誌
中央公論　昭和57年11月
特大号

青柳正美　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【私の書斎195】小川国夫（カラーグラビア）：
書斎の写真、テラコッタの像など置いてあり
書斎の様子がわかる／ウイスキー「サント
リーリザーブ」広告

第97巻第12号 中央公論社 1982/11/01 412

14640 一般資料 雑誌
中央公論　昭和57年11月
特大号

青柳正美　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【私の書斎195】小川国夫（カラーグラビア）：
書斎の写真、テラコッタの像など置いてあり
書斎の様子がわかる／ウイスキー「サント
リーリザーブ」広告

第97巻第12号 中央公論社 1982/11/01 412

14664 一般資料 雑誌 中学教育　1971年11月号
相賀徹夫　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「少年期素描」小川国夫p10（切り取られて
いて、ページなし）

第16巻第10号 小学館 1971/11/01 176

14270 一般資料 雑誌
中学生の勉強室　1988年
8月号

日本放送協会　編集
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

「空欄補充」問題の解き方－随筆①－小川
国夫「出発の不安」『舷にて』p62

第27巻第5号 日本放送出版協会 1988/08/01 127

14271 一般資料 雑誌
中学生の勉強室　1989年
8月号

日本放送協会　編集
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

動作、言葉に表れる人柄の把握－小説問
題を解くために④－小川国夫「物と心」『生
のさ中に』p60

第28巻第5号 日本放送出版協会 1988/08/01 127

2551 一般資料 雑誌
頂点　第37号　昭和44年
10月

鈴木六林男　編集人
／小川国夫　収載

同人雑誌／小川国夫著：小宮山遠の一側
面（P6）／小宮山遠句集「喪服」特集／小宮
山遠「自選『喪服』抄」　ほか

第37号 頂点の会 1969/10/25 23

7559 一般資料 雑誌 頂点　昭和44年10月
鈴木六林男　編／小
川国夫　収載

同人雑誌／小川国夫著：小宮山遠の一側
面（P6）／小宮山遠句集「喪服」特集／小宮
山遠「自選『喪服』抄」　ほか<BR>

第37号 頂点の会 1969/10/25 23

16797 一般資料 雑誌
調布市立図書館　講演会
記録集5

調布市立図書館　発
行／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

講演会記録集／1974年10月4日　著者を囲
む読書会　テーマ『試みの岸』小川国夫
p257

5 調布市立図書館 1992/03/25 421

10877 一般資料 雑誌
剣　第9号　藤枝明誠高等
学校生徒会

藤枝明誠高校生徒会
編／小川国夫　収載

創立１０周年記念特集号／創立十周年記
念行事：講演「郷土の高校生にあたえる言
葉」：小川国夫（Ｐ１５）

第９号 　 1993/03/01 120
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14232 一般資料 雑誌
剣　第9号　藤枝明誠高等
学校生徒会

藤枝明誠高校生徒会
発行・編集／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

創立１０周年記念特集号／創立十周年記
念行事：講演「郷土の高校生にあたえる言
葉」：小川国夫（Ｐ１５）

第9号 藤枝明誠高校生徒会 1993/03/01 120

16690 一般資料 雑誌
てしごと　第1号　昭和54
年4月

鈴木右衛門　発行者
／小川国夫　蔵書

春／「梅干しの話」玄郁さん、「私の梅干」西
村滋、「私の好きな作家と作品」城間早苗さ
ん

第1号 海の会 1979/04/15 15

16691 一般資料 雑誌
手仕事　第5号　昭和55年
8月

鈴木右衛門　発行者
／小川国夫　蔵書

目次：詩・レップス、十句・中川宋淵、方角に
ついて・宇佐見英治、紙工芸・後藤清吉郎
特集・カメラ：今井寿恵・文：鈴木右衛門、オ
ホリド湖のほとり・松永伍一、奇行の人・平
野雅章、画の周辺・福田富土、ムッキたちの
話（1）宮内婦貴子、余録・uemon、追記、編
集雑記／表紙デザイン：後藤清吉郎

第5号 不明 1980/08/00 56

1495 一般資料 雑誌
手仕事　第6号　昭和56年
3月

鈴木右衛門　発行者
／小川国夫　収載

小川国夫：著「三キロ半の道」p4 第6号 1981/03/00 56

6989 一般資料 雑誌
手仕事　第6号　昭和56年
3月

鈴木右衛門　発行者
／小川国夫　収載

小川国夫：著「三キロ半の道」p4<BR> 第6号 1981/03/00 56

19373 一般資料 雑誌
手仕事　第6号　昭和56年
3月

鈴木右衛門　発行者
／小川国夫　収載

小川国夫：著「三キロ半の道」p4 第6号 1981/03/00 56

5529 一般資料 雑誌 手帖　1号　別冊青銅時代
丹羽正　編集人／小
川国夫　収載

別冊青銅時代No.1 非売品　小川国夫「認識
の姿」ｐ36~37掲載

青銅時代 1980/10/15 37

16490 一般資料 雑誌 手帖　1号　別冊青銅時代
丹羽正　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

別冊青銅時代No.1 非売品　小川国夫「認識
の姿」ｐ36~37掲載

青銅時代 1980/10/15 37

7663 特別資料 雑誌 手帖　1号　別冊青銅時代
丹羽正　編集人／小
川国夫　収載

別冊青銅時代No.1 非売品　小川国夫「認識
の姿」ｐ36

青銅時代 1980/10/15 37

5530 一般資料 雑誌 手帖　2号　別冊青銅時代
丹羽正　編集人／小
川国夫　収載

別冊青銅時代No.2 非売品　小川国夫「アズ
ルー夜想」、丹羽正「朝影」ほか

青銅時代 1981/11/15 39
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10313 一般資料 雑誌 手帖　2号　別冊青銅時代
丹羽正　編集人／小
川国夫　収載

別冊青銅時代No.2 非売品　小川国夫「アズ
ルー夜想」、丹羽正「朝影」ほか

青銅時代 1981/11/15 39

7664 特別資料 雑誌 手帖　2号　別冊青銅時代
丹羽正　編集人／小
川国夫　収載

別冊青銅時代No.2 非売品　小川国夫「アズ
ルー夜想」、丹羽正「朝影」ほか

青銅時代 1981/11/15 39

5531 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫文：恩
寵のかたちp36~37掲載

青銅時代 1982/11/30 37

5623 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫「恩寵
のかたち」、丹羽正「甦った男」ほか

青銅時代 1982/11/30 37

16491 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫文：恩
寵のかたちp36~37掲載

青銅時代 1982/11/30 37

16492 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫文：恩
寵のかたちp36~37掲載

青銅時代 1982/11/30 37

16493 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫文：恩
寵のかたちp36~37掲載

青銅時代 1982/11/30 37

16494 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫文：恩
寵のかたちp36~37掲載

青銅時代 1982/11/30 37

16495 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫文：恩
寵のかたちp36~37掲載

青銅時代 1982/11/30 37

16496 一般資料 雑誌 手帖　3号　別冊青銅時代
近藤晴彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

別冊青銅時代No.3 非売品　小川国夫文：恩
寵のかたちp36~37掲載

青銅時代 1982/11/30 37

4409 一般資料 雑誌 展望　1965年4月号
岡山猛　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男「壜の中の水」p172 第76号 筑摩書房 1965/04/01 230

19378 一般資料 雑誌 展望　1968年5月号
中島岑夫　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男「木と虫と山」p218 第113号 筑摩書房 1968/05/01 232
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7640 一般資料 雑誌 展望　1969年11月号
中島岑夫　編／小川
国夫　収載

小川国夫「或る聖書　第一　荒野の消息」
p186／〈鬼石谷戸から23〉本多秋五「宮本百
合子の日記と手紙」

筑摩書房 1969/11/01 264

19380 一般資料 雑誌 展望　1969年11月号
中島岑夫　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫「或る聖書　第一　荒野の消息」
p186／〈鬼石谷戸から23〉本多秋五「宮本百
合子の日記と手紙」

第131号 筑摩書房 1969/11/01 264

7661 一般資料 雑誌 展望　1969年11月号
中島岑夫　編／小川
国夫　収載

小川国夫著：「或る聖書」（P186）／本多秋
五著：「宮本百合子の日記と手紙」（P180）

筑摩書房 1969/11/01 264

11128 一般資料 雑誌 展望　１９７０年５月号
中島岑夫　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男「土中の庭」p186 第１３７号 筑摩書房 1970/05/01 232

11129 一般資料 雑誌 展望　１９７７年１０月号
勝股光政　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男「再び二流品のこと」p14 第２２６号 筑摩書房 1977/10/01 166

4755 一般資料 雑誌
This　is　読売　1998年9
月号

名倉俊彦　ほか編／
小川国夫　収載

小川国夫著：「辻の悲しみ」（P30） 読売新聞社 1998/09/01 354

14633 一般資料 雑誌
This　is　読売　1998年9
月号

名倉俊彦　ほか編／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫著：「辻の悲しみ」（P30）
第9巻第6号
通巻第105号

読売新聞社 1998/09/01 354

14634 一般資料 雑誌
This　is　読売　1998年9
月号

名倉俊彦　ほか編／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫著：「辻の悲しみ」（P30）
第9巻第6号
通巻第105号

読売新聞社 1998/09/01 354

5843 一般資料 雑誌
伝統と現代　第36号　昭
和50年11月

林利幸　編集人／小
川国夫　収載

〈総特集〉宗教とは何か　〈対談〉小川国夫・
吉本隆明：対談「宗教と思想」p8　近親の問
題、『殿』と『観音の化身』の二重性、二十四
時間の範疇と二十五時間目、親鸞の非僧
非俗、煩悩の海、宗教的規範について、善
とはなにか、キリスト教の終末世界とマルク
スの理想社会、共同体の目的原理と内ゲ
バ、観念と現実の転倒、目的意識と善悪の
基準について、情況のひきうけかた、死につ
いて（1975･7･28）

第6巻第6号
通巻第36号

伝統と現代社 1975/11/01 198
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14654 一般資料 雑誌
伝統と現代　第36号　昭
和50年11月号

林利幸　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

創刊5周年記念／宗教とは何か／【対談】宗
教と思想　対談：吉本隆明・小川国夫p8

伝統と現代社 1975/11/01 196

1474 一般資料 雑誌
伝統と現代　第60号
1979年9月号

高橋輝雄　編集人／
小川国夫　収載

〈総特集〉現代に愛は可能か　小川国夫：著
「愛といのち－フォークナーと石原吉郎にふ
れて」p8、なだいなだ著「青春は遠きにあり
ておもうもの」　ほか

第10巻第5号
通巻第60号

伝統と現代社 1979/09/01 174

12740 一般資料 雑誌
伝統と現代　第60号
1979年9月号

高橋輝雄　編集人／
小川国夫　収載

〈総特集〉現代に愛は可能か　小川国夫：著
「愛といのち－フォークナーと石原吉郎にふ
れて」p8、なだいなだ著「青春は遠きにあり
ておもうもの」　ほか

第10巻第5号
通巻第60号

伝統と現代社 1979/09/01 174

14655 一般資料 雑誌
伝統と現代　第60号
1979年9月号

高橋輝雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

現代に愛は可能か／「愛といのち－フォー
クナーと石原吉郎にふれて」小川国夫p8

伝統と現代社 1979/09/01 174

14656 一般資料 雑誌
伝統と現代　第60号
1979年9月号

高橋輝雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

現代に愛は可能か／「愛といのち－フォー
クナーと石原吉郎にふれて」小川国夫p8

伝統と現代社 1979/09/01 174

14350 一般資料 雑誌
伝統と現代　保存版　宗
教とは何か

伝統と現代編集部
編／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

『伝統と現代　第36号』特集「宗教とはなに
か」の復刊／【対談】宗教と思想　対談：吉
本隆明・小川国夫p8

伝統と現代社 1978/12/20 170
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19372 一般資料 雑誌
伝統と現代　保存版　宗
教とは何か

伝統と現代編集部
編／小川国夫　収載

『伝統と現代　第36号』特集「宗教とはなに
か」の復刊／【対談】宗教と思想　対談：吉
本隆明・小川国夫p8（近親の問題、“殿”と
“観音の化身”の二重性、二十四時間の範
疇と二十五時間目、親鸞の非僧非俗、煩悩
の海、宗教的規範について、善とはなにか、
キリスト教の終末世界とマルクスの理想社
会、共同体の目的原理と内ゲバ観念と現実
の転倒、目的意識と善悪の基準について、
情況のひきうけかた、死について）1975.7.28

伝統と現代社 1978/12/20 170

16659 一般資料 雑誌 塔　41号　1982年

静岡県立静岡高等学
校文芸部　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

静岡県立静岡高等学校文芸部会報誌／特
集　小川国夫「彼の故郷」の世界

第41号
静岡県立静岡高等学
校文芸部

1982/03/00 82

14298 一般資料 雑誌 東海展望　1980年4月号

久保田一　発行人兼
編集人／小川国夫
関連／加藤まさを
関連／小川国夫　蔵
書

「加藤まさをの抒情の世界（下）」－『画描き
坊主』とからかわれた天分を発揮、不朽の
名作『月の沙漠』の詩碑が母校西益津小玄
関に建つp32／「小川国夫の作家への道程
（上）」－文学に憧れ、処女作『少年期素描』
を発表、藤枝に生れ多感な少年期に病床で
文学書を耽読p36

東海展望 1980/03/31 160

1112 一般資料 雑誌
東水労　第3号　1984年1
月　春

全水道　東京水道労
働組合　学習強化委
員会　発行／藤枝静
男　関連

本部書記局　佐々木幸治著「貫徹し続ける
負の姿勢－藤枝静男小考」p60

第3号
全水道　東京水道労働
組合　学習強化委員会

1984/01/00 74

1107 一般資料 雑誌
陶説　第264号　1975年3
月号

伊東祐淳　編集兼発
行者／藤枝静男　収
載

藤枝静男・辻村益朗「インドの弥生壺」p11 通巻第264号 日本陶磁協会 1975/03/01 82
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12743 一般資料 雑誌
陶説　第264号　1975年3
月号

伊東祐淳　編集兼発
行者／藤枝静男　収
載

藤枝静男・辻村益朗「インドの弥生壺」p11 通巻第264号 日本陶磁協会 1975/03/01 82

16439 一般資料 雑誌 図書 1974年6月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和49年・第298号/小川国夫「蛇と住む」p1 第298号 岩波書店 1974/06/01 64

16440 一般資料 雑誌 図書 1974年6月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和49年・第298号/小川国夫「蛇と住む」p1 第298号 岩波書店 1974/06/01 64

16441 一般資料 雑誌 図書 1974年6月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和49年・第298号/小川国夫「蛇と住む」p1 第298号 岩波書店 1974/06/01 64

16442 一般資料 雑誌 図書 1974年6月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和49年・第298号/小川国夫「蛇と住む」p1 第298号 岩波書店 1974/06/01 64

16443 一般資料 雑誌 図書 1974年6月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和49年・第298号/小川国夫「蛇と住む」p1 第298号 岩波書店 1974/06/01 64

16444 一般資料 雑誌 図書 1974年6月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和49年・第298号/小川国夫「蛇と住む」p1 第298号 岩波書店 1974/06/01 64

16445 一般資料 雑誌 図書 1974年6月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和49年・第298号/小川国夫「蛇と住む」p1 第298号 岩波書店 1974/06/01 64

16446 一般資料 雑誌 図書 1977年8月号

浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

昭和52年・第336号/小川国夫「富士見にて
-芥川随想-」p22

第336号 岩波書店 1977/08/01 64

9294 一般資料 雑誌
図書　1984年1月号　第
413号

小川寿夫　編集兼発
行者／藤枝静男　収
載

昭和５９年・第４１３号／藤枝静男「（新歳時
記）　日記」

第４１３号 岩波書店 1984/01/01 64

16447 一般資料 雑誌 図書 1986年2月号
小川寿夫　編集兼発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

昭和61年・第438号/「荷物」小川国夫p2 第438号 岩波書店 1986/02/01 64
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16448 一般資料 雑誌 図書 1986年2月号
小川寿夫　編集兼発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

昭和61年・第438号/「荷物」小川国夫p2 第438号 岩波書店 1986/02/01 64

18699 一般資料 雑誌
図書　2011年11月号　第
753号

富田武子　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

河島英昭訳「新訳ダンテ　神曲〈煉獄篇〉第
十一歌」、大江健三郎「衿子さんの不思議」
ほか

第747号 岩波書店 2011/11/01 64

11456 一般資料 雑誌
図書　2011年8月号　第
750号

富田武子　編集者／
小川国夫　関連

川合康三「詩人の旧居」p14（数年前に小川
国夫邸にたまたま足を運んだが入れなかっ
たことなど）／河島英昭訳「新訳ダンテ　神
曲〈煉獄篇〉第八歌」、原研哉「北京から眺
める」　ほか

第750号 岩波書店 2011/08/01 64

18753 一般資料 雑誌
図書　2012年1月号　第
755号

富田武子　編集者／
小川国夫　蔵書

河島英昭訳「新訳ダンテ　神曲〈煉獄篇〉第
十三歌」、大江健三郎「様ざまな影響」　ほ
か

第755号 岩波書店 2012/01/01 64

18754 一般資料 雑誌
図書　2012年2月号　第
756号

富田武子　編集者／
小川国夫　蔵書

河島英昭訳「新訳ダンテ　神曲〈煉獄篇〉第
十四歌」、大江健三郎「茫然たる自分の肖
像」　ほか

第756号 岩波書店 2012/02/01 64

1475 一般資料 雑誌 図書　１９７４年６月号
浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載

昭和４９年・第２９８号／小川国夫「蛇と住
む」p1

第２９８号 岩波書店 1974/06/01 64

9178 一般資料 雑誌 図書　１９７４年６月号
浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載

昭和４９年・第２９８号／小川国夫「蛇と住
む」p1

２９８号 岩波書店 1974/06/01 64

5749 一般資料 雑誌 図書　１９７７年８月号
浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載

昭和５２年・第３３６号／小川国夫「富士見
にて－芥川随想－」p22

第３３６号 岩波書店 1977/08/01 64

7080 一般資料 雑誌 図書　１９７７年８月号
浅見いく子　編／小
川国夫　収載

昭和５２年・第３３６号／小川国夫著：「富士
見にて」－芥川随想－（P22）

岩波書店 1977/08/01 64

9216 一般資料 雑誌 図書　１９７７年８月号
浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載

昭和５２年・第３３６号／小川国夫「富士見
にて　―芥川随想―」P22-25

岩波書店 1977/08/01 64

9666 一般資料 雑誌 図書　１９７７年８月号
浅見いく子　編集兼
発行者／小川国夫
収載

昭和５２年・第３３６号／小川国夫「富士見
にて－芥川随想－」p22

第３３６号 岩波書店 1977/08/01 64
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1476 一般資料 雑誌 図書　１９８６年２月号
小川寿夫　編集兼発
行者／小川国夫　収
載

昭和６１年・第４３８号／「荷物」小川国夫p2 第４３８号 岩波書店 1986/02/01 64

9319 一般資料 雑誌 図書　１９８６年２月号
小川寿夫　編集兼発
行者／小川国夫　収
載

昭和６１年・第４３８号／小川国夫「荷物」 岩波書店 1986/02/01 64

12360 一般資料 雑誌 図書　１９９０年３月号
小川寿夫　編集兼発
行者／藤枝静男　収
載

平成２年・第４８９号／阿川弘之「志賀直哉
（３４）昭和初年（1）」p58に藤枝静男の記述
あり（初めて志賀直哉宅へ訪れたときのこと
など）

第４８９号 岩波書店 1990/03/01 64

14299 一般資料 雑誌
TOMOEGAWA　No.1
1979年

人事組織部社内報編
集室　編集／小川国
夫　関連／小川国夫
蔵書

【用宗の風景①】「用宗の風景は駅からはじ
まる－小川国夫作品集から」菊川貞夫p18

第20巻第1号
通巻180号

巴川製紙 1979/01/01 32

14300 一般資料 雑誌
TOMOEGAWA　No.2
1979年

人事組織部社内報編
集室　編集／小川国
夫　関連／小川国夫
蔵書

【用宗の風景①】「美しい大崩海岸－小川国
夫作品集から」菊川貞夫p20

第20巻第2号
通巻181号

巴川製紙 1979/03/01 36

7565 一般資料 雑誌
同人雑誌１０月号　同人
雑誌センター月報５号

藤枝静男　関連

巻末付録「藤枝静男研究　第２号」／１．合
評会に於ける藤枝静男の作品論議「イペ
リット眼」、「龍の昇天と河童の墜落」、「掌中
果」、「犬の血」、「阿井さん」、「明るい場
所」、「凶徒津田三蔵」、「ヤゴの分際」、「鷹
のいる村」　２．芥川賞と藤枝静男

同人雑誌センター 1964/10/01 16

1711 一般資料 雑誌
瞳青　第48号　平成7年12
月

馬場哲也　発行者／
藤枝静男　関連

長田昇著「藤枝静男小論」p19 第48号
岡山大学医学部　眼科
学教室同門会

1995/12/00 158

3918 一般資料 雑誌 波　1972年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

小川国夫：著「自殺へと誘惑する幻想は」
p19／表紙の筆蹟：串田孫一

第6巻第9号
通巻33号

新潮社 1972/10/01 64

16413 一般資料 雑誌 波　1972年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「自殺へと誘惑する幻想は」
p19／表紙の筆蹟：串田孫一

第6巻第9号
通巻33号

新潮社 1972/10/01 64
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16414 一般資料 雑誌 波　1972年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「自殺へと誘惑する幻想は」
p19／表紙の筆蹟：串田孫一

第6巻第9号
通巻33号

新潮社 1972/10/01 64

2554 一般資料 雑誌 波　1972年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈書評〉小川国夫：評「漂泊を契機に人間の
生の形を投影－北杜夫著『酔いどれ船』」
p26／表紙の筆蹟：保田與重郎

第6巻第4号
通巻28号

新潮社 1972/05/01 64

16411 一般資料 雑誌 波　1972年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫：評「漂泊を契機に人間の
生の形を投影－北杜夫著『酔いどれ船』」
p26／表紙の筆蹟：保田與重郎

第6巻第4号
通巻28号

新潮社 1972/05/01 64

16412 一般資料 雑誌 波　1972年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫：評「漂泊を契機に人間の
生の形を投影－北杜夫著『酔いどれ船』」
p26／表紙の筆蹟：保田與重郎

第6巻第4号
通巻28号

新潮社 1972/05/01 64

3917 一般資料 雑誌 波　1972年9月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　関連

〈書評〉花輪莞爾：評「不思議な明るさと骨太
の暗喩－小川国夫著『試みの岸』」p26／表
紙の筆蹟：山口瞳

第6巻第8号
通巻32号

新潮社 1972/09/01 64

2555 一般資料 雑誌 波　1973年1月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈新連載〉小川国夫：著「青銅時代－新しい
下宿」p46／表紙の筆蹟：江藤淳

第7巻第1号
通巻36号

新潮社 1973/01/01 64

2556 一般資料 雑誌 波　1973年1月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈新連載〉小川国夫：著「青銅時代－新しい
下宿」p46／表紙の筆蹟：江藤淳

第7巻第1号
通巻36号

新潮社 1973/01/01 64

2557 一般資料 雑誌 波　1973年1月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈新連載〉小川国夫：著「青銅時代－新しい
下宿」p46／表紙の筆蹟：江藤淳

第7巻第1号
通巻36号

新潮社 1973/01/01 64

2558 一般資料 雑誌 波　1973年1月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈新連載〉小川国夫：著「青銅時代－新しい
下宿」p46／表紙の筆蹟：江藤淳

第7巻第1号
通巻36号

新潮社 1973/01/01 64

16415 一般資料 雑誌 波　1973年1月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「青銅時代－新しい
下宿」p46／表紙の筆蹟：江藤淳

第7巻第1号
通巻36号

新潮社 1973/01/01 64

2582 一般資料 雑誌 波　1973年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第10回－
揺れる牢獄」p46／表紙の筆蹟：遠藤周作

第7巻第10号
通巻45号

新潮社 1973/10/01 64
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2583 一般資料 雑誌 波　1973年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第10回－
揺れる牢獄」p46／表紙の筆蹟：遠藤周作

第7巻第10号
通巻45号

新潮社 1973/10/01 64

2584 一般資料 雑誌 波　1973年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第10回－
揺れる牢獄」p46／表紙の筆蹟：遠藤周作

第7巻第10号
通巻45号

新潮社 1973/10/01 64

12750 一般資料 雑誌 波　1973年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第10回－
揺れる牢獄」p46／表紙の筆蹟：遠藤周作

第7巻第10号
通巻45号

新潮社 1973/10/01 64

16423 一般資料 雑誌 波　1973年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第10回－
揺れる牢獄」p46／表紙の筆蹟：遠藤周作

第7巻第10号
通巻45号

新潮社 1973/10/01 64

2585 一般資料 雑誌 波　1973年11月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第11回－
崖の上の眠り」p46／表紙の筆蹟：中里恒子

第7巻第11号
通巻46号

新潮社 1973/11/01 64

2586 一般資料 雑誌 波　1973年11月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第11回－
崖の上の眠り」p46／表紙の筆蹟：中里恒子

第7巻第11号
通巻46号

新潮社 1973/11/01 64

12751 一般資料 雑誌 波　1973年11月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第11回－
崖の上の眠り」p46／表紙の筆蹟：中里恒子

第7巻第11号
通巻46号

新潮社 1973/11/01 64

16424 一般資料 雑誌 波　1973年11月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第11回－
崖の上の眠り」p46／表紙の筆蹟：中里恒子

第7巻第11号
通巻46号

新潮社 1973/11/01 64

16425 一般資料 雑誌 波　1973年11月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第11回－
崖の上の眠り」p46／表紙の筆蹟：中里恒子

第7巻第11号
通巻46号

新潮社 1973/11/01 64

2587 一般資料 雑誌 波　1973年12月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　最終回－
旅への誘い」p46／表紙の筆蹟：大江健三
郎

第7巻第12号
通巻47号

新潮社 1973/12/01 64

2588 一般資料 雑誌 波　1973年12月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　最終回－
旅への誘い」p46／表紙の筆蹟：大江健三
郎

第7巻第12号
通巻47号

新潮社 1973/12/01 64
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16426 一般資料 雑誌 波　1973年12月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　最終回－
旅への誘い」p46／表紙の筆蹟：大江健三
郎

第7巻第12号
通巻47号

新潮社 1973/12/01 64

2559 一般資料 雑誌 波　1973年2月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第2回－真
薦池」p46／表紙の筆蹟：三浦朱門

第7巻第2号
通巻37号

新潮社 1973/02/01 64

2560 一般資料 雑誌 波　1973年2月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第2回－真
薦池」p46／表紙の筆蹟：三浦朱門

第7巻第2号
通巻37号

新潮社 1973/02/01 64

2561 一般資料 雑誌 波　1973年2月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第2回－真
薦池」p46／表紙の筆蹟：三浦朱門

第7巻第2号
通巻37号

新潮社 1973/02/01 64

3919 一般資料 雑誌 波　1973年2月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第2回－真
薦池」p46／表紙の筆蹟：三浦朱門

第7巻第2号
通巻37号

新潮社 1973/02/01 64

16416 一般資料 雑誌 波　1973年2月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第2回－真
薦池」p46／表紙の筆蹟：三浦朱門

第7巻第2号
通巻37号

新潮社 1973/02/01 64

2562 一般資料 雑誌 波　1973年3月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第3回－光
の環」p46／表紙の筆蹟：野坂昭如

第7巻第3号
通巻38号

新潮社 1973/03/01 64

2563 一般資料 雑誌 波　1973年3月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第3回－光
の環」p46／表紙の筆蹟：野坂昭如

第7巻第3号
通巻38号

新潮社 1973/03/01 64

2564 一般資料 雑誌 波　1973年3月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第3回－光
の環」p46／表紙の筆蹟：野坂昭如

第7巻第3号
通巻38号

新潮社 1973/03/01 64

2565 一般資料 雑誌 波　1973年3月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第3回－光
の環」p46／表紙の筆蹟：野坂昭如

第7巻第3号
通巻38号

新潮社 1973/03/01 64

3920 一般資料 雑誌 波　1973年3月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第3回－光
の環」p46／表紙の筆蹟：野坂昭如

第7巻第3号
通巻38号

新潮社 1973/03/01 64
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16417 一般資料 雑誌 波　1973年3月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第3回－光
の環」p46／表紙の筆蹟：野坂昭如

第7巻第3号
通巻38号

新潮社 1973/03/01 64

2566 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

2567 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

2568 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

2569 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

3921 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

12744 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

12745 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

16418 一般資料 雑誌 波　1973年4月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第4回－欠
けた明るい視野」p46／表紙の筆蹟：新田次
郎

第7巻第4号
通巻39号

新潮社 1973/04/01 64

2570 一般資料 雑誌 波　1973年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第5回－晃
治の仲間」p46／表紙の筆蹟：三島由紀夫

第7巻第5号
通巻40号

新潮社 1973/05/01 64

2571 一般資料 雑誌 波　1973年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第5回－晃
治の仲間」p46／表紙の筆蹟：三島由紀夫

第7巻第5号
通巻40号

新潮社 1973/05/01 64
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2572 一般資料 雑誌 波　1973年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第5回－晃
治の仲間」p46／表紙の筆蹟：三島由紀夫

第7巻第5号
通巻40号

新潮社 1973/05/01 64

12746 一般資料 雑誌 波　1973年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第5回－晃
治の仲間」p46／表紙の筆蹟：三島由紀夫

第7巻第5号
通巻40号

新潮社 1973/05/01 64

16419 一般資料 雑誌 波　1973年5月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第5回－晃
治の仲間」p46／表紙の筆蹟：三島由紀夫

第7巻第5号
通巻40号

新潮社 1973/05/01 64

2573 一般資料 雑誌 波　1973年6月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第6回－置
き去り」p46／表紙の筆蹟：中村真一郎

第7巻第6号
通巻41号

新潮社 1973/06/01 64

2574 一般資料 雑誌 波　1973年6月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第6回－置
き去り」p46／表紙の筆蹟：中村真一郎

第7巻第6号
通巻41号

新潮社 1973/06/01 64

3922 一般資料 雑誌 波　1973年6月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第6回－置
き去り」p46／表紙の筆蹟：中村真一郎

第7巻第6号
通巻41号

新潮社 1973/06/01 64

16420 一般資料 雑誌 波　1973年6月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第6回－置
き去り」p46／表紙の筆蹟：中村真一郎

第7巻第6号
通巻41号

新潮社 1973/06/01 64

2575 一般資料 雑誌 波　1973年7月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第7回－迷
走」p46／表紙の筆蹟：堀田善衞（堀田善
衛）

第7巻第7号
通巻42号

新潮社 1973/07/01 64

2576 一般資料 雑誌 波　1973年7月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第7回－迷
走」p46／表紙の筆蹟：堀田善衞（堀田善
衛）

第7巻第7号
通巻42号

新潮社 1973/07/01 64

3923 一般資料 雑誌 波　1973年7月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第7回－迷
走」p46／表紙の筆蹟：堀田善衞（堀田善
衛）

第7巻第7号
通巻42号

新潮社 1973/07/01 64

12747 一般資料 雑誌 波　1973年7月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第7回－迷
走」p46／表紙の筆蹟：堀田善衞（堀田善
衛）

第7巻第7号
通巻42号

新潮社 1973/07/01 64
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2577 一般資料 雑誌 波　1973年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－潮
境」p46／表紙の筆蹟：星新一

第7巻第8号
通巻43号

新潮社 1973/08/01 64

2578 一般資料 雑誌 波　1973年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－潮
境」p46／表紙の筆蹟：星新一

第7巻第8号
通巻43号

新潮社 1973/08/01 64

2579 一般資料 雑誌 波　1973年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－潮
境」p46／表紙の筆蹟：星新一

第7巻第8号
通巻43号

新潮社 1973/08/01 64

3924 一般資料 雑誌 波　1973年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－潮
境」p46／表紙の筆蹟：星新一

第7巻第8号
通巻43号

新潮社 1973/08/01 64

12748 一般資料 雑誌 波　1973年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－潮
境」p46／表紙の筆蹟：星新一

第7巻第8号
通巻43号

新潮社 1973/08/01 64

12749 一般資料 雑誌 波　1973年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－潮
境」p46／表紙の筆蹟：星新一

第7巻第8号
通巻43号

新潮社 1973/08/01 64

16421 一般資料 雑誌 波　1973年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－潮
境」p46／表紙の筆蹟：星新一

第7巻第8号
通巻43号

新潮社 1973/08/01 64

2580 一般資料 雑誌 波　1973年9月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－改
心」p46／〈書評〉藤枝静男：著「現代に対す
る危機感と青年への訴え－江藤淳著『批評
家の気儘な散歩」p27／表紙の筆蹟：阿川
弘之

第7巻第9号
通巻44号

新潮社 1973/09/01 64

2581 一般資料 雑誌 波　1973年9月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－改
心」p46／〈書評〉藤枝静男：評「現代に対す
る危機感と青年への訴え－江藤淳著『批評
家の気儘な散歩」p27／表紙の筆蹟：阿川
弘之

第7巻第9号
通巻44号

新潮社 1973/09/01 64

16422 一般資料 雑誌 波　1973年9月号

新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

〈連載〉小川国夫：著「青銅時代　第8回－改
心」p46／〈書評〉藤枝静男：著「現代に対す
る危機感と青年への訴え－江藤淳著『批評
家の気儘な散歩」p27／表紙の筆蹟：阿川
弘之

第7巻第9号
通巻44号

新潮社 1973/09/01 64
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7091 一般資料 雑誌 波　1974年10月号 小川国夫　収載
小川国夫：著「二つの河口」p34／表紙の筆
蹟：瀬戸内晴美

新潮社 1974/10/01 64

19393 一般資料 雑誌 波　1974年1月号
新田敞　編集兼発行
者／藤枝静男　収載

藤枝静男「遠望軽談」p22
第8巻第1号
通巻第48号

新潮社 1974/01/01 64

3926 一般資料 雑誌 波　1974年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

小川国夫：著「二つの河口」p34／表紙の筆
蹟：瀬戸内晴美

第8巻第10号
通巻第57号

新潮社 1974/10/01 64

16429 一般資料 雑誌 波　1974年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「二つの河口」p34／表紙の筆
蹟：瀬戸内晴美

第8巻第10号
通巻第57号

新潮社 1974/10/01 64

16904 一般資料 雑誌 波　1974年10月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「二つの河口」p34／表紙の筆
蹟：瀬戸内晴美

第8巻第10号
通巻第57号

新潮社 1974/10/01 64

19394 一般資料 雑誌 波　1974年12月号
新田敞　編集兼発行
者／藤枝静男　収載

本多秋五「若い日の平野謙」　ほか／表紙
の筆蹟：平野謙

第8巻第12号
通巻第59号

新潮社 1974/12/01 64

1477 一般資料 雑誌 波　1974年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

小川国夫：著「私の中の日本人－藍原乾
一」p7／表紙の筆蹟：岡部伊都子

第8巻第8号
通巻第55号

新潮社 1974/08/01 64

16427 一般資料 雑誌 波　1974年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「私の中の日本人－藍原乾
一」p7／表紙の筆蹟：岡部伊都子

第8巻第8号
通巻第55号

新潮社 1974/08/01 64

16428 一般資料 雑誌 波　1974年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「私の中の日本人－藍原乾
一」p7／表紙の筆蹟：岡部伊都子

第8巻第8号
通巻第55号

新潮社 1974/08/01 64

3925 一般資料 雑誌 波　1974年8月号
新田敞　編集兼発行
者／小川国夫　収載

小川国夫：著「私の中の日本人－藍原乾
一」p7／表紙の筆蹟：岡部伊都子

第8巻第8号
通巻第55号

新潮社 1974/08/1 64

2678 一般資料 雑誌 波　1976年3月号
新田敞　編集兼発行
者／藤枝静男　収載

藤枝静男：評「堀田善衞氏の『ゴヤ』につい
て」p19／表紙の筆蹟：呉茂一

第10巻第3号
通巻第74号

新潮社 1976/03/01 64

2679 一般資料 雑誌 波　1976年7月号
新田敞　編集兼発行
者／藤枝静男　収載

〈書評〉吉行理恵：評「ブラックホールに吸い
こまれる夢－藤枝静男著『田紳有楽』」p30
／表紙の筆蹟：藤本義一

第10巻第7号
通巻第78号

新潮社 1976/07/01 64
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2680 一般資料 雑誌 波　1977年11月号
新田敞　編集兼発行
者／藤枝静男　収載

〈書評〉藤枝静男：評「真情の素直な流露－
木村浩著『ロシアの美的世界』」p27／表紙
の筆蹟：福原麟太郎

第11巻第11号
通巻第94号

新潮社 1977/11/01 64

3927 一般資料 雑誌 波　1978年6月号
吉武力生　編集者／
小川国夫　収載

〈書評〉小川国夫：評「現代人は愛しうるか
……三枝和子著『恋愛小説』」p26／なだい
なだ著「安楽死について思うこと」／表紙の
筆蹟：筒井康隆

第12巻第6号
通巻第101号

新潮社 1978/06/01 64

16430 一般資料 雑誌 波　1978年6月号
新田敞　発行者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫：評「現代人は愛しうるか
……三枝和子著『恋愛小説』」p26／なだい
なだ著「安楽死について思うこと」／表紙の
筆蹟：筒井康隆

第12巻第6号
通巻第101号

新潮社 1978/06/01 64

16431 一般資料 雑誌 波　1978年6月号
新田敞　発行者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫：評「現代人は愛しうるか
……三枝和子著『恋愛小説』」p26／なだい
なだ著「安楽死について思うこと」／表紙の
筆蹟：筒井康隆

第12巻第6号
通巻第101号

新潮社 1978/06/01 64

16432 一般資料 雑誌 波　1978年6月号
新田敞　発行者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫：評「現代人は愛しうるか
……三枝和子著『恋愛小説』」p26／なだい
なだ著「安楽死について思うこと」／表紙の
筆蹟：筒井康隆

第12巻第6号
通巻第101号

新潮社 1978/06/01 64

16433 一般資料 雑誌 波　1978年　臨時増刊号
新田敞　発行者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

新潮現代文学読本／【作家の素顔】「笑い
にふれて」司修p12（個展へ小川国夫と小沢
書店の長谷川郁夫と飲んだ話）

第12巻第9号
通巻第104号

新潮社 1978/08/05 32

16434 一般資料 雑誌 波　1978年　臨時増刊号
新田敞　発行者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

新潮現代文学読本／【作家の素顔】「笑い
にふれて」司修p12（個展へ小川国夫と小沢
書店の長谷川郁夫と飲んだ話）

第12巻第9号
通巻第104号

新潮社 1978/08/05 32

16435 一般資料 雑誌 波　1983年6月号
新田敞　発行者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫：評「地縁と血縁に生きる
女の性　三枝和子著『鬼どもの夜は深い』」
p35／表紙の筆蹟：島尾敏雄

第17巻第6号
通巻162号

新潮社 1983/06/01 64
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19397 一般資料 雑誌 波　1983年6月号
新田敞　発行者／小
川国夫　収載

〈書評〉小川国夫：評「地縁と血縁に生きる
女の性　三枝和子著『鬼どもの夜は深い』」
p35／表紙の筆蹟：島尾敏雄

第17巻第6号
通巻162号

新潮社 1983/06/01 64

2681 一般資料 雑誌 波　1980年1月号
吉武力生　編集者／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「金素雲氏の新著を喜ぶ」p16
／表紙の筆蹟：立原正秋

第14巻第1号
通巻121号

新潮社 1980/01/01 80

1478 一般資料 雑誌 波　1986年11月号
徳田義昭　編集者／
小川国夫　収載

【私のペン・ブレイク】小川国夫：著「血眼」p2
／表紙の筆蹟：三浦朱門

第20巻第11号
通巻203号

新潮社 1986/11/01 80

16436 一般資料 雑誌 波　1986年11月号
新田敞　発行者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【私のペン・ブレイク】小川国夫：著「血眼」p2
／表紙の筆蹟：三浦朱門

第20巻第11号
通巻203号

新潮社 1986/11/01 80

16437 一般資料 雑誌 波　1986年11月号
新田敞　発行者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【私のペン・ブレイク】小川国夫：著「血眼」p2
／表紙の筆蹟：三浦朱門

第20巻第11号
通巻203号

新潮社 1986/11/01 80

1479 一般資料 雑誌 波　1994年1月号
宮辺尚　編集兼発行
者／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連

【ブックプレート】埴谷雄高：評「剛直な自己
乗り越え性－小川国夫著『藤枝静男と私』」
p64／表紙の筆蹟：宮尾登美子

第28巻第1号
通巻289号

新潮社 1994/01/01 96

12752 一般資料 雑誌 波　1994年1月号
宮辺尚　編集兼発行
者／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連

【ブックプレート】埴谷雄高：評「剛直な自己
乗り越え性－小川国夫著『藤枝静男と私』」
p64／表紙の筆蹟：宮尾登美子

第28巻第1号
通巻289号

新潮社 1994/01/01 96

12753 一般資料 雑誌 波　1994年1月号
宮辺尚　編集兼発行
者／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連

【ブックプレート】埴谷雄高：評「剛直な自己
乗り越え性－小川国夫著『藤枝静男と私』」
p64／表紙の筆蹟：宮尾登美子

第28巻第1号
通巻289号

新潮社 1994/01/01 96

1736 一般資料 雑誌 波　1994年7月号
水藤節子　編集者／
藤枝静男　関連

【コラム】作家の一日・笙野頼子の巻：藤枝
静男についての記述（アール・ヌーヴォーは
嫌い、等）あり　ほか／表紙の筆蹟：伊藤桂
一

第28巻第7号
通巻295号

新潮社 1994/07/01 96
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7098 一般資料 雑誌 波　2000年3月号 小川国夫　収載
【ブックプレート】小川国夫：著「聖書を棄て
る意味－花村萬月著『王国記』」p72／表紙
の筆蹟と写真：岩合光昭

新潮社 2003/03/01 96

7099 一般資料 雑誌 波　2000年3月号 小川国夫　収載
【ブックプレート】小川国夫：著「聖書を棄て
る意味－花村萬月著『王国記』」p72／表紙
の筆蹟と写真：岩合光昭

新潮社 2003/03/01 96

16438 一般資料 雑誌 波　2000年3月号
水藤節子　発行者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【ブックプレート】小川国夫：著「聖書を棄て
る意味－花村萬月著『王国記』」p72／表紙
の筆蹟と写真：岩合光昭

第34巻第3号
通巻363号

新潮社 2003/03/01 96

19546 一般資料 雑誌 波　2000年3月号 小川国夫　収載
【ブックプレート】小川国夫：著「聖書を棄て
る意味－花村萬月著『王国記』」p72／表紙
の筆蹟と写真：岩合光昭

第34巻第3号
通巻第363号

新潮社 2000/03/01 96

4667 一般資料 雑誌 南北　昭和41年10月号
常住郷太郎　編集者
／小川国夫　収載／
藤枝静男　収載

小川国夫著「生のさ中に」p70、藤枝静男著
「異郷の友」p11

第1巻第4号 南北社 1966/10/01 158

7666 一般資料 雑誌 南北　昭和41年10月号
常住郷太郎　編／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

小川国夫著：「生のさ中に」〈110枚〉（P70）
／藤枝静男著：「異郷の友」（P11）

南北社 1966/10/01 158

12330 一般資料 雑誌 南北　昭和41年10月号
常住郷太郎　編集者
／小川国夫　収載／
藤枝静男　収載

小川国夫著「生のさ中に」p70、藤枝静男著
「異郷の友」p11

第1巻第4号 南北社 1966/10/01 158

19401 一般資料 雑誌 南北　昭和42年3月号
常住郷太郎　編集者
／小川国夫　関連

小田切秀雄「批評家の才能」、長谷川四郎
「知恵の鏡」、同人誌紹介　「青銅時代」p152
／デザイン・カット：山本美智代

第2巻第9号 南北社 1967/03/01 170

1480 一般資料 雑誌 南北　昭和42年7月号 小川国夫　収載
小川国夫著：書評　庄司肇著『貴婦人たち』
（P98）

第2巻第7号 南北社 1967/07/01 170

2795 一般資料 雑誌 南北　昭和42年7月号 小川国夫　収載
小川国夫著：或る過程－立原正秋に（P8）
／一周年記念号／座談会　わが小説・理念
と方法

第2巻第7号 南北社 1967/07/01 170
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1481 一般資料 雑誌 南北　昭和42年8月号 小川国夫　関連 小川国夫との出逢い：立原正秋著（P110） 第2巻第8号 南北社 1967/08/01 166

14646 一般資料 雑誌 南北　昭和42年8月号
常住郷太郎　編集者
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

小川国夫との出逢い：立原正秋著（P110） 第2巻第8号 南北社 1967/08/01 166

2637 一般資料 雑誌 南北　昭和43年2月号 小川国夫　収載 小川国夫著：影の部分（P6） 第3巻第2号 南北社 1968/02/01 170

2796 一般資料 雑誌 南北　昭和43年2月号 小川国夫　収載 小川国夫著：影の部分（P6） 第3巻第2号 南北社 1968/02/01 170

5804 一般資料 雑誌 南北　昭和43年2月号 小川国夫　収載 小川国夫著：影の部分（P6） 第3巻第2号 南北社 1968/02/01 170

5805 一般資料 雑誌 南北　1968年5月号 小川国夫　収載
小川国夫著：書評　庄司肇著『貴婦人たち』
（P98）

第3巻第5号 南北社 1968/05/01 166

19402 一般資料 雑誌 南北　1968年5月号
常住郷太郎　編集者
／小川国夫　収載

小川国夫著：書評　庄司肇著『貴婦人たち』
（P98）

第3巻第5号 南北社 1968/05/01 166

2797 一般資料 雑誌 南北　1968年5月号 小川国夫　収載
小川国夫著：書評　庄司肇著『貴婦人たち』
（P98）

第3巻第5号 南北社 1968/05/01 166

14647 一般資料 雑誌 南北　1968年5月号
常住郷太郎　編集者
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

小川国夫著：書評　庄司肇著『貴婦人たち』
p98（切り取られていて、ページなし）／原稿
用紙1枚はさみこみ（1行万年筆で書かれて
いる）

第3巻第5号 南北社 1968/05/01 166

16913 一般資料 雑誌
「212・0321」現代の視点
53号　1974年1月

毎日新聞社広告局
編集・発行／小川国
夫　収載／小川国夫
蔵書

【本誌再録】『毎日新聞』１月9日夕刊掲載
「よろずの行為には時あり裁きあり」小川国
夫p142（およしさんのこと、エリート今・昔、
異臭の中に住む、犠牲者への連帯感）

毎日新聞社広告局 1974/02/20 167

11553 一般資料 雑誌
西川徹郎個人誌　銀河系
通信　第１９号

西川徹郎　編集兼発
行人／小川国夫　蔵
書

誌上句集　銀河小學校　二千句自選／講演
録：口語で書く俳句－実存俳句の思想　講
演録：寺山修司とは誰か　評論：小林一茶と
浄土真宗　西川徹郎

黎明舎 2006/08/25 720

12779 一般資料 雑誌 日本カメラ　1993年9月号
梶原高男　編集人／
小川国夫　関連

池谷俊一：写真「KAOS-1993」小川国夫の
写真ありp100：池谷俊一写真展「KAOS-
1993」9月2日～7日三島市ミシマプラザギャ
ラリー

通巻626号 日本カメラ社 1993/09/01 372

339



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

1400 一般資料 雑誌
日本きゃらばん13　1965
年1月

庄司肇　編／藤枝静
男　関連

静かにあげん盃を…藤枝静男論：庄司肇著
（P7）

日本きゃらばんの会 1965/01/ 94

7572 一般資料 雑誌
日本きゃらばん19　1968
年6月

庄司肇　編／藤枝静
男　著／小川国夫
関連

福岡徹著：「鬼の手」広告：藤枝静男の評が
掲載されている（P56）／裏表紙広告：小川
国夫著『アポロンの島』解説：本多秋五

第19集 日本きゃらばんの会 1968/06/01 90

7574 一般資料 雑誌
日本きゃらばん22　1970
年1月

庄司肇　編／藤枝静
男　関連

福岡徹「遅効性の笑い」p14：藤枝静男著
『落第免状』についての記述あり／小特集
「笑いをめぐって」

第22集 日本きゃらばんの会 1970/01/01 77

16848 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12

16849 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12

16850 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12

16851 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12

16852 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12

16853 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12

16854 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12

16855 一般資料 雑誌 日本近代文学館　第25号
小田切進　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

会報／「言葉と人間性」小川国夫ｐ3 日本近代文学館 1975/05/15 12
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16864 一般資料 雑誌
日本古書通信　第37巻第
11号

日本古書通信社　発
行／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「写本《駿河記》十一巻」小川国夫p1
第37巻第11号
通巻520号　復
刊第343号

日本古書通信社 1972/11/15 54

12778 一般資料 雑誌
日本の眼科　第404号
VOL.66　NO.5　1995年

日本眼科医会　発行
人／藤枝静男　関連

〈随筆〉長田昇著「藤枝静男覚書」p75
第66巻第5号
通巻404号

日本眼科医会 1995/05/20 94

18017 一般資料 雑誌
日本の美術　第200号　桃
山建築

佐藤泰三　発行者／
小川国夫　蔵書

桃山建築　平井聖：編 至文堂 1983/01/15 94

16670 一般資料 雑誌
日本文学誌要　第29号
1983年11月

鈴木和雄　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

〈卒業論文小特集〉「小川国夫論」野田まり
p48

第29号 法政大学国文学会 1983/11/25 112

14314 一般資料 雑誌 ニュートン　1987年5月号
竹内均　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【自然へのまなざし】「自然から学び得たも
の」小川国夫p83

第7巻第5号 教育社 1987/05/07 144

17513 一般資料 雑誌 粘土　No.18　1960年8月
茫博　発行者／小川
国夫　蔵書

詩誌／【目次】「ある手紙2」茫博、「四つの
部分」森下勝、「罠」保坂昌男　他

18 粘土の会 1960/08/09 29

5559 一般資料 雑誌 俳句　1979年2月号
鈴木豊一　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男著：書評：富士正晴著「高浜虚子」
について（P274）

角川書店 1979/2/1 292

14556 一般資料 雑誌 俳句　昭和62年2月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

対談「鉄と肉体の俳句　鈴木六林男はどう
詠むか」小川国夫、鈴木六林男p134

第36巻第2号 角川書店 1987/02/01 328

14555 一般資料 雑誌 俳句　昭和46年8月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

西東三鬼の幻　小川国夫Ｐ６４（切り取られ
ていて、ページなし）／特別企画　三十代の
作家／[特集]現代の風狂<香西照雄>／秀
句鑑賞シリーズ<安住敦>

第20巻第8号 角川書店 1946/08/01 182

14553 一般資料 雑誌 俳句　平成6年3月号

秋山実　編集人／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連／関森勝
夫　収載

俳句自由・俳句上達／【俳句自由　結社の
時代】「蜻蛉」関森勝夫（巻頭カラーページ）
／対談「俳句という省略のドラマ」小川国夫
VS鈴木六林男p165（藤枝静男についての
記述あり）

第43巻第3号 角川書店 1994/03/01 380
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14554 一般資料 雑誌 俳句　平成6年3月号

秋山実　編集人／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連／関森勝
夫　収載

俳句自由・俳句上達／【俳句自由　結社の
時代】「蜻蛉」関森勝夫（巻頭カラーページ）
／対談「俳句という省略のドラマ」小川国夫
VS鈴木六林男p165（藤枝静男についての
記述あり）

第43巻第3号 角川書店 1994/03/01 380

14558 一般資料 雑誌
俳句研究　昭和51年9月
号

西川僖一　編集兼発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

特集・鈴木六林男／「『荒天』をたずさえて」
小川国夫p74

第43巻第9号 俳句研究社 1976/09/01 237

18308 一般資料 雑誌
俳句研究　昭和51年9月
号

西川僖一　編集兼発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

特集・鈴木六林男／「『荒天』をたずさえて」
小川国夫p74

第43巻第9号 俳句研究社 1976/09/01 237

19411 一般資料 雑誌
俳句研究　昭和51年9月
号

西川僖一　編集兼発
行者／小川国夫　収
載

特集・鈴木六林男／「『荒天』をたずさえて」
小川国夫p74

第43巻第9号 俳句研究社 1976/09/01 237

14552 一般資料 雑誌 俳句研究　平成5年8月号

赤塚才市　編集人／
小川国夫　収載／村
越化石　関連／小川
国夫　蔵書

[特集]金子兜太の世界　『兜太の鼓動』　小
川国夫Ｐ６８／[現代俳句展望２]福田甲子
雄　句評　｢俳句｣６月号『春眠』より　村越化
石Ｐ１６８【春眠の目覚めてここはどこの国】

通巻第60巻第8
号

富士見書房 1993/08/01 248

15447 一般資料 雑誌
俳句研究　平成５年８月
号

赤塚才市　編集人／
小川国夫　収載／村
越化石　収載

[特集]金子兜太の世界　『兜太の鼓動』　小
川国夫Ｐ６８／[現代俳句展望２]福田甲子
雄　句評　｢俳句｣６月号『春眠』より　村越化
石Ｐ１６８【春眠の目覚めてここはどこの国】

通巻第６０巻第
８号

富士見書房 1993/08/01 248

15448 一般資料 雑誌
俳句研究　平成５年８月
号

赤塚才市　編集人／
小川国夫　収載／村
越化石　収載

[特集]金子兜太の世界　『兜太の鼓動』　小
川国夫Ｐ６８／[現代俳句展望２]福田甲子
雄　句評　｢俳句｣６月号『春眠』より　村越化
石Ｐ１６８【春眠の目覚めてここはどこの国】

通巻第６０巻第
８号

富士見書房 1993/08/01 248

14568 一般資料 雑誌
俳句原点　第51号　1990
年1月号

漆畑利男　発行人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

第34回口語俳句全国大会特集　記念講演：
小川国夫（巻頭写真）

第巻第号 口語俳句協会 1990/01/01 48
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14569 一般資料 雑誌
俳句原点　第52号　1990
年4月号

漆畑利男　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

第34回口語俳句全国大会記念講演「わたし
の俳句観」小川国夫p2

第巻第号 口語俳句協会 1990/04/01 50

18294 一般資料 雑誌
俳句原点　第52号　1990
年4月号

漆畑利男　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

第34回口語俳句全国大会記念講演「わたし
の俳句観」小川国夫p2

第巻第号 口語俳句協会 1990/04/01 50

15557 一般資料 雑誌
俳句四季　昭和５９年３月
創刊第３号

菊地洋子ほか　編集
人／藤枝静男　収載
／関森勝夫　収載

虚子の俳句レコード　藤枝静男Ｐ１８　芭蕉
３　月の旅Ｐ３０

第１巻第３号 ｷﾞｬﾗﾘｰ四季 1984/03/01 64

15560 一般資料 雑誌
俳句四季　平成６年１１月
号

松尾正光　編集人／
小川国夫　関連

特集　鈴木六林男の世界Ｐ２２　小川国夫
の写真あり

第１１巻第１４
号　通巻１５０
号

東京四季出版 1994/11/01 88

15567 一般資料 雑誌
俳句四季　平成１２年４月
号

松尾正光　編集人／
小川国夫　収載

話題の本『一九九九年九月』鈴木六林男
著　書評　「六林男よ、どこへ行く」　小川国
夫Ｐ９５

第１７巻第５号
通巻２３８号

東京四季出版 2000/04/01 128

15206 一般資料 雑誌 俳句　昭和４６年８月号
角川源義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

西東三鬼の幻　小川国夫Ｐ６４／特別企画
三十代の作家／[特集]現代の風狂<香西照
雄>／秀句鑑賞シリーズ<安住敦>

第２０巻　第８
号

角川書店 1971/08/01 182

15210 一般資料 雑誌 俳句　昭和５１年５月号
鈴木豊一　編集人／
藤枝静男　収載

相生垣瓜人氏のこと－句集『明治草』にふ
れて　藤枝静男Ｐ１３８／『はかぐら』あれこ
れ　大野林火Ｐ１３２

第２５巻　第５
号

角川書店 1974/05/01 240

15223 一般資料 雑誌 俳句　昭和５４年２月号
鈴木豊一　編集人／
藤枝静男　収載

書評　富士正晴著『高浜虚子』　『高浜虚子』
について　藤枝静男Ｐ２７４　富士正晴著
角川俳句賞予選通過者競詠特集　秋篠光
広　黛執ほか／第１８回俳人協会賞『晩緑』
５０句　殿村莵絲子　第２回俳句協会新人
賞『朝の舟』５０句　大串章／草莽伝５　鈴
木六林男Ｐ５４

第２８巻　第２
号

角川書店 1979/02/01 292
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15278 一般資料 雑誌 俳句　平成６年３月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／村越
化石　収載

[特別企画]俳句という省略のドラマ　小川国
夫VS鈴木六林男Ｐ１６５／[特集]　現代俳句
叢書　横山房子句集『一揖』　一句鑑賞　鈴
木六林男Ｐ１３０／〔結社の時代を読むＰＡＲ
ＴⅡ－第３回　鼎談　俳句作品という本当の
泥を吐き出す世界〕　村越化石　『俳句』１月
号掲載句評（５ページ）Ｐ３０８

第４３巻　第４
号　通巻５４８
号

角川書店 1994/03/01 380

15279 一般資料 雑誌 俳句　平成６年３月号
秋山実　編集人／小
川国夫　収載／村越
化石　収載

[特別企画]俳句という省略のドラマ　小川国
夫VS鈴木六林男Ｐ１６５／[特集]　現代俳句
叢書　横山房子句集『一揖』　一句鑑賞　鈴
木六林男Ｐ１３０／〔結社の時代を読むＰＡＲ
ＴⅡ－第３回　鼎談　俳句作品という本当の
泥を吐き出す世界〕　村越化石　『俳句』１月
号掲載句評（５ページ）Ｐ３０８

第４３巻　第４
号　通巻５４８
号

角川書店 1994/03/01 380

15301 一般資料 雑誌 俳句　平成８年８月号
福田全孝　編集人／
小川国夫　収載

「俳句」写真ア・ラ・カルト（口絵）　人生の第
三楽章　「花曜」創刊２５周年記念集会　懇
親パーティーで小川国夫乾杯の音頭／[大
特集]父の句・母の句

第４５巻　第８
号　通巻５７９
号

角川書店 1996/08/01 346

6747 一般資料 雑誌
俳誌　車座　2001年創刊
号

五島エミ　主宰／小
川国夫　収載／村越
化石　関連

俳誌／「小川国夫文学と金子兜太の世界」
静岡芸術劇場「車座」コンサート　五島エミ
のピアノ弾き語り（2001年6月12日：写真あ
り）、小川国夫：著「五島エミの強く、個性的
な解釈」／小川国夫と五島はるかの写真／
澤本行央著「俳人　村越化石のこと」／編
集・写真：五島はるか

創刊号 車座 2001/00/00 44

344



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16875 一般資料 雑誌
ハイスクールニューズ
1989年5月号

漆原利夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「放蕩息子随想」小川国夫p1 学校図書 1989/05/10 8

16876 一般資料 雑誌
ハイスクールニューズ
1989年5月号

漆原利夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「放蕩息子随想」小川国夫p1 学校図書 1989/05/10 8

16877 一般資料 雑誌
ハイスクールニューズ
1989年5月号

漆原利夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「放蕩息子随想」小川国夫p1 学校図書 1989/05/10 8

16878 一般資料 雑誌
ハイスクールニューズ
1989年5月号

漆原利夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「放蕩息子随想」小川国夫p1 学校図書 1989/05/10 8

7562 一般資料 雑誌 白熱球体　第17号
やすらぎの会　編／
小川国夫　関連

やすらぎの会会誌／「文化奨励賞作家　小
川国夫先生訪問」会員による小川氏インタ
ビュー記事掲載（近隣市町の同人雑誌につ
いて　など）

第17号 やすらぎの会 1968/09/15 43

14297 一般資料 雑誌 鳩よ！　1995年2月号

三浦実　編集人発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連／
小川国夫　蔵書

特集　妄想の巨人　埴谷雄高の世界／〈交
友アルバム〉「哀歓をわかちあった人々」齋
藤愼爾（p44：立原正秋「近代文学」賞授賞
式－藤枝静男の写真あり）、（p46：小川国
夫、本多秋五との写真）／「巨大人が書いた
ミクロ的作家論」（小川国夫についての記述
あり）p51／「虚実の向こう側」立石伯（p57：
昭和43年6月、近代文学の会で浜名湖に遊
ぶ－藤枝静男との写真あり）／「永遠の生
命と無限の未来」小川国夫p74（『小川国夫
作品集』より）／〈写真家・埴谷雄高フォト
ギャラリー〉人物点描－藤枝静男の写真あ
りp84

第9巻第9号 マガジンハウス 1991/09/01 90
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591 一般資料 雑誌 鳩よ！　1995年2月号
大島一洋　編集人／
藤枝静男　関連

〈特集〉あぶない本2　　体がゾクゾクする103
冊／【ロング・インタビュー】笙野頼子イズム
－前衛作家の原風景p38（群像新人賞受賞
の折り、藤枝静男が選考委員として強く推
すという記述あり）／〈対談〉フランキー堺・
池田満寿夫「写楽はいったい誰だったの
か？」

第13巻第2号 マガジンハウス 1995/02/01 138

6821 一般資料 雑誌 浜松市民文芸　第1集
浜松市教育委員会
編／藤枝静男　関連

「編集を終えて」の選者に勝見次郎の名前
有り（P63）

浜松市教育委員会 1956/03/25 64

7430 一般資料 雑誌
浜松短期大学研究論集
平成12年12月

見崎泰中　ほか　編
／藤枝静男　関連

名和哲夫著：「エクリチュールとしての私小
説試論－藤枝静男というテクストから」
（P300）

第56号 浜松短期大学 2000/12/15 326

7431 一般資料 雑誌
浜松短期大学研究論集
平成15年11月

見崎泰中　ほか　編
／藤枝静男　関連

名和哲夫著：「藤枝静男へのデリタ的アプ
ローチ－「空気頭」の私小説性」（P222）

第60号 浜松短期大学 2003/11/15 222

8438 一般資料 雑誌
浜松百撰　100号　1966年
3月号

小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

「百号への勲章」藤枝静男のお祝いの言葉
（P40）／百撰読者賞エッセイ珠玉集3：小川
国夫著：「里にしあれば」（P45）

100号 浜松百撰会 1966/03/01 47

8439 一般資料 雑誌
浜松百撰　100号　1966年
3月号

小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

春爛漫　百号の口上仕候／「百号への勲
章」藤枝静男のお祝いの言葉p40／百撰読
者賞エッセイ珠玉集3：小川国夫著：「里にし
あれば」p45

100号 浜松百撰会 1966/03/01 47

1118 一般資料 雑誌
浜松百撰　第101号　1966
年4月号

浜松百撰編集室　制
作／藤枝静男　関連

〈特集〉いたずら入門／【買族船】「藤枝静男
のいたずら」p36（7年前掲載エッセイ「ポン先
生とビワ先生」）

通巻第101号 浜松百撰 1966/04/01 40

346



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16728 一般資料 雑誌
浜松百撰　第142号　1969
年9月号

安池澄江　編集スタッ
フ／藤枝静男　関連
／加藤まさを　関連
／小川国夫　蔵書

【作家の休日】巻頭写真：藤枝静男（浜名湖
会の様子）、【あるひと13】小笠原淳氏－豆
本図書館、【谷島屋への便り13】「私の近況
－本多秋五」（藤枝静男の写真あり）、【街あ
るき】「月の沙漠」の作詩家は藤枝出身の加
藤氏p43

通巻142号 浜松百撰会 1969/09/01 50

1119 一般資料 雑誌
浜松百撰　第172号　1972
年3月号

浜松百撰編集室　制
作／藤枝静男　収載

〈特集〉ハロー！Ham／【私と一冊の本　第3
回】藤枝静男：評「トルストイ著『クロイツェ
ル・ソナタ」（巻末白黒ページ）

通巻第172号 浜松百撰 1972/03/01 56

1120 一般資料 雑誌
浜松百撰　第182号　1973
年1月新年号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　収載

【エッセイストの森1】藤枝静男：著「石仏た
ち」p49

通巻第182号 浜松百撰 1973/01/01 62

8443 一般資料 雑誌
浜松百撰　第218号　1976
年1月号

安池澄江　編集発行
人／藤枝静男　関連

特集「もし、もう一度二十歳になれたら」／
「作家藤枝静男氏の篆刻」（写真あり）p1
取材：100SEN編集部　藤枝静男著『小感軽
談』より

218号 浜松百撰 1976/01/01 60

8444 一般資料 雑誌
浜松百撰　第218号　1976
年1月号

安池澄江　編集発行
人／藤枝静男　関連

特集「もし、もう一度二十歳になれたら」／
「作家藤枝静男氏の篆刻」（写真あり）p1
取材：100SEN編集部　藤枝静男著『小感軽
談』より

218号 浜松百撰 1976/01/01 60

8445 一般資料 雑誌
浜松百撰　第344号　1986
年7月号

安池澄江　編集発行
人／小川国夫　関連

特集「なんでもやりまっセ。」／文学交友録
「紅炉」吉田知子（小川国夫を訪問したとき
の記述あり）（P96）

344号 浜松百撰 1986/07/01 114

16729 一般資料 雑誌
浜松百撰　第345号　1986
年8月号

安池澄江　編集発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

【人間ばんざい74】小川国夫p53 通巻345号 浜松百撰会 1986/08/01 113

8446 一般資料 雑誌
浜松百撰　第362号　1988
年1月号

安池澄江　編集発行
人／小川国夫　関連

特集「お正月記念大笑い大賞」／前原典子
「小川国夫さんすみませんでした」（P20）／
小川国夫著：「回想の島尾敏雄」紹介
（P110）

362号 浜松百撰 1988/01/01 112
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8447 一般資料 雑誌
浜松百撰　第362号　1988
年1月号

安池澄江　編集発行
人／小川国夫　関連

特集「お正月記念大笑い大賞」／前原典子
「小川国夫さんすみませんでした」（P20）／
小川国夫著：「回想の島尾敏雄」紹介
（P110）

362号 浜松百撰 1988/01/01 112

8448 一般資料 雑誌
浜松百撰　第362号　1988
年1月号

安池澄江　編集発行
人／小川国夫　関連

特集「お正月記念大笑い大賞」／前原典子
「小川国夫さんすみませんでした」（P20）／
小川国夫著：「回想の島尾敏雄」紹介
（P110）

362号 浜松百撰 1988/01/01 112

510 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148
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1124 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148

8449 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集発行
人／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6　吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8、藤枝静男：著
「古本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月
号）、「落第坊主<BR>」（『浜松百撰』1958年
9月号）、「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6
月号）、志賀直哉との写真（『浜松百撰』
1965年2月号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』
1966年9月号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961
年5月号）、「昭和19年」（『浜松百撰』1961年
8月号）、年譜、斎藤和雄著「藤枝さんのこ
と」、安池澄江著「藤枝さんの眼」

427号 浜松百撰 1993/06/01 148
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8450 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集発行
人／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6　吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8、藤枝静男：著
「古本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月
号）、「落第坊主<BR>」（『浜松百撰』1958年
9月号）、「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6
月号）、志賀直哉との写真（『浜松百撰』
1965年2月号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』
1966年9月号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961
年5月号）、「昭和19年」（『浜松百撰』1961年
8月号）、年譜、斎藤和雄著「藤枝さんのこ
と」、安池澄江著「藤枝さんの眼」

427号 浜松百撰 1993/06/01 148

12784 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148
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12785 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148

12786 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148

351



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12787 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148

12788 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148

352



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12789 一般資料 雑誌
浜松百撰　第427号　1993
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉追悼・作家　藤枝静男p6、吉良任市
著「藤枝静男さんのこと」p8藤枝静男：著「古
本屋ケメトス」（『浜松百撰』1958年8月号）、
「落第坊主」（『浜松百撰』1958年9月号）、
「巡査三蔵」（『浜松百撰』1960年6月号）、志
賀直哉との写真（『浜松百撰』1965年2月
号）、「わが家の犬」（『浜松百撰』1966年9月
号）、「嫌な顔」（『浜松百撰』1961年5月号）、
「昭和19年」（『浜松百撰』1961年8月号）、年
譜、斎藤和雄著「藤枝静男さんのこと」p26、
安池澄江著「藤枝さんの眼」p27

通巻第427号 浜松百撰 1993/06/01 148

12792 一般資料 雑誌
浜松百撰　第463号　1996
年6月号

安池澄江　編集・発
行／藤枝静男　関連

〈特集〉文章教室　吉田知子著「小説はこう
してうまれた」　ほか／【浜松文学散歩】藤
枝静男著『路』－結核療養所天竜荘p123
参考資料：菅沼五十一著『遠州文学散歩』

通巻第463号 浜松百撰 1996/06/01 150

10955 一般資料 雑誌
浜松百撰　第479号　1997
年10月号

安池澄江　編集発行
人／藤枝静男　関連

特集：第22回百選文芸賞発表／エッセイの
部入賞：青木鐵夫著「とり憑かれてしまった」
（Ｐ１２）

第４７８号 1997/10/01 147

1117 一般資料 雑誌
浜松百撰　第83号　1964
年10月号

浜松百撰編集室　制
作／藤枝静男　収載

〈特集〉MOVIE　映画／藤枝静男：著「映画
の想い出」p6

通巻第83号 浜松百撰 1964/10/01 40

697 一般資料 雑誌
版画芸術　第19号　1977
年　秋

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　収載

司修手彩版画最新作　P35-42／小川国夫
「恵む人　司修－〈光と闇〉のひそかな手ざ
わり」P43-47／司修「蒼ざめた戯画」P52-55
／池田満寿夫・海上雅臣：対談「版画と文
学」P84-91

第5巻19号 阿部出版 1977/10/01 237
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4535 一般資料 雑誌
版画芸術　第19号　1977
年　秋

室伏哲郎　編集人／
小川国夫　収載／司
修　収載

司修手彩版画最新作　P35-42／小川国夫
「恵む人　司修－〈光と闇〉のひそかな手ざ
わり」P43-47／司修「蒼ざめた戯画」P52-55
／池田満寿夫・海上雅臣：対談「版画と文
学」P84-91

No.19 阿部出版 1977/10/01 237

14759 一般資料 雑誌
版画芸術　第19号　1977
年　秋

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

司修手彩版画最新作　P35-42／小川国夫
「恵む人　司修－〈光と闇〉のひそかな手ざ
わり」P43-47／司修「蒼ざめた戯画」P52-55
／池田満寿夫・海上雅臣：対談「版画と文
学」P84-91

第5巻19号 阿部出版 1977/10/01 237

698 一般資料 雑誌
版画芸術　第23号　1978
年　秋

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　収載

〈特集1〉池田満寿夫最新作発表　小川国
夫：著「池田満寿夫と私－新しい血を感じさ
せるナイス・ガイ」p56／【豪華本・限定本・稀
覯本GUIDE】今村喬「小川国夫著作挿絵本
－『塵に』、『ある聖書』、『湖山・蝶』」p223／
サイン・ナンバー入りオリジナル木版画特別
添付：松原直子

第6巻23号 阿部出版 1978/10/01 237

2007 一般資料 雑誌
版画芸術　第23号　1978
年　秋

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　収載

〈特集1〉池田満寿夫最新作発表　小川国
夫：著「池田満寿夫と私－新しい血を感じさ
せるナイス・ガイ」p56／【豪華本・限定本・稀
覯本GUIDE】今村喬「小川国夫著作挿絵本
－『塵に』、『ある聖書』、『湖山・蝶』」p223／
サイン・ナンバー入りオリジナル木版画特別
添付：松原直子

第6巻23号 阿部出版 1978/10/01 237
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14760 一般資料 雑誌
版画芸術　第23号　1978
年　秋

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集1〉池田満寿夫最新作発表　小川国
夫：著「池田満寿夫と私－新しい血を感じさ
せるナイス・ガイ」p56／【豪華本・限定本・稀
覯本GUIDE】今村喬「小川国夫著作挿絵本
－『塵に』、『ある聖書』、『湖山・蝶』」p223／
サイン・ナンバー入りオリジナル木版画特別
添付：松原直子

第6巻23号 阿部出版 1978/10/01 237

19413 一般資料 雑誌
版画芸術　第30号　1980
年　夏

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　関連

高柳氏附箋あり：巻頭広告　前田守一　新
作木版画集「波八想」（文：小川国夫「小泉
八雲の夢」）、吹田文明「時代を先取る軽妙
洒脱な精神・前田守一」（前田守一：豆本
『生のさ中に』装幀者　浜松市出身）

第8巻30号 阿部出版 1980/07/01 266

699 一般資料 雑誌
版画芸術　第33号　1981
年　春

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　収載

〈特集1〉アンリ・マティス／〈特集2〉池田満
寿夫最新リトグラフ詩画集「おんな・おとこ」
／〈特集3〉小林ドンゲ　【対談】小川国夫・小
林ドンゲ「小股の切れ上がった版画」p166／
サイン・ナンバー入りオリジナル版画特別添
付：貝原六一

第9巻33号 阿部出版 1981/04/01 274

14761 一般資料 雑誌
版画芸術　第33号　1981
年　春

室伏哲郎　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈特集1〉アンリ・マティス／〈特集2〉池田満
寿夫最新リトグラフ詩画集「おんな・おとこ」
／〈特集3〉小林ドンゲ　【対談】小川国夫・小
林ドンゲ「小股の切れ上がった版画」p166／
サイン・ナンバー入りオリジナル版画特別添
付：貝原六一

第9巻33号 阿部出版 1981/04/01 274
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16623 一般資料 雑誌 抜萃のつづり　その60
山本正彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

2001年の新聞・雑誌から珠玉のエッセイを
収録／熊平製作所・クマヒラの創業者であ
る熊平源蔵（明治14年生まれ）が社会への
感謝・報恩のために発刊、無料配布を始め
たもの／【宗教】20.「超現実主義の根」小川
国夫p63（『日本経済新聞文化面』平成12年
3月19日）

第65号 熊平製作所 2001/01/29 128

16624 一般資料 雑誌 抜萃のつづり　その60
山本正彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

2001年の新聞・雑誌から珠玉のエッセイを
収録／熊平製作所・クマヒラの創業者であ
る熊平源蔵（明治14年生まれ）が社会への
感謝・報恩のために発刊、無料配布を始め
たもの／【宗教】20.「超現実主義の根」小川
国夫p63（『日本経済新聞文化面』平成12年
3月19日）

第65号 熊平製作所 2001/01/29 128

16625 一般資料 雑誌 抜萃のつづり　その60
山本正彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

2001年の新聞・雑誌から珠玉のエッセイを
収録／熊平製作所・クマヒラの創業者であ
る熊平源蔵（明治14年生まれ）が社会への
感謝・報恩のために発刊、無料配布を始め
たもの／【宗教】20.「超現実主義の根」小川
国夫p63（『日本経済新聞文化面』平成12年
3月19日）

第65号 熊平製作所 2001/01/29 128

16626 一般資料 雑誌 抜萃のつづり　その60
山本正彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

2001年の新聞・雑誌から珠玉のエッセイを
収録／熊平製作所・クマヒラの創業者であ
る熊平源蔵（明治14年生まれ）が社会への
感謝・報恩のために発刊、無料配布を始め
たもの／【宗教】20.「超現実主義の根」小川
国夫p63（『日本経済新聞文化面』平成12年
3月19日）

第65号 熊平製作所 2001/01/29 128
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14275 一般資料 雑誌
パスポート　No.208　1972
年1月号

佐野孝雄　発行責任
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

あなたにとって旅とは何か？7つの質問－
小川国夫p12

第15巻第1号 日本交通公社 1972/01/01 32

14276 一般資料 雑誌
パスポート　No.220　1973
年1月号

佐野孝雄　発行責任
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「漂泊－風来坊とリアリスト」小川国夫p4 第16巻第1号 日本交通公社 1973/01/01 32

14277 一般資料 雑誌
パスポート　No.220　1973
年1月号

佐野孝雄　発行責任
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「漂泊－風来坊とリアリスト」小川国夫p4 第16巻第1号 日本交通公社 1973/01/01 32

16905 一般資料 雑誌
パスポート　No.220　1973
年1月号

佐野孝雄　発行責任
者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「漂泊－風来坊とリアリスト」小川国夫p4 第16巻第1号 日本交通公社 1973/01/01 32

14665 一般資料 雑誌
PIC　著者と編集者　1971
年9月号

磯辺勝　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【特集1　職業としての執筆】発言　職業とし
ての執筆　小川国夫p3（談）

創紀房 1971/09/01 102

14727 一般資料 雑誌
ファミリー　fanfan　1978年
10月号

夏目四日二　発行人
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

「志太平野の中心都市藤枝!!」p18（問屋場と
白子町　藤枝の宿、古城の面影を残さない
田中城跡、遺跡の発掘すすむ　貴重な御
子ヶ谷遺跡、／スポーツ都市を目指す藤枝
／おばあちゃん劇団「サークルともしび」／
自転車で散歩が趣味　作家・小川国夫氏
p23）

通巻22号 テレビ静岡 1978/10/01 100

1108 一般資料 雑誌
ファミリー　fanfan　1978年
8月号

藤枝静男　収載
藤枝静男著：わたしのすすめる味な店
（P51）／特集1：消えゆく銭湯／特集2：突
然、背骨が曲がる

テレビ静岡 1978/08/1 96

19416 一般資料 雑誌
ファミリー　fanfan　1980年
4月号

福井国雄　発行人／
藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

静岡県の作家・その作品：藤枝静男変幻自
在の大作家：フリーライター市原正恵著
（P22）／内剛外柔の文学：詩人臼井太衛著
（P23）／藤枝静男著：雄飛号来たる（P24）
／小川国夫氏に関する記述有り（P23）

通巻40号 テレビ静岡 1980/04/01 114
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1109 一般資料 雑誌
ファミリー　fanfan　1980年
4月号

藤枝静男　収載／小
川国夫　関連

静岡県の作家・その作品：藤枝静男変幻自
在の大作家：フリーライター市原正恵著
（P22）／内剛外柔の文学：詩人臼井太衛著
（P23）／藤枝静男著：雄飛号来たる（P24）
／小川国夫氏に関する記述有り（P23）

テレビ静岡 1980/04/1 114

1503 一般資料 雑誌
ファミリー　fanfan　1980年
5月号

小川国夫　収載

静岡県の作家・その作品：「優しき求道者」
小川国夫：インタビュアー：市原正恵（P22）
／小川文学について：山本恵一郎著（P23）
／小川国夫著：動員時代（P24）／静岡県の
生活情報誌

テレビ静岡 1980/05/01 114

14728 一般資料 雑誌
ファミリー　fanfan　1980年
5月号

福井国雄　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

静岡県の作家・その作品：「優しき求道者」
小川国夫：インタビュアー：市原正恵（P22）
／小川文学について：山本恵一郎著（P23）
／小川国夫著：動員時代（P24）／静岡県の
生活情報誌

通巻41号 テレビ静岡 1980/05/01 114

14729 一般資料 雑誌
ファミリー　fanfan　1980年
5月号

福井国雄　発行人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

静岡県の作家・その作品：「優しき求道者」
小川国夫：インタビュアー：市原正恵（P22）
／小川文学について：山本恵一郎著（P23）
／小川国夫著：動員時代（P24）／静岡県の
生活情報誌

通巻41号 テレビ静岡 1980/05/01 114

855 一般資料 雑誌
風景　昭和44年　12月号
第111号

キアラの会　編集／
藤枝静男　収載

藤枝静男：著「日記」p18／表紙・カット：風間
完

第10巻第12号
111号

悠々会 1969/12/01 62

6823 一般資料 雑誌
風景　昭和44年12月号
第111号

キアラの会　編／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「日記」p18／表紙・カット：風間
完

悠々会 1969/12/01 62

9637 一般資料 雑誌
風景　昭和46年4月号　第
127号

キアラの会　編／藤
枝静男　関連

P3に藤枝静男「欣求浄土」広告あり 第12巻第4号 悠々会 1971/04/01 63
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9639 一般資料 雑誌
風景　昭和47年3月号　第
138号

キアラの会　編／小
川国夫　関連／藤枝
静男　関連

P11に藤枝静男「或る年の冬或る年の夏」広
告あり／P30に小川国夫「生のさ中に」広告
あり／表紙・カット：風間完

第138号 悠々会 1972/03/01 63

8635 一般資料 雑誌
風景　昭和47年8月号　第
143号

北條誠　編集人／藤
枝静男　収載

〈随想〉藤枝静男：著「家の外のこと」p18 第１３巻第８号 悠々会 1972/08/01 63

9643 一般資料 雑誌
風景　昭和48年3月号　第
150号

キアラの会　編集／
小川国夫　関連

小川国夫「かくて耳開け」広告ありp20／〈座
談会〉巌谷大四・村松喬・北條誠「日本と外
国の境目」／表紙・カット：風間完

第14巻第3号
通巻150号

悠々会 1973/03/01 63

9648 一般資料 雑誌
風景　昭和48年11月号
第158号

キアラの会　編集／
小川国夫　関連

小川国夫著「或る聖書」広告と顔写真あり
p15／山室静著「帰り道」／〈随筆〉黒井千次
著「住宅事情」　ほか／表紙・カット：風間完

第14巻第11号
通巻158号

悠々会 1973/11/01 63

9649 一般資料 雑誌
風景　昭和48年12月号
第159号

キアラの会　編集／
小川国夫　関連

小川国夫著「或る聖書」広告ありp3／舟橋
聖一著「主知主義と湯島」p6-8に平野謙に
関する記述あり／表紙・カット：風間完

第14巻第12号
通巻159号

悠々会 1973/12/01 63

9650 一般資料 雑誌
風景　昭和49年新年号
第160号

キアラの会　編集／
小川国夫　関連

〈対談〉中島河太郎・武蔵野次郎「推理小説
あれこれ」／小川国夫著「或る聖書」広告あ
りp43／表紙・カット：風間完

第15巻第1号
通巻160号

悠々会 1974/01/01 63

9651 一般資料 雑誌
風景　昭和49年2月号　第
161号

キアラの会　編集／
小川国夫　関連

松原新一著「『死海のほとり』への疑問」
p12-14に小川国夫に関する記述あり（同志
社大学の宗教部報の小冊子のために小川
国夫と対談した時の話）／本田秋五著「徳
不徳」／〈対談〉紀田順一郎・長岡光郎「出
版界への展望」／表紙・カット：風間完

第15巻第2号
通巻161号

悠々会 1974/02/01 63

9652 一般資料 雑誌
風景　昭和49年3月号　第
162号

キアラの会　編／藤
枝静男　関連

P17に藤枝静男「愛国者たち」広告あり／対
談：駒田信二・中田耕治「中間小説の現状」
P32-40

第15巻第3号 悠々会 1974/03/01 63
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4841 一般資料 雑誌
風景　昭和49年4月号　第
163号

キアラの会　編／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

小川国夫「親の存在」P25-26／P3に小川国
夫「或る聖書」広告あり／P16に藤枝静男
「愛国者たち」広告あり／秋山駿著「温故知
新・面白半分」／対談：田辺茂一・矢代静一
「東京の隅っこ」P32-39

第15巻第4号
第163号

悠々会 1974/04/01 63

9653 一般資料 雑誌
風景　昭和49年4月号　第
163号

キアラの会　編／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

小川国夫「親の存在」P25-26／P3に小川国
夫「或る聖書」広告あり／P16に藤枝静男
「愛国者たち」広告あり／秋山駿著「温故知
新・面白半分」／対談：田辺茂一・矢代静一
「東京の隅っこ」P32-39

第15巻第4号 悠々会 1974/04/01 63

16479 一般資料 雑誌
風景　昭和49年4月号　第
163号

キアラの会　編／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連／小川国
夫　蔵書

小川国夫「親の存在」P25-26／P3に小川国
夫「或る聖書」広告あり／P16に藤枝静男
「愛国者たち」広告あり／秋山駿著「温故知
新・面白半分」／対談：田辺茂一・矢代静一
「東京の隅っこ」P32-39

第15巻第4号 悠々会 1974/04/01 63

16480 一般資料 雑誌
風景　昭和49年4月号　第
163号

キアラの会　編／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連／小川国
夫　蔵書

小川国夫「親の存在」P25-26／P3に小川国
夫「或る聖書」広告あり／P16に藤枝静男
「愛国者たち」広告あり／秋山駿著「温故知
新・面白半分」／対談：田辺茂一・矢代静一
「東京の隅っこ」P32-39

第15巻第4号 悠々会 1974/04/01 63

7090 一般資料 雑誌
風景　1974年5月号　第
164号

キアラの会　編／藤
枝静男　収載

藤枝静男著：「道具屋の親爺」（P22） 悠々会 1974/05/01 63
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9655 一般資料 雑誌
風景　昭和49年10月号
第169号

キアラの会　編集／
小川国夫　関連

小川国夫著「彼の故郷」広告ありp15／座談
会：荒正人・杉森久英・野口冨士男「『近代
文学』のころ　2」（「行動」と「近代文学」／戦
後のインフレ／「近代文学」の多角経営／作
家研究の流れ／作家と生活様式／「近代文
学」の功績（P30-39に本多秋五・埴谷雄高・
平野謙に関する記述あり）／表紙・カット：風
間完

第15巻第10号
通巻169号

悠々会 1974/10/01 63

9656 一般資料 雑誌
風景　昭和50年6月号　第
177号

キアラの会　編集／
小川国夫　関連

「筑摩現代文学大系　第88巻　丸谷才一・小
川国夫集」広告ありp41／座談会：荒正人・
小田切進・野口冨士男「昭和二十年代の文
学　2」／表紙・カット：風間完

第16巻第6号
通巻177号

悠々会 1975/06/01 63

8636 一般資料 雑誌
風景　昭和51年2月号　第
185号

吉行淳之介　編集人
／藤枝静男　収載

〈随筆〉藤枝静男：著「使用済み原稿用紙」
p32（小川国夫についての記述あり、『ヤゴ
の分際』、『凶徒津田三蔵』の清書の話）
<BR>

第１７巻第２号 悠々会 1976/02/01 63

4884 一般資料 雑誌
風景　昭和37年4月号　第
19号

キアラの会　編／小
川国夫　研究

村松剛「文芸時評」P16に平野謙に関する記
述あり／伊藤整「二月の日記」P28-29

第3巻第4号 悠々会 1962/04/01 60

9632 一般資料 雑誌
風景　昭和43年3月号　第
90号

キアラの会　編／藤
枝静男　関連

P2に藤枝静男「空気頭」広告あり／川端康
成「一草一花」P16-19

第9巻第3号 悠々会 1968/03/01 64

854 一般資料 雑誌
風景　昭和43年7月号　第
94号

キアラの会　編集／
小川国夫　収載

〈創作〉小川国夫：著「心臓」p46／表紙・カッ
ト：風間完

第9巻第7号
通巻94号

悠々会 1968/07/01 65

12329 一般資料 雑誌
風景　昭和43年7月号　第
94号

キアラの会　編集／
小川国夫　収載

〈創作〉小川国夫：著「心臓」p46／表紙・カッ
ト：風間完

第9巻第7号
通巻94号

悠々会 1968/07/01 65

1909 一般資料 雑誌
風景　昭和43年12月号
第99号

キアラの会　編集／
小川国夫　収載

小川国夫：著「好きな場所」p44／表紙・カッ
ト：風間完

第9巻第12号
通巻99号

悠々会 1968/12/01 65
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9635 一般資料 雑誌
風景　昭和46年1月新年
号　第124号

キアラの会　編／藤
枝静男　関連

P10に藤枝静男「欣求浄土」広告あり／野口
冨士男「赤面症　―伊藤整氏のこと―」
P18-19／立原正秋「初版本のこと」P25-27

第12巻第1号 悠々会 1971/01/01 63

8464 一般資料 雑誌 風信　第1号　1990年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連

書誌研究同人誌　創刊号／勝呂奏「海の声
の響き」、高柳克也「小川国夫書誌」年代別
順著書目録・主要著書目録・作品別収録書
目録

第１号 風信舎 1990/04/21 120

10602 一般資料 雑誌 風信　第1号　1990年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連

書誌研究同人誌　創刊号／勝呂奏「海の声
の響き」、高柳克也「小川国夫書誌」年代別
順著書目録・主要著書目録・作品別収録書
目録

第1号 風信舎 1990/04/21 120

16798 一般資料 雑誌 風信　第1号　1990年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

書誌研究同人誌　創刊号／勝呂奏「海の声
の響き」、高柳克也「小川国夫書誌」年代別
順著書目録・主要著書目録・作品別収録書
目録

第１号 風信舎 1990/04/21 120

19129 一般資料 雑誌 風信　第1号　1990年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連

書誌研究同人誌　創刊号／勝呂奏「海の声
の響き」、高柳克也「小川国夫書誌」年代別
順著書目録・主要著書目録・作品別収録書
目録

第１号 風信舎 1990/04/21 120

19130 一般資料 雑誌 風信　第1号　1990年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連

書誌研究同人誌　創刊号／勝呂奏「海の声
の響き」、高柳克也「小川国夫書誌」年代別
順著書目録・主要著書目録・作品別収録書
目録

第１号 風信舎 1990/04/21 120
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8465 一般資料 雑誌 風信　第2号　1991年　夏
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／詩「老木よぉ～　藤枝静
男に」佐々木幸治／評論「小川国夫『エリコ
へ下る道』論」勝呂奏／随筆「藤枝さんのこ
と　訪問記を中心に」佐々木幸治／高柳克
也「藤枝静男書誌」、「小川国夫書誌」作品
別収録目録・新資料・補遺／藤枝静男と文
学賞／小川国夫全集ほか

第２号 風信舎 1991/08/28 132

10603 一般資料 雑誌 風信　第2号　1991年　夏
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／詩「老木よぉ～　藤枝静
男に」佐々木幸治／評論「小川国夫『エリコ
へ下る道』論」勝呂奏／随筆「藤枝さんのこ
と　訪問記を中心に」佐々木幸治／高柳克
也「藤枝静男書誌」、「小川国夫書誌」作品
別収録目録・新資料・補遺／藤枝静男と文
学賞／小川国夫全集ほか

第2号 風信舎 1991/08/28 132

16799 一般資料 雑誌 風信　第2号　1991年　夏

土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連／小
川国夫　蔵書

書誌研究同人誌／詩「老木よぉ～　藤枝静
男に」佐々木幸治／評論「小川国夫『エリコ
へ下る道』論」勝呂奏／随筆「藤枝さんのこ
と　訪問記を中心に」佐々木幸治／高柳克
也「藤枝静男書誌」、「小川国夫書誌」作品
別収録目録・新資料・補遺／藤枝静男と文
学賞／小川国夫全集ほか

第2号 風信舎 1991/08/28 132
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19131 一般資料 雑誌 風信　第2号　1991年　夏
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／詩「老木よぉ～　藤枝静
男に」佐々木幸治／評論「小川国夫『エリコ
へ下る道』論」勝呂奏／随筆「藤枝さんのこ
と　訪問記を中心に」佐々木幸治／高柳克
也「藤枝静男書誌」、「小川国夫書誌」作品
別収録目録・新資料・補遺／藤枝静男と文
学賞／小川国夫全集ほか

第２号 風信舎 1991/08/28 132

19132 一般資料 雑誌 風信　第2号　1991年　夏
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／詩「老木よぉ～　藤枝静
男に」佐々木幸治／評論「小川国夫『エリコ
へ下る道』論」勝呂奏／随筆「藤枝さんのこ
と　訪問記を中心に」佐々木幸治／高柳克
也「藤枝静男書誌」、「小川国夫書誌」作品
別収録目録・新資料・補遺／藤枝静男と文
学賞／小川国夫全集ほか

第２号 風信舎 1991/08/28 132

8466 一般資料 雑誌 風信　第3号　1993年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／高柳克也「藤枝静男書
誌（第２回）」著書目録・小説／高柳克也「小
川国夫書誌（第３回）」著作目録・小説、未
発表作品（単行本未収録・単行本収録）、新
資料・補遺／藤枝静男の初期作品／報国
隊名簿

第３号 風信舎 1993/03/27 74

10604 一般資料 雑誌 風信　第3号　1993年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／高柳克也「藤枝静男書
誌（第２回）」著書目録・小説／高柳克也「小
川国夫書誌（第３回）」著作目録・小説、未
発表作品（単行本未収録・単行本収録）、新
資料・補遺／藤枝静男の初期作品／報国
隊名簿

第3号 風信舎 1993/03/27 74
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10605 一般資料 雑誌 風信　第3号　1993年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／高柳克也「藤枝静男書
誌（第２回）」著書目録・小説／高柳克也「小
川国夫書誌（第４回）」著作目録・小説、未
発表作品（単行本未収録・単行本収録）、新
資料・補遺／藤枝静男の初期作品／報国
隊名簿

第3号 風信舎 1993/03/27 74

16800 一般資料 雑誌 風信　第3号　1993年　春

土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連／小
川国夫　蔵書

書誌研究同人誌／高柳克也「藤枝静男書
誌（第２回）」著書目録・小説／高柳克也「小
川国夫書誌（第３回）」著作目録・小説、未
発表作品（単行本未収録・単行本収録）、新
資料・補遺／藤枝静男の初期作品／報国
隊名簿

第3号 風信舎 1993/03/27 74

19133 一般資料 雑誌 風信　第3号　1993年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／高柳克也「藤枝静男書
誌（第２回）」著書目録・小説／高柳克也「小
川国夫書誌（第３回）」著作目録・小説、未
発表作品（単行本未収録・単行本収録）、新
資料・補遺／藤枝静男の初期作品／報国
隊名簿

第３号 風信舎 1993/03/27 74

19134 一般資料 雑誌 風信　第3号　1993年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／高柳克也「藤枝静男書
誌（第２回）」著書目録・小説／高柳克也「小
川国夫書誌（第３回）」著作目録・小説、未
発表作品（単行本未収録・単行本収録）、新
資料・補遺／藤枝静男の初期作品／報国
隊名簿

第３号 風信舎 1993/03/27 74
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8467 一般資料 雑誌 風信　第4号　1994年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「限定本『闇の人』
の周辺」山本恵一郎／高柳克也「藤枝静男
書誌（第３回）」新資料／高柳克也「小川国
夫書誌（第４回）」著書目録・小説、誌紙発
表作品・書き下ろし作品、新資料・補遺／藤
枝静男と浜松百撰、小川国夫と浜松百撰

第４号 風信舎 1994/05/28 114

10606 一般資料 雑誌 風信　第4号　1994年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「限定本『闇の人』
の周辺」山本恵一郎／高柳克也「藤枝静男
書誌（第３回）」新資料／高柳克也「小川国
夫書誌（第４回）」著書目録・小説、誌紙発
表作品・書き下ろし作品、新資料・補遺／藤
枝静男と浜松百撰、小川国夫と浜松百撰

第4号 風信舎 1994/05/28 114

19135 一般資料 雑誌 風信　第4号　1994年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「限定本『闇の人』
の周辺」山本恵一郎／高柳克也「藤枝静男
書誌（第３回）」新資料／高柳克也「小川国
夫書誌（第４回）」著書目録・小説、誌紙発
表作品・書き下ろし作品、新資料・補遺／藤
枝静男と浜松百撰、小川国夫と浜松百撰

第４号 風信舎 1994/05/28 114

19136 一般資料 雑誌 風信　第4号　1994年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「限定本『闇の人』
の周辺」山本恵一郎／高柳克也「藤枝静男
書誌（第３回）」新資料／高柳克也「小川国
夫書誌（第４回）」著書目録・小説、誌紙発
表作品・書き下ろし作品、新資料・補遺／藤
枝静男と浜松百撰、小川国夫と浜松百撰

第４号 風信舎 1994/05/28 114
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8468 一般資料 雑誌 風信　第5号　1996年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者（第１
回）」山本恵一郎／索引「小川国夫全集」勝
呂奏／高柳克也「藤枝静男書誌（第４回）」
著作目録・随筆（第１回）大正１５年～昭和４
９年／高柳克也「小川国夫全集（第５回）」
新資料

第５号 風信舎 1996/03/27 155

10607 一般資料 雑誌 風信　第5号　1996年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者（第１
回）」山本恵一郎／索引「小川国夫全集」勝
呂奏／高柳克也「藤枝静男書誌（第４回）」
著作目録・随筆（第１回）大正１５年～昭和４
９年／高柳克也「小川国夫全集（第５回）」
新資料

第5号 風信舎 1996/03/27 155

19137 一般資料 雑誌 風信　第5号　1996年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者（第１
回）」山本恵一郎／索引「小川国夫全集」勝
呂奏／高柳克也「藤枝静男書誌（第４回）」
著作目録・随筆（第１回）大正１５年～昭和４
９年／高柳克也「小川国夫全集（第５回）」
新資料

第５号 風信舎 1996/03/27 155

19138 一般資料 雑誌 風信　第5号　1996年　春
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者（第１
回）」山本恵一郎／索引「小川国夫全集」勝
呂奏／高柳克也「藤枝静男書誌（第４回）」
著作目録・随筆（第１回）大正１５年～昭和４
９年／高柳克也「小川国夫全集（第５回）」
新資料

第５号 風信舎 1996/03/27 155
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8469 一般資料 雑誌 風信　第6号　1997年　秋
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者」山本
恵一郎／高柳克也「小川国夫書誌（第６
回）」著作目録・随筆（第１回）昭和１０年～
昭和４９年／高柳克也「藤枝静男書誌（第５
回）」著作目録・随筆（第２回）昭和５０年～
昭和５５年、新資料

第６号 風信舎 1997/09/16 196

16801 一般資料 雑誌 風信　第6号　1997年　秋

土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連／小
川国夫　蔵書

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者」山本
恵一郎／高柳克也「小川国夫書誌（第６
回）」著作目録・随筆（第１回）昭和１０年～
昭和４９年／高柳克也「藤枝静男書誌（第５
回）」著作目録・随筆（第２回）昭和５０年～
昭和５５年、新資料

第6号 風信舎 1997/09/16 196

19139 一般資料 雑誌 風信　第6号　1997年　秋
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者」山本
恵一郎／高柳克也「小川国夫書誌（第６
回）」著作目録・随筆（第１回）昭和１０年～
昭和４９年／高柳克也「藤枝静男書誌（第５
回）」著作目録・随筆（第２回）昭和５０年～
昭和５５年、新資料

第６号 風信舎 1997/09/16 196

19140 一般資料 雑誌 風信　第6号　1997年　秋
土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

書誌研究同人誌／随筆「年譜制作者」山本
恵一郎／高柳克也「小川国夫書誌（第６
回）」著作目録・随筆（第１回）昭和１０年～
昭和４９年／高柳克也「藤枝静男書誌（第５
回）」著作目録・随筆（第２回）昭和５０年～
昭和５５年、新資料

第６号 風信舎 1997/09/16 196
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8470 一般資料 雑誌
風信　第7号　2001年　春
１０周年記念号

土田克也　編集発行
／小川国夫　関連／
藤枝静男　関連

特別寄稿　小川国夫「Takayanagi-station」
／特集小川国夫／高柳克也「小川国夫書
誌（第７回）」著作目録・随筆（第２回）、新資
料／特集藤枝静男／高柳克也「藤枝静男
書誌（第６回）著作目録・随筆（第３回）、対
談・インタビュー／「風信」総目次

第７号 風信舎 2001/05/24 200

19141 一般資料 雑誌
風信　第7号　2001年　春
１０周年記念号

土田克也　編集発行
／小川国夫　収載／
藤枝静男　関連

特別寄稿　小川国夫「Takayanagi-station」
／特集小川国夫／高柳克也「小川国夫書
誌（第７回）」著作目録・随筆（第２回）、新資
料／特集藤枝静男／高柳克也「藤枝静男
書誌（第６回）著作目録・随筆（第３回）、対
談・インタビュー／「風信」総目次

第７号 風信舎 2001/05/24 200

19142 一般資料 雑誌
風信　第7号　2001年　春
１０周年記念号

土田克也　編集発行
／小川国夫　収載／
藤枝静男　関連

特別寄稿　小川国夫「Takayanagi-station」
／特集小川国夫／高柳克也「小川国夫書
誌（第７回）」著作目録・随筆（第２回）、新資
料／特集藤枝静男／高柳克也「藤枝静男
書誌（第６回）著作目録・随筆（第３回）、対
談・インタビュー／「風信」総目次

第７号 風信舎 2001/05/24 200

11319 一般資料 雑誌
風報　昭和30年7月号　一
周年記念号　通巻13

尾崎一雄　編集兼発
行人／藤枝静男　研
究

志賀直哉：著「録音盤・夜あけ」p12
第２巻第７号
通巻１３

「風報」編集室 1955/07/01 32

11305 一般資料 雑誌
風報　昭和31年年6月号
通巻24

尾崎士郎　編／藤枝
静男　収載

通巻24／藤枝静男：著「奈良の野猿」p6 第３巻第６号 「風報」編集室 1956/06/01 20

11306 一般資料 雑誌
風報　昭和32年3月号　通
巻33

尾崎一雄　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

通巻33／藤枝静男：著「これでもいい」p14 第４巻第３号 「風報」編集室 1957/03/01 24

11308 一般資料 雑誌
風報　昭和32年9月号　通
巻39

尾崎士郎　編／藤枝
静男　収載

通巻39／藤枝静男：著「志賀直哉・小林秀
雄両氏との初対面」p17

第４巻第９号 「風報」編集室 1957/09/01 24

11309 一般資料 雑誌
風報　昭和32年11月号
通巻41

尾崎士郎　編／藤枝
静男　収載

通巻41／藤枝静男：著「奈良の夏休み」－
志賀直哉氏訪問－p14

第４巻第１１号 「風報」編集室 1957/11/01 24
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11310 一般資料 雑誌
風報　昭和32年12月号
通巻42

尾崎士郎　編／藤枝
静男　収載

通巻42／藤枝静男：著「志賀氏来浜」p18 第４巻第１２号 「風報」編集室 1957/12/01 24

11320 一般資料 雑誌
風報　昭和34年7月号　五
周年記念号　通巻61

尾崎一雄　編集兼発
行人／藤枝静男　研
究

室生犀星著「最後の詩集」、志賀直哉著「加
賀の潜戸」

第６巻第７号
通巻６１

「風報」編集室 1959/07/01 40

11311 一般資料 雑誌
風報　昭和34年11月号
通巻65

尾崎一雄　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

通巻65／藤枝静男：著「落第坊主」p14 第６巻第１１号 「風報」編集室 1959/11/01 24

11312 一般資料 雑誌
風報　昭和35年10月号
通巻76

尾崎一雄　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

通巻76／藤枝静男：著「娘の交通事故」p5 第７巻第１０号 「風報」編集室 1960/10/01 24

11314 一般資料 雑誌
風報　昭和36年9月号　通
巻87

尾崎一雄　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

通巻87／藤枝静男：著「鴎外と浜松」p4 第８巻第９号 「風報」編集室 1961/09/01 24

11318 一般資料 雑誌
風報　総目録　昭和29年
度～昭和36年度（1～100
号）

尾崎士郎　編／藤枝
静男　関連

昭和31年度6月号通巻24：藤枝静男「奈良
の野猿」／昭和32年度3月号通巻33：藤枝
静男「これでもいい」／昭和32年度9月号通
巻39：藤枝静男「志賀直哉・小林秀雄両氏と
の初対面」／昭和32年度10月号通巻40：藤
枝静男「奈良公園幕営」／昭和32年度11月
号通巻41：藤枝静男「奈良の夏休み」／昭
和32年度12月号通巻42：藤枝静男「志賀氏
来浜」／昭和34年度11月号通巻65：藤枝静
男「落第坊主」／昭和35年度3月号通巻69：
藤枝静男「ポン先生とビワ先生」／昭和35
年度10月号通巻76：藤枝静男「娘の交通事
故」／昭和36年度9月号通巻87：藤枝静男
「鷗外と浜松」の目録

風報編集室 1962/12/01 25

1444 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年10月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－4.青年議
員・弟子の派遣」p68

第40巻第13号 新教出版社 1985/10/01 80

14393 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年10月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－4.青年議
員・弟子の派遣」p68

第40巻第13号 新教出版社 1985/10/01 80
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14394 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年10月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－4.青年議
員・弟子の派遣」p68

第40巻第13号 新教出版社 1985/10/01 80

14395 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年10月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－4.青年議
員・弟子の派遣」p68

第40巻第13号 新教出版社 1985/10/01 80

14396 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年10月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－4.青年議
員・弟子の派遣」p68

第40巻第13号 新教出版社 1985/10/01 80

14397 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年10月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－4.青年議
員・弟子の派遣」p68

第40巻第13号 新教出版社 1985/10/01 80

1445 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年11月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－5.幸福な人
とは・律法とはなにか・完全な信頼」p68

第40巻第14号 新教出版社 1985/11/01 80

14398 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年11月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－5.幸福な人
とは・律法とはなにか・完全な信頼」p68

第40巻第14号 新教出版社 1985/11/01 80

14399 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年11月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－5.幸福な人
とは・律法とはなにか・完全な信頼」p68

第40巻第14号 新教出版社 1985/11/01 80

14400 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年11月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－5.幸福な人
とは・律法とはなにか・完全な信頼」p68

第40巻第14号 新教出版社 1985/11/01 80

14401 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年11月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－5.幸福な人
とは・律法とはなにか・完全な信頼」p68

第40巻第14号 新教出版社 1985/11/01 80

14402 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年11月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－5.幸福な人
とは・律法とはなにか・完全な信頼」p68

第40巻第14号 新教出版社 1985/11/01 80

1446 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年12月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－6.ガリレア
湖畔」p71

第40巻第15号 新教出版社 1985/12/01 80
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14403 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年12月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－6.ガリレア
湖畔」p71

第40巻第15号 新教出版社 1985/12/01 80

14404 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年12月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－6.ガリレア
湖畔」p71

第40巻第15号 新教出版社 1985/12/01 80

14405 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年12月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－6.ガリレア
湖畔」p71

第40巻第15号 新教出版社 1985/12/01 80

14406 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年12月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－6.ガリレア
湖畔」p71

第40巻第15号 新教出版社 1985/12/01 80

14407 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年12月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－6.ガリレア
湖畔」p71

第40巻第15号 新教出版社 1985/12/01 80

1441 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年7月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－1.
誕生」p64

第40巻第9号 新教出版社 1985/07/01 80

14379 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年7月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－1.
誕生」p64

第40巻第9号 新教出版社 1985/07/01 80

14380 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年7月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－1.
誕生」p64

第40巻第9号 新教出版社 1985/07/01 80

14381 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年7月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－1.
誕生」p64

第40巻第9号 新教出版社 1985/07/01 80

14382 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年7月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－1.
誕生」p64

第40巻第9号 新教出版社 1985/07/01 80

14383 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年7月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－1.
誕生」p64

第40巻第9号 新教出版社 1985/07/01 80
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1442 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年8月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－2.
洗礼・荒野の誘惑」p67

第40巻第10号 新教出版社 1985/08/01 80

14384 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年8月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－2.
洗礼・荒野の誘惑」p67

第40巻第10号 新教出版社 1985/08/01 80

14385 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年8月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－2.
洗礼・荒野の誘惑」p67

第40巻第10号 新教出版社 1985/08/01 80

14386 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年8月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－2.
洗礼・荒野の誘惑」p67

第40巻第10号 新教出版社 1985/08/01 80

14387 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年8月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新連載〉小川国夫：著「キリストの生涯－2.
洗礼・荒野の誘惑」p67

第40巻第10号 新教出版社 1985/08/01 80

1443 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年9月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－3.弟子の発
見・カナの奇跡」p71

第40巻第11号 新教出版社 1985/09/01 80

14388 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年9月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－3.弟子の発
見・カナの奇跡」p71

第40巻第11号 新教出版社 1985/09/01 80

14389 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年9月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－3.弟子の発
見・カナの奇跡」p71

第40巻第11号 新教出版社 1985/09/01 80

14390 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年9月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－3.弟子の発
見・カナの奇跡」p71

第40巻第11号 新教出版社 1985/09/01 80

14391 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年9月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－3.弟子の発
見・カナの奇跡」p71

第40巻第11号 新教出版社 1985/09/01 80

14392 一般資料 雑誌
福音と世界　1985年9月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－3.弟子の発
見・カナの奇跡」p71

第40巻第11号 新教出版社 1985/09/01 80
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1447 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年1月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－7.肉の否定
と肉への思いやり」p72

第41巻第1号 新教出版社 1986/01/01 80

14408 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年1月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－7.肉の否定
と肉への思いやり」p72

第41巻第1号 新教出版社 1986/01/01 80

14409 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年1月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－7.肉の否定
と肉への思いやり」p72

第41巻第1号 新教出版社 1986/01/01 80

14410 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年1月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－7.肉の否定
と肉への思いやり」p72

第41巻第1号 新教出版社 1986/01/01 80

14411 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年1月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－7.肉の否定
と肉への思いやり」p72

第41巻第1号 新教出版社 1986/01/01 80

14412 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年1月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－7.肉の否定
と肉への思いやり」p72

第41巻第1号 新教出版社 1986/01/01 80

1448 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年2月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－8.幕屋の祭
りで」p66

第41巻第2号 新教出版社 1986/02/01 80

14413 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年2月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－8.幕屋の祭
りで」p66

第41巻第2号 新教出版社 1986/02/01 80

14414 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年2月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－8.幕屋の祭
りで」p66

第41巻第2号 新教出版社 1986/02/01 80

14415 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年2月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－8.幕屋の祭
りで」p66

第41巻第2号 新教出版社 1986/02/01 80

14416 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年2月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－8.幕屋の祭
りで」p66

第41巻第2号 新教出版社 1986/02/01 80
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1449 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年3月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－9.エルサレ
ム途上」p72

第41巻第3号 新教出版社 1986/03/01 80

14417 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年3月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－9.エルサレ
ム途上」p72

第41巻第3号 新教出版社 1986/03/01 80

14418 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年3月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－9.エルサレ
ム途上」p72

第41巻第3号 新教出版社 1986/03/01 80

14419 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年3月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－9.エルサレ
ム途上」p72

第41巻第3号 新教出版社 1986/03/01 80

14420 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年3月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－9.エルサレ
ム途上」p72

第41巻第3号 新教出版社 1986/03/01 80

1450 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年4月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－10.受難」
p72

第41巻第4号 新教出版社 1986/04/01 80

14421 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年4月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－10.受難」
p72

第41巻第4号 新教出版社 1986/04/01 80

14422 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年4月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－10.受難」
p72

第41巻第4号 新教出版社 1986/04/01 80

14423 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年4月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－10.受難」
p72

第41巻第4号 新教出版社 1986/04/01 80

14424 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年4月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－10.受難」
p72

第41巻第4号 新教出版社 1986/04/01 80

1451 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年5月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－11.受難」
p73

第41巻第5号 新教出版社 1986/05/01 80
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14425 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年5月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－11.受難」
p73

第41巻第5号 新教出版社 1986/05/01 80

14426 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年5月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－11.受難」
p73

第41巻第5号 新教出版社 1986/05/01 80

14427 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年5月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－11.受難」
p73

第41巻第5号 新教出版社 1986/05/01 80

14428 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年5月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－11.受難」
p73

第41巻第5号 新教出版社 1986/05/01 80

1452 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年6月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「キリストの生涯－12.十字架と
復活」p72

第41巻第6号 新教出版社 1986/06/01 80

14429 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年6月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－12.十字架と
復活」p72

第41巻第6号 新教出版社 1986/06/01 80

14430 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年6月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－12.十字架と
復活」p72

第41巻第6号 新教出版社 1986/06/01 80

14431 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年6月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－12.十字架と
復活」p72

第41巻第6号 新教出版社 1986/06/01 80

14432 一般資料 雑誌
福音と世界　1986年6月
号

貝沼信　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「キリストの生涯－12.十字架と
復活」p72

第41巻第6号 新教出版社 1986/06/01 80

12115 一般資料 雑誌 福島自由人　第23号
槇さわ子　編集人／
小川国夫　関連

島尾敏雄における〈いなか〉－その意識の
変遷　若松丈太郎：島尾敏雄と小川国夫の
であい、ほか

第２３号 北斗の会 2008/10/20 236
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12027 一般資料 雑誌 藤枝静男作品集付録 藤枝静男　関連

藤枝静男作品集の付録／平野謙「作品集
『犬の血』のこと」、川村二郎「藤枝さんの近
作」、高井有一「小説の主役」、中野孝次「藤
枝さんのこと」、江藤淳「旅の思い出」

筑摩書房 1974/02/ 8

12026 一般資料 雑誌
藤枝静男著作集付録　月
報１～６

藤枝静男　関連

藤枝静男著作集の付録「月報」の１～６／
月報１：本多秋五「昭和六年前後の藤枝静
男」、佐々木基一「李朝民画の話」、立原正
秋「法師温泉行」、阿部昭「藤枝さんの調
子」／月報２：埴谷雄高「純粋日本人、藤枝
静男」、荒正人「藤枝静男祝福」、辻邦生「藤
枝さんのこと」、後藤明生「自己嫌悪と自己
浄化」／月報３：山室静「龍と化した藤枝静
男」、城山三郎「率直・明快・直截・一徹」、大
庭みな子「怪僧」、中野孝次「The Old Manと
いう存在」／月報４：小田切秀雄「文学史の
なかの藤枝静男」、杉浦明平「藤枝さんの私
小説」、高井有一「藤枝さんの学校」、加賀
乙彦「爺さま」／月報５：平野謙「四方八方
からの論」、久保田正文「剛気というふうなも
の」、古山高麗雄「人柄明快、作品難解」、
川村二郎「名古屋の学校」／月報６：大岡昇
平「眼の相談」、水上勉「仏・眼識・それか
ら」、坂上弘「河口の眺め」、岡松和夫「下手
ものの美」

講談社

16233 一般資料 雑誌
藤枝文学舎　礎ニュース
創刊号　平成３年８月

藤枝文学舎を育てる
会　／小川国夫　収
載

文学舎施設整備基金条例を可決 藤枝文学舎を育てる会 1991/08/01 8
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14303 一般資料 雑誌
ふじのくに　9号　1987年
夏

静岡県広報課　／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

【私と静岡】「藤枝と青島には新旧二つの
顔」小川国夫p10（静岡市中央公民館での
講演会より）

9号 静岡県広報課 1987/00/00 24

14648 一般資料 雑誌
婦人之友　昭和56年12月
号

松村貞子　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【手紙12ヵ月】「12月の母と子」小川国夫（巻
頭写真：八木洋行-大井川流域にて）

第75巻第12号 婦人之友社 1981/12/01 250

16873 一般資料 雑誌 冬休みの友　1974年

静岡県校長会・静岡
県教職員組合・静岡
県出版文化会　共同
編集／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「逃げないで戦え」小川国夫p1、「豆本－小
さな本の大きな世界」p38（写真協力：アンデ
ルセン、小川国夫の豆本の写真あり）

静岡教育出版社 1974/12/10 38

16874 一般資料 雑誌 冬休みの友　1974年

静岡県校長会・静岡
県教職員組合・静岡
県出版文化会　共同
編集／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「逃げないで戦え」小川国夫p1、「豆本－小
さな本の大きな世界」p38（写真協力：アンデ
ルセン、小川国夫の豆本の写真あり）

静岡教育出版社 1974/12/10 38

12799 一般資料 雑誌
ふれあいBOX　1990年6
月

松前仰　発行人／小
川国夫　収載

〈第68回ふれあい教養セミナー〉小川国夫：
講演「遠い海の記憶」p5（写真あり）海は生
きている、焼津はギリシャの港と似ている、
小泉八雲と精霊流し、人間は海に戻ってい
く、自然回帰への心情、旅と海と思い、講演
のあとで－松前仰「海に書くラブレター」

通巻52号
東海大学社会教育セン
ター

1990/06/16 23

16637 一般資料 雑誌
ふれあいBOX　1990年6
月

松前仰　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈第68回ふれあい教養セミナー〉小川国夫：
講演「遠い海の記憶」p5（写真あり）海は生
きている、焼津はギリシャの港と似ている、
小泉八雲と精霊流し、人間は海に戻ってい
く、自然回帰への心情、旅と海と思い、講演
のあとで－松前仰「海に書くラブレター」

通巻52号
東海大学社会教育セン
ター

1990/06/16 23
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16638 一般資料 雑誌
ふれあいBOX　1990年6
月

松前仰　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈第68回ふれあい教養セミナー〉小川国夫：
講演「遠い海の記憶」p5（写真あり）海は生
きている、焼津はギリシャの港と似ている、
小泉八雲と精霊流し、人間は海に戻ってい
く、自然回帰への心情、旅と海と思い、講演
のあとで－松前仰「海に書くラブレター」

通巻52号
東海大学社会教育セン
ター

1990/06/16 23

16639 一般資料 雑誌
ふれあいBOX　1990年6
月

松前仰　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈第68回ふれあい教養セミナー〉小川国夫：
講演「遠い海の記憶」p5（写真あり）海は生
きている、焼津はギリシャの港と似ている、
小泉八雲と精霊流し、人間は海に戻ってい
く、自然回帰への心情、旅と海と思い、講演
のあとで－松前仰「海に書くラブレター」

通巻52号
東海大学社会教育セン
ター

1990/06/16 23

16640 一般資料 雑誌
ふれあいBOX　1990年6
月

松前仰　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈第68回ふれあい教養セミナー〉小川国夫：
講演「遠い海の記憶」p5（写真あり）海は生
きている、焼津はギリシャの港と似ている、
小泉八雲と精霊流し、人間は海に戻ってい
く、自然回帰への心情、旅と海と思い、講演
のあとで－松前仰「海に書くラブレター」

通巻52号
東海大学社会教育セン
ター

1990/06/16 23

16641 一般資料 雑誌
ふれあいBOX　1990年6
月

松前仰　発行人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈第68回ふれあい教養セミナー〉小川国夫：
講演「遠い海の記憶」p5（写真あり）海は生
きている、焼津はギリシャの港と似ている、
小泉八雲と精霊流し、人間は海に戻ってい
く、自然回帰への心情、旅と海と思い、講演
のあとで－松前仰「海に書くラブレター」

通巻52号
東海大学社会教育セン
ター

1990/06/16 23

1713 一般資料 雑誌 文学　昭和42年3月号
玉井乾介　編集・発
行者／小川国夫　収
載

中国文学の受容と翻訳／小川国夫著：志賀
直哉の家（P84）

第35巻第3号 岩波書店 1967/03/10 110
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6651 一般資料 雑誌 文学　昭和42年3月号 小川国夫　収載
中国文学の受容と翻訳／小川国夫著：志賀
直哉の家（P84）

第35巻第3号 岩波書店 1967/03/10 358

14188 一般資料 雑誌 文学　昭和42年3月
玉井乾介　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「志賀直哉の家」小川国夫p84 第35巻第3号 岩波書店 1967/03/10 110

6652 一般資料 雑誌 文学　昭和54年10月号 小川国夫　収載 小川国夫著：文学のひろば（P36） 第47巻第10号 岩波書店 1979/10/10 146

14189 一般資料 雑誌 文学　昭和54年10月
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【文学のひろば】「さやにさやげども」小川国
夫p36

第47巻第10号 岩波書店 1979/10/10 126

1715 一般資料 雑誌 文学　1981年10月号
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載

国語教育の課題2／【寸言】小川国夫：著
「欲望と哲理」p93

第49巻第10号 岩波書店 1981/10/10 160

14194 一般資料 雑誌 文学　1981年10月
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【寸言】「欲望と哲理」小川国夫p193 第49巻第10号 岩波書店 1981/10/10 160

14195 一般資料 雑誌 文学　1981年10月
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【寸言】「欲望と哲理」小川国夫p193 第49巻第10号 岩波書店 1981/10/10 160

14190 一般資料 雑誌 文学　1981年8月

田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書
／藤枝静男　関連

【植谷雄高「回想の平野謙」P38　文中に藤
枝静男の名あり／寸言】「聖書の在り方」小
川国夫p45

第49巻第8号 岩波書店 1981/08/10 122

14191 一般資料 雑誌 文学　1981年8月

田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書
／藤枝静男　関連

植谷雄高「回想の平野謙」P38　文中に藤枝
静男の名あり／【寸言】「聖書の在り方」小
川国夫p45

第49巻第8号 岩波書店 1981/08/10 122

5605 一般資料 雑誌 文学　昭和56年8月号 小川国夫　収載 小川国夫著：〔寸言〕聖書の在り方（P45） 第49巻第8号 岩波書店 1981/8/10 122

1714 一般資料 雑誌 文学　1981年9月号
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載

国語教育の課題1／【寸言】小川国夫：著
「聖書の喩え」p137

第49巻第9号 岩波書店 1981/09/10 180

14192 一般資料 雑誌 文学　1981年9月
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【寸言】「聖書の喩え」小川国夫p137 第49巻第9号 岩波書店 1981/09/10 122
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14193 一般資料 雑誌 文学　1981年9月
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【寸言】「聖書の喩え」小川国夫p137 第49巻第9号 岩波書店 1981/09/10 122

18037 一般資料 雑誌 文学　1980年11月
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　蔵
書

翻訳1 第48巻第11号 岩波書店 1980/11/10 196

18038 一般資料 雑誌 文学　1980年12月
田村義也　編集・発
行者／小川国夫　蔵
書

翻訳2 第48巻第12号 岩波書店 1980/12/10 194

19566 一般資料 雑誌 文学　1981年10月
田村義也　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

【寸言】「欲望と哲理」小川国夫p193 第49巻第10号 岩波書店 1981/10/10 24

19564 一般資料 雑誌 文学　1981年8月
田村義也　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

植谷雄高「回想の平野謙」P38　文中に藤枝
静男の名あり／【寸言】「聖書の在り方」小
川国夫p45

第49巻第8号 岩波書店 1981/08/10 24

19565 一般資料 雑誌 文学　1981年9月
田村義也　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

【寸言】「聖書の喩え」小川国夫p137 第49巻第9号 岩波書店 1981/09/10 24

19567 一般資料 雑誌 文学　1982年3月
田村義也　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

中村孝次【文学のひろば】P32　文中に藤枝
静男・志賀直哉の名がある

第50巻第3号 岩波書店 1982/03/10 24

19563 一般資料 雑誌 文学　昭和54年10月号
田村義也　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：文学のひろば（P36） 第47巻第10号 岩波書店 1979/10/10 20

7586 一般資料 雑誌
文学界　昭和３６年１１月
号

小林米紀　編／小川
国夫　関連

文芸春秋編集／駒田信二「同人雑誌評」に
小川国夫「サラゴサ」（青銅時代6号）の批評
が掲載（P242）

文芸春秋新社 1961/11/01 246

7587 一般資料 雑誌
文学界　昭和３６年１２月
号

小林米紀　編／小川
国夫　関連

文芸春秋編集／駒田信二「同人雑誌評」に
小川国夫「サラゴサ」のことが掲載（P240）

文芸春秋新社 1961/12/01 246

5600 一般資料 雑誌 文学界　昭和３６年３月号
小林米紀　編／藤枝
静男　関連

荒正人著：「日本人の根底」中に藤枝静男
著の凶徒津田三蔵の記載有り（P5）

文藝春秋 1961/03/01 244

8643 一般資料 雑誌 文学界　昭和４１年３月号
杉村友一　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

文芸時評　島尾敏雄「迷路のなかで」の中
に藤枝静男「硝酸銀」の記述あり

第２０巻第３号 文芸春秋新社 1966/03/01 238
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4415 一般資料 雑誌
文学界　昭和４３年１１月
号

山本博章　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

なだいなだ著：「福音書の世界と文学～小
川国夫群島～小川国夫著『海からの光』に
ついて」書評（P168）

第22巻第11号 文芸春秋 1968/11/01 264

8639 一般資料 雑誌 文学界　昭和４３年３月号
山本博章　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

尾崎一雄「文芸随感」の中に藤枝静男「空
気頭」の記述あり

第２２巻第３号 文芸春秋 1968/03/01 256

7627 一般資料 雑誌 文学界　昭和４３年６月号
山本博章　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：外国と私の文学「よすが」
（P164）／新鋭創作特集

文芸春秋 1968/06/01 240

7628 一般資料 雑誌 文学界　昭和４４年４月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫著：「黒馬に新しい日を」（120枚）
p16

文芸春秋 1969/04/01 276

8640 一般資料 雑誌 文学界　昭和４４年６月号
印南寛　編集兼発行
人／藤枝静男　関連

開高健：著「紙の中の戦争　連載第５回」－
『犬の血』と『イペリット眼』の場合（1）p168

第２３巻第６号 文芸春秋 1969/06/01 264

11101 一般資料 雑誌 文学界　昭和４５年９月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫「まだ踏みも見ず　埴谷雄高著『闇
のなかの黒い馬』について」／吉田知子「幸
福な犬」／平野謙「あえて居直りたい」

第２４巻第９号 文藝春秋 1970/09/01 288

14433 一般資料 雑誌 文学界 昭和45年9月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

〈新書解体〉書評－小川国夫：著「まだ踏み
も見ず」－埴谷雄高著『闇のなかの黒い馬』
p254

第24巻第9号 文芸春秋 1970/09/01 288

11103 一般資料 雑誌
文学界　昭和４６年１２月
号

印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「思いだすままに」p130／特集
志賀直哉<BR>

第２５巻第１２
号

文藝春秋 1971/12/01 264

14435 一般資料 雑誌 文学界 昭和46年12月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「思いだすままに」p130／特集
志賀直哉

第25巻第12号 文芸春秋 1971/12/01 264

11102 一般資料 雑誌 文学界　昭和４６年３月号
印南寛　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「キエフの海」p32 第２５巻第３号 文藝春秋 1971/03/01 280

14434 一般資料 雑誌 文学界 昭和46年8月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「解苦」p14 第25巻第8号 文芸春秋 1971/08/01 264
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14437 一般資料 雑誌 文学界 昭和47年11月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈第9回・対談時評〉小川国夫、佐伯彰一：対
談－古山高麗雄『小さな市街図』、丸山健二
『三角の山』、河野多恵子『雙夢』p252

第26巻第11号 文芸春秋 1972/11/01 304

14438 一般資料 雑誌 文学界 昭和47年12月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈対談時評〉小川国夫、柴田翔p276：切り取
りとられ、本文なし

第26巻第12号 文芸春秋 1972/12/01 304

4416 一般資料 雑誌 文学界　昭和４７年４月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　関連

「対談時評」（小川国夫「静南村」について丸
谷才一と河村二郎が対談（P216）

文芸春秋 1972/04/01 256

5592 一般資料 雑誌
文学界　昭和４７年６月特
別号

小川国夫　収載
小川国夫著：塵に（P173）／特集：川端康成
文學界新人賞発表

第26巻第6号 文藝春秋 1972/06/01 344

7629 一般資料 雑誌
文学界　昭和４７年６月特
別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「塵に」（P173） 文芸春秋 1972/06/01 344

14436 一般資料 雑誌
文学界 昭和47年6月特別
号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「塵に」p173 第26巻第6号 文芸春秋 1972/06/01 344

18292 一般資料 雑誌
文学界 昭和47年6月特別
号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「塵に」p173 第26巻第6号 文芸春秋 1972/06/01 344

7630 一般資料 雑誌 文学界　昭和４８年７月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫著：「侠客」（P10） 文芸春秋 1973/07/01 264

14439 一般資料 雑誌 文学界 昭和48年7月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「侠客」p10 第27巻第7号 文芸春秋 1973/07/01 264

6780 一般資料 雑誌
文学界　昭和４９年１２月
号

西永達夫　編／小川
国夫　収載

新書解体　禁忌の聖域：小川国夫著「青銅
時代」について（P204）

文芸春秋 1974/12/01 272
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11104 一般資料 雑誌 文学界　昭和４９年２月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

森敦：著「もう一人のぼく」（藤枝静男につい
ての記述あり：後藤明生の出版記念会の時
のことなど）p18／〈座談会〉「なぜ『イエス』を
書くか－『死海のほとり』『或る聖書』をめ
ぐって」遠藤周作、小川国夫、堀田雄康、高
堂要p152

第２８巻第２号 文藝春秋 1974/02/01 248

14440 一般資料 雑誌
文学界 昭和49年2月新春
特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

森敦：著「もう一人のぼく」（藤枝静男につい
ての記述あり：後藤明生の出版記念会の時
のことなど）p18／〈座談会〉「なぜ『イエス』を
書くか－『死海のほとり』『或る聖書』をめ
ぐって」遠藤周作、小川国夫、堀田雄康、高
堂要p152

第28巻第2号 文芸春秋 1974/02/01 248

14441 一般資料 雑誌 文学界 昭和50年3月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

〈第37回・対談時評〉駒田信二、長部日出雄
－小川国夫著『旅役者』p238

第29巻第3号 文芸春秋 1975/03/01 280

14442 一般資料 雑誌
文学界 昭和51年2月新春
特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「志賀直哉の夢」p10／藤枝静
男、富士正晴：対談「ちかごろの文学－実作
者と文芸時評－批評と誤診・衝迫の必要
性・酷評という栄養素・志賀直哉の文体・新
人の課題・女流の発想・老年の活躍」p170

第30巻第2号 文芸春秋 1976/02/01 312

14443 一般資料 雑誌 文学界 昭和51年5月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

〈対談時評〉小川国夫、饗庭孝男：対談「小
説の構成と方法」－森泰三『結婚』、太田道
子『花酔い』、森内敏雄『羊水花』p204

第30巻第5号 文芸春秋 1976/05/01 304

14444 一般資料 雑誌 文学界 昭和51年7月号
豊田健次　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載／小川国夫　蔵書

〈特集〉「私の文章作法」藤枝静男著『志賀
直哉の油絵によせて』p123

第30巻第7号 文芸春秋 1976/07/01 208

7631 一般資料 雑誌 文学界　昭和５２年３月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「静岡附近」p20 文芸春秋 1977/03/01 296
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11105 一般資料 雑誌 文学界　昭和５２年３月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「静岡附近」p20 第３１巻第３号 文藝春秋 1977/03/01 296

14445 一般資料 雑誌 文学界 昭和52年3月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「静岡附近」p20 第31巻第3号 文芸春秋 1977/03/01 296

11106 一般資料 雑誌 文学界　昭和５２年６月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「忙閑日記－足掻きと慰め」
p220<BR>

第３１巻第６号 文藝春秋 1977/06/01 328

14446 一般資料 雑誌 文学界 昭和52年6月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「忙閑日記－足掻きと慰め」
p220

第31巻第6号 文芸春秋 1977/06/01 328

14447 一般資料 雑誌 文学界 昭和53年6月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【対談時評】小説の現在－『誰袖草』中里恒
子、『祭り』丸山健二、『冬の手紙』黒井千
次：小川国夫、川村二郎p254

第32巻第6号 文芸春秋 1978/06/01 328

7152 一般資料 雑誌
文学界　昭和５４年１月新
年特別号

豊田健次　編／小川
国夫　収載

小川国夫著：「宇津ノ谷峠と私」（P18） 文藝春秋 1979/01/01 312

14448 一般資料 雑誌
文学界 昭和54年1月新年
特別号

豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「宇津ノ谷峠と私」p18 第33巻第1号 文芸春秋 1979/01/01 312

14449 一般資料 雑誌 文学界 昭和55年3月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「苦しみ」p10 第34巻第3号 文芸春秋 1980/03/01 296

14450 一般資料 雑誌 文学界 昭和56年12月号

松村善二郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

「母のこと」小川国夫p10 第35巻第12号 文芸春秋 1981/12/01 328

146 一般資料 雑誌 文学界　昭和５７年３月号
松村善二郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

小川国夫著：「三次」（P68）／大江健三郎
著：さかさまに立つ「雨の木」

文芸春秋 1982/03/01 328

11107 一般資料 雑誌 文学界　昭和５７年３月号
松村善二郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載

小川国夫「三次」 第３６巻第３号 文藝春秋 1982/03/01 328

14451 一般資料 雑誌 文学界 昭和57年3月号

松村善二郎　編集兼
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

小川国夫著：「三次」（P68）／大江健三郎
著：さかさまに立つ「雨の木」

第36巻第3号 文芸春秋 1982/03/01 328
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5601 一般資料 雑誌 文学界　昭和５６年５月号
松村善二郎　編集兼
発行人／藤枝静男
収載

藤枝静男/中野孝次〈対談時評〉：モティーフ
の確かさ（P192）

文藝春秋 1981/05/01 296

14452 一般資料 雑誌
文学界 昭和58年新春特
別号　2月号

阿部達児　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

【文芸時評】変わらぬ「歌」を聴く－小川国夫
『巫女』：饗庭孝男p256

第37巻第2号 文芸春秋 1983/02/01 296

7153 一般資料 雑誌
文学界　昭和６０年２月新
春特別号

湯川豊　編／藤枝静
男　収載

藤枝静男著：「尋常高等小学校同窓会」
（P206）

文藝春秋 1985/02/01 360

8634 一般資料 雑誌 文学界　昭和６０年５月号
湯川豊　編集人／藤
枝静男　収載

藤枝静男特別インタビュー「極北の私小説」
聞き手・川西政明／藤枝静男「老いたる私
小説家の私倍増小説」p34

文芸春秋 1985/05/01 296

14453 一般資料 雑誌
文学界 昭和61年新春特
別号　2月号

湯川豊　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

「記念の絵」小川国夫p66：p64～p77まで切
り取られている

第40巻第2号 文芸春秋 1986/02/01 392

19420 一般資料 雑誌
文学界 昭和61年新春特
別号　2月号

湯川豊　編集人／小
川国夫　収載

「記念の絵」小川国夫p66 第40巻第2号 文芸春秋 1986/02/01 392

14454 一般資料 雑誌 文学界 昭和61年5月号
湯川豊　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫：著「主我主義者の自画像
－石和鷹著『果つる日』」p206

第40巻第5号 文芸春秋 1986/05/01 296

14455 一般資料 雑誌
文学界 昭和62年新春特
別号　1月号

湯川豊　編集人／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫著『逸民』－非情の自然：
松本道介p296

第41巻第1号 文芸春秋 1987/01/01 392

14456 一般資料 雑誌 文学界 昭和62年11月号
雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈現代日本の短篇28〉小川国夫：著「跳躍
台」p20

第41巻第11号 文芸春秋 1987/11/01 328

14457 一般資料 雑誌
文学界 昭和63年2月新春
特別号

雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈新春創作特集〉小川国夫：著「憂いの日」
p20

第42巻第2号 文芸春秋 1988/02/01 328

11108 一般資料 雑誌 文学界　昭和６３年５月号
雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫「肋骨」／木崎さと子「布橋」p18 第４２巻第５号 文藝春秋 1988/05/01 360

14458 一般資料 雑誌 文学界 昭和63年5月号
雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「肋骨」p18 第42巻第5号 文芸春秋 1988/05/01 360
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6155 一般資料 雑誌
文学界　昭和６４年２月新
春特別号

雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「函館付近」（P18） 文藝春秋 1989/02/01 376

14459 一般資料 雑誌
文学界 昭和64年2月新春
特別号

雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫著：「函館付近」（P18） 第43巻第2号 文芸春秋 1989/02/01 376

19421 一般資料 雑誌
文学界 昭和64年2月新春
特別号

雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「函館付近」（P18） 第43巻第2号 文芸春秋 1989/02/01 376

14460 一般資料 雑誌
文学界 平成2年1月新年
特別号

湯川豊　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新年創作特集〉小川国夫：著「酒の中の
獣」p136

第44巻第1号 文芸春秋 1990/01/01 392

14461 一般資料 雑誌
文学界 平成3年1月新年
特別号

湯川豊　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「白骨王」p122／〈文學界図書
館〉清水邦夫：著「発明するのではなく、掘り
出すということ－小川国夫著『跳躍台』」
p346

第45巻第1号 文芸春秋 1991/01/01 392

10177 一般資料 雑誌 文学界　１９９３年７月号
重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

平成５年／追悼：藤枝静男　埴谷雄高：著
「弔辞」p164、大庭みな子：著「春の湖」
p166、岡松和夫：著「先行者としての藤枝静
男氏」p168／特集：夏目漱石

第47巻第7号 文芸春秋 1993/07/01 328

147 一般資料 雑誌
文学界　１９９４年２月号
新春特別号

重松卓　編集人／小
川国夫　収載

小川国夫著：「黙っているお袋」（P50） 文芸春秋 1994/02/01 328

4744 一般資料 雑誌
文学界  １９９４年２月号
新春特別号

重松卓　編集人／小
川国夫　収載

小川国夫「黙っているお袋」 p50 第48巻第2号 文芸春秋 1994/02/01 328

14462 一般資料 雑誌
文学界 1995年2月新春特
別号

寺田英視　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

平成７年／〈文學界図書館〉江河徹：書評
「実在の奥にある宗教－小川国夫著『私の
聖書』」p327

第49巻第2号 文芸春秋 1995/02/01 392

14463 一般資料 雑誌
文学界 1997年1月新年特
大号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

平成９年／小川国夫：著「彰さんと直子」p18 第51巻第1号 文芸春秋 1997/01/01 424

21668 一般資料 雑誌
文学界 1997年1月新年特
大号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／小川国夫：著「彰さんと直子」p18 第51巻第1号 文芸春秋 1997/01/01 424

387



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

4745 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年４月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　研究

特集：「沖縄－文学の鉱脈」 文芸春秋 1997/04/01 360

14464 一般資料 雑誌 文学界 1997年5月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

【特集　色川武大と阿佐田哲也】「色川武大
の聖書」小川国夫p187

第51巻第5号 文芸春秋 1997/05/01 360

19423 一般資料 雑誌 文学界 1997年5月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

【特集　色川武大と阿佐田哲也】「色川武大
の聖書」小川国夫p187

第51巻第5号 文芸春秋 1997/05/01 360

21667 一般資料 雑誌 文学界 1997年5月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

【特集　色川武大と阿佐田哲也】「色川武大
の聖書」小川国夫p187

第51巻第5号 文芸春秋 1997/05/01 360

18293 一般資料 雑誌 文学界　1997年6月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

平成9年／小川国夫：著「彼のおしゃれにつ
いて－父の本棚」p246

第51巻第6号 文芸春秋 1997/06/01 392

21666 一般資料 雑誌 文学界　1997年6月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成9年／小川国夫：著「彼のおしゃれにつ
いて－父の本棚」p246

第51巻第6号 文芸春秋 1997/06/01 392

8454 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年８月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

短編小説特集：小川国夫著：「母の二つの
家」（P26）／ほか小島信夫、吉田知子、林
京子、青野聰、筒井康隆、南木佳士、辻原
登、川上弘美、田中小実昌掲載

文藝春秋 1997/08/01 360

14465 一般資料 雑誌 文学界 1997年8月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

平成９年／〈短篇小説特集〉小川国夫：著
「母の二つの家」p26

第51巻第8号 文芸春秋 1997/08/01 360

21665 一般資料 雑誌 文学界 1997年8月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／〈短篇小説特集〉小川国夫：著
「母の二つの家」p26

第51巻第8号 文芸春秋 1997/08/01 360

14466 一般資料 雑誌
文学界 1998年1月新年特
別号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

平成１０年／〈新年創作特集〉小川国夫：著
「二少女」p20

第52巻第1号 文芸春秋 1998/01/01 296

21669 一般資料 雑誌
文学界 1998年1月新年特
別号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成１０年／〈新年創作特集〉小川国夫：著
「二少女」p20

第52巻第1号 文芸春秋 1998/01/01 296
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4746 一般資料 雑誌 文学界　１９９８年１０月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　関連

p292「夢幻と現実が交りあう文体～小川国
夫『ハシッシ・ギャング』～」安原顯／芥川賞
受賞第一作　花村萬月「舞踏会の夜」／新
芥川賞作家特別対談　藤沢周・古井由吉
「言葉を響かせる」　ほか

文芸春秋 1998/10/01 328

14467 一般資料 雑誌 文学界 1998年10月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　関連／
小川国夫　蔵書

p292「夢幻と現実が交りあう文体～小川国
夫『ハシッシ・ギャング』～」安原顯／芥川賞
受賞第一作　花村萬月「舞踏会の夜」／新
芥川賞作家特別対談　藤沢周・古井由吉
「言葉を響かせる」　ほか

第52巻第10号 文芸春秋 1998/10/01 328

21670 一般資料 雑誌 文学界 1998年10月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

p292「夢幻と現実が交りあう文体～小川国
夫『ハシッシ・ギャング』～」安原顯／芥川賞
受賞第一作　花村萬月「舞踏会の夜」／新
芥川賞作家特別対談　藤沢周・古井由吉
「言葉を響かせる」　ほか

第52巻第10号 文芸春秋 1998/10/01 328

7162 一般資料 雑誌 文学界　１９９９年１０月号
細井秀雄　編／小川
国夫　収載

追悼　辻邦生／小川国夫著：「辻邦生と私」
（P128）

文藝春秋 1999/10/01 328

14468 一般資料 雑誌 文学界 1999年4月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

平成１１年／〈特別対談〉小川国夫・花村萬
月：対談「神を信じるか」p218

第53巻第4号 文芸春秋 1999/04/01 328

14469 一般資料 雑誌 文学界 1999年7月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

平成１１年／〈特集〉「作家デビューの現場」
－連続インタビュー・小説作法は教えられる
か　小川国夫：著「君の言葉はどこから来た
か」p171

第53巻第7号 文芸春秋 1999/07/01 328

21671 一般資料 雑誌 文学界 1999年7月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１１年／〈特集〉「作家デビューの現場」
－連続インタビュー・小説作法は教えられる
か　小川国夫：著「君の言葉はどこから来た
か」p171

第53巻第7号 文芸春秋 1999/07/01 328
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6838 一般資料 雑誌 文学界　１９９９年９月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「一目」（P250）／追悼　江藤淳 文芸春秋 1999/09/01 392

14470 一般資料 雑誌 文学界 2000年3月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

平成１２年／〈創作〉小川国夫：著「おりん
幻」p48

第54巻第3号 文芸春秋 2000/03/01 296

21673 一般資料 雑誌 文学界 2000年3月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１２年／〈創作〉小川国夫：著「おりん
幻」p48

第54巻第3号 文芸春秋 2000/03/01 296

6119 一般資料 雑誌 文学界　２００１年１０月
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１３年／小川国夫著：「寅の年、秋」
（P36）

文藝春秋 2001/10/01 328

14472 一般資料 雑誌 文学界 2001年10月
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

平成１３年／小川国夫著：「寅の年、秋」
（P36）

第55巻第10号 文芸春秋 2001/10/01 328

19424 一般資料 雑誌 文学界 2001年10月
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１３年／小川国夫著：「寅の年、秋」
（P36）

第55巻第10号 文芸春秋 2001/10/01 328

4861 一般資料 雑誌 文学界　２００１年３月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼：本多秋五　小川国夫「本多さんと私」
p122

第55巻第3号 文芸春秋 2001/03/01 326

7103 一般資料 雑誌 文学界　２００１年３月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１３年／追悼：本多秋五　小川国夫「本
多さんと私」p122

第55巻第3号 文芸春秋 2001/03/01 326

14471 一般資料 雑誌 文学界 2001年3月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

追悼：本多秋五　小川国夫「本多さんと私」
p122

第55巻第3号 文芸春秋 2001/03/01 326

21675 一般資料 雑誌 文学界 2001年3月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

追悼：本多秋五　小川国夫「本多さんと私」
p122

第55巻第3号 文芸春秋 2001/03/01 326

7001 一般資料 雑誌 文学界　２００３年３月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１５年／小川国夫著：「暴力とは」
（P108）／新芥川賞受賞作家　大道珠貴：芥
川賞受賞第一作ロング・インタビュー

文藝春秋 2003/03/01 392

7002 一般資料 雑誌 文学界　２００３年３月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１５年／小川国夫著：「暴力とは」
（P108）／新芥川賞受賞作家　大道珠貴：芥
川賞受賞第一作ロング・インタビュー

文藝春秋 2003/03/01 392
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21672 一般資料 雑誌 文学界　1999年9月号
細井秀雄　編／小川
国夫　収載

小川国夫「一目」（「弱い神」シリーズ）P250 第53巻第9号 文藝春秋 1999/09/01 392

21674 一般資料 雑誌 文学界　2000年7月号
細井秀雄　編／小川
国夫　収載

小川国夫「女よりも楽しい人」（「弱い神」シ
リーズ）P20

第54巻第7号 文藝春秋 2000/07/01 328

11685 一般資料 雑誌 文学界　２００８年６月号
船山幹雄　編集人／
小川国夫　関連

平成２０年／第１０６回文學界新人賞発表：
北野道夫「逃げ道」／追悼小川国夫：花村
萬月「誰も仰ぐものはないように見えた。」、
木崎さと子「めでたし・・・」

第６２巻第６号 文藝春秋 2008/06/01 392

133 一般資料 雑誌
文学界　昭和３４年１２月
号

車谷弘　編集兼発行
人／小川国夫　関連

駒田信二：著「同人雑誌評」－小川国夫「聖
母の日」『青銅時代　４号』評p240

第１３巻第１２
号

文芸春秋新社 1959/12/01 244

149 一般資料 雑誌
文学界　昭和３４年３月特
別号

車谷弘　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「うじ虫」p90 第１３巻第３号 文芸春秋新社 1959/03/01 244

723 一般資料 雑誌
文学界　昭和３４年３月特
別号

車谷弘　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「うじ虫」p90 第１３巻第３号 文芸春秋新社 1959/03/01 244

134 一般資料 雑誌 文学界　昭和４２年８月号
山本博章　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「地中海の漁港」p84 第２１巻第８号 文芸春秋 1967/08/01 230

946 一般資料 雑誌 文学界　昭和４２年８月号
山本博章　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「地中海の漁港」p84 第２１巻第８号 文芸春秋 1967/08/01 230

150 一般資料 雑誌
文学界　昭和４３年１０月
号

山本博章　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「ある姿勢」p18
第２２巻第１０
号

文芸春秋 1968/10/01 272

135 一般資料 雑誌 文学界　昭和４３年６月号
山本博章　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈外国と私の文学〉小川国夫：著「よすが」
p164

第２２巻第６号 文芸春秋 1968/06/01 240

151 一般資料 雑誌 文学界　昭和４４年３月号
印南寛　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「小豆島文学散歩」p14 第２３巻第３号 文芸春秋 1969/03/01 272

136 一般資料 雑誌 文学界　昭和４４年４月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫著：「黒馬に新しい日を」（120枚）
p16

第２３巻第４号 文芸春秋 1969/04/01 276

5752 一般資料 雑誌 文学界　昭和４４年４月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫著：「黒馬に新しい日を」（120枚）
p16

第２３巻第４号 文芸春秋 1969/04/01 276
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947 一般資料 雑誌 文学界　昭和４４年７月号
印南寛　編集兼発行
人／藤枝静男　関連

開高健：著「紙の中の戦争　連載第５回」－
『犬の血』と『イペリット眼』の場合（2）p204

第２１巻第８号 文芸春秋 1969/07/01 276

137 一般資料 雑誌 文学界　昭和４５年３月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「南イタリー」p14 第２４巻第３号 文芸春秋 1970/03/01 288

138 一般資料 雑誌 文学界　昭和４５年９月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

〈新書解体〉小川国夫：著「まだ踏みも見ず」
－埴谷雄高著『闇のなかの黒い馬』p254

第２４巻第９号 文芸春秋 1970/09/01 288

5753 一般資料 雑誌 文学界　昭和４５年９月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

〈新書解体〉小川国夫：著「まだ踏みも見ず」
－埴谷雄高著『闇のなかの黒い馬』p254

第２４巻第９号 文芸春秋 1970/09/01 288

153 一般資料 雑誌
文学界　昭和４６年１０月
号

印南寛　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「隠居の弁」p16
第２５巻第１０
号

文芸春秋 1971/10/01 268

5909 一般資料 雑誌
文学界　昭和４６年１０月
号

印南寛　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「隠居の弁」p16
第２５巻第１０
号

文芸春秋 1971/10/01 268

5754 一般資料 雑誌
文学界　昭和４６年１２月
号

印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「思いだすままに」p130／特集
志賀直哉

第２５巻第１２
号

文芸春秋 1971/12/01 264

12371 一般資料 雑誌
文学界　昭和４６年１２月
号

印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「思いだすままに」p130／特集
志賀直哉

第２５巻第１２
号

文芸春秋 1971/12/01 264

152 一般資料 雑誌 文学界　昭和４６年３月号
印南寛　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「キエフの海」p32 第２５巻第３号 文芸春秋 1971/03/01 280

139 一般資料 雑誌 文学界　昭和４６年８月号
印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「解苦」p14 第２５巻第８号 文芸春秋 1971/08/01 264

4547 一般資料 雑誌
文学界　昭和４７年１月新
年特別号

印南寛　編集兼発行
人／小川国夫　関連

〈座談会〉「1971小説ベスト5－現代文学の
状況と展望」佐伯彰一、秋山駿、川村二郎、
高橋英夫－小川国夫著「彼の故郷」p212

第２６巻第１号 文芸春秋 1972/01/01 296

873 一般資料 雑誌
文学界　昭和４７年１１月
号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈第9回・対談時評〉小川国夫、佐伯彰一：対
談－古山高麗雄『小さな市街図』、丸山健二
『三角の山』、河野多恵子『雙夢』p252

第２６巻第１１
号

文芸春秋 1972/11/01 304
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5755 一般資料 雑誌
文学界　昭和４７年１２月
号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈対談時評〉小川国夫、柴田翔p276：切り取
りとられ、本文なし

第２６巻第１２
号

文芸春秋 1972/12/01 304

140 一般資料 雑誌
文学界　昭和４７年６月特
別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「塵に」p173 第２６巻第６号 文芸春秋 1972/06/01 344

141 一般資料 雑誌 文学界　昭和４８年７月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「侠客」p10 第２７巻第７号 文芸春秋 1973/07/01 264

142 一般資料 雑誌
文学界　昭和４９年２月新
春特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

森敦：著「もう一人のぼく」（藤枝静男につい
ての記述あり：後藤明生の出版記念会の時
のことなど）p18／〈座談会〉「なぜ『イエス』を
書くか－『死海のほとり』『或る聖書』をめ
ぐって」遠藤周作、小川国夫、堀田雄康、高
堂要p152

第２８巻第２号 文芸春秋 1974/02/01 248

2800 一般資料 雑誌
文学界　昭和４９年２月新
春特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

森敦：著「もう一人のぼく」（藤枝静男につい
ての記述あり：後藤明生の出版記念会の時
のことなど）p18／〈座談会〉「なぜ『イエス』を
書くか－『死海のほとり』『或る聖書』をめ
ぐって」遠藤周作、小川国夫、堀田雄康、高
堂要p152

第２８巻第２号 文芸春秋 1974/02/01 248

5756 一般資料 雑誌
文学界　昭和４９年２月新
春特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

森敦：著「もう一人のぼく」（藤枝静男につい
ての記述あり：後藤明生の出版記念会の時
のことなど）p18／〈座談会〉「なぜ『イエス』を
書くか－『死海のほとり』『或る聖書』をめ
ぐって」遠藤周作、小川国夫、堀田雄康、高
堂要p152

第２８巻第２号 文芸春秋 1974/02/01 248
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5912 一般資料 雑誌
文学界　昭和４９年２月新
春特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

森敦：著「もう一人のぼく」（藤枝静男につい
ての記述あり：後藤明生の出版記念会の時
のことなど）p18／〈座談会〉「なぜ『イエス』を
書くか－『死海のほとり』『或る聖書』をめ
ぐって」遠藤周作、小川国夫、堀田雄康、高
堂要p152

第２８巻第２号 文芸春秋 1974/02/01 248

3605 一般資料 雑誌 文学界　昭和５０年３月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈第37回・対談時評〉駒田信二、長部日出雄
－小川国夫著『旅役者』p238

第２９巻第３号 文芸春秋 1975/03/01 280

154 一般資料 雑誌
文学界　昭和５１年２月新
春特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載

小川国夫：著「志賀直哉の夢」p10／藤枝静
男、富士正晴：対談「ちかごろの文学－実作
者と文芸時評－批評と誤診・衝迫の必要
性・酷評という栄養素・志賀直哉の文体・新
人の課題・女流の発想・老年の活躍」p170

第３０巻第２号 文芸春秋 1976/02/01 312

3606 一般資料 雑誌
文学界　昭和５１年２月新
春特別号

西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載

小川国夫：著「志賀直哉の夢」p10／藤枝静
男、富士正晴：対談「ちかごろの文学－実作
者と文芸時評－批評と誤診・衝迫の必要
性・酷評という栄養素・志賀直哉の文体・新
人の課題・女流の発想・老年の活躍」p170

第３０巻第２号 文芸春秋 1976/02/01 312

3607 一般資料 雑誌 文学界　昭和５１年５月号
西永達夫　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈対談時評〉小川国夫、饗庭孝男：対談「小
説の構成と方法」－森泰三『結婚』、太田道
子『花酔い』、森内敏雄『羊水花』p204

第３０巻第５号 文芸春秋 1976/05/01 304

4607 一般資料 雑誌 文学界　昭和５１年７月号
豊田健次　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈特集〉「私の文章作法」藤枝静男著『志賀
直哉の油絵によせて』p123

第３０巻第７号 文芸春秋 1976/07/01 208
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4605 一般資料 雑誌
文学界 　昭和５１年９月
号

豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連

〈特集〉「私の戦後文学」立原正秋：著『「近
代文学」の人達』（藤枝静男、小川国夫につ
いての記述あり）p164　磯田光一：著『文学
史の鎖国と開国－身内の眼・他人の眼』（藤
枝静男『田紳有楽』『空気頭』『或る年の冬
或る年の夏』についての記述ありp196）p190

第３０巻第９号 文芸春秋 1976/09/01 296

3608 一般資料 雑誌
文学界　昭和５２年１月新
年特別号

豊田健次　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著〈新連載〉「忙閑日記－箪笥・
版画・戦後派文学」p192

第３１巻第１号 文芸春秋 1977/01/01 312

155 一般資料 雑誌
文学界　昭和５２年１０月
号

豊田健次　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「まぐれ当り」p10
第３１巻第１０
号

文芸春秋 1977/10/01 296

143 一般資料 雑誌 文学界　昭和５２年３月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「静岡附近」p20 第３１巻第３号 文芸春秋 1977/03/01 296

3610 一般資料 雑誌 文学界　昭和５２年３月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「静岡附近」p20 第３１巻第３号 文芸春秋 1977/03/01 296

148 一般資料 雑誌 文学界　昭和５２年６月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「忙閑日記－足掻きと慰め」
p220

第３１巻第６号 文芸春秋 1977/06/01 328

3526 一般資料 雑誌 文学界　昭和５３年６月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈対談時評〉小川国夫、川村二郎：対談「小
説の現在」－中里恒子『誰袖草』、丸山健二
『祭り』、黒井千次『冬の手紙』p254

第３２巻第６号 文芸春秋 1978/06/01 328

3527 一般資料 雑誌 文学界　昭和５３年６月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

〈対談時評〉小川国夫、川村二郎：対談「小
説の現在」－中里恒子『誰袖草』、丸山健二
『祭り』、黒井千次『冬の手紙』p254

第３２巻第６号 文芸春秋 1978/06/01 328

144 一般資料 雑誌
文学界　昭和５４年１月新
年特別号

豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「宇津ノ谷峠と私」p18 第３３巻第１号 文芸春秋 1979/01/01 312

145 一般資料 雑誌 文学界　昭和５５年３月号
豊田健次　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「苦しみ」p10 第３４巻第３号 文芸春秋 1980/03/01 296
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924 一般資料 雑誌 文学界　昭和５６年７月号
豊田健次　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「本多の姉さんのこと」p170／
〈対談時評〉藤枝静男、中野孝次：対談「感
覚と観念」－峰原緑子『風のけはい』、笙野
頼子『極楽』p194

第３５巻第７号 文芸春秋 1981/07/01 296

4548 一般資料 雑誌 文学界　昭和５７年８月号
松村善二郎　編集兼
発行人／藤枝静男
収載

藤枝静男著「本多秋五著『古い記憶の井
戸』を読んで」p10

第３６巻第８号 文芸春秋 1982/08/01 296

156 一般資料 雑誌 文学界　昭和５８年５月号
阿部達児　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

追悼特集・小林秀雄　藤枝静男：著「小林秀
雄の想い出」p151

第３７巻第５号 文芸春秋 1983/05/01 456

5826 一般資料 雑誌 文学界　昭和５８年５月号
阿部達児　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

追悼特集・小林秀雄　藤枝静男：著「小林秀
雄の想い出」p151

第３７巻第５号 文芸春秋 1983/05/01 456

157 一般資料 雑誌 文学界　昭和５９年４月号
阿部達児　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

〈回想の小林秀雄・尾崎一雄〉藤枝静男：著
「尾崎さんのこと」p156

第３８巻第４号 文芸春秋 1984/04/01 280

159 一般資料 雑誌
文学界　昭和６０年１月新
年特別号

湯川豊　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

追悼・瀧井孝作　藤枝静男：著「瀧井さんの
こと」p175

第３９巻第１号 文芸春秋 1985/01/01 360

12372 一般資料 雑誌
文学界　昭和６０年１月新
年特別号

湯川豊　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

追悼・瀧井孝作　藤枝静男：著「瀧井さんの
こと」p175

第３９巻第１号 文芸春秋 1985/01/01 360

160 一般資料 雑誌
文学界　昭和６０年２月新
春特別号

湯川豊　編集兼発行
人／藤枝静男　収載

藤枝静男：著「尋常高等小学校同級会」
p206

第３９巻第２号 文芸春秋 1985/02/01 360

3528 一般資料 雑誌 文学界　昭和６１年５月号
湯川豊　編集人／小
川国夫　収載

〈書評〉小川国夫：著「主我主義者の自画像
－石和鷹著『果つる日』」p206

第４０巻第５号 文芸春秋 1986/05/01 296

12373 一般資料 雑誌
文学界　昭和６２年１１月
号

雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

〈現代日本の短篇28〉小川国夫：著「跳躍
台」p20

第４１巻第１１
号

文芸春秋 1987/11/01 328

12374 一般資料 雑誌
文学界　昭和６３年２月新
春特別号

雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

〈新春創作特集〉小川国夫：著「憂いの日」
p20

第４２巻第２号 文芸春秋 1988/02/01 328

2803 一般資料 雑誌 文学界　昭和６３年５月号
雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：著「肋骨」p18 第４２巻第５号 文芸春秋 1988/05/01 360

5757 一般資料 雑誌 文学界　昭和６３年５月号
雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：著「肋骨」p18 第４２巻第５号 文芸春秋 1988/05/01 360
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12375 一般資料 雑誌 文学界　昭和６４年２月号
雨宮秀樹　編集人／
小川国夫　収載

〈新春創作特集〉小川国夫：著「函館附近」
p18

第４３巻第２号 文芸春秋 1988/05/01 376

2804 一般資料 雑誌
文学界　平成２年１月新
年特別号

湯川豊　編集人／小
川国夫　収載

〈新年創作特集〉小川国夫：著「酒の中の
獣」p136

第４４巻第１号 文芸春秋 1990/01/01 392

5758 一般資料 雑誌
文学界　平成３年１月新
年特別号

湯川豊　編集人／小
川国夫　収載

小川国夫：著「白骨王」p122／〈文學界図書
館〉清水邦夫：著「発明するのではなく、掘り
出すということ－小川国夫著『跳躍台』」
p346

第４５巻第１号 文芸春秋 1991/01/01 392

5950 一般資料 雑誌
文学界　平成３年１月新
年特別号

湯川豊　編集人／小
川国夫　収載

小川国夫：著「白骨王」p122／〈文學界図書
館〉清水邦夫：著「発明するのではなく、掘り
出すということ－小川国夫著『跳躍台』」
p346

第４５巻第１号 文芸春秋 1991/01/01 392

158 一般資料 雑誌 文学界　１９９３年７月号
重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

平成５年／追悼：藤枝静男　埴谷雄高：著
「弔辞」p164、大庭みな子：著「春の湖」
p166、岡松和夫：著「先行者としての藤枝静
男氏」p168／特集：夏目漱石

第４７巻第７号 文芸春秋 1993/07/01 328

3529 一般資料 雑誌 文学界　１９９３年７月号
重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

平成５年／追悼：藤枝静男　埴谷雄高：著
「弔辞」p164、大庭みな子：著「春の湖」
p166、岡松和夫：著「先行者としての藤枝静
男氏」p168／特集：夏目漱石

第４７巻第７号 文芸春秋 1993/07/01 328

3530 一般資料 雑誌 文学界　１９９３年７月号
重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

平成５年／追悼：藤枝静男　埴谷雄高：著
「弔辞」p164、大庭みな子：著「春の湖」
p166、岡松和夫：著「先行者としての藤枝静
男氏」p168／特集：夏目漱石

第４７巻第７号 文芸春秋 1993/07/01 328

3531 一般資料 雑誌 文学界　１９９３年７月号
重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

平成５年／追悼：藤枝静男　埴谷雄高：著
「弔辞」p164、大庭みな子：著「春の湖」
p166、岡松和夫：著「先行者としての藤枝静
男氏」p168／特集：夏目漱石

第４７巻第７号 文芸春秋 1993/07/01 328
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12376 一般資料 雑誌
文学界　１９９４年２月新
春特別号

重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

平成６年／小川国夫：著「黙っているお袋」
p50

第４８巻第２号 文芸春秋 1994/02/01 328

12377 一般資料 雑誌
文学界　１９９４年２月新
春特別号

重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

平成６年／小川国夫：著「黙っているお袋」
p50

第４８巻第２号 文芸春秋 1994/02/01 328

12378 一般資料 雑誌 文学界　１９９４年３月号
重松卓　編集人／小
川国夫　関連

平成６年／〈今月の文芸書〉千石英世：書評
－小川国夫著『悲しみの港』p283

第４８巻第３号 文芸春秋 1994/03/01 328

763 一般資料 雑誌
文学界　１９９５年２月新
春特別号

寺田英視　編集人／
小川国夫　関連

平成７年／〈文學界図書館〉江河徹：書評
「実在の奥にある宗教－小川国夫著『私の
聖書』」p327

第４９巻第２号 文芸春秋 1995/02/01 392

12379 一般資料 雑誌
文学界　１９９５年２月新
春特別号

寺田英視　編集人／
小川国夫　関連

平成７年／〈文學界図書館〉江河徹：書評
「実在の奥にある宗教－小川国夫著『私の
聖書』」p327

第４９巻第２号 文芸春秋 1995/02/01 329

2777 一般資料 雑誌 文学界　１９９５年９月号
寺田英視　編集人／
小川国夫　関連

〈今日の文芸書〉　千石英世：書評－小川国
夫著『黙っているお袋』p266

第４９巻第９号 文芸春秋 1995/09/01 328

12380 一般資料 雑誌
文学界　１９９６年１月新
年特別号

寺田英視　編集人／
小川国夫　収載

平成８年／小川国夫：著「薬の細道」p34 第５０巻第１号 文芸春秋 1996/01/01 392

12381 一般資料 雑誌
文学界　１９９６年１月新
年特別号

寺田英視　編集人／
小川国夫　収載

平成８年／小川国夫：著「薬の細道」p34 第５０巻第１号 文芸春秋 1996/01/01 392

12382 一般資料 雑誌 文学界　１９９６年２月号
寺田英視　編集人／
小川国夫　収載

平成８年／〈特別対談〉小川国夫・吉本隆
明：対談「宗教論争」p172

第５０巻第２号 文芸春秋 1996/02/01 328

12383 一般資料 雑誌 文学界　１９９６年２月号
寺田英視　編集人／
小川国夫　収載

平成８年／〈特別対談〉小川国夫・吉本隆
明：対談「宗教論争」p172

第５０巻第２号 文芸春秋 1996/02/01 328

12384 一般資料 雑誌 文学界　１９９６年２月号
寺田英視　編集人／
小川国夫　収載

平成８年／〈特別対談〉小川国夫・吉本隆
明：対談「宗教論争」p172

第５０巻第２号 文芸春秋 1996/02/01 328

2244 一般資料 雑誌
文学界　１９９７年１月新
年特大号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／小川国夫：著「彰さんと直子」p18 第５１巻第１号 文芸春秋 1997/01/01 424

5814 一般資料 雑誌
文学界　１９９７年１月新
年特大号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／小川国夫：著「彰さんと直子」p18 第５１巻第１号 文芸春秋 1997/01/01 424

6034 一般資料 雑誌
文学界　１９９７年１月新
年特大号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／小川国夫：著「彰さんと直子」p18 第５１巻第１号 文芸春秋 1997/01/01 424
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1888 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年６月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／小川国夫：著「彼のおしゃれにつ
いて－父の本棚」p246

第５１巻第６号 文芸春秋 1997/06/01 392

4281 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年６月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／小川国夫：著「彼のおしゃれにつ
いて－父の本棚」p246

第５１巻第６号 文芸春秋 1997/06/01 392

5922 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年６月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／小川国夫：著「彼のおしゃれにつ
いて－父の本棚」p246

第５１巻第６号 文芸春秋 1997/06/01 392

3790 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年８月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／〈短篇小説特集〉小川国夫：著
「母の二つの家」p26

第５１巻第８号 文芸春秋 1997/08/01 360

5834 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年８月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／〈短篇小説特集〉小川国夫：著
「母の二つの家」p26

第５１巻第８号 文芸春秋 1997/08/01 360

5859 一般資料 雑誌 文学界　１９９７年８月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成９年／〈短篇小説特集〉小川国夫：著
「母の二つの家」p26

第５１巻第８号 文芸春秋 1997/08/01 360

5759 一般資料 雑誌
文学界　１９９８年１月新
年特別号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成１０年／〈新年創作特集〉小川国夫：著
「二少女」p20

第５２巻第１号 文芸春秋 1998/01/01 296

5839 一般資料 雑誌
文学界　１９９８年１月新
年特別号

庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成１０年／〈新年創作特集〉小川国夫：著
「二少女」p20

第５２巻第１号 文芸春秋 1998/01/01 296

4559 一般資料 雑誌 文学界　１９９９年４月号
庄野音比古　編集人
／小川国夫　収載

平成１１年／〈特別対談〉小川国夫・花村萬
月：対談「神を信じるか」p218

第５３巻第４号 文芸春秋 1999/04/01 328

4603 一般資料 雑誌 文学界　１９９９年７月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１１年／〈特集〉「作家デビューの現場」
－連続インタビュー・小説作法は教えられる
か　小川国夫：著「君の言葉はどこから来た
か」p171

第５３巻第７号 文芸春秋 1999/07/01 328

10110 一般資料 雑誌 文学界　２０００年３月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１２年／〈創作〉小川国夫：著「おりん
幻」p48

第５４巻第３号 文芸春秋 2000/03/01 296

10111 一般資料 雑誌 文学界　２０００年３月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１２年／〈創作〉小川国夫：著「おりん
幻」p48

第５４巻第３号 文芸春秋 2000/03/01 296

4699 一般資料 雑誌 文学界　２０００年７月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１２年／〈創作〉小川国夫：著「女よりも
楽しい人」p20

第５６巻第４号 文芸春秋 2000/07/01 328
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8729 一般資料 雑誌 文学界　２００３年３月号
細井秀雄　編集人／
小川国夫　収載

平成１５年／小川国夫著：「暴力とは」
（P108）／新芥川賞受賞作家　大道珠貴：芥
川賞受賞第一作ロング・インタビュー

第５７巻第３号 文芸春秋 2003/03/01 392

8722 一般資料 雑誌
文学界　２００６年１月新
年号

大川繁樹　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫「葦枯れて」p75／特集「ロラン・バ
ルト」　蓮實重彦ほか

第６０巻第１号 文芸春秋 2006/01/01 328

8725 一般資料 雑誌 文学者　１９６７年６月号
丹羽文雄　編集兼発
行者／小川国夫　収
載

小川国夫「新約聖書とゲーテ」 日本製版 1967/06/10 70

14196 一般資料 雑誌 文学者　1967年6月号
丹羽文雄　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

【或る視角】「新約聖書とゲーテ」小川国夫
p34

第10巻第6号 不明 1967/06/10 70

19426 一般資料 雑誌 文芸　1968年8月号
佐佐木幸綱　編集者
／小川国夫　収載／
藤枝静男　収載

小川国夫：著「入り江の家族」p36／藤枝静
男：著「沼と洞穴」p102

第7巻第6号 河出書房新社 1968/08/01 264

7635 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：「試みの岸」（220枚）（P10） 河出書房新社 1970/10/01 264

11109 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫「試みの岸」２２０枚 第９巻第１０号 河出書房新社 1970/10/01 264

11110 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１１月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

藤枝静男：著「接吻」p54／〈新刊書評〉小川
国夫：著「『欲望』による自己確認－藤枝静
男著『欣求浄土』」p187

第９巻第１１号 河出書房新社 1970/11/01 264

7634 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

座談会「夢と現実」：小川国夫・饗庭孝男・鳥
尾敏雄：外国体験と文学・光と闇について・
夢について・死について・言葉と文体・土着
性について・キリスト教の問題（P228）／島
尾敏雄著：東欧への旅（12）「ふたたびワル
シャワへ」（P150）／埴谷雄高著：「魔法の
町」（P181）／目次・本文イラスト：司修

河出書房新社 1970/04/01 264
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7660 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：「試みの岸」（220枚）（P10） 河出書房新社 1970/10/01 264

6781 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年１月新年
特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、古井由吉「文体と生活」
p208　内容：二十代の体験、『他者の復活』
と『実体的な言葉』、出発点－ニイチェと志
賀直哉、素材と文章の緊張関係、明晰と混
沌、切り捨てようとするものはなにか、山・平
地・海、大きいデフォルメ・深いデフォルメ、
肉体の苦しみが文体へ

河出書房新書 1971/01/01 208

14142 一般資料 雑誌
文芸 1971年1月新年特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈対談〉小川国夫、古井由吉「文体と生活」
p208　内容：二十代の体験、『他者の復活』
と『実体的な言葉』、出発点－ニイチェと志
賀直哉、素材と文章の緊張関係、明晰と混
沌、切り捨てようとするものはなにか、山・平
地・海、大きいデフォルメ・深いデフォルメ、
肉体の苦しみが文体へ

第10巻第1号 河出書房新社 1971/01/01 328

7636 一般資料 雑誌 文芸　１９７１年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

〈現代作家論〉饗庭孝男：著「荒野よりの渇
望－小川国夫論」p198／〈対談〉小川国夫、
吉本隆明：対談「家・隣人・故郷」p234　内
容：次の段階への出発、赦す・赦される、敗
戦の谷間にかける橋、人の生き方の原点、
故郷の目・家の目（藤枝静男についての記
述あり）、近親の問題

河出書房新社 1971/10/01 264
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11111 一般資料 雑誌 文芸　１９７１年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

〈現代作家論〉饗庭孝男：著「荒野よりの渇
望－小川国夫論」p198／〈対談〉小川国夫、
吉本隆明：対談「家・隣人・故郷」p234　内
容：次の段階への出発、赦す・赦される、敗
戦の谷間にかける橋、人の生き方の原点、
故郷の目・家の目（藤枝静男についての記
述あり）、近親の問題

第１０巻第１１
号

河出書房新社 1971/10/01 264

14145 一般資料 雑誌 文芸 1971年10月号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連／小川国
夫　蔵書

〈現代作家論〉饗庭孝男：著「荒野よりの渇
望－小川国夫論」p198／〈対談〉小川国夫、
吉本隆明：対談「家・隣人・故郷」p234　内
容：次の段階への出発、赦す・赦される、敗
戦の谷間にかける橋、人の生き方の原点、
故郷の目・家の目（藤枝静男についての記
述あり）、近親の問題

第10巻第11号 河出書房新社 1971/10/01 264

14146 一般資料 雑誌 文芸 1971年10月号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連／小川国
夫　蔵書

〈現代作家論〉饗庭孝男：著「荒野よりの渇
望－小川国夫論」p198／〈対談〉小川国夫、
吉本隆明：対談「家・隣人・故郷」p234　内
容：次の段階への出発、赦す・赦される、敗
戦の谷間にかける橋、人の生き方の原点、
故郷の目・家の目（藤枝静男についての記
述あり）、近親の問題

第10巻第11号 河出書房新社 1971/10/01 264
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14147 一般資料 雑誌 文芸 1971年12月特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

〈志賀直哉追悼〉藤枝静男：著「志賀さん一
面」p200　小川国夫：著「書ききるということ」
p204／〈アンケート〉1971年の成果p240：昭
和45年11月より昭和46年10月までに発表さ
れた文学作品のうち最良の作品と思われる
もの3篇とその理由など－「小川国夫著『彼
の故郷』」選：松原新一、森川達也、佐々木
基一　「藤枝静男著『怠惰な男』」選：佐々木
基一

第10巻第13号 河出書房新社 1971/12/01 296

14148 一般資料 雑誌 文芸 1971年12月特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

〈志賀直哉追悼〉藤枝静男：著「志賀さん一
面」p200　小川国夫：著「書ききるということ」
p204／〈アンケート〉1971年の成果p240：昭
和45年11月より昭和46年10月までに発表さ
れた文学作品のうち最良の作品と思われる
もの3篇とその理由など－「小川国夫著『彼
の故郷』」選：松原新一、森川達也、佐々木
基一　「藤枝静男著『怠惰な男』」選：佐々木
基一

第10巻第13号 河出書房新社 1971/12/01 296

14143 一般資料 雑誌
文芸 1971年3月復刊10周
年記念特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈復刊10周年記念特集〉小川国夫：著「〈文
藝の会〉と当時の私」p306

第10巻第3号 河出書房新社 1971/03/01 328

14144 一般資料 雑誌 文芸 1971年7月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新刊書評〉小川国夫：評「情動としての〈肉
身の遠近法〉－阿部昭著『司令の休暇』」
p280

第10巻第7号 河出書房新社 1971/07/01 296

14153 一般資料 雑誌 文芸 1972年11月特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

〈新刊書評〉藤枝静男：評「影絵のような人
間の運命明かす－杉浦明平『崋山探索』」
p214　小川国夫：評「戦後半死の時を生きる
父親描く－三枝和子『八月の修羅』」p218

第11巻第11号 河出書房新社 1972/11/01 296
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7637 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年３月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「静南村」（150枚）p10／目次
裏に小川国夫著「海からの光」広告あり（写
真あり）<BR>

河出書房新社 1972/03/01 296

11112 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年３月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「静南村」（150枚）p10／目次
裏に小川国夫著「海からの光」広告あり（写
真あり）<BR>

第１１巻第３号 河出書房新社 1972/03/01 296

14149 一般資料 雑誌 文芸 1972年3月特大号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「静南村」（150枚）p10／目次
裏に小川国夫著「海からの光」広告あり（写
真あり）

第11巻第3号 河出書房新社 1972/03/01 296

5591 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年６月号特
大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈新刊書評〉小川国夫：評「人性の不気味な
原型－古井由吉『行隠れ』」p182

河出書房新社 1972/06/01 296

11113 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年６月号特
大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈新刊書評〉小川国夫：評「人性の不気味な
原型－古井由吉『行隠れ』」p182

第１１巻第６号 河出書房新社 1972/06/01 296

14150 一般資料 雑誌 文芸 1972年6月号特大号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新刊書評〉小川国夫：評「人性の不気味な
原型－古井由吉『行隠れ』」p182

第11巻第6号 河出書房新社 1972/06/01 296

14151 一般資料 雑誌 文芸 1972年8月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新刊書評〉小川国夫：評「まっとうな素地へ
の志向－壇一雄『来る日　去る日』」p194

第11巻第8号 河出書房新社 1972/08/01 264

14152 一般資料 雑誌 文芸 1972年9月号

寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

藤枝静男：著「武井衛生二等兵の証言」p10
／〈新刊書評〉黒井千次：評「自由への傷－
小川国夫『試みの岸』」p221／奥付次ページ
広告　小川国夫著「試みの岸」（写真あり）

第11巻第9号 河出書房新社 1972/09/01 264

404



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

14154 一般資料 雑誌 文芸 1973年12月号

寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

〈新刊書評〉平岡篤頼：評「〈言葉〉としての
キリスト像－小川国夫『ある聖書』」p205／
〈アンケート〉1973年の成果p230：昭和47年
11月より昭和48年10月までに発表された文
学作品のうち最良の作品と思われるもの3
篇とその理由など－「小川国夫著『或る聖
書』」選：篠田一士、上田三四二、森川達
也、奥野健男、藤枝静男p236　「藤枝静男
著『私々小説』」選：桶谷秀昭／巻末：文芸
昭和48年1月号～12月号　総目次ありp293

第12巻第12号 河出書房新社 1973/12/01 296

14155 一般資料 雑誌 文芸 1973年12月号

寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

〈新刊書評〉平岡篤頼：評「〈言葉〉としての
キリスト像－小川国夫『ある聖書』」p205／
〈アンケート〉1973年の成果p230：昭和47年
11月より昭和48年10月までに発表された文
学作品のうち最良の作品と思われるもの3
篇とその理由など－「小川国夫著『或る聖
書』」選：篠田一士、上田三四二、森川達
也、奥野健男、藤枝静男p236　「藤枝静男
著『私々小説』」選：桶谷秀昭／巻末：文芸
昭和48年1月号～12月号　総目次ありp293

第12巻第12号 河出書房新社 1973/12/01 296

7638 一般資料 雑誌
文芸　１９７３年８月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

対談：「地縁について」：小川国夫・津島佑子
（P264）

河出書房新社 1973/08/01 296

14158 一般資料 雑誌 文芸 1974年11月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

〈新刊書評〉饗庭孝男：評「『意識』と『自然』
の葛藤－小川国夫『青銅時代』」p228／表
紙：司修

第13巻第11号 河出書房新社 1974/11/01 296
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14159 一般資料 雑誌 文芸 1974年11月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

〈新刊書評〉饗庭孝男：評「『意識』と『自然』
の葛藤－小川国夫『青銅時代』」p228／表
紙：司修

第13巻第11号 河出書房新社 1974/11/01 296

14156 一般資料 雑誌 文芸 1974年2月号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連／小川国
夫　蔵書

〈晴天乱流〉小川国夫：著「列車」p14／〈新
刊書評〉後藤明生：評「大いなる刺戟－藤枝
静男『愛国者たち』」p204／表紙：司修

第13巻第2号 河出書房新社 1974/02/01 264

14157 一般資料 雑誌 文芸 1974年9月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫『彼の故郷』－エレメントと
しての暴力：川村二郎p199

第13巻第9号 河出書房新社 1974/09/01 296

11114 一般資料 雑誌 文芸　１９７５年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

小川国夫：著「闇の力」（98枚）p76／〈読書
鼎談〉尾崎一雄著『あの日この日』・季恢成
『追放と自由』藤枝静男、高井有一、吉田健
一p216
<BR>

第１４巻第４号 河出書房新社 1975/04/01 296

14160 一般資料 雑誌 文芸 1975年4月号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

小川国夫：著「闇の力」（98枚）p76／〈読書
鼎談〉尾崎一雄著『あの日この日』・季恢成
『追放と自由』藤枝静男、高井有一、吉田健
一p216

第14巻第4号 河出書房新社 1975/04/01 296

6922 一般資料 雑誌
文芸　１９７６年１月新年
特大号<BR>

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

〈新年創作特集〉小川国夫：著「イシュア前
記」（130枚）p108／〈対談〉藤枝静男、坂上
弘：対談「文学と社会倫理」p206　内容：都
会ということ、漱石の足どりと『優しい
人々』、肉親感覚と社会倫理、社会倫理は
近所づきあい、共産主義運動とエゴイズム、
文章・文体・私小説

河出書房新社 1976/01/01 328
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11115 一般資料 雑誌
文芸　１９７６年1月新年
特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　対談

〈新年創作特集〉小川国夫：著「イシュア前
記」（130枚）p108／〈対談〉藤枝静男、坂上
弘：対談「文学と社会倫理」p206　内容：都
会ということ、漱石の足どりと『優しい
人々』、肉親感覚と社会倫理、社会倫理は
近所づきあい、共産主義運動とエゴイズム、
文章・文体・私小説

第１５巻第１号 河出書房新社 1976/01/01 328

14161 一般資料 雑誌
文芸 1976年1月新年特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

〈新年創作特集〉小川国夫：著「イシュア前
記」（130枚）p108／〈対談〉藤枝静男、坂上
弘：対談「文学と社会倫理」p206　内容：都
会ということ、漱石の足どりと『優しい
人々』、肉親感覚と社会倫理、社会倫理は
近所づきあい、共産主義運動とエゴイズム、
文章・文体・私小説

第15巻第1号 河出書房新社 1976/01/01 328

14162 一般資料 雑誌
文芸 1976年1月新年特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

〈新年創作特集〉小川国夫：著「イシュア前
記」（130枚）p108／〈対談〉藤枝静男、坂上
弘：対談「文学と社会倫理」p206　内容：都
会ということ、漱石の足どりと『優しい
人々』、肉親感覚と社会倫理、社会倫理は
近所づきあい、共産主義運動とエゴイズム、
文章・文体・私小説

第15巻第1号 河出書房新社 1976/01/01 328

14164 一般資料 雑誌 文芸 1976年10月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈読書鼎談〉瀬戸内晴美『冬の樹』、村上龍
『限りなく透明に近いブルー』－小川国夫、
三木卓、森敦p112／埴谷雄高：著「『近代文
学』の存続（2）－『影繪の時代』7」

第15巻第10号 河出書房新社 1976/10/01 264
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5602 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈読書鼎談〉瀬戸内晴美『冬の樹』、村上龍
『限りなく透明に近いブルー』－小川国夫、
三木卓、森敦p112<BR>

河出書房新社 1976/10/1 264

14165 一般資料 雑誌 文芸 1976年11月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈読書鼎談〉阿部昭『人生の一日』、田久保
英夫『髪の環』－小川国夫、三木卓、森敦
p234／埴谷雄高：著「『近代文学』の存続
（3）－『影繪の時代』8」

第15巻第11号 河出書房新社 1976/11/01 264

6779 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年１２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈読書鼎談〉八木義徳『風祭』、高井有一『夢
の碑』－小川国夫、三木卓、森敦p222／〈武
田泰淳追悼特集〉小川国夫：著「宗教と歴史
を結ぶ道」p290／選後評：「青春の鮮烈な憂
鬱」：島尾敏雄P157／埴谷雄高著：「初期の
頃」P275巻末：文芸昭和51年1月号～12月
号　総目次ありp325

河出書房新書 1976/12/01 328

14166 一般資料 雑誌 文芸 1976年12月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈読書鼎談〉八木義徳『風祭』、高井有一『夢
の碑』－小川国夫、三木卓、森敦p222／〈武
田泰淳追悼特集〉小川国夫：著「宗教と歴史
を結ぶ道」p290／選後評：「青春の鮮烈な憂
鬱」：島尾敏雄P157／埴谷雄高著：「初期の
頃」P275巻末：文芸昭和51年1月号～12月
号　総目次ありp325

第15巻第12号 河出書房新社 1976/12/01 328

14163 一般資料 雑誌 文芸 1976年2月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈対談〉小川国夫、中上健次：対談「暴力・
ディオニソス・語り」p230　内容：暴力につい
て、『われわれはわれわれである』、労働者
のとらえかた、反省しない人間、コロス－
フォークロアについて、キリスト教と仏教

第15巻第2号 河出書房新社 1976/02/01 264
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14167 一般資料 雑誌
文芸 1977年1月新年特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

〈新年創作特集〉小川国夫：著「単車事故」
p116／埴谷雄高：著「『近代文学』の存続
（4）－『影繪の時代』9」

第16巻第1号 河出書房新社 1977/01/01 328

7639 一般資料 雑誌
文芸　１９７７年１１月現代
詩特集・特大号

金田太郎　編／小川
国夫　収載

〈晴天乱流〉小川国夫：著「名画」p12 河出書房新社 1977/11/01 360

14168 一般資料 雑誌
文芸 1977年11月現代詩
特集・特大号

金田太郎　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈晴天乱流〉小川国夫：著「名画」p12 第16巻第11号 河出書房新社 1977/11/01 360

6831 一般資料 雑誌 文芸　１９７８年５月号
金田太郎　編／藤枝
静男　関連

一頁時評：田久保英夫著：「果てへの旅」で
藤枝静男の「雉鳩帰る」の評（P43）

河出書房新社 1978/05/01 312

6832 一般資料 雑誌
文芸　１９７８年７月号特
大号

金田太郎　編／小川
国夫　収載

読書鼎談：小川国夫・八木義徳・菅野昭正
－阿部昭著「寵児」・庄野潤三著「水の都」
（P320）

河出書房新社 1978/07/01 376

14169 一般資料 雑誌 文芸 1978年7月号特大号
金田太郎　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

読書鼎談：小川国夫・八木義徳・菅野昭正
－阿部昭著「寵児」・庄野潤三著「水の都」
（P320）

第17巻第7号 河出書房新社 1978/07/01 376

5584 一般資料 雑誌
文芸　１９７８年８月号特
大号

金田太郎　編／小川
国夫　収載／藤枝静
男　関連

読書鼎談：小川国夫・八木義徳・菅野昭正
－中上健次著「化粧」・日野啓三著「漂泊
北の火」（P320）／’78文藝時評（8）：川村二
郎（藤枝静男の「半僧房」の書評あり）（P23）

河出書房新社 1978/08/01 360

6833 一般資料 雑誌
文芸　１９７８年８月号特
大号

金田太郎　編／小川
国夫　収載／藤枝静
男　関連

読書鼎談：小川国夫・八木義徳・菅野昭正
－中上健次著「化粧」・日野啓三著「漂泊
北の火」（P320）／’78文藝時評（8）：川村二
郎（藤枝静男の「半僧房」の書評あり）（P23）

河出書房新社 1978/08/01 376

14170 一般資料 雑誌 文芸 1978年8月号特大号

金田太郎　編集者／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

読書鼎談：小川国夫・八木義徳・菅野昭正
－中上健次著「化粧」・日野啓三著「漂泊
北の火」（P320）／’78文藝時評（8）：川村二
郎（藤枝静男の「半僧房」の書評あり）（P23）

第17巻第8号 河出書房新社 1978/08/01 360
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6834 一般資料 雑誌 文芸　１９７８年９月号 小川国夫　収載

読書鼎談：小川国夫・八木義徳・菅野昭正
－津島佑子『寵児』　開高健『ロマネ・コン
ティ・１９３５年』－（P324）／二月の行方：高
橋三千綱著

第17巻第9号 河出書房新社 1978/09/01 376

14171 一般資料 雑誌 文芸 1978年9月号
金田太郎　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

読書鼎談：小川国夫・八木義徳・菅野昭正
－津島佑子『寵児』　開高健『ロマネ・コン
ティ・１９３５年』－（P324）／二月の行方：高
橋三千綱著

第17巻第9号 河出書房新社 1978/09/01 376

14172 一般資料 雑誌 文芸 1979年3月号
金田太郎　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈晴天乱流〉小川国夫：著「夢の大井川」p10 第18巻第2号 河出書房新社 1979/03/01 264

14173 一般資料 雑誌 文芸 1979年6月号
金田太郎　編集者／
藤枝静男　関連／小
川国夫　蔵書

【読書鼎談】藤枝静男『悲しいだけ』、中村光
夫『グロテスク』：小島信夫、三木卓、柄谷行
人p234／蜘蛛屋敷の画家5「逃亡生活」司
修

第18巻第5号 河出書房新社 1979/06/01 264

14174 一般資料 雑誌 文芸 1980年1月号
金田太郎　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈晴天乱流〉小川国夫：著「モロッコ・ノートの
一ページ」p18

第19巻第1号 河出書房新社 1980/01/01 456

14175 一般資料 雑誌 文芸 1981年11月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「衆道」小川国夫p130 第20巻第11号 河出書房新社 1981/11/01 264

14176 一般資料 雑誌 文芸 1981年12月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

【読書鼎談】小川国夫『若潮の頃』、山田稔
『コーマルタン界隈』：佐伯彰一、日野啓三、
高井有一p396

第20巻第12号 河出書房新社 1981/12/01 424

11116 一般資料 雑誌 文芸　１９８２年６月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－われに小
径を」p266

第２１巻第６号 河出書房新社 1982/06/01 360

14177 一般資料 雑誌 文芸 1982年6月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「『ある過程』より－われに小
径を」p266

第21巻第6号 河出書房新社 1982/06/01 360
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14178 一般資料 雑誌 文芸 1982年9月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

82年文藝時評（9）－川村二郎：『星の呼吸』
小川国夫p23

第21巻第9号 河出書房新社 1982/09/01 264

14180 一般資料 雑誌 文芸 1983年11月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「『ある過程』より－静かな明る
い休息」p113

第22巻第11号 河出書房新社 1983/11/01 232

14179 一般資料 雑誌 文芸 1983年9月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「『ある過程』より－貝殻のよう
に」p148

第22巻第9号 河出書房新社 1983/09/01 232

14183 一般資料 雑誌 文芸 1984年11月号
高木有　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「『ある過程』より－船底」p174 第23巻第11号 河出書房新社 1984/11/01 232

14181 一般資料 雑誌 文芸 1984年3月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「『ある過程』より－焼津港」
p128

第23巻第3号 河出書房新社 1984/03/01 232

11117 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年７月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－川の便り」
p174

第２３巻第７号 河出書房新社 1984/07/01 232

14182 一般資料 雑誌 文芸 1984年7月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「『ある過程』より－川の便り」
p174

第23巻第7号 河出書房新社 1984/07/01 232

14184 一般資料 雑誌 文芸 1985年4月号
高木有　編集者／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「青い落葉」p84 第24巻第4号 河出書房新社 1984/11/01 200

14185 一般資料 雑誌
文芸　1989年　季刊春季
号

高木有　編集者／小
川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫『或る過程』－川村湊p340 第28巻第1号 河出書房新社 1989/02/01 359

1238 一般資料 雑誌
文芸静岡　創刊号　１９６
３年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

創刊号／「苛酷な夏」小川国夫p121／〈論
評〉「歴史のなかの作家－イリヤエンブルグ
と広津和郎」高杉一郎／〈詩〉「寝室」岩﨑豊
市／〈俳句〉「冬がくる空間」田中波月／〈短
歌〉「遠州可睡斉」桑原房治／ほか

創刊号 静岡県民会館 1963/12/10 134
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12154 一般資料 雑誌
文芸静岡　創刊号　１９６
３年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

創刊号／「苛酷な夏」小川国夫p121／〈論
評〉「歴史のなかの作家－イリヤエンブルグ
と広津和郎」高杉一郎／〈詩〉「寝室」岩﨑豊
市／〈俳句〉「冬がくる空間」田中波月／〈短
歌〉「遠州可睡斉」桑原房治／ほか

創刊号 静岡県民会館 1963/12/10 134

16742 一般資料 雑誌
文芸静岡　創刊号　１９６
３年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／田中波月　収載／
小川国夫　蔵書

創刊号／「苛酷な夏」小川国夫p121／〈論
評〉「歴史のなかの作家－イリヤエンブルグ
と広津和郎」高杉一郎／〈詩〉「寝室」岩﨑豊
市／〈俳句〉「冬がくる空間」田中波月／〈短
歌〉「遠州可睡斉」桑原房治／ほか

創刊号 静岡県民会館 1963/12/10 134

1239 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147

2265 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147

12155 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147

12156 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147
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12157 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147

12158 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147

16743 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147

16744 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２号　春季
号　１９６４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈時評〉「文学の地方性に関して」小川国夫
p56／〈評論〉「芭蕉の前途感」野呂春眠／
〈編集委員座談会〉「文芸静岡をめぐって」
茫博、片山静枝、小宮山遠ほか

第２号　春季号 静岡県民会館 1964/05/01 147

1240 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

短詩型特集／〈俳句〉「海または野につい
て」小宮山遠／ほか

第３号 静岡県民会館 1964/08/20 129

2266 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

短詩型特集／〈俳句〉「海または野につい
て」小宮山遠／ほか

第３号 静岡県民会館 1964/08/20 129

12159 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

短詩型特集／〈俳句〉「海または野につい
て」小宮山遠／ほか

第３号 静岡県民会館 1964/08/20 129

12160 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

短詩型特集／〈俳句〉「海または野につい
て」小宮山遠／ほか

第３号 静岡県民会館 1964/08/20 129

12161 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

短詩型特集／〈俳句〉「海または野につい
て」小宮山遠／ほか

第３号 静岡県民会館 1964/08/20 129

413



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12162 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

短詩型特集／〈俳句〉「海または野につい
て」小宮山遠／ほか

第３号 静岡県民会館 1964/08/20 129

12163 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

短詩型特集／〈俳句〉「海または野につい
て」小宮山遠／ほか

第３号 静岡県民会館 1964/08/20 129

1610 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「樟」小川国夫p2／〈随筆〉「ロシアの森で」
高杉一郎　「朝顔記」茫博／ほか

第４号 静岡県文学連盟 1964/12/25 148

2267 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「樟」小川国夫p2／〈随筆〉「ロシアの森で」
高杉一郎　「朝顔記」茫博／ほか

第４号 静岡県文学連盟 1964/12/25 148

12164 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「樟」小川国夫p2／〈随筆〉「ロシアの森で」
高杉一郎　「朝顔記」茫博／ほか

第４号 静岡県文学連盟 1964/12/25 148

12165 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「樟」小川国夫p2／〈随筆〉「ロシアの森で」
高杉一郎　「朝顔記」茫博／ほか

第４号 静岡県文学連盟 1964/12/25 148

12166 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「樟」小川国夫p2／〈随筆〉「ロシアの森で」
高杉一郎　「朝顔記」茫博／ほか

第４号 静岡県文学連盟 1964/12/25 148

16745 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「樟」小川国夫p2／〈随筆〉「ロシアの森で」
高杉一郎　「朝顔記」茫博／ほか

第４号 静岡県文学連盟 1964/12/25 148

16746 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４号　１９６４
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「樟」小川国夫p2／〈随筆〉「ロシアの森で」
高杉一郎　「朝顔記」茫博／ほか

第４号 静岡県文学連盟 1964/12/25 148

1611 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「萩原麦草を偲ぶ」野呂春眠／〈創作〉「突
堤のある風景」桑高文彦／ほか

第５号 静岡県文学連盟 1965/03/01 140

2268 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「萩原麦草を偲ぶ」野呂春眠／〈創作〉「突
堤のある風景」桑高文彦／ほか

第５号 静岡県文学連盟 1965/03/01 140

12167 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「萩原麦草を偲ぶ」野呂春眠／〈創作〉「突
堤のある風景」桑高文彦／ほか

第５号 静岡県文学連盟 1965/03/01 140

12168 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「萩原麦草を偲ぶ」野呂春眠／〈創作〉「突
堤のある風景」桑高文彦／ほか

第５号 静岡県文学連盟 1965/03/01 140
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1612 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「『水の子』と児童文学の問題」清水真砂子
／「県下の女流俳人にふれて」熊谷愛子／
ほか

第６号 静岡県文学連盟 1965/03/31 101

2269 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「『水の子』と児童文学の問題」清水真砂子
／「県下の女流俳人にふれて」熊谷愛子／
ほか

第６号 静岡県文学連盟 1965/03/31 101

12169 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「『水の子』と児童文学の問題」清水真砂子
／「県下の女流俳人にふれて」熊谷愛子／
ほか

第６号 静岡県文学連盟 1965/03/31 101

12170 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

「『水の子』と児童文学の問題」清水真砂子
／「県下の女流俳人にふれて」熊谷愛子／
ほか

第６号 静岡県文学連盟 1965/03/31 101

1241 一般資料 雑誌
文芸静岡　第７号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈時評〉「三鬼句集に触れて」小宮山遠／
〈詩〉「路上で」岩﨑豊市／「いしもちの季節」
桑高文彦／ほか

第７号 静岡県文学連盟 1965/11/30 80

1613 一般資料 雑誌
文芸静岡　第７号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈時評〉「三鬼句集に触れて」小宮山遠／
〈詩〉「路上で」岩﨑豊市／「いしもちの季節」
桑高文彦／ほか

第７号 静岡県文学連盟 1965/11/30 80

2270 一般資料 雑誌
文芸静岡　第７号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈時評〉「三鬼句集に触れて」小宮山遠／
〈詩〉「路上で」岩﨑豊市／「いしもちの季節」
桑高文彦／ほか

第７号 静岡県文学連盟 1965/11/30 80

12171 一般資料 雑誌
文芸静岡　第７号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈時評〉「三鬼句集に触れて」小宮山遠／
〈詩〉「路上で」岩﨑豊市／「いしもちの季節」
桑高文彦／ほか

第７号 静岡県文学連盟 1965/11/30 80

12172 一般資料 雑誌
文芸静岡　第７号　１９６５
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈時評〉「三鬼句集に触れて」小宮山遠／
〈詩〉「路上で」岩﨑豊市／「いしもちの季節」
桑高文彦／ほか

第７号 静岡県文学連盟 1965/11/30 80

1616 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１０号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈詩〉「某年の夏」岩﨑豊市　「美幌峠にて
（北の旅より）」ぼうひろし／〈俳句〉自句自
解　田中波月／ほか

第１０号 静岡県文学連盟 1966/03/31 114

2273 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１０号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈詩〉「某年の夏」岩﨑豊市　「美幌峠にて
（北の旅より）」ぼうひろし／〈俳句〉自句自
解　田中波月／ほか

第１０号 静岡県文学連盟 1966/03/31 114
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12177 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１０号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈詩〉「某年の夏」岩﨑豊市　「美幌峠にて
（北の旅より）」ぼうひろし／〈俳句〉自句自
解　田中波月／ほか

第１０号 静岡県文学連盟 1966/03/31 114

12178 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１０号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

〈詩〉「某年の夏」岩﨑豊市　「美幌峠にて
（北の旅より）」ぼうひろし／〈俳句〉自句自
解　田中波月／ほか

第１０号 静岡県文学連盟 1966/03/31 114

1617 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１１号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡文芸運動の想い出（大正末期から昭和
初期まで）　柴山群平：辻潤が静岡に来た折
りの記述ありp8／〈詩〉「どぶ河」岩﨑豊市
／ほか

第１１号 静岡県文学連盟 1966/08/31 102

2274 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１１号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡文芸運動の想い出（大正末期から昭和
初期まで）　柴山群平：辻潤が静岡に来た折
りの記述ありp9／〈詩〉「どぶ河」岩﨑豊市
／ほか

第１１号 静岡県文学連盟 1966/08/31 102

12179 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１１号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡文芸運動の想い出（大正末期から昭和
初期まで）　柴山群平：辻潤が静岡に来た折
りの記述ありp10／〈詩〉「どぶ河」岩﨑豊市
／ほか

第１１号 静岡県文学連盟 1966/08/31 102

12180 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１１号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡文芸運動の想い出（大正末期から昭和
初期まで）　柴山群平：辻潤が静岡に来た折
りの記述ありp11／〈詩〉「どぶ河」岩﨑豊市
／ほか

第１１号 静岡県文学連盟 1966/08/31 102

1618 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１２号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

編集後記　小川国夫　ほかp86／〈時評・詩〉
「虚無と魂」ぼう・ひろし／ほか

第１２号 静岡県文学連盟 1966/10/31 86

2275 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１２号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

編集後記　小川国夫　ほかp86／〈時評・詩〉
「虚無と魂」ぼう・ひろし／ほか

第１２号 静岡県文学連盟 1966/10/31 86

12181 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１２号　１９６
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

編集後記　小川国夫　ほかp86／〈時評・詩〉
「虚無と魂」ぼう・ひろし／ほか

第１２号 静岡県文学連盟 1966/10/31 86

416



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

1614 一般資料 雑誌
文芸静岡　第８号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県下の俳誌　内山草子／〈俳句〉「浅
春」田中波月　「果樹園の火」小宮山遠／
〈詩〉「果物とナイフ」岩﨑豊市／ほか

第８号 静岡県文学連盟 1966/02/28 96

2271 一般資料 雑誌
文芸静岡　第８号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県下の俳誌　内山草子／〈俳句〉「浅
春」田中波月　「果樹園の火」小宮山遠／
〈詩〉「果物とナイフ」岩﨑豊市／ほか

第８号 静岡県文学連盟 1966/02/28 96

12173 一般資料 雑誌
文芸静岡　第８号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県下の俳誌　内山草子／〈俳句〉「浅
春」田中波月　「果樹園の火」小宮山遠／
〈詩〉「果物とナイフ」岩﨑豊市／ほか

第８号 静岡県文学連盟 1966/02/28 96

12174 一般資料 雑誌
文芸静岡　第８号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県下の俳誌　内山草子／〈俳句〉「浅
春」田中波月　「果樹園の火」小宮山遠／
〈詩〉「果物とナイフ」岩﨑豊市／ほか

第８号 静岡県文学連盟 1966/02/28 96

1615 一般資料 雑誌
文芸静岡　第９号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県戦後詩史（その２）　静岡県詩人会／
県下歌壇の概況（戦後）　東部：大岡博　中
部：片山静枝　西部：近藤秀明／〈評論〉「タ
ニシ取るカラス－芭蕉についての一私考」
田中波月／〈詩〉「秋・夜半に」ぼう・ひろし／
ほか

第９号 静岡県文学連盟 1966/03/15 101

2272 一般資料 雑誌
文芸静岡　第９号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県戦後詩史（その２）　静岡県詩人会／
県下歌壇の概況（戦後）　東部：大岡博　中
部：片山静枝　西部：近藤秀明／〈評論〉「タ
ニシ取るカラス－芭蕉についての一私考」
田中波月／〈詩〉「秋・夜半に」ぼう・ひろし／
ほか

第９号 静岡県文学連盟 1966/03/15 101

417



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12175 一般資料 雑誌
文芸静岡　第９号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県戦後詩史（その２）　静岡県詩人会／
県下歌壇の概況（戦後）　東部：大岡博　中
部：片山静枝　西部：近藤秀明／〈評論〉「タ
ニシ取るカラス－芭蕉についての一私考」
田中波月／〈詩〉「秋・夜半に」ぼう・ひろし／
ほか

第９号 静岡県文学連盟 1966/03/15 101

12176 一般資料 雑誌
文芸静岡　第９号　１９６６
年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

静岡県戦後詩史（その２）　静岡県詩人会／
県下歌壇の概況（戦後）　東部：大岡博　中
部：片山静枝　西部：近藤秀明／〈評論〉「タ
ニシ取るカラス－芭蕉についての一私考」
田中波月／〈詩〉「秋・夜半に」ぼう・ひろし／
ほか

第９号 静岡県文学連盟 1966/03/15 101

1619 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１３号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

短歌特集号／編集後記　小川国夫ほかp93
／「小川国夫私論」小笠原敦p74／現代短
歌へのメッセージ　「Ｔ氏への手紙」小宮山
遠　ほか／現代短歌についてのアンケート
野呂春眠ほか

第１３号 静岡県文学連盟 1967/06/30 94

2276 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１３号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

短歌特集号／編集後記　小川国夫ほかp93
／「小川国夫私論」小笠原敦p74／現代短
歌へのメッセージ　「Ｔ氏への手紙」小宮山
遠　ほか／現代短歌についてのアンケート
野呂春眠ほか

第１３号 静岡県文学連盟 1967/06/30 94

12182 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１３号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

短歌特集号／編集後記　小川国夫ほかp93
／「小川国夫私論」小笠原敦p74／現代短
歌へのメッセージ　「Ｔ氏への手紙」小宮山
遠　ほか／現代短歌についてのアンケート
野呂春眠ほか

第１３号 静岡県文学連盟 1967/06/30 94

418



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

16747 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１３号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

短歌特集号／編集後記　小川国夫ほかp93
／「小川国夫私論」小笠原敦p74／現代短
歌へのメッセージ　「Ｔ氏への手紙」小宮山
遠　ほか／現代短歌についてのアンケート
野呂春眠ほか

第１３号 静岡県文学連盟 1967/06/30 94

1620 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１４号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「詩人と言語世界」小川国夫p16／〈特集〉文
学における現代性とは何か／ほか

第１４号 静岡県文学連盟 1967/11/20 82

2277 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１４号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「詩人と言語世界」小川国夫p16／〈特集〉文
学における現代性とは何か／ほか

第１４号 静岡県文学連盟 1967/11/20 82

12183 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１４号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「詩人と言語世界」小川国夫p16／〈特集〉文
学における現代性とは何か／ほか

第１４号 静岡県文学連盟 1967/11/20 82

12184 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１４号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「詩人と言語世界」小川国夫p16／〈特集〉文
学における現代性とは何か／ほか

第１４号 静岡県文学連盟 1967/11/20 82

12185 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１４号　１９６
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「詩人と言語世界」小川国夫p16／〈特集〉文
学における現代性とは何か／ほか

第１４号 静岡県文学連盟 1967/11/20 82

1621 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１５号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

編集後記　小川国夫　ほかp90／〈特集〉愛
について　エッセイ　「島への手紙」ぼうひろ
し　ほか／〈創作〉「悲しきカンガルー」谷川
昇／〈評論〉「『金閣寺』における美と論理」
亀谷敬昭／ほか

第１５号 静岡県文学連盟 1968/01/22 90

2278 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１５号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

編集後記　小川国夫　ほかp90／〈特集〉愛
について　エッセイ　「島への手紙」ぼうひろ
し　ほか／〈創作〉「悲しきカンガルー」谷川
昇／〈評論〉「『金閣寺』における美と論理」
亀谷敬昭／ほか

第１５号 静岡県文学連盟 1968/01/22 90

419



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12186 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１５号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

編集後記　小川国夫　ほかp90／〈特集〉愛
について　エッセイ　「島への手紙」ぼうひろ
し　ほか／〈創作〉「悲しきカンガルー」谷川
昇／〈評論〉「『金閣寺』における美と論理」
亀谷敬昭／ほか

第１５号 静岡県文学連盟 1968/01/22 90

16748 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１５号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

編集後記　小川国夫　ほかp90／〈特集〉愛
について　エッセイ　「島への手紙」ぼうひろ
し　ほか／〈創作〉「悲しきカンガルー」谷川
昇／〈評論〉「『金閣寺』における美と論理」
亀谷敬昭／ほか

第１５号 静岡県文学連盟 1968/01/22 90

1622 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１６号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

番茶のあと　小川国夫　ほかp78／〈郷土作
家研究〉「原田浜人」大橋葉蘭／〈戯曲〉「墓
穴」鈴木元義／県内文学気流　同人誌紹介
１：「紅炉」「海廊」／ほか

第１６号 静岡県文学連盟 1968/03/22 80

2279 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１６号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

番茶のあと　小川国夫　ほかp78／〈郷土作
家研究〉「原田浜人」大橋葉蘭／〈戯曲〉「墓
穴」鈴木元義／県内文学気流　同人誌紹介
１：「紅炉」「海廊」／ほか

第１６号 静岡県文学連盟 1968/03/22 80

12187 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１６号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

番茶のあと　小川国夫　ほかp78／〈郷土作
家研究〉「原田浜人」大橋葉蘭／〈戯曲〉「墓
穴」鈴木元義／県内文学気流　同人誌紹介
１：「紅炉」「海廊」／ほか

第１６号 静岡県文学連盟 1968/03/22 80

16749 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１６号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

番茶のあと　小川国夫　ほかp78／〈郷土作
家研究〉「原田浜人」大橋葉蘭／〈戯曲〉「墓
穴」鈴木元義／県内文学気流　同人誌紹介
１：「紅炉」「海廊」／ほか

第１６号 静岡県文学連盟 1968/03/22 80

420



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

1623 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１７号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

新鋭特集　〈創作〉「病める庭」片桐安吾／
「私の詩の青春を支えたもの」町田志津子
／〈創作〉「指輪」興津喜四郎／県内文学気
流　同人誌紹介２：「麒麟」「静岡県アララギ
月刊」／ほか

第１７号 静岡県文学連盟 1968/07/25 86

2280 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１７号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

新鋭特集　〈創作〉「病める庭」片桐安吾／
「私の詩の青春を支えたもの」町田志津子
／〈創作〉「指輪」興津喜四郎／県内文学気
流　同人誌紹介２：「麒麟」「静岡県アララギ
月刊」／ほか

第１７号 静岡県文学連盟 1968/07/25 86

12188 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１７号　１９６
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

新鋭特集　〈創作〉「病める庭」片桐安吾／
「私の詩の青春を支えたもの」町田志津子
／〈創作〉「指輪」興津喜四郎／県内文学気
流　同人誌紹介２：「麒麟」「静岡県アララギ
月刊」／ほか

第１７号 静岡県文学連盟 1968/07/25 86

852 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１８号　１９６
８年　創刊５周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連

創刊５周年記念号／〈郷土作家研究２〉「藤
枝静男覚書」小川国夫p22／編集後記　小
川国夫ほかp122「駿府の芭蕉」平畑静塔
「見えないものへ」前登志夫／「五周年を迎
えて」野呂春眠／〈短編特集〉「五月雨や」吉
田知子／県内文学気流　同人誌紹介３：「ゴ
ム」「主流」／ぼうひろし、小宮山遠、片山静
枝　ほか

第１８号 静岡県文学連盟 1968/10/31 122

421



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

1624 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１８号　１９６
８年　創刊５周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連

創刊５周年記念号／〈郷土作家研究２〉「藤
枝静男覚書」小川国夫p22／編集後記　小
川国夫ほかp122「駿府の芭蕉」平畑静塔
「見えないものへ」前登志夫／「五周年を迎
えて」野呂春眠／〈短編特集〉「五月雨や」吉
田知子／県内文学気流　同人誌紹介３：「ゴ
ム」「主流」／ぼうひろし、小宮山遠、片山静
枝　ほか

第１８号 静岡県文学連盟 1968/10/31 122

1886 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１８号　１９６
８年　創刊５周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連

創刊５周年記念号／〈郷土作家研究２〉「藤
枝静男覚書」小川国夫p22／編集後記　小
川国夫ほかp122「駿府の芭蕉」平畑静塔
「見えないものへ」前登志夫／「五周年を迎
えて」野呂春眠／〈短編特集〉「五月雨や」吉
田知子／県内文学気流　同人誌紹介３：「ゴ
ム」「主流」／ぼうひろし、小宮山遠、片山静
枝　ほか

第１８号 静岡県文学連盟 1968/10/31 122

2281 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１８号　１９６
８年　創刊５周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連

創刊５周年記念号／〈郷土作家研究２〉「藤
枝静男覚書」小川国夫p22／編集後記　小
川国夫ほかp122「駿府の芭蕉」平畑静塔
「見えないものへ」前登志夫／「五周年を迎
えて」野呂春眠／〈短編特集〉「五月雨や」吉
田知子／県内文学気流　同人誌紹介３：「ゴ
ム」「主流」／ぼうひろし、小宮山遠、片山静
枝　ほか

第１８号 静岡県文学連盟 1968/10/31 122

422



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

5978 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１８号　１９６
８年　創刊５周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連

創刊５周年記念号／〈郷土作家研究２〉「藤
枝静男覚書」小川国夫p22／編集後記　小
川国夫ほかp122「駿府の芭蕉」平畑静塔
「見えないものへ」前登志夫／「五周年を迎
えて」野呂春眠／〈短編特集〉「五月雨や」吉
田知子／県内文学気流　同人誌紹介３：「ゴ
ム」「主流」／ぼうひろし、小宮山遠、片山静
枝　ほか

第１８号 静岡県文学連盟 1968/10/31 122

16750 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１８号　１９６
８年　創刊５周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連／
小川国夫　蔵書

創刊５周年記念号／〈郷土作家研究２〉「藤
枝静男覚書」小川国夫p22／編集後記　小
川国夫ほかp122「駿府の芭蕉」平畑静塔
「見えないものへ」前登志夫／「五周年を迎
えて」野呂春眠／〈短編特集〉「五月雨や」吉
田知子／県内文学気流　同人誌紹介３：「ゴ
ム」「主流」／ぼうひろし、小宮山遠、片山静
枝　ほか

第１８号 静岡県文学連盟 1968/10/31 122

1625 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１９号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　関連

番茶のあと　野呂春眠：小川国夫「ゲヘナ
港」評ありp86／〈詩〉「白けたブルース」岩﨑
豊市／県内文学気流　同人誌紹介４：「航
程」「浜松歌人」／ほか

第１９号 静岡県文学連盟 1969/03/20 88

12189 一般資料 雑誌
文芸静岡　第１９号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　関連

番茶のあと　野呂春眠：小川国夫「ゲヘナ
港」評ありp86／〈詩〉「白けたブルース」岩﨑
豊市／県内文学気流　同人誌紹介４：「航
程」「浜松歌人」／ほか

第１９号 静岡県文学連盟 1969/03/20 88
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

1626 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２０号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「有村英治さんを偲ぶ」小川国夫p76／静岡
県文化奨励賞受賞特集　「田園・抄（俳句）」
上田五千石　「幽界通信・重い河　他（詩）」
町田志津子／　〈郷土作家研究３〉「渡辺
肇」片山静枝／「中勘助さんの手紙」尾崎邦
二郎／〈詩〉「黒い三角形」臼井太衛／県内
文学気流　同人誌紹介５：「静岡作家」「双
葉」／ほか

第２０号 静岡県文学連盟 1969/08/01 80

1887 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２０号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「有村英治さんを偲ぶ」小川国夫p76／静岡
県文化奨励賞受賞特集　「田園・抄（俳句）」
上田五千石　「幽界通信・重い河　他（詩）」
町田志津子／　〈郷土作家研究３〉「渡辺
肇」片山静枝／「中勘助さんの手紙」尾崎邦
二郎／〈詩〉「黒い三角形」臼井太衛／県内
文学気流　同人誌紹介５：「静岡作家」「双
葉」／ほか

第２０号 静岡県文学連盟 1969/08/01 80

2282 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２０号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「有村英治さんを偲ぶ」小川国夫p76／静岡
県文化奨励賞受賞特集　「田園・抄（俳句）」
上田五千石　「幽界通信・重い河　他（詩）」
町田志津子／　〈郷土作家研究３〉「渡辺
肇」片山静枝／「中勘助さんの手紙」尾崎邦
二郎／〈詩〉「黒い三角形」臼井太衛／県内
文学気流　同人誌紹介５：「静岡作家」「双
葉」／ほか

第２０号 静岡県文学連盟 1969/08/01 80
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

5979 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２０号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「有村英治さんを偲ぶ」小川国夫p76／静岡
県文化奨励賞受賞特集　「田園・抄（俳句）」
上田五千石　「幽界通信・重い河　他（詩）」
町田志津子／　〈郷土作家研究３〉「渡辺
肇」片山静枝／「中勘助さんの手紙」尾崎邦
二郎／〈詩〉「黒い三角形」臼井太衛／県内
文学気流　同人誌紹介５：「静岡作家」「双
葉」／ほか

第２０号 静岡県文学連盟 1969/08/01 80

12190 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２０号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

「有村英治さんを偲ぶ」小川国夫p76／静岡
県文化奨励賞受賞特集　「田園・抄（俳句）」
上田五千石　「幽界通信・重い河　他（詩）」
町田志津子／　〈郷土作家研究３〉「渡辺
肇」片山静枝／「中勘助さんの手紙」尾崎邦
二郎／〈詩〉「黒い三角形」臼井太衛／県内
文学気流　同人誌紹介５：「静岡作家」「双
葉」／ほか

第２０号 静岡県文学連盟 1969/08/01 80

16751 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２０号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「有村英治さんを偲ぶ」小川国夫p76／静岡
県文化奨励賞受賞特集　「田園・抄（俳句）」
上田五千石　「幽界通信・重い河　他（詩）」
町田志津子／〈郷土作家研究３〉「渡辺肇」
片山静枝／「中勘助さんの手紙」尾崎邦二
郎／〈詩〉「黒い三角形」臼井太衛／県内文
学気流　同人誌紹介５：「静岡作家」「双葉」
／ほか

第２０号 静岡県文学連盟 1969/08/01 80
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

1428 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２１号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究
／藤枝静男　関連

〈特集〉文学における思想性について１　「藤
枝静男の文学にふれて」谷川昇p9　「不逞
な文学」大賀渓生　「詩についてのメモラン
ダム」岩﨑豊市／県内文学気流　同人誌紹
介：「十字路」「浜松詩人」／ほか

第２１号 静岡県文学連盟 1969/10/28 78

1627 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２１号　１９６
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究
／藤枝静男　関連

〈特集〉文学における思想性について１　「藤
枝静男の文学にふれて」谷川昇p9　「不逞
な文学」大賀渓生　「詩についてのメモラン
ダム」岩﨑豊市／県内文学気流　同人誌紹
介：「十字路」「浜松詩人」／ほか

第２１号 静岡県文学連盟 1969/10/28 78

12191 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２１号　１９７
０年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究
／藤枝静男　関連

〈特集〉文学における思想性について１　「藤
枝静男の文学にふれて」谷川昇p9　「不逞
な文学」大賀渓生　「詩についてのメモラン
ダム」岩﨑豊市／県内文学気流　同人誌紹
介：「十字路」「浜松詩人」／ほか

第２１号 静岡県文学連盟 1969/10/28 78

1628 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２２号　１９７
０年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

編集後記　小川国夫ほかp94／〈特集〉文学
における思想性について２　「わたしにとっ
ての詩とは何か」臼井太衛／〈座談会〉文学
のふるさとを訪ねて／〈詩〉「エリザベッタ夫
人に」岩﨑豊市／〈小説〉「アヒル達の行進」
山本恵一郎／ほか

第２２号 静岡県文学連盟 1970/01/16 94

2283 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２２号　１９７
０年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

編集後記　小川国夫ほかp94／〈特集〉文学
における思想性について２　「わたしにとっ
ての詩とは何か」臼井太衛／〈座談会〉文学
のふるさとを訪ねて／〈詩〉「エリザベッタ夫
人に」岩﨑豊市／〈小説〉「アヒル達の行進」
山本恵一郎／ほか

第２２号 静岡県文学連盟 1970/01/16 94
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

12192 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２２号　１９７
０年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

編集後記　小川国夫ほかp94／〈特集〉文学
における思想性について２　「わたしにとっ
ての詩とは何か」臼井太衛／〈座談会〉文学
のふるさとを訪ねて／〈詩〉「エリザベッタ夫
人に」岩﨑豊市／〈小説〉「アヒル達の行進」
山本恵一郎／ほか

第２２号 静岡県文学連盟 1970/01/16 94

1629 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２３号　１９７
０年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

短歌型特集／「リリシズムの行方－高原博
論」片山静枝／〈詩〉「灰の鳥」ぼう・ひろし／
〈小説〉「ヴィクトワール山と粟ヶ嶽」狩野幹
夫／県内文学気流　同人誌紹介：「形成静
岡」「会話」／ほか

第２３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1970/11/25 80

2284 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２３号　１９７
０年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

短歌型特集／「リリシズムの行方－高原博
論」片山静枝／〈詩〉「灰の鳥」ぼう・ひろし／
〈小説〉「ヴィクトワール山と粟ヶ嶽」狩野幹
夫／県内文学気流　同人誌紹介：「形成静
岡」「会話」／ほか

第２３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1970/11/25 80

12193 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２３号　１９７
０年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

短歌型特集／「リリシズムの行方－高原博
論」片山静枝／〈詩〉「灰の鳥」ぼう・ひろし／
〈小説〉「ヴィクトワール山と粟ヶ嶽」狩野幹
夫／県内文学気流　同人誌紹介：「形成静
岡」「会話」／ほか

第２３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1970/11/25 80

12194 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２３号　１９７
０年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

短歌型特集／「リリシズムの行方－高原博
論」片山静枝／〈詩〉「灰の鳥」ぼう・ひろし／
〈小説〉「ヴィクトワール山と粟ヶ嶽」狩野幹
夫／県内文学気流　同人誌紹介：「形成静
岡」「会話」／ほか

第２３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1970/11/25 80
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ペー
ジ数

2285 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２４号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈特集〉「文学における抵抗について」／県
内文学気流　同人誌紹介：「海坂」「文芸伊
東」／ほか

第２４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/02/05 80

12195 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２４号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈特集〉「文学における抵抗について」／県
内文学気流　同人誌紹介：「海坂」「文芸伊
東」／ほか

第２４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/02/05 80

12196 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２５号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈創作特集〉　戸田昭子、伊藤昭一、鈴木元
義、町田志津子

第２５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/03/31 104

12197 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２５号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈創作特集〉　戸田昭子、伊藤昭一、鈴木元
義、町田志津子

第２５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/03/31 104

12198 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２６号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈特集〉文学における風土性について／
〈エッセイ〉「鳥たち」大賀渓生／〈俳句〉「や
ぶれがさ」野呂春眠／〈小説〉「ボーイフレン
ド」狩野幹夫／ほか

第２６号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/07/10 82

12199 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２７号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈評論〉「二人の作家の死－三島由紀夫と高
橋和巳／〈詩〉「撃つ」大畑専／ほか

第２７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/09/20 80

12200 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２８号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載

高杉一郎特集　「ヒューマニズムの奥行き」
小川国夫p62／大畑専、桑高房治、片山静
枝、野呂春眠、谷本誠剛ほか

第２８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/09/20 84

12201 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２８号　１９７
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載

高杉一郎特集　「ヒューマニズムの奥行き」
小川国夫p62／大畑専、桑高房治、片山静
枝、野呂春眠、谷本誠剛ほか

第２８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1971/09/20 84

1630 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２９号　１９７
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈座談会〉堀辰雄・立原道造その他－江藤
彦造氏の接触から　出席者：野呂春眠、江
藤彦造、島岡明子、谷川昇／〈詩〉「喪失」岩
﨑豊市　「農民梅毒」臼井太衛／〈俳句〉
「犬・その死」小宮山遠／ほか

第２９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1972/09/30 74
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2291 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２９号　１９７
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈座談会〉堀辰雄・立原道造その他－江藤
彦造氏の接触から　出席者：野呂春眠、江
藤彦造、島岡明子、谷川昇／〈詩〉「喪失」岩
﨑豊市　「農民梅毒」臼井太衛／〈俳句〉
「犬・その死」小宮山遠／ほか

第２９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1972/09/30 74

12202 一般資料 雑誌
文芸静岡　第２９号　１９７
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈座談会〉堀辰雄・立原道造その他－江藤
彦造氏の接触から　出席者：野呂春眠、江
藤彦造、島岡明子、谷川昇／〈詩〉「喪失」岩
﨑豊市　「農民梅毒」臼井太衛／〈俳句〉
「犬・その死」小宮山遠／ほか

第３０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1972/09/30 74

1631 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３０号　１９７
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈特集〉文学におけることばの問題／ 〈随
筆〉「名月や」大賀渓生／「鬼の踊り－臼井
太衛詩集『わが風土圏』について」小川アン
ナ／「これからの『文芸静岡』」高杉一郎／
ほか

第３０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1972/12/30 84

2292 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３０号　１９７
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈特集〉文学におけることばの問題／ 〈随
筆〉「名月や」大賀渓生／「鬼の踊り－臼井
太衛詩集『わが風土圏』について」小川アン
ナ／「これからの『文芸静岡』」高杉一郎／
ほか

第３０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1972/12/30 84

12203 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３０号　１９７
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈特集〉文学におけることばの問題／ 〈随
筆〉「名月や」大賀渓生／「鬼の踊り－臼井
太衛詩集『わが風土圏』について」小川アン
ナ／「これからの『文芸静岡』」高杉一郎／
ほか

第３０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1972/12/30 84

2293 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３１号　１９７
３年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈座談会〉短歌・俳句の現況－伝統と前衛を
めぐって　出席者：片山静枝、小宮山遠、本
宮鼎三ほか／ほか

第３１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1973/03/31 68
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12204 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３１号　１９７
３年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈座談会〉短歌・俳句の現況－伝統と前衛を
めぐって　出席者：片山静枝、小宮山遠、本
宮鼎三ほか　小川国夫についての記述あり
p12／ほか

第３１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1973/03/31 68

2294 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３２号　１９７
３年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈対談〉『詩論風発』　大畑専、上田五千石／
〈詩〉「能登の旅から」ぼうひろし／〈書評〉
「最近の県下の文芸同人誌から」谷本誠剛
／〈俳句〉「お福さん」野呂春眠／ほか

第３２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1973/10/10 77

12205 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３２号　１９７
３年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

〈対談〉『詩論風発』　大畑専、上田五千石／
〈詩〉「能登の旅から」ぼうひろし／〈書評〉
「最近の県下の文芸同人誌から」谷本誠剛
／〈俳句〉「お福さん」野呂春眠／ほか

第３２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1973/10/10 77

2295 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３３号　１９７
３年　創刊１０周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

創刊１０周年記念号／〈評論〉吉田知子のコ
ラージュについて　折金紀男／「十周年を迎
えて」高原博　「十周年の回顧にかえて」高
杉一郎／〈特集〉五年間の作品の回顧展望
片山静枝、臼井太衛、大賀渓生ほか／〈随
筆〉「芸」野呂春眠／文芸静岡十年間の総
目録（創刊号～第３２号）

第３３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1973/12/25 118

12206 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３３号　１９７
３年　創刊１０周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

創刊１０周年記念号／〈評論〉吉田知子のコ
ラージュについて　折金紀男／「十周年を迎
えて」高原博　「十周年の回顧にかえて」高
杉一郎／〈特集〉五年間の作品の回顧展望
片山静枝、臼井太衛、大賀渓生ほか／〈随
筆〉「芸」野呂春眠／文芸静岡十年間の総
目録（創刊号～第３２号）

第３３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1973/12/25 118
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2296 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３４号　１９７
４年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

〈書評〉「小川国夫著　ある聖書」桑原敬治
p38／〈評論〉「公害と文学」小川アンナ／
〈随筆〉「丘先生や正茂」ぼうひろし／高原
博、岩﨑豊市　ほか

第３４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1974/07/07 62

12207 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３４号　１９７
４年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

〈書評〉「小川国夫著　ある聖書」桑原敬治
p38／〈評論〉「公害と文学」小川アンナ／
〈随筆〉「丘先生や正茂」ぼうひろし／高原
博、岩﨑豊市　ほか

第３４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1974/07/07 62

16752 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３４号　１９７
４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

〈書評〉「小川国夫著　ある聖書」桑原敬治
p38／〈評論〉「公害と文学」小川アンナ／
〈随筆〉「丘先生や正茂」ぼうひろし／高原
博、岩﨑豊市　ほか

第３４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1974/07/07 62

1632 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３５号　１９７
５年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

高原博特集／県下の児童文学特集／野呂
春眠、高杉一郎、谷本誠剛ほか

第３５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1975/03/31 88

12208 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３５号　１９７
５年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

高原博特集／県下の児童文学特集／野呂
春眠、高杉一郎、谷本誠剛ほか

第３５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1975/03/31 88

2297 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３６号　１９７
５年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

随筆特集／短歌「水甕」作家特集／太田
専、ぼうひろし、片山静枝、岩﨑豊市　ほか

第３６号 静岡県文化協会 1975/11/15 96

12209 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３６号　１９７
５年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　研究

随筆特集／短歌「水甕」作家特集／太田
専、ぼうひろし、片山静枝、岩﨑豊市　ほか

第３６号 静岡県文化協会 1975/11/15 96

1484 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３７号　１９７
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈特集〉小川国夫の人とその文学／〈座談
会〉「小川国夫と語る　聖書、自伝、郷里」岡
田英雄、野呂春眠、岩崎ほかp2／〈評論〉
「『実体』への潜眼　小川国夫論（三）」粂田
和夫p16

第３７号 静岡県文化協会 1976/03/10 116
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1633 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３７号　１９７
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈特集〉小川国夫の人とその文学／〈座談
会〉「小川国夫と語る　聖書、自伝、郷里」岡
田英雄、野呂春眠、岩崎ほかp2／〈評論〉
「『実体』への潜眼　小川国夫論（三）」粂田
和夫p16

第３７号 静岡県文化協会 1976/03/10 116

12210 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３７号　１９７
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載

〈特集〉小川国夫の人とその文学／〈座談
会〉「小川国夫と語る　聖書、自伝、郷里」岡
田英雄、野呂春眠、岩崎ほかp2／〈評論〉
「『実体』への潜眼　小川国夫論（三）」粂田
和夫p16

第３７号 静岡県文化協会 1976/03/10 116

16753 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３７号　１９７
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈特集〉小川国夫の人とその文学／〈座談
会〉「小川国夫と語る　聖書、自伝、郷里」岡
田英雄、野呂春眠、岩崎ほかp2／〈評論〉
「『実体』への潜眼　小川国夫論（三）」粂田
和夫p16

第３７号 静岡県文化協会 1976/03/10 116

16754 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３７号　１９７
６年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈特集〉小川国夫の人とその文学／〈座談
会〉「小川国夫と語る　聖書、自伝、郷里」岡
田英雄、野呂春眠、岩崎ほかp2／〈評論〉
「『実体』への潜眼　小川国夫論（三）」粂田
和夫p16

第３７号 静岡県文化協会 1976/03/10 116

1634 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３８号　１９７
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　関連

対談：戦後の静岡県詩史／岩﨑豊市著：
「黙殺すべき多くの言葉について」（P19）ほ
か

第３８号 静岡県文化協会 1977/02/15 89

2298 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３８号　１９７
７年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　関連

対談：戦後の静岡県詩史／岩﨑豊市著：
「黙殺すべき多くの言葉について」（P19）ほ
か

第３８号 静岡県文化協会 1977/02/15 89

7599 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３８号　１９７
７年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

対談：戦後の静岡県詩史／岩崎豊市著：
「黙殺すべき多くの言葉について」（P19）ほ
か

第38号 静岡県文化協会 1977/02/15 89

12211 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３８号　１９７
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　関連

対談：戦後の静岡県詩史／岩﨑豊市著：
「黙殺すべき多くの言葉について」（P19）ほ
か

第３８号 静岡県文化協会 1977/02/15 89
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2299 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３９号　１９７
８年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：「静岡県の文学活動」／岩﨑豊市著：
「県内詩活動の現況」（P32）ほか

第３９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1978/03/25 102

7600 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３９号　１９７
８年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：「静岡県の文学活動」／岩崎豊市著：
「県内詩活動の現況」（P32）ほか

第39号 静岡県文化協会 1978/03/25 102

12212 一般資料 雑誌
文芸静岡　第３９号　１９７
８年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：「静岡県の文学活動」／岩﨑豊市著：
「県内詩活動の現況」（P32）ほか

第３９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1978/03/25 102

1429 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４０号　１９７
８年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載

「親善試合」小川国夫p2／〈特集〉文学にお
ける生と死

第４０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1978/11/10 88

12213 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４０号　１９７
８年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載

「親善試合」小川国夫p2／〈特集〉文学にお
ける生と死

第４０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1978/11/10 88

16755 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４０号　１９７
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「親善試合」小川国夫p2／〈特集〉文学にお
ける生と死

第４０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1978/11/10 88

16756 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４０号　１９７
８年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

「親善試合」小川国夫p2／〈特集〉文学にお
ける生と死

第４０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1978/11/10 88

12214 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４１号　１９７
９年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

〈座談会〉文学とリアリズム－新しいリズム
への模索　谷本誠剛、上田治史ほか／文芸
創作・鑑賞講座リポート（小川国夫、岩崎芳
生、山本恵一郎、谷本誠剛、本宮鼎三）p68
／静岡県文学連盟会員一覧

第４１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1979/04/27 106

16757 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４１号　１９７
９年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

〈座談会〉文学とリアリズム－新しいリズム
への模索　谷本誠剛、上田治史ほか／文芸
創作・鑑賞講座リポート（小川国夫、岩崎芳
生、山本恵一郎、谷本誠剛、本宮鼎三）p68
／静岡県文学連盟会員一覧

第４１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1979/04/27 106
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19422 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４１号　１９７
９年

静岡県文化協会　編
／静岡県文学連盟
編／小川国夫　関連

〈座談会〉文学とリアリズム－新しいリズム
への模索　谷本誠剛、上田治史ほか／文芸
創作・鑑賞講座リポート（小川国夫、岩崎芳
生、山本恵一郎、谷本誠剛、本宮鼎三）p68
／静岡県文学連盟会員一覧

第４１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1979/04/27 106

2300 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４２号　１９７
９年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：野呂春眠「折々の句」／座談会「野呂
春眠と語る」

第４２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1979/12/10 98

7601 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４２号　１９７
９年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：野呂春眠「折々の句」／座談会「野呂
春眠と語る」

第42号 静岡県文化協会 1979/12/10 98

12215 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４２号　１９７
９年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：野呂春眠「折々の句」／座談会「野呂
春眠と語る」

第４２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1979/12/10 98

7602 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４３号　１９８
０年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　収載

特集：現代短歌／増田仁美著：評論：青春
の闇－小川国夫著「青銅時代」論（P80）／
俳句：小宮山遠「流失」（P74）

第43号 静岡県文化協会 1980/11/20 118

12216 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４３号　１９８
０年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

特集：現代短歌／増田仁美著：評論：青春
の闇－小川国夫著「青銅時代」論（P80）／
俳句：小宮山遠「流失」（P74）

第４３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1980/11/20 118

2301 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４４号　１９８
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

随筆特集／山本恵一郎ほか：第3回文芸創
作鑑賞講座レポート（P66）

第４４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1981/03/25 100

7603 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４４号　１９８
１年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

随筆特集／山本恵一郎ほか：第3回文芸創
作鑑賞講座レポート（P66）

第44号 静岡県文化協会 1981/03/25 100

12217 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４４号　１９８
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

随筆特集／山本恵一郎ほか：第3回文芸創
作鑑賞講座レポート（P66）

第４４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1981/03/25 100

1430 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４５号　１９８
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：大畑専の世界　ほか 第４５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1981/11/05 120
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7604 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４５号　１９８
１年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：大畑専の世界　ほか 第45号 静岡県文化協会 1981/11/05 120

12218 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４５号　１９８
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：大畑専の世界　ほか 第４５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1981/11/05 120

2302 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４６号　１９８
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

短篇小説特集／詩：岩﨑豊市「沈黙・その
昼に」／第4回文芸創作鑑賞講座レポート
水口洋子ほか

第４６号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1982/07/31 102

7605 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４６号　１９８
２年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

短篇小説特集／詩：岩崎豊市「沈黙・その
昼に」／第4回文芸創作鑑賞講座レポート
水口洋子ほか

第46号 静岡県文化協会 1982/07/31 102

12219 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４６号　１９８
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

短篇小説特集／詩：岩﨑豊市「沈黙・その
昼に」／第4回文芸創作鑑賞講座レポート
水口洋子ほか

第４６号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1982/07/31 102

1431 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４７号　１９８
３年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

評論特集／俳句：小宮山遠「鬼火」（P51）／
書評：山本恵一郎「谷川昇小観」（P96）

第４７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1983/01/29 130

7606 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４７号　１９８
３年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

評論特集／俳句：小宮山遠「鬼火」（P51）／
書評：山本恵一郎「谷川昇小観」（P96）

第47号 静岡県文化協会 1983/01/29 130

12220 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４７号　１９８
３年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

評論特集／俳句：小宮山遠「鬼火」（P51）／
書評：山本恵一郎「谷川昇小観」（P96）

第４７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1983/01/29 130

1432 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４８号　１９８
３年　創刊２０周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

「鳥との出会い」小川国夫p46／「評伝　小
川国夫・第三部（1957～1957）　『アポロンの
島』の十年」山本恵一郎著：小川国夫、藤枝
静男についての記述ありp21／「文芸静岡」
私史　静岡県文学連盟二十年の歩み　文芸
静岡十年間の目次　会員名簿／ほか

第４８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1983/11/13 180
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1485 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４８号　１９８
３年　創刊２０周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

「鳥との出会い」小川国夫p46／「評伝　小
川国夫・第三部（1957～1957）　『アポロンの
島』の十年」山本恵一郎：小川国夫、藤枝静
男についての記述ありp21／「文芸静岡」私
史　静岡県文学連盟二十年の歩み　文芸静
岡十年間の目次　会員名簿／ほか

第４８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1983/11/13 180

12221 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４８号　１９８
３年　創刊２０周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連

「鳥との出会い」小川国夫p46／「評伝　小
川国夫・第三部（1957～1957）　『アポロンの
島』の十年」山本恵一郎著：小川国夫、藤枝
静男についての記述ありp21／「文芸静岡」
私史　静岡県文学連盟二十年の歩み　文芸
静岡十年間の目次　会員名簿／ほか

第４８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1983/11/13 180

16758 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４８号　１９８
３年　創刊２０周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連／
小川国夫　蔵書

「鳥との出会い」小川国夫p46／「評伝　小
川国夫・第三部（1957～1957）　『アポロンの
島』の十年」山本恵一郎著：小川国夫、藤枝
静男についての記述ありp21／「文芸静岡」
私史　静岡県文学連盟二十年の歩み　文芸
静岡十年間の目次　会員名簿／ほか

第４８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1983/11/13 180

16759 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４８号　１９８
３年　創刊２０周年記念号

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　収載
／藤枝静男　関連／
小川国夫　蔵書

「鳥との出会い」小川国夫p46／「評伝　小
川国夫・第三部（1957～1957）　『アポロンの
島』の十年」山本恵一郎：小川国夫、藤枝静
男についての記述ありp21／「文芸静岡」私
史　静岡県文学連盟二十年の歩み　文芸静
岡十年間の目次　会員名簿／ほか

第４８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1983/11/13 180

1433 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４９号　１９８
４年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集・地方と文学／〈詩〉「ピップ、或いは世
紀末」岩﨑豊市

第４９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1984/03/30 88
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12222 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４９号　１９８
４年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集・地方と文学／〈詩〉「ピップ、或いは世
紀末」岩﨑豊市

第４９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1984/03/30 88

16760 一般資料 雑誌
文芸静岡　第４９号　１９８
４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　蔵書

特集・地方と文学／〈詩〉「ピップ、或いは世
紀末」岩﨑豊市

第４９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1984/03/30 88

12223 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５０号　１９８
４年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年」山本恵一郎p14／〈俳句〉「閻魔詣」
野呂春眠　「霊位抄」小宮山遠／「交差点」
谷本誠剛、大賀渓生、上野重光、岩﨑豊市

第５０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1984/11/05 82

16761 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５０号　１９８
４年

静岡県文学連盟　編
集／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年」山本恵一郎p14／〈俳句〉「閻魔詣」
野呂春眠　「霊位抄」小宮山遠／「交差点」
谷本誠剛、大賀渓生、上野重光、岩﨑豊市

第５０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1984/11/05 82

2303 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５１号　１９８
５年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年（七）」山本恵一郎p13／〈小説〉「藤
枝物語」杉山恵一p68／特集・私の土地
「安倍川のほとりで」岩崎芳生　ほか

第５１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1985/04/20 111

12224 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５１号　１９８
５年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年（七）」山本恵一郎p13／〈小説〉「藤
枝物語」杉山恵一p68／特集・私の土地
「安倍川のほとりで」岩崎芳生　ほか

第５１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1985/04/20 111

16762 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５１号　１９８
５年

静岡県文化協会　編
集／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年（七）」山本恵一郎p13／〈小説〉「藤
枝物語」杉山恵一p68／特集・私の土地
「安倍川のほとりで」岩崎芳生　ほか

第５１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1985/04/20 111
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16763 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５１号　１９８
５年

静岡県文化協会　編
集／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年（七）」山本恵一郎p13／〈小説〉「藤
枝物語」杉山恵一p68／特集・私の土地
「安倍川のほとりで」岩崎芳生　ほか

第５１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1985/04/20 111

12225 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５２号　１９８
５年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年（九）」山本恵一郎p9／創作・雨の爬
虫類

第５２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1985/11/30 109

16764 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５２号　１９８
５年

静岡県文化協会　編
集／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年（九）」山本恵一郎p9／創作・雨の爬
虫類

第５２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1985/11/30 109

16765 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５２号　１９８
５年

静岡県文化協会　編
集／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

「評伝　小川国夫・第三部　『アポロンの島』
の十年（九）」山本恵一郎p9／創作・雨の爬
虫類

第５２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1985/11/30 109

1635 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５３号　１９８
６年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連／関森勝夫　関連

特集・県下俳句界の現在　関森勝夫氏の記
述ありp6／〈評論〉「小川国夫『逸民』論　断
絶の思想」大里恭三郎p23

第５３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1986/11/15 100

2304 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５３号　１９８
６年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連／関森勝夫　関連

特集・県下俳句界の現在　関森勝夫氏の記
述ありp6／〈評論〉「小川国夫『逸民』論　断
絶の思想」大里恭三郎p23

第５３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1986/11/15 100

12226 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５３号　１９８
６年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連／関森勝夫　関連

特集・県下俳句界の現在　関森勝夫氏の記
述ありp6／〈評論〉「小川国夫『逸民』論　断
絶の思想」大里恭三郎p23

第５３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1986/11/15 100

16766 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５３号　１９８
６年

静岡県文化協会　編
集／小川国夫　関連
／関森勝夫　関連／
小川国夫　蔵書

特集・県下俳句界の現在　関森勝夫氏の記
述ありp6／〈評論〉「小川国夫『逸民』論　断
絶の思想」大里恭三郎p23

第５３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1986/11/15 100
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7607 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５４号　１９８
７年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：静岡県の文学・詩の現在／追悼「ぼう
ひろし」：岩崎豊市著：「追悼　わが先達ぼ
う・ひろしに」（P48）

第54号 静岡県文化協会 1987/03/31 146

12227 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５４号　１９８
７年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：静岡県の文学・詩の現在／追悼「ぼう
ひろし」：岩﨑豊市著：「追悼　わが先達ぼ
う・ひろしに」（P48）

第５４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1987/03/31 146

2305 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５５号　１９８
７年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：短歌の今日的状況／座談会「新しい
抒情への飛翔」

第５５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1987/10/30 96

7608 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５５号　１９８
７年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：短歌の今日的状況／座談会「新しい
抒情への飛翔」

第55号 静岡県文化協会 1987/10/30 96

12228 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５５号　１９８
７年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：短歌の今日的状況／座談会「新しい
抒情への飛翔」

第５５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1987/10/30 96

1242 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５６号　１９８
８年　創刊２５周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究／藤枝静男　関連

創刊２５周年記念号／特集・高原博／〈評
論〉「藤枝静男論　『私』の探索」勝呂奏p92
／〈随想〉「明石海人再考」山田震太郎p40
／野呂春眠、小宮山遠、谷本誠剛、大賀渓
生、山本恵一郎　ほか

第５６号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1988/10/26 138

4527 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５６号　１９８
８年　創刊２５周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究／藤枝静男　関連

創刊２５周年記念号／特集・高原博／〈評
論〉「藤枝静男論　『私』の探索」勝呂奏／
〈随想〉「明石海人再考」山田震太郎／野呂
春眠、小宮山遠、谷本誠剛、大賀渓生、山
本恵一郎　ほか

第５６号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1988/10/26 138
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12229 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５６号　１９８
８年　創刊２５周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究／藤枝静男　関連

創刊２５周年記念号／特集・高原博／〈評
論〉「藤枝静男論　『私』の探索」勝呂奏p92
／〈随想〉「明石海人再考」山田震太郎p40
／野呂春眠、小宮山遠、谷本誠剛、大賀渓
生、山本恵一郎　ほか

第５６号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1988/10/26 138

7609 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５７号　１９８
９年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：昭和史の中の私の風景／山本恵一
郎著「南伊豆・村立朝日中学校」（P11）

第57号 静岡県文化協会 1989/12/08 130

12230 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５７号　１９８
９年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：昭和史の中の私の風景／山本恵一
郎著「南伊豆・村立朝日中学校」（P11）

第５７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1989/12/08 130

12231 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５７号　１９８
９年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：昭和史の中の私の風景／山本恵一
郎著「南伊豆・村立朝日中学校」（P11）

第５７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1989/12/08 130

7610 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５８号　１９９
０年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：私の文学的出会い／俳句：小宮山遠
「猿舞」（P28）

第58号 静岡県文化協会 1990/10/08 128

12232 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５８号　１９９
０年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：私の文学的出会い／俳句：小宮山遠
「猿舞」（P28）

第５８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1990/10/08 128

7611 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５９号　１９９
１年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：わが存在のルーツ／臼井太衛著「小
さい谷間で」（P12）　ほか

第59号 静岡県文化協会 1991/06/15 128

10804 一般資料 雑誌
文芸静岡　第５９号　１９９
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：わが存在のルーツ／臼井太衛著「小
さい谷間で」（P12）　ほか

第５９号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1991/06/15 128

1486 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６０号　１９９
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

特集・私の異国体験／〈評論〉「小川国夫
『アポロンの島』ノート　地中海への旅」勝呂
奏p89／竹内凱子著「オハイオ・ファーム」
ほか

第６０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1991/12/15 132
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1636 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６０号　１９９
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

特集・私の異国体験／〈評論〉「小川国夫
『アポロンの島』ノート　地中海への旅」勝呂
奏p89／竹内凱子著「オハイオ・ファーム」
ほか

第６０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1991/12/15 132

4569 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６０号　１９９
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

特集・私の異国体験／〈評論〉「小川国夫
『アポロンの島』ノート　地中海への旅」勝呂
奏p89／竹内凱子著「オハイオ・ファーム」
ほか

第６０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1991/12/15 132

7612 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６０号　１９９
１年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　関連

特集・私の異国体験／〈評論〉「小川国夫
『アポロンの島』ノート　地中海への旅」勝呂
奏p89／竹内凱子著「オハイオ・ファーム」
ほか

第60号 静岡県文化協会 1991/12/15 132

10805 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６０号　１９９
１年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

特集・私の異国体験／〈評論〉「小川国夫
『アポロンの島』ノート　地中海への旅」勝呂
奏p89／竹内凱子著「オハイオ・ファーム」
ほか

第６０号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1991/12/15 132

7613 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６１号　１９９
２年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：男と女の物語／短歌：入野早代子「お
やすみなさい」（P23）　ほか

第61号 静岡県文化協会 1992/09/17 104

10806 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６１号　１９９
２年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：男と女の物語／短歌：入野早代子「お
やすみなさい」（P23）　ほか

第６１号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1992/09/17 104

1637 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６２号　１９９
３年　創刊３０周年記念号

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　収載

創刊三十周年記念号／口絵写真：小川国
夫、川端康成文学賞受賞記念パーティ／
「小川国夫氏にきく」聞き手：竹内凱子p2／
静岡県文学連盟会員名簿（平成５年９月現
在）／ほか

第62号 静岡県文化協会 1993/10/04 226
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12233 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６２号　１９９
３年　創刊３０周年記念号

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　収
載

創刊３０周年記念号／口絵写真：小川国
夫、川端康成文学賞受賞記念パーティ／
「小川国夫氏にきく」聞き手：竹内凱子p2／
静岡県文学連盟会員名簿（平成５年９月現
在）／ほか

第６２号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1993/10/04 226

1638 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６３号　１９９
４年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　関連

特集　わが人生のとき／〈書評〉「美しい伴
奏－勝呂奏著『小川国夫文学の出発』」大
里恭三郎p101／ほか

第63号 静岡県文化協会 1994/07/30 134

2552 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６３号　１９９
４年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

特集　わが人生のとき／〈書評〉「美しい伴
奏－勝呂奏著『小川国夫文学の出発』」大
里恭三郎p101／ほか

第６３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1994/07/30 134

12234 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６３号　１９９
４年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　関
連

特集　わが人生のとき／〈書評〉「美しい伴
奏－勝呂奏著『小川国夫文学の出発』」大
里恭三郎p101／ほか

第６３号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1994/07/30 134

7614 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６４号　１９９
５年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：県下の女流たち／座談会「俳句・短歌
に見るエロティシズム」：上田浩史〔ほか〕
（P2）　ほか

第64号 静岡県文化協会 1995/01/15 130

10807 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６４号　１９９
５年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：県下の女流たち 第６４号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1995/01/15 130

7615 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６５号　１９９
５年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：小川アンナの世界／岩崎豊市著「小
川アンナ詩の死角」（P19）　ほか

第65号 静岡県文化協会 1995/09/30 162

10808 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６５号　１９９
５年

静岡県文化協会　編
集／静岡県文学連盟
編集／小川国夫　研
究

特集：小川アンナの世界／岩﨑豊市著「小
川アンナ詩の死角」（P19）　ほか

第６５号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1995/09/30 162

4733 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６６号　１９９
６年

静岡県文化協会　ほ
か　編／小川国夫
研究

特集：私、もう一人の私／岩崎豊市著：「綺
談・江藤彦造」（P26）／勝呂奏著：「抒情の
花冠」（P28）／小宮山遠著：「第三の眼」
（P55）ほか

第66号
静岡県文化協会・静岡
県文学連盟

1996/10/30 148
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7616 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６６号　１９９
６年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

特集：私、もう一人の私／入野早代子著「誰
かわたしを」（P14）／高杉一郎著「曽宮一念
先生を想う」（P2）　ほか

第66号 静岡県文化協会 1996/10/30 148

4279 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６７号　１９９
７年

岩﨑豊市　編集長／
小川国夫　収載

小川国夫「波の肖像」とそのモデルp20、座
談会「竹内凱子著『流木を詩う』をめぐって」
（小川国夫・金子昌夫・小川アンナ・岩﨑豊
市）／特集：文学と読者～作者として読みを
考える…特集１：文学と読者、特集２：静岡
の小説を読む（岩崎芳生『水舟の空』、竹内
凱子『流木を詩う』）

第６７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1997/11/30 160

4734 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６７号　１９９
７年

岩﨑豊市　編集長／
小川国夫　収載／臼
井太衛　関連

小川国夫「波の肖像」とそのモデルp20、座
談会「竹内凱子著『流木を詩う』をめぐって」
（小川国夫・金子昌夫・小川アンナ・岩崎豊
市）／特集：文学と読者～作者として読みを
考える…特集１：文学と読者、特集２：静岡
の小説を読む（岩崎芳生『水舟の空』、竹内
凱子『流木を詩う』）

静岡県文化協会／静
岡県文学連盟

1997/11/30 160

9692 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６７号　１９９
７年

岩﨑豊市　編集長／
小川国夫　収載

小川国夫「波の肖像」とそのモデルp20、座
談会「竹内凱子著『流木を詩う』をめぐって」
（小川国夫・金子昌夫・小川アンナ・岩﨑豊
市）／特集：文学と読者～作者として読みを
考える…特集１：文学と読者、特集２：静岡
の小説を読む（岩崎芳生『水舟の空』、竹内
凱子『流木を詩う』）

第６７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1997/11/30 160
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12235 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６７号　１９９
７年

岩﨑豊市　編集長／
小川国夫　収載

小川国夫「波の肖像」とそのモデルp20、座
談会「竹内凱子著『流木を詩う』をめぐって」
（小川国夫・金子昌夫・小川アンナ・岩﨑豊
市）／特集：文学と読者～作者として読みを
考える…特集１：文学と読者、特集２：静岡
の小説を読む（岩崎芳生『水舟の空』、竹内
凱子『流木を詩う』）

第６７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1997/11/30 160

16767 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６７号　１９９
７年

静岡県文化協会　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫「波の肖像」とそのモデルp20、座
談会「竹内凱子著『流木を詩う』をめぐって」
（小川国夫・金子昌夫・小川アンナ・岩﨑豊
市）／特集：文学と読者～作者として読みを
考える…特集１：文学と読者、特集２：静岡
の小説を読む（岩崎芳生『水舟の空』、竹内
凱子『流木を詩う』）

第６７号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1997/11/30 160

16768 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６７号　１９９
７年

静岡県文化協会　編
集／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫「波の肖像」とそのモデルp20、座
談会「竹内凱子著『流木を詩う』をめぐって」
（小川国夫・金子昌夫・小川アンナ・岩崎豊
市）／特集：文学と読者～作者として読みを
考える…特集１：文学と読者、特集２：静岡
の小説を読む（岩崎芳生『水舟の空』、竹内
凱子『流木を詩う』）

第６７号
静岡県文化協会／静
岡県文学連盟

1997/11/30 160

12236 一般資料 雑誌
文芸静岡　第６８号　１９９
８年　創刊３５周年記念号

岩﨑豊市　編集長／
小川国夫　研究

創刊３５周年記念号／〈特集〉　三半世紀、
わが文学の時代　文学の発想について／
高杉一郎、稲森道三郎、谷本誠剛、勝呂
奏、山本恵一郎、岩崎芳生ほか

第６８号
静岡県文化協会　静岡
県文学連盟

1998/10/15 166
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12111 一般資料 雑誌
文芸静岡　第７７号　２００
７年

静岡県文学連盟　編
／小川国夫　研究

ふたつの伝説　片山静枝小論－大原葉子
／珠のような文章　藤田三郎小論－大賀渓
生（藤田三郎－藤枝出身）

第７７号 2007/10/20 150

9949 一般資料 雑誌
文芸思潮　２００６年初夏
第１１号

五十嵐勉　編集・発
行人／小川国夫　収
載

対談　小川国夫・井口時男「立ち上がる文
体　呼び出される世界」P6-37／内容：「屹
立の仕方」、志賀直哉の文章から、立ち上
がる文体　断絶する文体、「謎」へのつなが
り、リアリズムを超えた「リアリズム」―異質
な世界へ、若い作家たちの文章、増殖的な
文章―増殖症候群、情緒を削いだ文章、屹
立する世界―垂直の世界、体験によって人
は新しくならない、プロットをめぐって、芥川
賞への批判、本気で善し悪しを言わない、
乱世の気合、HOW TO WRITE―聞こえてき
たことを書け、今　書きたいこと―百五十年
前を呼び出す、藤枝静男と志賀直哉、「見え
る」ということと　「聞こえる」ということ、『志
賀直哉論』　『小川国夫論』／P11に小川国
夫プロフィールあり／編集後記に小川国夫
の記述ありp236

第11号 アジア文化社 2006/05/25 236

7588 一般資料 雑誌
文芸首都　昭和４３年１０
月号

保高徳蔵　編／藤枝
静男　関連

高田欣一著：「理念としての私『八月の光』
ノート」の中で藤枝静男について触れている
（P72）

文芸首都社 1968/10/01 112

7589 一般資料 雑誌
文芸首都　昭和４４年９月
号

保高徳蔵　編／藤枝
静男　関連

高田欣一著：「私小説論　島尾敏雄論（5）」
で藤枝静男作品について触れている（P76・
82・84）

文芸首都社 1969/09/01 112
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4656 一般資料 雑誌
文芸首都　昭和45年2月
終刊記念号

保高徳蔵　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

小川国夫：著「終らない〈文芸首都〉」p36／
執筆者：北杜夫、磯田光一、吉行淳之介、
網野菊、なだいなだ、佐江衆一、平野謙ほ
か

第39巻 文芸首都社 1970/02/01 123

16661 一般資料 雑誌
文芸首都　昭和45年2月
終刊記念号

保高徳蔵　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「終らない〈文芸首都〉」p36／
執筆者：北杜夫、磯田光一、吉行淳之介、
網野菊、なだいなだ、佐江衆一、平野謙ほ
か

第39巻 文芸首都社 1970/02/01 123

4498 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和２４年９月
特別号

藤枝静男　関連

芥川賞選評。藤枝静男「イペリット眼」が芥
川賞候補になり、その選評が掲載されてい
る。選評：舟橋聖一、川端康成、岸田國士、
石川達三、丹羽文雄、坂口安吾、佐藤春
夫、瀧井孝作、宇野浩二。この時の芥川賞
は、小谷剛「確證」・由起しげ子「本の話」

第27巻第9号 文芸春秋新社 1949/09/01 128

4474 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和３５年９月
号

田川博一　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男「自衛隊と女たち」P234-237 第38巻第9号 文芸春秋社 1960/09/01 418

14598 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和52年3月
号

田中健五　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

同級生交歓　小川国夫（旧制静岡高等学校
の同級生：長沢巌、原田龍二、里見元一郎
／写真あり）

第55巻第3号 文藝春秋 1977/03/01 496

14599 一般資料 雑誌 文芸春秋　1983年8月号
岡崎満義　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

「聖書の訳業　縁あって深入りして」小川国
夫p78

第61巻第8号 文藝春秋 1983/08/01 464

6654 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９９９年９月
特別号

平野隆弘　編／小川
国夫　収載

小川国夫著：「ヒュ－マン・バイブル」（P78） 文藝春秋 1999/09/01 512

11762 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９９９年９月
特別号

平尾隆弘　編集人／
小川国夫　著

ヒューマン・バイブル　小川国夫p78 第７７巻第９号 文藝春秋 1999/09/01 512

14601 一般資料 雑誌
文芸春秋 1999年9月特別
号

平野隆弘　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫著：「ヒュ－マン・バイブル」（P78） 第77巻第9号 文藝春秋 1999/09/01 512
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14603 一般資料 雑誌
文芸春秋 2000年2月臨時
増刊号

高橋一清　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

私たちが生きた20世紀／「あこがれの記」小
川国夫p131

第78巻第3号 文藝春秋 2000/02/15 572

21676 一般資料 雑誌
文芸春秋 2000年2月臨時
増刊号

高橋一清　編集人／
小川国夫　収載

私たちが生きた20世紀／「あこがれの記」小
川国夫p131

第78巻第3号 文藝春秋 2000/02/15 572

14602 一般資料 雑誌 文芸春秋 2000年5月号
平尾隆弘　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「私の散歩道　小川国夫　藤枝」p236-257
の間ページ

第78巻第6号 文藝春秋 2000/05/01 448

14597 一般資料 雑誌
文芸春秋　特別版　平成
14年4月臨時増刊

高橋一清　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

家族の絆／「祖父の根性、母の忍耐」小川
国夫p148

第80巻第5号 文藝春秋 2002/04/15 234

14596 一般資料 雑誌
文芸春秋　特別版　平成
15年3月臨時増刊

高橋一清　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

桜　日本人の心の花／「春死なん派（静
岡）」小川国夫p93

第81巻第4号 文藝春秋 2003/03/15 198

14595 一般資料 雑誌
文芸春秋　特別版　平成
16年12月臨時増刊

高橋一清　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

夏目漱石と明治日本／「漱石、頼りになる
案内人」小川国夫p215

第82巻第16号 文藝春秋 2004/12/15 226

12501 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９９９年９月
特別号

平尾隆弘　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「ヒュ－マン・バイブル」（P78） 第７７巻第９号 文藝春秋 1999/09/01 512

12502 一般資料 雑誌
文芸春秋　２０００年５月
号

平尾隆弘　編集人／
小川国夫　収載

「私の散歩道　小川国夫　藤枝」p236-257
の間ページ

第７８巻第６号 文藝春秋 2000/05/01 448

14600 一般資料 雑誌 文芸春秋 1985年8月号
堤堯　編集兼発行人
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

小川国夫著：「ルーブルと私　３．小川国夫」
ＮＨＫ特集ルーブル美術館広告ページ（カ
ラー）／二時間テープ　永野一男かく語りき
ほか

第63巻第8号 文藝春秋 1985/08/01 448

11330 一般資料 雑誌
文芸春秋　SPECIAL　２０
０７年７月　季刊夏号

飯沼康司　編集人／
小川国夫　収載

心の時代を生きる－日本人と宗教／〈大特
集〉あなたは宗教を信じますか？－小川国
夫：著「聖書と信仰」p118

第１巻第１号 文藝春秋 2007/07/01 208

701 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.14　1975年6月特別号

鈴木琢二　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

四季の詩情　日本文学百景の旅／〈文学再
訪〉小川国夫：著「武蔵野　独歩と私」p108

第2巻第7号 文藝春秋 1975/06/01 178
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12506 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.14　1975年6月特別号

鈴木琢二　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

四季の詩情　日本文学百景の旅／〈文学再
訪〉小川国夫：著「武蔵野　独歩と私」p108

第２巻第７号 文藝春秋 1975/06/01 178

14699 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.14　1975年6月特別号

鈴木琢二　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

四季の詩情　日本文学百景の旅／〈文学再
訪〉小川国夫：著「武蔵野　独歩と私」p108

第2巻第7号 文藝春秋 1975/06/01 178

2722 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.18　1975年10月号

鈴木琢二　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

目で見る女性史　世界の美人／小川国夫：
著「アフロディテのふるさと」p68

第2巻第11号 文藝春秋 1975/10/01 162

3498 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.18　1975年10月号

鈴木琢二　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

目で見る女性史　世界の美人／小川国夫：
著「アフロディテのふるさと」p68

第２巻第１１号 文藝春秋 1975/10/01 162

5823 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.18　1975年10月号

鈴木琢二　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

目で見る女性史　世界の美人／小川国夫：
著「アフロディテのふるさと」p68

第２巻第１１号 文藝春秋 1975/10/01 162

14700 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.18　1975年10月号

鈴木琢二　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

目で見る女性史　世界の美人／小川国夫：
著「アフロディテのふるさと」p68

第2巻第11号 文藝春秋 1975/10/01 162

5998 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.63　昭和54年7月号

小林正明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

エーゲ海と神話の旅／小川国夫：著「ギリ
シャからの手紙」p55

第6巻第7号 文藝春秋 1979/07/01 146

12507 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.63　昭和54年7月号

小林正明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

エーゲ海と神話の旅／小川国夫：著「ギリ
シャからの手紙」p55

第６巻第７号 文藝春秋 1979/07/01 146

14701 一般資料 雑誌
文芸春秋デラックス
NO.63　昭和54年7月号

小林正明　編集兼発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

エーゲ海と神話の旅／小川国夫：著「ギリ
シャからの手紙」p55

第6巻第7号 文藝春秋 1979/07/01 146

2605 一般資料 雑誌
文芸春秋　1973年7月臨
時増刊

半藤一利　編集人／
小川国夫　収載

目で見る日本史　街道と城下町　東海道五
十三次を写真とその宿場町にゆかりの深い
人物が執筆。P73小川国夫「藤枝」

第51巻第11号 文藝春秋 1973/07/10 188

14702 一般資料 雑誌
文芸春秋　1973年7月臨
時増刊

半藤一利　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

目で見る日本史　街道と城下町　東海道五
十三次を写真とその宿場町にゆかりの深い
人物が執筆。P73小川国夫「藤枝」

第51巻第11号 文藝春秋 1973/07/10 188
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1106 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９７１年１２月
臨時増刊

半藤一利　編集人／
藤枝静男　収載

明治・大正・昭和　日本の作家100人／〈ア
ンケート〉近代日本文学においてもっとも影
響をうけた小説：藤枝静男：選『城の崎にて』
p68（写真あり）

第４９巻第１６
号

文藝春秋 1971/12/10 188

700 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９７３年７月
臨時増刊

半藤一利　編集人／
小川国夫　収載

東海道五十三次を写真とその宿場町にゆ
かりの深い人物が執筆。P73小川国夫「藤
枝」

第５１巻第１１
号

文藝春秋 1973/07/10 188

9589 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９７３年７月
臨時増刊

半藤一利　編集人／
小川国夫　収載

東海道五十三次を写真とその宿場町にゆ
かりの深い人物が執筆。P73小川国夫「藤
枝」

第５１巻第１１
号

文芸春秋 1973/07/10 188

12505 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９７３年７月
臨時増刊

半藤一利　編集人／
小川国夫　収載

東海道五十三次を写真とその宿場町にゆ
かりの深い人物が執筆。P73小川国夫「藤
枝」

第５１巻第１１
号

文藝春秋 1973/07/10 188

12500 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和２４年９月
特別号

池島信平　編集兼発
行者／藤枝静男　関
連

芥川賞選評。藤枝静男「イペリット眼」が芥
川賞候補になり、その選評が掲載されてい
る。選評：舟橋聖一、川端康成、岸田國士、
石川達三、丹羽文雄、坂口安吾、佐藤春
夫、瀧井孝作、宇野浩二。この時の芥川賞
は、小谷剛「確證」・由起しげ子「本の話」

第２７巻第９号 文藝春秋新社 1949/09/01 128

519 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和３１年３月
号

上林吾郎　編集人／
藤枝静男　関連

第34回・芥川龍之介賞決定発表p280：候補
作・藤枝静男著：「瘠我慢の説」についての
評あり

第３４巻第３号 文藝春秋新社 1956/03/01 356

730 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和３２年３月
号

池島信平　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

第36回・芥川龍之介賞決定発表p324：候補
作・藤枝静男著：「犬の血」についての評あ
り　『藤枝氏の清潔さ』瀧井孝作著 　ほか

第３５巻第３号 文藝春秋新社 1957/03/01 366

2509 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和３２年３月
号

池島信平　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

第36回・芥川龍之介賞決定発表p324：候補
作・藤枝静男著：「犬の血」についての評あ
り　『藤枝氏の清潔さ』瀧井孝作著 　ほか

第３５巻第３号 文藝春秋新社 1957/03/01 366
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731 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和３２年７月
号

池島信平　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「雄飛号来たる」p322 第３５巻第７号 文藝春秋新社 1957/07/01 366

1905 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和３２年７月
号

池島信平　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「雄飛号来たる」p322 第３５巻第７号 文藝春秋新社 1957/07/01 366

732 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和４０年２月
号

小林米紀　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「落第免状」p60 第４３巻第２号 文藝春秋新社 1965/02/01 356

733 一般資料 雑誌
文芸春秋　昭和４５年５月
号

杉村友一　編集兼発
行人／藤枝静男　収
載

藤枝静男：著「救世主Ｋ先生」p84 第４８巻第５号 文藝春秋 1970/05/01 394

6050 一般資料 雑誌
文芸春秋　１９８５年８月
号

堤堯　編集兼発行人
／小川国夫　収載

小川国夫著：「ルーブルと私　３．小川国夫」
ＮＨＫ特集ルーブル美術館広告ページ（カ
ラー）／二時間テープ　永野一男かく語りき
ほか

第６３巻第８号 文藝春秋 1985/08/01 448

10112 一般資料 雑誌
文芸春秋　２０００年２月
臨時増刊号

高橋一清　編集人／
小川国夫　収載

永久保存版　私たちが生きた20世紀／小川
国夫：著「あこがれの記」p131

第７８巻第３号 文芸春秋 2000/02/25 572

1487 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７３年　春
４月創刊号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「その血は我に」（P34） 通巻１号 筑摩書房 1973/04/05 398

3536 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７３年　春
４月創刊号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「その血は我に」（P34） 通巻１号 筑摩書房 1973/04/05 398

5783 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７３年　春
４月創刊号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「その血は我に」（P34） 通巻１号 筑摩書房 1973/04/05 398

12532 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７３年　春
４月創刊号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「その血は我に」（P34） 通巻１号 筑摩書房 1973/04/05 398

14197 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７３年　春
４月創刊号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫著：「その血は我に」（P34） 通巻１号 筑摩書房 1973/04/05 398

7641 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７３年　春
４月創刊号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「その血は我に」（P34） 筑摩書房 1973/04/05 398

11118 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７３年　春
４月創刊号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫著：「その血は我に」（P34） 筑摩書房 1973/04/05 398
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4526 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７４年　冬
１月第４号

柏原成光　編集人／
小川国夫　関連

利沢行夫：著「光と翳りの構図－小川国夫
論」p212

通巻４号 筑摩書房 1974/01/15 404

14198 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７４年　冬
１月第４号

柏原成光　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

利沢行夫：著「光と翳りの構図－小川国夫
論」p212

通巻４号 筑摩書房 1974/01/15 404

14199 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７５年　秋
１０月号第１１号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

【円形劇場】「播磨」藤枝静男p45／【読書】
「暖かな灰色の息吹き－島尾敏雄『夢のか
げを求めて』」小川国夫p224

通巻１１号 筑摩書房 1975/10/01 434

14200 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７５年　秋
１０月号第１１号

柏原成光　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

【円形劇場】「播磨」藤枝静男p45／【読書】
「暖かな灰色の息吹き－島尾敏雄『夢のか
げを求めて』」小川国夫p224

通巻１１号 筑摩書房 1975/10/01 434

3537 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７６年　秋
１０月第１５号

柏原成光　編集人／
藤枝静男　関連

〈読書〉金井美恵子：著「皮膚と時間－藤枝
静男『田紳有楽』」p254

通巻１５号 筑摩書房 1976/10/01 390

4581 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７６年　夏
７月号第１４号

柏原成光　編集人／
小川国夫　関連

渡辺広士：著「『時』と『血』の思想－小川国
夫著『或る聖書』を軸として」p342

通巻１４号 筑摩書房 1976/07/01 482

14201 一般資料 雑誌
文芸展望　１９７６年　夏
７月号第１４号

柏原成光　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

渡辺広士：著「『時』と『血』の思想－小川国
夫著『或る聖書』を軸として」p342

通巻１４号 筑摩書房 1976/07/01 482

16671 一般資料 雑誌
文芸同人誌　海　第21号
1979年12月

間瀬昇　編集発行人
／小川国夫　蔵書

「遺産分配書②　富永太郎ノート」青木健
（背表紙に青木健と書き込みがある）

第21号 不明 1979/12/20 188

11610 一般資料 雑誌 文芸年鑑　平成１６年版
日本文藝家協会　編
者／小川国夫　蔵書

口絵写真　２００３年回顧／【概観二〇〇三
年】　文学　〈文芸時評〉／【資料】　雑誌新
聞掲載作品目録／【便覧】　文化各界名簿
著作権継承者名簿　文化団体ほか一覧　新
聞・通信社ほか一覧　出版社ほか一覧　雑
誌一覧　ラジオ、テレビ局一覧　全国同人雑
誌一覧／編纂後記／掲載広告案内

新潮社 2004/07/25 686
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

7440 一般資料 雑誌
文芸ふじえだ　第１１号
平成４年

藤枝市文化協会　編
集発行／小川国夫
関連

『年たけて　また越ゆるべしと　思いきや　い
のちなりけり　さやの中山』　西行（歌碑：掛
川市　佐夜の中山公園内）／歴史の教訓
青島龍之介／随筆の部　「小川国夫氏・南
仏・スペイン・モロッコへの旅再考－行程・費
用・出発日」　澤本行央／藤枝市文化祭三
賞作品（短歌・俳句・川柳の部）　ほか／表
紙題字：桜井琴風

１１号 藤枝市文化協会 1992/03/27 193

7449 一般資料 雑誌
文芸ふじえだ　第２０号
平成１３年

藤枝市文化協会　編
集発行／藤枝静男
関連

文学碑　藤枝静男（藤枝市蓮華寺池公園内
駐車場脇）p1／刊行のことば　桑高喜代次
／藤枝市文化祭三賞作品（短歌・俳句・川
柳の部）　ほか／表紙題字：桜井琴風

２０号 藤枝市文化協会 2001/03/27 160

12153 一般資料 雑誌
文芸ふじえだ　第２０号
平成１３年

藤枝市文化協会　編
集発行／藤枝静男
関連

文学碑　藤枝静男（藤枝市蓮華寺池公園内
駐車場脇）／発刊によせて　桑高喜代次／
藤枝市文化祭三賞作品（短歌・俳句・川柳
の部）　ほか／表紙題字：桜井琴風

２０号 藤枝市文化協会 2001/03/27 160

925 一般資料 雑誌 文芸　１９６７年１２月号
佐佐木幸綱　編集者
／藤枝静男　関連

〈座談会〉「変貌するリアリズム　1967年・文
学の状況」秋山駿、桶谷秀昭　ほか（藤枝静
男に関する記述あり：『空気頭』についてな
ど）p173／巻末：文芸昭和41年1月号～12
月号　総目次ありp260

第６巻第１２号 河出書房新社 1967/12/01 264

926 一般資料 雑誌 文芸　１９６８年１１月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　関連

〈新刊書評〉松原新一：評「深い緊張の持続
－小川国夫著『海からの光』」p148／〈座談
会〉「文学における『私』とはなにか」小島信
夫、平野謙、安岡章太郎（藤枝静男に関す
る記述あり：『ヤゴの分際』『空気頭』ほか）
p234

第７巻第８号 河出書房新社 1968/11/01 264
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館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

4371 一般資料 雑誌 文芸　１９６８年８月号
佐佐木幸綱　編集者
／小川国夫　収載／
藤枝静男　収載

小川国夫：著「入り江の家族」p36／藤枝静
男：著「沼と洞穴」p102

第７巻第６号 河出書房新社 1968/08/01 264

874 一般資料 雑誌
文芸　１９６９年１月新年
特大号

寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

〈名著発掘〉藤枝静男：評「児島惟謙著『大
津事件手記』」p41

第８巻第１号 河出書房新社 1969/01/01 296

736 一般資料 雑誌 文芸　１９６９年７月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　関連

〈現代作家論2〉　桶谷秀昭：著「もう一つの
自然回帰－藤枝静男論」p244

第８巻第７号 河出書房新社 1969/07/01 264

927 一般資料 雑誌 文芸　１９６９年７月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　関連

〈現代作家論2〉　桶谷秀昭：著「もう一つの
自然回帰－藤枝静男論」p244

第８巻第７号 河出書房新社 1969/07/01 264

737 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：「試みの岸」（220枚）（P10） 第９巻第１０号 河出書房新社 1970/10/01 264

902 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：「試みの岸」（220枚）（P10） 第９巻第１０号 河出書房新社 1970/10/01 264

5775 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫著：「試みの岸」（220枚）（P10） 第９巻第１０号 河出書房新社 1970/10/01 264

179 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１１月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

藤枝静男：著「接吻」p54／〈新刊書評〉小川
国夫：評「『欲望』による自己確認－藤枝静
男著『欣求浄土』」p187

第９巻第１１号 河出書房新社 1970/11/01 264

738 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１１月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

藤枝静男：著「接吻」p54／〈新刊書評〉小川
国夫：評「『欲望』による自己確認－藤枝静
男著『欣求浄土』」p187

第９巻第１１号 河出書房新社 1970/11/01 264

5776 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年１１月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

藤枝静男：著「接吻」p54／〈新刊書評〉小川
国夫：評「『欲望』による自己確認－藤枝静
男著『欣求浄土』」p187

第９巻第１１号 河出書房新社 1970/11/01 264
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種別
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

929 一般資料 雑誌
文芸　１９７０年１２月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

〈アンケート〉1970年の成果p221：昭和44年
11月より昭和45年10月までに発表された文
学作品のうち最良の作品と思われるもの3
篇とその理由など－「藤枝静男著『欣求浄
土』」選：立原正秋、加賀乙彦、平野謙、古
山高麗雄、浅見淵、桶谷秀昭、三浦哲郎、
埴谷雄高、臼井吉見、後藤明生　「小川国
夫『試みの岸』」選：駒田信二、饗庭孝男、奥
野健男、日野啓三、森川達也、古井由吉
小川国夫：選阿部昭著『大いなる日』、古井
由吉著『円陣を組む女たち』、高橋睦郎著
『十二の遠景』、チェーザレ・パヴェーゼ『牢
獄』『流刑』／巻末：文芸昭和45年1月号～
12月号　総目次ありp294

第９巻第１２号 河出書房新社 1970/12/01 296

4578 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

〈新刊書評〉饗庭孝男：評「実体を捉える『直
写』－小川国夫著『悠蔵が残したこと』」p179

第９巻第２号 河出書房新社 1970/02/01 264

178 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

座談会「夢と現実」：小川国夫・饗庭孝男・鳥
尾敏雄：外国体験と文学・光と闇について・
夢について・死について・言葉と文体・土着
性について・キリスト教の問題（P228）／島
尾敏雄著：東欧への旅（12）「ふたたびワル
シャワへ」（P150）／埴谷雄高著：「魔法の
町」（P181）／目次・本文イラスト：司修

第９巻第４号 河出書房新社 1970/04/01 264
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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5773 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

座談会「夢と現実」：小川国夫・饗庭孝男・鳥
尾敏雄：外国体験と文学・光と闇について・
夢について・死について・言葉と文体・土着
性について・キリスト教の問題（P228）／島
尾敏雄著：東欧への旅（12）「ふたたびワル
シャワへ」（P150）／埴谷雄高著：「魔法の
町」（P181）／目次・本文イラスト：司修

第９巻第４号 河出書房新社 1970/04/01 264

928 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年７月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

饗庭孝男：著「反歴史主義の文学」（小川国
夫に関する記述あり）p225

第９巻第７号 河出書房新社 1970/07/01 264

5774 一般資料 雑誌 文芸　１９７０年７月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

饗庭孝男：著「反歴史主義の文学」（小川国
夫に関する記述あり）p225

第９巻第７号 河出書房新社 1970/07/01 264

739 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年１月新年
特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、古井由吉「文体と生活」
p208　内容：二十代の体験、『他者の復活』
と『実体的な言葉』、出発点－ニイチェと志
賀直哉、素材と文章の緊張関係、明晰と混
沌、切り捨てようとするものはなにか、山・平
地・海、大きいデフォルメ・深いデフォルメ、
肉体の苦しみが文体へ

第１０巻第１号 河出書房新社 1971/01/01 328

930 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年１月新年
特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、古井由吉「文体と生活」
p208　内容：二十代の体験、『他者の復活』
と『実体的な言葉』、出発点－ニイチェと志
賀直哉、素材と文章の緊張関係、明晰と混
沌、切り捨てようとするものはなにか、山・平
地・海、大きいデフォルメ・深いデフォルメ、
肉体の苦しみが文体へ

第１０巻第１号 河出書房新社 1971/01/01 328

455



小川国夫・藤枝静男　収載・参考雑誌（藤枝市文学館）2012.9.18

文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
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741 一般資料 雑誌 文芸　１９７１年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

〈現代作家論〉饗庭孝男：著「荒野よりの渇
望－小川国夫論」p198／〈対談〉小川国夫、
吉本隆明：対談「家・隣人・故郷」p234　内
容：次の段階への出発、赦す・赦される、敗
戦の谷間にかける橋、人の生き方の原点、
故郷の目・家の目（藤枝静男についての記
述あり）、近親の問題

第１０巻第１１
号

河出書房新社 1971/10/01 264

932 一般資料 雑誌 文芸　１９７１年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

〈現代作家論〉饗庭孝男：著「荒野よりの渇
望－小川国夫論」p198／〈対談〉小川国夫、
吉本隆明：対談「家・隣人・故郷」p234　内
容：次の段階への出発、赦す・赦される、敗
戦の谷間にかける橋、人の生き方の原点、
故郷の目・家の目（藤枝静男についての記
述あり）、近親の問題

第１０巻第１１
号

河出書房新社 1971/10/01 264

181 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年１２月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

〈志賀直哉追悼〉藤枝静男：著「志賀さん一
面」p200　小川国夫：著「書ききるということ」
p204／〈アンケート〉1971年の成果p240：昭
和45年11月より昭和46年10月までに発表さ
れた文学作品のうち最良の作品と思われる
もの3篇とその理由など－「小川国夫著『彼
の故郷』」選：松原新一、森川達也、佐々木
基一　「藤枝静男著『怠惰な男』」選：佐々木
基一

第１０巻第１３
号

河出書房新社 1971/12/01 296
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
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742 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年１２月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

〈志賀直哉追悼〉藤枝静男：著「志賀さん一
面」p200　小川国夫：著「書ききるということ」
p204／〈アンケート〉1971年の成果p240：昭
和45年11月より昭和46年10月までに発表さ
れた文学作品のうち最良の作品と思われる
もの3篇とその理由など－「小川国夫著『彼
の故郷』」選：松原新一、森川達也、佐々木
基一　「藤枝静男著『怠惰な男』」選：佐々木
基一

第１０巻第１３
号

河出書房新社 1971/12/01 296

740 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年３月復刊
10周年記念特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈復刊10周年記念特集〉小川国夫：著「〈文
藝の会〉と当時の私」p306

第１０巻第３号 河出書房新社 1971/03/01 328

931 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年３月復刊
10周年記念特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈復刊10周年記念特集〉小川国夫：著「〈文
藝の会〉と当時の私」p306

第１０巻第３号 河出書房新社 1971/03/01 328

5864 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年３月復刊
10周年記念特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈復刊10周年記念特集〉小川国夫：著「〈文
藝の会〉と当時の私」p306

第１０巻第３号 河出書房新社 1971/03/01 328

180 一般資料 雑誌 文芸　１９７１年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

〈新刊書評〉饗庭孝男：評「貴重な手がかり
の集積－小川国夫著『一房の葡萄』」p282

第１０巻第４号 河出書房新社 1971/04/01 296

184 一般資料 雑誌 文芸　１９７１年７月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈新刊書評〉小川国夫：評「情動としての〈肉
身の遠近法〉－阿部昭著『司令の休暇』」
p280

第１０巻第７号 河出書房新社 1971/07/01 296

3611 一般資料 雑誌 文芸　１９７１年７月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈新刊書評〉小川国夫：評「情動としての〈肉
身の遠近法〉－阿部昭著『司令の休暇』」
p280

第１０巻第７号 河出書房新社 1971/07/01 296

12394 一般資料 雑誌
文芸　１９７１年９月特大
号

寺田博　編集者／藤
枝静男　関連

〈一頁時評〉平野謙：評「藤枝静男の『怠惰
な男』」p221

第１０巻第１０
号

河出書房新社 1971/09/01 296

933 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年１月新年
特大号

寺田博　編集者／藤
枝静男　関連

〈新刊書評〉入江隆則：評「まっとうさのもた
らす感動－藤枝静男『或る年の冬　或る年
の夏』」p272

第１１巻第１号 河出書房新社 1972/04/01 328
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

875 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年１１月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

〈新刊書評〉藤枝静男：評「影絵のような人
間の運命明かす－杉浦明平『崋山探索』」
p214　小川国夫：評「戦後半死の時を生きる
父親描く－三枝和子『八月の修羅』」p218

第１１巻第１１
号

河出書房新社 1972/11/01 296

745 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年１２月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　関連

〈アンケート〉1972年の成果p236：昭和46年
11月より昭和47年10月までに発表された文
学作品のうち最良の作品と思われるもの3
篇とその理由など－「小川国夫著『試みの
岸』」選：日野啓三、加賀乙彦、高橋英夫、
平岡篤頼、武田泰淳、菅野昭正、内藤剛
介、饗庭孝男、秋山駿、田畑麦彦、森川達
也、奥野健男、田久保英夫　藤枝静男著
『愛国者たち』」選：上田三四二／〈座談会〉
秋山駿、磯田光一、川村二郎、佐伯彰一
「物語の変容－1972年の文学」（小川国夫
著『試みの岸』についての記述あり）p244／
巻末：文芸昭和46年1月号～12月号　総目
次ありp291

第１１巻第１２
号

河出書房新社 1972/12/０1 296

182 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年３月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「静南村」（150枚）p10／目次
裏に小川国夫著「海からの光」広告あり（写
真あり）

第１１巻第３号 河出書房新社 1972/03/01 296

743 一般資料 雑誌 文芸　１９７２年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

〈一頁時評〉柄谷行人：評「統合された感受
性－小川国夫著『静南村』」p205

第１１巻第４号 河出書房新社 1972/04/01 264

934 一般資料 雑誌 文芸　１９７２年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

〈一頁時評〉柄谷行人：評「統合された感受
性－小川国夫著『静南村』」p205

第１１巻第４号 河出書房新社 1972/04/01 264

5777 一般資料 雑誌
文芸　１９７２年６月号特
大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈新刊書評〉小川国夫：評「人性の不気味な
原型－古井由吉『行隠れ』」p182

第１１巻第６号 河出書房新社 1972/06/01 296
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

744 一般資料 雑誌 文芸　１９７２年８月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈新刊書評〉小川国夫：評「まっとうな素地へ
の志向－壇一雄『来る日　去る日』」p194

第１１巻第８号 河出書房新社 1972/08/01 264

161 一般資料 雑誌 文芸　１９７２年９月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載

藤枝静男：著「武井衛生二等兵の証言」p10
／〈新刊書評〉黒井千次：評「自由への傷－
小川国夫『試みの岸』」p221／奥付次ページ
広告　小川国夫著「試みの岸」（写真あり）

第１１巻第９号 河出書房新社 1972/09/01 264

3613 一般資料 雑誌 文芸　１９７２年９月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載

藤枝静男：著「武井衛生二等兵の証言」p10
／〈新刊書評〉黒井千次：評「自由への傷－
小川国夫『試みの岸』」p221／奥付次ページ
広告　小川国夫著「試みの岸」（写真あり）

第１１巻第９号 河出書房新社 1972/09/01 264

162 一般資料 雑誌
文芸　１９７３年１月新年
特大号

寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

〈新春創作特集〉藤枝静男：著「風景小説」
p124

第１２巻第１号 河出書房新社 1973/01/01 328

746 一般資料 雑誌
文芸　１９７３年１月新年
特大号

寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

〈新春創作特集〉藤枝静男：著「風景小説」
p124

第１２巻第１号 河出書房新社 1973/01/01 328

747 一般資料 雑誌
文芸　１９７３年９月特大
号

寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

〈短篇小説特集〉藤枝静男：著「盆切り」p25
第１２巻第１０
号

河出書房新社 1973/10/01 296

748 一般資料 雑誌
文芸　１９７３年９月特大
号

寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

〈短篇小説特集〉藤枝静男：著「盆切り」p25
第１２巻第１０
号

河出書房新社 1973/10/01 296
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

878 一般資料 雑誌 文芸　１９７３年１２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載

〈新刊書評〉平岡篤頼：評「〈言葉〉としての
キリスト像－小川国夫『ある聖書』」p205／
〈アンケート〉1973年の成果p230：昭和47年
11月より昭和48年10月までに発表された文
学作品のうち最良の作品と思われるもの3
篇とその理由など－「小川国夫著『或る聖
書』」選：篠田一士、上田三四二、森川達
也、奥野健男、藤枝静男p236　「藤枝静男
著『私々小説』」選：桶谷秀昭／巻末：文芸
昭和48年1月号～12月号　総目次ありp293

第１２巻第１２
号

河出書房新社 1973/12/01 296

935 一般資料 雑誌 文芸　１９７３年１２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載

〈新刊書評〉平岡篤頼：評「〈言葉〉としての
キリスト像－小川国夫『ある聖書』」p205／
〈アンケート〉1973年の成果p230：昭和47年
11月より昭和48年10月までに発表された文
学作品のうち最良の作品と思われるもの3
篇とその理由など－「小川国夫著『或る聖
書』」選：篠田一士、上田三四二、森川達
也、奥野健男、藤枝静男p236　「藤枝静男
著『私々小説』」選：桶谷秀昭／巻末：文芸
昭和48年1月号～12月号　総目次ありp293

第１２巻第１２
号

河出書房新社 1973/12/01 296

903 一般資料 雑誌
文芸　１９７３年８月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、津島佑子：対談「地縁に
ついて」p264　内容：土地と家族、愛情のか
たち、男性の原像、いかがわしさについて、
死者からのイメージ、家を恥と感じるか、小
説の視界、小説の方法

第１２巻第８号 河出書房新社 1973/08/01 296
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

5778 一般資料 雑誌
文芸　１９７３年８月特大
号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、津島佑子：対談「地縁に
ついて」p264　内容：土地と家族、愛情のか
たち、男性の原像、いかがわしさについて、
死者からのイメージ、家を恥と感じるか、小
説の視界、小説の方法

第１２巻第８号 河出書房新社 1973/08/01 296

750 一般資料 雑誌 文芸　１９７４年１１月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連

〈新刊書評〉饗庭孝男：評「『意識』と『自然』
の葛藤－小川国夫『青銅時代』」p228／表
紙：司修

第１３巻第１１
号

河出書房新社 1974/11/01 296

936 一般資料 雑誌 文芸　１９７４年２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

〈晴天乱流〉小川国夫：著「列車」p14／〈新
刊書評〉後藤明生：評「大いなる刺戟－藤枝
静男『愛国者たち』」p204／表紙：司修

第１３巻第２号 河出書房新社 1974/02/01 264

5911 一般資料 雑誌 文芸　１９７４年２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　関連

〈晴天乱流〉小川国夫：著「列車」p14／〈新
刊書評〉後藤明生：評「大いなる刺戟－藤枝
静男『愛国者たち』」p204／表紙：司修

第１３巻第２号 河出書房新社 1974/02/01 264

163 一般資料 雑誌 文芸　１９７４年４月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「異床同夢」p116／表紙：司修 第１３巻第４号 河出書房新社 1974/04/01 296

749 一般資料 雑誌 文芸　１９７４年４月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「異床同夢」p116／表紙：司修 第１３巻第４号 河出書房新社 1974/04/01 296

164 一般資料 雑誌 文芸　１９７４年６月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載

〈眼のあゆみ〉藤枝静男：著「セザンヌの色
彩－『セザンヌ展』」p224／〈対談〉藤枝静
男、阿部昭：対談「作家の姿勢」p262　内容：
文章のわかりやすさ、私小説の男らしさ女ら
しさ、男女関係についての認識、「フォニー」
について、私小説を書くことの強さと弱さ、
宗教的感情について（小川国夫についての
記述あり）、絵画と小説の長さ、批評につい
て／表紙：司修

第１３巻第６号 河出書房新社 1974/06/01 296
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文学
館資

分類
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

3551 一般資料 雑誌 文芸　１９７４年６月号
寺田博　編集者／小
川国夫　関連／藤枝
静男　収載

〈眼のあゆみ〉藤枝静男：著「セザンヌの色
彩－『セザンヌ展』」p224／〈対談〉藤枝静
男、阿部昭：対談「作家の姿勢」p262　内容：
文章のわかりやすさ、私小説の男らしさ女ら
しさ、男女関係についての認識、「フォニー」
について、私小説を書くことの強さと弱さ、
宗教的感情について（小川国夫についての
記述あり）、絵画と小説の長さ、批評につい
て／表紙：司修

第１３巻第６号 河出書房新社 1974/06/01 296

165 一般資料 雑誌
文芸　１９７５年１月新年
特大号

寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

〈新年創作特集〉藤枝静男：著「一枚の油
絵」p22

第１４巻第１号 河出書房新社 1975/01/01 328

751 一般資料 雑誌 文芸　１９７５年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

小川国夫：著「闇の力」（98枚）p76／〈読書
鼎談〉尾崎一雄著『あの日この日』・季恢成
『追放と自由』－藤枝静男、高井有一、吉田
健一p216

第１４巻第４号 河出書房新社 1975/04/01 296

904 一般資料 雑誌 文芸　１９７５年４月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

小川国夫：著「闇の力」（98枚）p76／〈読書
鼎談〉尾崎一雄著『あの日この日』・季恢成
『追放と自由』－藤枝静男、高井有一、吉田
健一p216

第１４巻第４号 河出書房新社 1975/04/01 296

752 一般資料 雑誌 文芸　１９７５年５月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

〈読書鼎談〉中村真郎『四季』、三木卓『震え
る舌』、庄野潤三『休みのあくる日』－藤枝
静男、高井有一、吉田健一p242

第１４巻第５号 河出書房新社 1975/05/01 296

166 一般資料 雑誌 文芸　１９７５年７月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「志賀直哉・天皇・中野重治」
p195

第１４巻第７号 河出書房新社 1975/07/01 264

753 一般資料 雑誌 文芸　１９７５年７月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「志賀直哉・天皇・中野重治」
p195

第１４巻第７号 河出書房新社 1975/07/01 264
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館資
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種別
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書名・資料名 著者名・作者名 内容 巻号 発行所 発行年月日
ペー
ジ数

754 一般資料 雑誌
文芸　１９７６年１月新年
特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

〈新年創作特集〉小川国夫：著「イシュア前
記」（130枚）p108／〈対談〉藤枝静男、坂上
弘：対談「文学と社会倫理」p206　内容：都
会ということ、漱石の足どりと『優しい
人々』、肉親感覚と社会倫理、社会倫理は
近所づきあい、共産主義運動とエゴイズム、
文章・文体・私小説

第１５巻第１号 河出書房新社 1976/01/01 328

905 一般資料 雑誌
文芸　１９７６年１月新年
特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載

〈新年創作特集〉小川国夫：著「イシュア前
記」（130枚）p108／〈対談〉藤枝静男、坂上
弘：対談「文学と社会倫理」p206　内容：都
会ということ、漱石の足どりと『優しい
人々』、肉親感覚と社会倫理、社会倫理は
近所づきあい、共産主義運動とエゴイズム、
文章・文体・私小説

第１５巻第１号 河出書房新社 1976/01/01 328

3553 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈読書鼎談〉瀬戸内晴美『冬の樹』、村上龍
『限りなく透明に近いブルー』－小川国夫、
三木卓、森敦p112／埴谷雄高：著「『近代文
学』の存続（2）－『影繪の時代』7」

第１５巻第１０
号

河出書房新社 1976/10/01 264

12385 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年１０月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈読書鼎談〉瀬戸内晴美『冬の樹』、村上龍
『限りなく透明に近いブルー』－小川国夫、
三木卓、森敦p112／埴谷雄高：著「『近代文
学』の存続（2）－『影繪の時代』7」

第１５巻第１０
号

河出書房新社 1976/10/01 264

907 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年１１月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈読書鼎談〉阿部昭『人生の一日』、田久保
英夫『髪の環』－小川国夫、三木卓、森敦
p234／埴谷雄高：著「『近代文学』の存続
（3）－『影繪の時代』8」

第１５巻第１１
号

河出書房新社 1976/11/01 264
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937 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年１２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈読書鼎談〉八木義徳『風祭』、高井有一『夢
の碑』－小川国夫、三木卓、森敦p222／〈武
田泰淳追悼特集〉小川国夫：著「宗教と歴史
を結ぶ道」p290／選後評：「青春の鮮烈な憂
鬱」：島尾敏雄P157／埴谷雄高著：「初期の
頃」P275巻末：文芸昭和51年1月号～12月
号　総目次ありp325

第１５巻第１２
号

河出書房新社 1976/12/01 328

5813 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年１２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈読書鼎談〉八木義徳『風祭』、高井有一『夢
の碑』－小川国夫、三木卓、森敦p222／〈武
田泰淳追悼特集〉小川国夫：著「宗教と歴史
を結ぶ道」p290／選後評：「青春の鮮烈な憂
鬱」：島尾敏雄P157／埴谷雄高著：「初期の
頃」P275巻末：文芸昭和51年1月号～12月
号　総目次ありp325

第１５巻第１２
号

河出書房新社 1976/12/01 328

906 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、中上健次：対談「暴力・
ディオニソス・語り」p230　内容：暴力につい
て、『われわれはわれわれである』、労働者
のとらえかた、反省しない人間、コロス－
フォークロアについて、キリスト教と仏教

第１５巻第２号 河出書房新社 1976/02/01 264

3552 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、中上健次：対談「暴力・
ディオニソス・語り」p230　内容：暴力につい
て、『われわれはわれわれである』、労働者
のとらえかた、反省しない人間、コロス－
フォークロアについて、キリスト教と仏教

第１５巻第２号 河出書房新社 1976/02/01 264
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5779 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年２月号
寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈対談〉小川国夫、中上健次：対談「暴力・
ディオニソス・語り」p230　内容：暴力につい
て、『われわれはわれわれである』、労働者
のとらえかた、反省しない人間、コロス－
フォークロアについて、キリスト教と仏教

第１５巻第２号 河出書房新社 1976/02/01 264

167 一般資料 雑誌 文芸　１９７６年５月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　収載

藤枝静男：著「滝とビンズル」p54／埴谷雄
高：著「政治と文学と（1）－『影繪の時代』2」

第１５巻第５号 河出書房新社 1976/05/01 264

183 一般資料 雑誌
文芸　１９７７年１月新年
特大号

寺田博　編集者／小
川国夫　収載

〈新年創作特集〉小川国夫：著「単車事故」
p116／埴谷雄高：著「『近代文学』の存続
（4）－『影繪の時代』9」

第１６巻第１号 河出書房新社 1977/01/01 328

938 一般資料 雑誌
文芸　１９７７年１１月現代
詩特集・特大号

金田太郎　編集者／
小川国夫　収載

〈晴天乱流〉小川国夫：著「名画」p12
第１６巻第１１
号

河出書房新社 1977/11/01 360

12386 一般資料 雑誌 文芸　１９７９年３月号
金田太郎　編集者／
小川国夫　収載

〈晴天乱流〉小川国夫：著「夢の大井川」p10 第１８巻第２号 河出書房新社 1979/03/01 264

908 一般資料 雑誌 文芸　１９８０年１月号
金田太郎　編集者／
小川国夫　収載

〈晴天乱流〉小川国夫：著「モロッコ・ノートの
一ページ」p18

第１９巻第１号 河出書房新社 1980/01/01 456

11293 一般資料 雑誌 文芸　１９８０年１月号
金田太郎　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「モロッコ・ノートの１ページ」
p18

第１９巻第１号 河出書房新社 1980/01/01 456

909 一般資料 雑誌 文芸　１９８０年１１月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－衆道」p130
／編集後記に小川国夫の記述ありp264

第２０巻第１１
号

河出書房新社 1981/11/01 264

910 一般資料 雑誌 文芸　１９８２年６月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－われに小
径を」p266

第２１巻第６号 河出書房新社 1982/06/01 360

12387 一般資料 雑誌 文芸　１９８２年６月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－われに小
径を」p266

第２１巻第６号 河出書房新社 1982/06/01 360

5780 一般資料 雑誌 文芸　１９８３年１１月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－静かな明る
い休息」p113

第２２巻第１１
号

河出書房新社 1983/11/01 232
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12388 一般資料 雑誌 文芸　１９８３年１１月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－静かな明る
い休息」p113

第２２巻第１１
号

河出書房新社 1983/11/01 232

12389 一般資料 雑誌 文芸　１９８３年１１月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－静かな明る
い休息」p113

第２２巻第１１
号

河出書房新社 1983/11/01 232

755 一般資料 雑誌 文芸　１９８３年９月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－貝殻のよう
に」p148

第２２巻第９号 河出書房新社 1983/09/01 232

911 一般資料 雑誌 文芸　１９８３年９月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－貝殻のよう
に」p148

第２２巻第９号 河出書房新社 1983/09/01 232

914 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年１１月号
高木有　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－船底」p174
第２３巻第１１
号

河出書房新社 1984/11/01 232

12392 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年１１月号
高木有　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－船底」p174
第２３巻第１１
号

河出書房新社 1984/11/01 232

912 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年３月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－焼津港」
p128

第２３巻第３号 河出書房新社 1984/03/01 232

6017 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年３月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－焼津港」
p128

第２３巻第３号 河出書房新社 1984/03/01 232

12390 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年３月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－焼津港」
p128

第２３巻第３号 河出書房新社 1984/03/01 232

913 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年７月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－川の便り」
p174

第２３巻第７号 河出書房新社 1984/07/01 232

12391 一般資料 雑誌 文芸　１９８４年７月号
福島紀幸　編集者／
小川国夫　収載

小川国夫：著「『ある過程』より－川の便り」
p174

第２３巻第７号 河出書房新社 1984/07/01 232

12393 一般資料 雑誌 文芸　１９８５年４月号
高木有　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「青い落葉」p84 第２４巻第４号 河出書房新社 1984/11/01 200

915 一般資料 雑誌
文芸　１９８８年　季刊秋
季号

高木有　編集者／小
川国夫　収載

小川国夫：著「舞踏団の思い出」p120 第２７巻第３号 河出書房新社 1988/08/01 359

8638 一般資料 雑誌 文芸　１９６６年３月号
寺田博　編集者／藤
枝静男　関連

北原武夫「文芸時評　作者と自我との関係」
（藤枝静男「硝酸銀」についての記述あり）
p131

第５巻第３号 河出書房 1966/03/01 264
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3524 一般資料 雑誌
文体　第11号　春季号
1980年3月

高井有一　編集人／
小川国夫　関連

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈シンポジウム〉後藤明生・坂上弘・
高井有一・古井由吉「正宗白鳥『死者生者」
ほか／目次裏：小川国夫著『血と幻』広告あ
り

第11号 平凡社 1980/03/01 384

517 一般資料 雑誌
文体　第3号　春季号
1978年3月

高井有一　編集人／
藤枝静男　収載

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈対談〉平野謙・藤枝静男：対談、中
島和夫：司会「私小説と作家の自我」p54
内容：さっｋの成長と私小説、志賀直哉にお
ける自我、傷つけ難い人間像、肉親への愛
情と評価、父子相伝の感じ方、私小説の限
界を破る、評論より小説が難解（昭和52年
12月7日）

第3号 平凡社 1978/03/01 375

719 一般資料 雑誌
文体　第3号　春季号
1978年3月

高井有一　編集人／
藤枝静男　収載

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈対談〉平野謙・藤枝静男：対談、中
島和夫：司会「私小説と作家の自我」p54
内容：作家の成長と私小説、志賀直哉にお
ける自我、傷つけ難い人間像、肉親への愛
情と評価、父子相伝の感じ方、私小説の限
界を破る、評論より小説が難解（昭和52年
12月7日）

第3号 平凡社 1978/03/01 375

518 一般資料 雑誌
文体　第4号　夏季号
1978年6月

高井有一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈小説〉藤枝静男：著「半僧坊」p118、
小川国夫：著「崖の絵」p238

第4号 平凡社 1978/06/01 391

3516 一般資料 雑誌
文体　第4号　夏季号
1978年6月

高井有一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈小説〉藤枝静男：著「半僧坊」p118、
小川国夫：著「崖の絵」p238

第4号 平凡社 1978/06/01 391
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3517 一般資料 雑誌
文体　第4号　夏季号
1978年6月

高井有一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈小説〉藤枝静男：著「半僧坊」p118、
小川国夫：著「崖の絵」p238

第4号 平凡社 1978/06/01 391

12803 一般資料 雑誌
文体　第4号　夏季号
1978年6月

高井有一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈小説〉藤枝静男：著「半僧坊」p118、
小川国夫：著「崖の絵」p238

第4号 平凡社 1978/06/01 391

14642 一般資料 雑誌
文体　第4号　夏季号
1978年6月

高井有一　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

編集：後藤明生、坂上弘、高井有一、古井
由吉／〈小説〉藤枝静男：著「半僧坊」p118、
小川国夫：著「崖の絵」p238（切り取られて
いて、ページなし）

第4号 平凡社 1978/06/01 391

4617 一般資料 雑誌
ぷりいず　創刊号　2000
年1月号

長谷川郁夫　編集・
発行人／小川国夫
収載

特集：「日本酒を愉しむ」／エッセイ「父の
酒」：堀口すみれ子（堀口大学）、吉田暁子
（吉田健一）、阿川佐和子（阿川弘之）、立原
潮（立原正秋）　P28-31／小川国夫「私の散
歩術」P110-111／P107に真鶴町立中川一
政美術館の紹介あり

グローブプレス 2000/01/01 112

9599 一般資料 雑誌
ぷりいず　創刊号　2000
年1月号

長谷川郁夫　編集・
発行人／小川国夫
関連

特集：「日本酒を愉しむ」／エッセイ「父の
酒」：堀口すみれ子（堀口大学）、吉田暁子
（吉田健一）、阿川佐和子（阿川弘之）、立原
潮（立原正秋）　P28-31／小川国夫「私の散
歩術」P110-111／P107に真鶴町立中川一
政美術館の紹介あり

第1号 グローブプレス 2000/01/01 112
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14284 一般資料 雑誌
ぷりいず　創刊号　2000
年1月号

長谷川郁夫　編集・
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集：「日本酒を愉しむ」／エッセイ「父の
酒」：堀口すみれ子（堀口大学）、吉田暁子
（吉田健一）、阿川佐和子（阿川弘之）、立原
潮（立原正秋）　P28-31／小川国夫「私の散
歩術」P110-111／P107に真鶴町立中川一
政美術館の紹介あり

グローブプレス 2000/01/01 112

14285 一般資料 雑誌
ぷりいず　創刊号　2000
年1月号

長谷川郁夫　編集・
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集：「日本酒を愉しむ」／エッセイ「父の
酒」：堀口すみれ子（堀口大学）、吉田暁子
（吉田健一）、阿川佐和子（阿川弘之）、立原
潮（立原正秋）　P28-31／小川国夫「私の散
歩術」P110-111／P107に真鶴町立中川一
政美術館の紹介あり

グローブプレス 2000/01/01 112

14286 一般資料 雑誌
ぷりいず　創刊号　2000
年1月号

長谷川郁夫　編集・
発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

特集：「日本酒を愉しむ」／エッセイ「父の
酒」：堀口すみれ子（堀口大学）、吉田暁子
（吉田健一）、阿川佐和子（阿川弘之）、立原
潮（立原正秋）　P28-31／小川国夫「私の散
歩術」P110-111／P107に真鶴町立中川一
政美術館の紹介あり

グローブプレス 2000/01/01 112

16846 一般資料 雑誌 プリントアート　第22号
魚津章夫　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

版画専門誌／連載《現代の版画家》3　「小
林ドンゲの呪縛」小川国夫p16

第22号 プリントアートセンター 1975/10/01 38

16847 一般資料 雑誌 プリントアート　第22号
魚津章夫　編集・発
行人／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

版画専門誌／連載《現代の版画家》3　「小
林ドンゲの呪縛」小川国夫p16

第22号 プリントアートセンター 1975/10/01 38

5785 一般資料 雑誌
PLAYBOY　日本版　第48
号　1979年6月号

池孝晃　編集人／小
川国夫　収載

小川国夫：著「カサブランカの不良」p94 第5巻第6号 集英社 1979/06/01 279

7508 一般資料 雑誌
PLAYBOY　日本版　第48
号　1979年6月号

池孝晃　編／小川国
夫　収載

小川国夫著：「カサブランカの不良」（P94） 集英社 1979/06/01 279
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14313 一般資料 雑誌
PLAYBOY　日本版　第48
号　1979年6月号

池孝晃　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

小川国夫：著「カサブランカの不良」p94 第5巻第6号 集英社 1979/06/01 279

5784 一般資料 雑誌
PLAYBOY　日本版　第4
号　1975年10月号

岡田朴　編集人／小
川国夫　関連

【BOOKS】書評－小川国夫著『流域』p27（写
真あり）

第1巻第4号 集英社 1975/10/01 228

14288 一般資料 雑誌
BEST　BOOK　1997年11
月号

住友生命保険相互会
社営業支援課　発行
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫『昼行燈ノート』－「文士の
日常には孤高の温もりが感じられる」（著者
からのメッセージあり「考えながら歩く」）p22

第12巻　通巻
143号

住友生命保険相互会
社営業支援課

1997/11/01 58

18307 一般資料 雑誌
BEST　BOOK　1997年11
月号

住友生命保険相互会
社営業支援課　発行
／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

〈書評〉小川国夫『昼行燈ノート』－「文士の
日常には孤高の温もりが感じられる」（著者
からのメッセージあり「考えながら歩く」）p22

第12巻　通巻
143号

住友生命保険相互会
社営業支援課

1997/11/01 58

206 一般資料 雑誌 別冊家庭画報　秋の七草
鈴木勤　発行／藤枝
静男　研究

別冊　家庭画報／茶花暦シリーズ　六 世界文化社 1985/10/01 151

14651 一般資料 雑誌
別冊新評　「澁澤龍彦の
世界」1973年　AUTUMN

西野孝男　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

澁澤龍彦の世界〈全特集〉／【澁澤龍彦・作
品へのアンケート】「外国文学になじませる
訳文と文章」小川国夫p194

第6巻第5号
通巻第26号

新評社 1973/10/10 272

5660 一般資料 雑誌
別冊太陽　日本のこころ
102　古書遊覧　1998年
夏　SUMMER

高橋洋二　編集人／
小川国夫　関連

珍本・奇書・稀覯本・卜本　構成：米沢嘉博
／古書の王道－限定本、文芸初版本、豆本
解説：半澤正時　「静岡豆本（藤枝）」豆本館
p29、小川国夫：著『先生の下宿』（にいがた
豆本　第2冊）p32／限定本、探偵小説・推理
小説、時代小説、マンガ、奇想科学小説、Ｓ
Ｆ、発禁本、トンデモ本、雑書、サブカル
チャー　ほか

第102号 平凡社 1998/07/25 155

17913 一般資料 雑誌
別冊太陽　日本のこころ6
近代文学百人　No.11
SUMMER 1975

馬場一郎　編集人・
発行人／小川国夫
蔵書

坪内逍遙、二葉亭四迷、尾崎紅葉、幸田露
伴、樋口一葉、永井荷風、志賀直哉、萩原
朔太郎　ほか／選：稲垣達郎・瀬沼茂樹

平凡社 1975/06/25 196
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17950 一般資料 雑誌
別冊太陽　日本のこころ8
平家物語絵巻　No.8
WINTER 1975

馬場一郎　編集人・
発行人／小川国夫
蔵書

平家物語の世界 平凡社 1975/11/25 196

1115 一般資料 雑誌 別冊文芸春秋　第205号
高橋一清　編集人／
藤枝静男　関連

桶谷秀昭：著「燃えつきた藤枝静男」p29 第２０５号 文藝春秋 1993/10/01 494

1116 一般資料 雑誌 別冊文芸春秋　第208号
重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

中野孝次：著「藤枝静男の生き方」p354 第２０８号 文藝春秋 1994/07/01 494

2083 一般資料 雑誌 別冊文芸春秋　第208号
重松卓　編集人／藤
枝静男　関連

中野孝次：著「藤枝静男の生き方」p354 第２０８号 文藝春秋 1994/07/01 494

16906 一般資料 雑誌
北方文芸　第50号　1972
年3月号

小笠原克　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

50号紀念特別号／特集　文学の風土性－
「北方文芸」第50号への言葉　小川国夫p11
（切り取られていてページなし）

第50号 北方文芸社 1972/03/01 176

16450 一般資料 雑誌
本　読書人の雑誌　No.3
1976年6月号

天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【私の読書】「小さな村」小川国夫p35 第1巻第3号 講談社 1976/06/10 64

16451 一般資料 雑誌
本　読書人の雑誌　No.3
1976年6月号

天野敬子　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【私の読書】「小さな村」小川国夫p35 第1巻第3号 講談社 1976/06/10 64

2724 一般資料 雑誌
本　読書人の雑誌　1995
年1月号

不明　／小川国夫
収載

小川国夫：著「蜃気楼の中へ」p6／今月の
執筆者：小川国夫p68（略歴あり）／表紙：安
野光雅

第20巻第1号
通巻222号

講談社 1995/01/01 80

2725 一般資料 雑誌
本　読書人の雑誌　1995
年1月号

不明　／小川国夫
収載

小川国夫：著「蜃気楼の中へ」p6／今月の
執筆者：小川国夫p68（略歴あり）／表紙：安
野光雅

第20巻第1号
通巻222号

講談社 1995/01/01 80

12811 一般資料 雑誌
本　読書人の雑誌　1995
年1月号

不明　／小川国夫
収載

小川国夫：著「蜃気楼の中へ」p6／今月の
執筆者：小川国夫p68（略歴あり）／表紙：安
野光雅

第20巻第1号
通巻222号

講談社 1995/01/01 80

16452 一般資料 雑誌
本　読書人の雑誌　1995
年1月号

堀越雅晴　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「蜃気楼の中へ」p6／今月の
執筆者：小川国夫p68（略歴あり）／表紙：安
野光雅

第20巻第1号
通巻222号

講談社 1995/01/01 80
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16453 一般資料 雑誌
本　読書人の雑誌　1995
年1月号

堀越雅晴　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「蜃気楼の中へ」p6／今月の
執筆者：小川国夫p68（略歴あり）／表紙：安
野光雅

第20巻第1号
通巻222号

講談社 1995/01/01 80

5923 一般資料 雑誌 本の話　平成9年6月号
村上和宏　編集人／
小川国夫　関連

足立則夫著「昼行燈先生、小川国夫」p76 文芸春秋 1997/06/01 96

12814 一般資料 雑誌 本の話　平成9年6月号
村上和宏　編集人／
小川国夫　関連

足立則夫著「昼行燈先生、小川国夫」p76 文芸春秋 1997/06/01 96

16454 一般資料 雑誌 本の話　平成9年6月号
村上和宏　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

足立則夫著「昼行燈先生、小川国夫」p76
第3巻第6号
通巻第24号

文芸春秋 1997/06/01 96

4560 一般資料 雑誌 本の話　平成11年5月号
薬師迪夫　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：著「よみがえる天草」p2 文芸春秋 1999/05/01 96

12815 一般資料 雑誌 本の話　平成11年5月号
薬師迪夫　編集人／
小川国夫　収載

小川国夫：著「よみがえる天草」p2 文芸春秋 1999/05/01 96

16455 一般資料 雑誌 本の話　平成11年5月号
薬師迪夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小川国夫：著「よみがえる天草」p2 文芸春秋 1999/05/01 96

7512 一般資料 雑誌 本の本　1975年12月号
青山礼志　編／小川
国夫　関連

書評：西岡武領：「アポロンの島」小川国夫
著（P66）

ボナンザ

16449 一般資料 雑誌 本の本　1975年12月号
青山礼志　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

書評：西岡武領：「アポロンの島」小川国夫
著（P66）

ボナンザ 1975/12/01 140

14666 一般資料 雑誌
翻訳の世界　1980年8月
号

杉浦洋一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集：現代アメリカ文学の発見－H.ミラー、
W.フォークナー、E.ヘミングウェイ　ほか／
【私の訳した本】波頭としての人間、その言
葉－『遙かな海亀の島』訳：小川国夫p11

第5巻第8号
通巻47号

日本翻訳家養成セン
ター

1980/08/01 134

14662 一般資料 雑誌 望星　1990年9月号
園田靖彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈講演から〉「遠い海の記憶－文学者たちの
海」小川国夫p74

東海教育研究所 1990/09/01 114
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14663 一般資料 雑誌 望星　1990年9月号
園田靖彦　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈講演から〉「遠い海の記憶－文学者たちの
海」小川国夫p74

東海教育研究所 1990/09/01 114

1434 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

2160 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

5533 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編／小川
国夫　収載

小沢書店月報　創刊号／特集：小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫（P2）／高橋英夫・大久保喬樹・島尾ミ
ホ著「小川国夫さんと島尾敏雄」・吉本隆
明・池内紀・四方田犬彦・木崎さと子・中沢
けい・司修・丹羽正著「アポロンの島　私家
版が出るまで」・小川国夫略年譜

小沢書店 1991/09/10 48
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8472 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編／小川
国夫　収載

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

小沢書店 1991/09/10 48

8473 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

小沢書店 1991/09/10 48

8474 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

小沢書店 1991/09/10 48

12807 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48
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12808 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

16501 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

16502 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

16503 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48
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16504 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

16505 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

16506 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1－1　創刊
号　1991年9月10日

大野陽子　編集者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

小沢書店月報　創刊号／特集　小川国夫／
対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川
国夫／高橋英夫、大久保喬樹、島尾ミホ
「小川国夫さんと島尾敏雄」、吉本隆明、池
内紀、四方田犬彦、木崎さと子、中沢けい、
司修、丹羽正「アポロンの島　私家版が出る
まで」、小川国夫略年譜

第1号 小沢書店 1991/09/10 48

1435 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1-2　第2号
1991年11月12日

大野陽子　編集者／
小川国夫　関連

小沢書店月報／特集　篠田一士/小川国夫
文学展広告

第2号 小沢書店 1991/11/12 48

8475 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.1-2　第2号
1991年11月12日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報／特集　篠田一士/小川国夫
文学展広告

第2号 小沢書店 1991/11/12 48

8476 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-1　第3号
1992年1月2日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報／特集　富士川英郎／小川
国夫著作広告

第３号 小沢書店 1992/01/02 48
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12809 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-1　第3号
1992年1月2日

大野陽子　編集者／
小川国夫　関連

小沢書店月報／特集　富士川英郎／小川
国夫著作広告

第3号 小沢書店 1992/01/02 48

1436 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-3　第5年
1992年5月6日

大野陽子　編集者／
小川国夫　関連

小沢書店月報／特集　吉田一穂／小川国
夫著作広告

第5号 小沢書店 1992/05/06 48

8478 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-3　第5号
1992年5月6日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報／特集　吉田一穂／小川国
夫著作広告

第５号 小沢書店 1992/05/06 48

1437 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-4　第6号
1992年7月8日

大野陽子　編集者／
小川国夫　関連

小沢書店月報／特集　柴田宵曲／小川国
夫文学展広告

第6号 小沢書店 1992/07/08 48

8479 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-4　第6号
1992年7月8日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報／特集　柴田宵曲／小川国
夫文学展広告

第６号 小沢書店 1992/07/08 48

1439 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-6　1992
年11月12日

大野陽子　編集者／
小川国夫　関連

小沢書店月報／1993年小沢書店図書目録
／司修「ぼくのドラッグ」p54：小川国夫に関
する記述あり／小川国夫全集広告

小沢書店 1992/11/12 88

8481 一般資料 雑誌
Poetica　VOL.2-6　1992
年11月12日

大野陽子　編／小川
国夫　関連

小沢書店月報／1993年小沢書店図書目録
／司修「ぼくのドラッグ」p54：小川国夫に関
する記述あり／小川国夫全集広告

第８号 小沢書店 1992/11/12 88

6019 一般資料 雑誌
ポリタイア　第11号　1971
年夏

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「『吉行理恵詩集』に寄せて」
p103

第4巻第2号 近畿大学出版部 1971/07/15 170

14645 一般資料 雑誌
ポリタイア　第11号　1971
年夏

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

小川国夫：著「『吉行理恵詩集』に寄せて」
p103

第4巻第2号 近畿大学出版部 1971/07/15 170

1488 一般資料 雑誌
ポリタイア　第2号　昭和
43年4月

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「サラゴサ」p151 第1巻第2号 近畿大学出版部 1968/04/10 310

4427 一般資料 雑誌
ポリタイア　第2号　昭和
43年4月

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「サラゴサ」p151 第1巻第2号 近畿大学出版部 1968/04/10 310
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1399 一般資料 雑誌
ポリタイア　第3号　夏季
号　昭和43年7月

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

わが愛誦吟－百七氏御回答　小川国夫：
ジュール・シュペルヴィエル・芭蕉・ギリシャ
抒情詩・平家物語などp134、藤枝静男：本
多秋五「奈良での運座」p143／久保輝巳：
評「藤枝静男著：『空気頭』読後感－一図書
館員のブック・レビュー風に」p156

第1巻第3号 近畿大学出版部 1968/07/15 238

5586 一般資料 雑誌
ポリタイア　第3号　夏季
号　昭和43年7月

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

わが愛誦吟－百七氏御回答　小川国夫：
ジュール・シュペルヴィエル・芭蕉・ギリシャ
抒情詩・平家物語などp134、藤枝静男：本
多秋五「奈良での運座」p143／久保輝巳：
評「藤枝静男著：『空気頭』読後感－一図書
館員のブック・レビュー風に」p156

第1巻第3号 近畿大学出版部 1968/7/15 238

4454 一般資料 雑誌
ポリタイア　第6号　1969
年秋

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載

季刊文芸雑誌『ポリタイア』／小川国夫：著
「マグレブ急送」p114

第6号 近畿大学出版部 1969/09/15 180

5587 一般資料 雑誌
ポリタイア　第6号　1969
年秋

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「マグレブ急送」p114 近畿大学出版部 1969/9/15 180

6646 一般資料 雑誌
ポリタイア　第6号　1969
年秋

檀一雄　編集兼発行
人／小川国夫　収載

小川国夫：著「マグレブ急送」P114 第6号 近畿大学出版部 1996/09/15 180

18010 一般資料 雑誌
ポリフォーン　Vol.13
1993

サントリー音楽財団
編集／小川国夫　蔵
書

特集　扉をあける人《柴田南雄》
ティービーエス・ブリタ
ニカ

1993/12/25 219

14713 一般資料 雑誌
毎日グラフ　デラックス
1977年8月21日号

小島茂　編集長／小
川国夫　蔵書

【人】現代豆本館館長－小笠原淳p38 通巻2812号 朝日新聞社 1977/07/01 90

14259 一般資料 雑誌 マダム　1980年10月号
中川五郎　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【古典再入門10】『能への誘い－「江口」に
見る中世仏教観と遊女たち』小川国夫p238

通巻197号 鎌倉書房 1980/10/01 378

8456 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号<BR>

婦人文学講座　編／
小川国夫　対談

小川国夫特集p2～p114／対談「静岡、運命
と愛の土地」小川国夫・高杉一郎

１０号 婦人文学講座 1995/07/07 163
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8457 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号<BR>

婦人文学講座　編／
小川国夫　対談

小川国夫特集p2～p114／対談「静岡、運命
と愛の土地」小川国夫・高杉一郎

１０号 婦人文学講座 1995/07/07 163

8458 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号<BR>

婦人文学講座　編／
小川国夫　対談

小川国夫特集p2～p114／対談「静岡、運命
と愛の土地」小川国夫・高杉一郎

１０号 婦人文学講座 1995/07/07 163

10803 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号<BR>

婦人文学講座　編／
小川国夫　対談

小川国夫特集p2～p114／対談「静岡、運命
と愛の土地」小川国夫・高杉一郎

10号 婦人文学講座 1995/07/07 163

12816 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連

小川国夫特集p2～p114：藤枝静男について
の記述あり／対談「静岡、運命と愛の土地」
小川国夫・高杉一郎

婦人文学講座 1995/07/07 163

12817 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連

小川国夫特集p2～p114：藤枝静男について
の記述あり／対談「静岡、運命と愛の土地」
小川国夫・高杉一郎

婦人文学講座 1995/07/07 163

12818 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連

小川国夫特集p2～p114：藤枝静男について
の記述あり／対談「静岡、運命と愛の土地」
小川国夫・高杉一郎

婦人文学講座 1995/07/07 163

12819 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連

小川国夫特集p2～p114：藤枝静男について
の記述あり／対談「静岡、運命と愛の土地」
小川国夫・高杉一郎

婦人文学講座 1995/07/07 163

12820 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連

小川国夫特集p2～p114：藤枝静男について
の記述あり／対談「静岡、運命と愛の土地」
小川国夫・高杉一郎

婦人文学講座 1995/07/07 163

12821 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連

小川国夫特集p2～p114：藤枝静男について
の記述あり／対談「静岡、運命と愛の土地」
小川国夫・高杉一郎

婦人文学講座 1995/07/07 163

12822 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／藤枝静男　関
連

小川国夫特集p2～p114：藤枝静男について
の記述あり／対談「静岡、運命と愛の土地」
小川国夫・高杉一郎

婦人文学講座 1995/07/07 163
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16648 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
対談／小川国夫　蔵
書

小川国夫特集p2～p114／対談「静岡、運命
と愛の土地」小川国夫・高杉一郎

10号 婦人文学講座 1995/07/07 163

16649 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
対談／小川国夫　蔵
書

小川国夫特集p2～p114／対談「静岡、運命
と愛の土地」小川国夫・高杉一郎

10号 婦人文学講座 1995/07/07 163

16650 一般資料 雑誌
窓　10号　婦人文学講座
30周年記念号

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
対談／小川国夫　蔵
書

小川国夫特集p2～p114／対談「静岡、運命
と愛の土地」小川国夫・高杉一郎

10号 婦人文学講座 1995/07/07 163

848 一般資料 雑誌 窓　第2号　1973年
婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載

1.特別寄稿　小川国夫：著「担当者の不安」
p12／昭和47年度婦人文学講座講義一覧
外国文学その他－講師：小川国夫p79

婦人文学講座 1973/02/15 82

16645 一般資料 雑誌 窓　第2号　1973年

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

1.特別寄稿　小川国夫：著「担当者の不安」
p12／昭和47年度婦人文学講座講義一覧
外国文学その他－講師：小川国夫p79

2号 婦人文学講座 1973/02/15 82

16646 一般資料 雑誌 窓　第3号　1974年

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

文学鼎談　48年度　出席者：小川国夫、岡
田英雄、山下太郎p42／【記録ノートより】小
川国夫の文学の周辺について　高嶋健一
先生講義　11月9日

3号 婦人文学講座 1974/03/08 52

16647 一般資料 雑誌 窓　第5号　1976年

婦人文学講座　編
集・発行／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

「白い息」小川国夫p16 5号 婦人文学講座 1976/06/05 55

16634 一般資料 雑誌 水甕　昭和55年11月号
熊谷武至　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

講演〈水甕全国大会〉「永遠について」小川
国夫p9

第67巻第11号 水甕社 1980/11/01 162

16635 一般資料 雑誌 水甕　昭和55年11月号
熊谷武至　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

講演〈水甕全国大会〉「永遠について」小川
国夫p9

第67巻第11号 水甕社 1980/11/01 162
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16636 一般資料 雑誌 水甕　昭和63年9月号
高嶋健一　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「小川国夫に聞く－表現について」小川国
夫、高嶋健一p10（内容：梶井基次郎、結核
体験、静岡の風土、歩くこと、時間につい
て、寂しき努力、少し牙を出して、上手と下
手、闇の力：昭和63年6月　藤枝）

第75巻第9号 水甕社 1988/09/01 176

865 一般資料 雑誌
三田文学　昭和43年3月
号

遠藤周作　編集長／
小川国夫　収載

特集：阿部公房／小川国夫：著「大亀のい
た海岸」p92

第55巻第3号 三田文学会 1968/03/01 102

4892 一般資料 雑誌
三田文学　昭和43年3月
号

遠藤周作　編集長／
小川国夫　収載

特集：阿部公房／小川国夫：著「大亀のい
た海岸」p92

第55巻第3号 三田文学会 1968/03/01 102

5751 一般資料 雑誌
三田文学　昭和43年3月
号

遠藤周作　編集長／
小川国夫　収載

特集：阿部公房／小川国夫：著「大亀のい
た海岸」p92

第55巻第3号 三田文学会 1968/03/01 102

5750 一般資料 雑誌
三田文学　昭和45年11月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　収載

〈対談〉小川国夫・真継伸彦「文学における
『神』の問題」p5　内容：私がうたれた言葉、
小川国夫の小説の安定感、Ｔ・Ｓ・エリオット
と小川国夫、「空」の形而上学、釈尊とキリ
スト、真継伸彦における仏教、埴谷雄高と武
田泰淳（目次はあるが、p28まで欠）

第57巻第11号 三田文学会 1970/11/01 96

14216 一般資料 雑誌
三田文学　昭和45年11月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈対談〉小川国夫・真継伸彦「文学における
『神』の問題」p5　内容：私がうたれた言葉、
小川国夫の小説の安定感、Ｔ・Ｓ・エリオット
と小川国夫、「空」の形而上学、釈尊とキリ
スト、真継伸彦における仏教、埴谷雄高と武
田泰淳

第57巻第11号 三田文学会 1970/11/01 96
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866 一般資料 雑誌
三田文学　昭和47年8月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　収載

〈対談〉小川国夫・阿部昭「怒る・赦す・裁く
－原体験のウラ・オモテ」p5　内容：原体験
からの乖離、環境憎悪－憎むことを教える
文学、文体にドラマがある、『街道筋』の作
家、怒らなくなった阿部昭氏、形而上学的や
くざ、ディテールが小説を生かす

第59巻第8号 三田文学会 1972/08/01 112

14217 一般資料 雑誌
三田文学　昭和47年8月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈対談〉小川国夫・阿部昭「怒る・赦す・裁く
－原体験のウラ・オモテ」p5　内容：原体験
からの乖離、環境憎悪－憎むことを教える
文学、文体にドラマがある、『街道筋』の作
家、怒らなくなった阿部昭氏、形而上学的や
くざ、ディテールが小説を生かす

第59巻第8号 三田文学会 1972/08/01 112

14218 一般資料 雑誌
三田文学　昭和48年6月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「感性のゆくえ－志賀直哉・小川国夫」利沢
行夫p68

第60巻第6号 三田文学会 1973/06/01 112

19434 一般資料 雑誌
三田文学　昭和48年6月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　関連

「感性のゆくえ－志賀直哉・小川国夫」利沢
行夫p68

第60巻第6号 三田文学会 1973/06/01 112

5582 一般資料 雑誌 三田文学　1973年9月号
遠藤周作　編／小川
国夫　関連

武田友寿著：キリスト者作家の問題（3）ー小
川国夫と森内俊男（P40）

三田文学会 1973/09/01 112

4561 一般資料 雑誌
三田文学　昭和49年10月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　収載

〈特別企画〉現代文学のフロンティアNO.4－
小川国夫p6　インタヴュアー：田中淳一　内
容：内的契機－ヨーロッパ旅行、「意味づけ」
のない描写、書く「主体」、断片と全体志向、
小説のなかの「不在者」、「ひとつの状態を
書きたい」

第61巻第10号 三田文学会 1974/10/01 112
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867 一般資料 雑誌
三田文学　昭和49年11月
号

遠藤周作　編集人／
藤枝静男　収載

〈特別企画〉現代文学のフロンティアNO.5－
藤枝静男p6　インタヴュアー：立仙順朗　内
容：外国でみるもの、ダダイズムと『空気
頭』、人におしつけることを嫌う、自己小説に
ついて－『別れる理由』、確かなことだけ書
く、小説は余技か、私小説批判への批判
（昭和49年9月9日・藤枝氏宅にて収録）

第61巻第11号 三田文学会 1974/10/1 112

12823 一般資料 雑誌
三田文学　昭和49年2月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　関連

【パースペクティブ'74・1】菅野昭正著「原初
の画像－『或る聖書』をめぐって」p38

第61巻第2号 三田文学会 1974/02/01 112

14219 一般資料 雑誌
三田文学　昭和49年2月
号

遠藤周作　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

【パースペクティブ'74】「原初の画像－『或る
聖書』をめぐって」菅野昭正p38

第61巻第2号 三田文学会 1974/02/01 112

14220 一般資料 雑誌 三田文学　1975年10月号
遠藤周作　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「シラクサ行の事情」小川国夫p24 第62巻第10号 三田文学会 1975/10/01 112

14221 一般資料 雑誌 三田文学　1975年10月号
遠藤周作　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「シラクサ行の事情」小川国夫p24 第62巻第10号 三田文学会 1975/10/01 112

14222 一般資料 雑誌 三田文学　1976年6月号
遠藤周作　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

【戦後の文学を語る　第5回】島尾敏雄「関
係への怖れ－私小説への興味」インタビュ
アー：岩松研吉郎（私の選んだベスト－埴谷
雄高／武田泰淳／大岡昇平・レイテ戦記／
小川国夫・アポロンの島）p6

第63巻第6号 三田文学会 1976/06/01 112

1489 一般資料 雑誌
三田文学　NO.3　秋季号
1985年11月

高橋昌男　編集人／
小川国夫　収載

〈随想〉小川国夫：著「眼の苦しみ、眼の喜
び」p108

第64巻第3号 三田文学会 1985/11/01 212

14223 一般資料 雑誌
三田文学　No.3　1985年
秋季号

高橋昌男　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

季刊／随想「眼の苦しみ、眼の喜び」小川
国夫p108

第64巻第3号 三田文学会 1985/11/01 212
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12824 一般資料 雑誌
三田文学　NO.43　秋季
号　1995年11月

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈随筆〉小川国夫：著「震え」p12 第74巻43号 三田文学会 1995/00/00 304

2798 一般資料 雑誌
三田文学　NO.43　秋季
号　1995年11月

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載

〈随筆〉小川国夫：著「震え」p12 第74巻43号 三田文学会 1995/11/01 304

2799 一般資料 雑誌
三田文学　NO.43　秋季
号　1995年11月

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載

〈随筆〉小川国夫：著「震え」p12 第74巻43号 三田文学会 1995/11/01 304

14224 一般資料 雑誌
三田文学　No.43　1995年
秋季号

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

季刊／随想「震え」小川国夫p12 第74巻第43号 三田文学会 1995/11/01 304

14225 一般資料 雑誌
三田文学　No.43　1995年
秋季号

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

季刊／随想「震え」小川国夫p12 第74巻第43号 三田文学会 1995/11/01 304

14226 一般資料 雑誌
三田文学　No.43　1995年
秋季号

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

季刊／随想「震え」小川国夫p12 第74巻第43号 三田文学会 1995/11/01 304

14227 一般資料 雑誌
三田文学　No.43　1995年
秋季号

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

季刊／随想「震え」小川国夫p12 第74巻第43号 三田文学会 1995/11/01 304

14228 一般資料 雑誌
三田文学　No.43　1995年
秋季号

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

季刊／随想「震え」小川国夫p12 第74巻第43号 三田文学会 1995/11/01 304

14229 一般資料 雑誌
三田文学　No.43　1995年
秋季号

古屋健三　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

季刊／随想「震え」小川国夫p12 第74巻第43号 三田文学会 1995/11/01 304

4775 一般資料 雑誌
三田文学　第56号　冬季
号　1999年2月

加藤宗哉　編／小川
国夫　関連

〈座談会〉佐藤洋二郎・立松和平・中沢け
い・古屋健三　「内向の世代の後はなにか」
p166に小川国夫についての記述あり

№56 三田文学会 1999/02/01 220
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14230 一般資料 雑誌
三田文学　No.58　1999年
夏季号

加藤宗哉　編集人／
小川国夫　収載／藤
枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

季刊／志賀直哉再考　【鼎談】「放蕩息子の
帰還－志賀直哉の罪をめぐって」小川国
夫、中沢けい、佐伯一麦p10（藤枝静男につ
いての記述あり）

第78巻第58号 三田文学会 1999/08/01 304

4706 一般資料 雑誌
三田文学　NO.62　夏季
号　2000年8月

加藤宗哉　編集人／
藤枝静男　関連

特別座談会「三田文学名作選」のこと：高山
鉄男・坂本忠雄〔ほか〕の中に藤枝静男につ
いての記述あり（P80）

第79巻62号 三田文学会 2000/08/01 284

7096 一般資料 雑誌
三田文学　NO.62　夏季
号　2000年8月

加藤宗哉　編／藤枝
静男　関連

特別座談会「三田文学名作選」のこと：高山
鉄男・坂本忠雄〔ほか〕の中に藤枝静男につ
いての記述あり（P80）

№62 三田文学会 2000/08/01 284

7104 一般資料 雑誌
三田文学　NO.70　夏季
号　2002年8月

藤枝静男　関連／小
川国夫　関連／加藤
宗哉　編集人

青木鐡夫著：「名前考」の中に藤枝静男につ
いての記述あり（P135）　藤枝静男墓前祭の
名称は小川国夫の発案により「雄老忌」と決
まる

№70 三田文学会 2002/08/01 260

6999 一般資料 雑誌
三田文学　NO.72　冬季
号　2003年2月

加藤宗哉　編／小川
国夫　収載

特別企画：「私の文学」小川国夫：聞き手：
田中和生（P6）／小川国夫論：「夢想のカテ
ドラルの彫刻群像」神谷光信（P34）・「風の
町のエロティシズム」加地慶子（P44）／編集
後記に西沢貴子作「O先生象」油絵写真あり

№72 三田文学会 2003/02/01 244

7000 一般資料 雑誌
三田文学　NO.72　冬季
号　2003年2月

加藤宗哉　編／小川
国夫　収載

特別企画：「私の文学」小川国夫：聞き手：
田中和生（P6）／小川国夫論：「夢想のカテ
ドラルの彫刻群像」神谷光信（P34）・「風の
町のエロティシズム」加地慶子（P44）

№72 三田文学会 2003/02/01 244
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8677 一般資料 雑誌
三田文学　NO.72　冬季
号　2003年2月

加藤宗哉　編集人／
小川国夫　収載

特別企画：「私の文学」小川国夫：聞き手：
田中和生（P6）／小川国夫論：「夢想のカテ
ドラルの彫刻群像」神谷光信（P34）・「風の
町のエロティシズム」加地慶子（P44）／編集
後記に西沢貴子作「O先生象」油絵写真あり

第82巻第72号 三田文学会 2003/02/01 244

9794 一般資料 雑誌
三田文学　NO.86　夏季
号　2006年8月

加藤宗哉　編／小川
国夫　関連

福田はるか「小川国夫『ヨレハ記』における
メッセージ　―キトーラ譚（サーガ）の中か
ら」P150-165

No.86 三田文学会 2006/08/01 248

10908 一般資料 雑誌
三田文学　NO.110　2012
年夏季号

西沢貴子　収載／加
藤宗哉　編／小川国
夫　関連

西沢貴子「ルカの一節」、挿絵／宮内聡「ア
ポロ屋」／安藤智子「ドブ板トランジット」／
長谷川萌「切り取る」／比留間千稲「迷夢」
ほか

第91巻第110
号

三田文学会 2012/08/01 190

19562 一般資料 雑誌
三田文学　NO.64　冬季
号　2001年2月号

加藤宗哉　編／小川
国夫　関連

車谷長吉「読むことと書くこと－文学の基本
－」P94　（文中に小川国夫の名が登場）

代80巻第64号 三田文學会 2001/02/01 272

19561 一般資料 雑誌
三田文学　No.58　1999年
夏季号

加藤宗哉　編／小川
国夫　収載／藤枝静
男　関連

季刊／志賀直哉再考　【鼎談】「放蕩息子の
帰還－志賀直哉の罪をめぐって」小川国
夫、中沢けい、佐伯一麦p10（藤枝静男につ
いての記述あり）

第78巻第58号 三田文学会 1999/08/01 304

4701 一般資料 雑誌 三田文学名作選
加藤宗哉　編／藤枝
静男　収載

5月臨時増刊／三田文学創刊90年／藤枝
静男著：「二つの短篇」（P269）

三田文学会 2000/05/15 640

7095 一般資料 雑誌 三田文学名作選
加藤宗哉　編／藤枝
静男　収載

5月臨時増刊／三田文学創刊90年／藤枝
静男著：「二つの短篇」（P269）

三田文学会 2000/05/15 640

7544 一般資料 雑誌 みづえ　1982年　秋号
雲野良平　編／藤枝
静男　収載

美術雑誌／藤枝静男著：「眼の散歩　芹沢
銈介美術館」同美術館の紹介文掲載
（P106）

第３９巻第５号 美術出版社 1982/09/25 134

16475 一般資料 雑誌
未来　No.290　1990年11
月号

石田百合　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「雨颱風と濱名湖会(1）」埴谷雄高p1（小川
国夫が幹事を務めた「濱名湖会」の折の颱
風の顛末）

290号 未来社 1990/11/01 34
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16476 一般資料 雑誌
未来　No.290　1990年11
月号

石田百合　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「雨颱風と濱名湖会(1）」埴谷雄高p1（小川
国夫が幹事を務めた「濱名湖会」の折の颱
風の顛末）

290号 未来社 1990/11/01 34

16477 一般資料 雑誌
未来　No.291　1990年12
月号

石田百合　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「雨颱風と濱名湖会(2）」埴谷雄高p1（小川
国夫が幹事を務めた「濱名湖会」の折の颱
風の顛末）

291号 未来社 1990/12/01 34

16478 一般資料 雑誌
未来　No.292　1991年1月
号

石田百合　編集人／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「雨颱風と濱名湖会(3）」埴谷雄高p1（小川
国夫が幹事を務めた「濱名湖会」の折の颱
風の顛末）

292号 未来社 1991/01/01 34

13560 一般資料 雑誌
月刊　むるぶ　2010年2月
号

月刊むるぶ編集部
発行／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連
／加藤まさを　関連

毎月25日発行・発行部数：41400部／藤枝
文学散歩－藤枝宿を歩こう　小川国夫、藤
枝静男、加藤まさを、小野庵保蔵、江代充
など藤枝の文学者ゆかりの地を紹介　参考
文献：東海道藤枝宿文学マップ（藤枝文学
舎を育てる会）／【藤枝そこ知り物語】「柑橘
栽培技術者・中山金作」

Vol.17 月刊むるぶ編集部 2010/01/25 8

5513 一般資料 雑誌
メルヘンランド　いんなあ
とりっぷ増刊

山下裕二　編／小川
国夫　収載

いんなあとりっぷ増刊／現代作家メルヘン
競作集／小川国夫文・灘本唯人絵：「すて
子」（P106）

いんなあとりっぷ社 1977/01/15 129

14698 一般資料 雑誌
メルヘンランド　いんなあ
とりっぷ増刊

山下裕二　編／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

いんなあとりっぷ増刊／現代作家メルヘン
競作集／小川国夫文・灘本唯人絵：「すて
子」（P106）

いんなあとりっぷ社 1977/01/15 129

16628 一般資料 雑誌 萌　第4号　1974年
望月浩　編集／小川
国夫　関連／小川国
夫　蔵書

「石原吉郎の『望郷と海』と小川国夫の『或
る聖書』」望月浩p18

第4号 日本YMCA同盟学生部 1974/02/06 31

14283 一般資料 雑誌
モダン・メディシン　1978
年7月号

伊藤慎也　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

【お医者さんと私】「近藤博士」小川国夫
p120

通巻第77号 朝日新聞社 1978/07/01 129

612 一般資料 雑誌 ものくろーむ　第3号
小貫勇作　編／藤枝
静男　収載

藤枝静男「あやふやな思い出」掲載 第3号 ナカムラ画廊 1965/02/01 8

614 一般資料 雑誌 ものくろーむ　第7号
ナカムラ画廊　編／
藤枝静男　収載

藤枝静男「原勝四郎のこと」掲載、曽宮一念
「友へ」ほか

第7号 ナカムラ画廊 1973/11/14 8
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16785 一般資料 雑誌
YAIZU中央高校新聞　第
33号　1977年8月10日

不明　／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

【郷土】藤枝の生んだ作家　小川国夫！P13 不明 1977/08/10 18

16865 一般資料 雑誌
YAJIMAYA　DESK DIARY
1969年

不明　／小川国夫
関連／小川国夫　蔵
書

谷島屋書店の1969年手帖・小説の中にあら
われた風景／6月のページに藤枝・小川国
夫「生のさ中に」紹介文

不明 1969/00/00 32

12825 一般資料 雑誌 野性時代　1974年11月号
服部光中　編集人／
小川国夫　収載

〈対談〉小川国夫・吉本隆明「宗教と幻想」
p178　内容：飢餓の記憶、陳和卿の船、化
身の論理、親鸞教とキリスト教、真理のあり
か、六〇年安保のころ

第1巻第7号 角川書店 1974/11/01 328

14315 一般資料 雑誌 野性時代　1974年11月号
服部光中　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

〈対談〉小川国夫・吉本隆明「宗教と幻想」
p178　内容：飢餓の記憶、陳和卿の船、化
身の論理、親鸞教とキリスト教、真理のあり
か、六〇年安保のころ

第1巻第7号 角川書店 1974/11/01 328

14316 一般資料 雑誌 野性時代　1975年8月号
服部光中　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「殺人と姦淫」小川国夫p24 第2巻第8号 角川書店 1975/08/01 378

13186 一般資料 雑誌
野鳥だより　第199号
1992年11月9日

日本野鳥の会静岡支
部　発行者／小川国
夫　収載

インタビュー：小川国夫氏に聞くp2（10月13
日『マリンバ』にて）／山田辰美「豊かな水辺
の再生を願って」p6（1991年8月、瀬戸川水
族館（藤枝JC主催）を見ての感想あり）

日本野鳥の会静岡支
部

1992/11/09 20

16791 一般資料 雑誌
野鳥だより　第199号
1992年11月9日

日本野鳥の会静岡支
部　／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

インタビュー：小川国夫氏に聞くp2（10月13
日『マリンバ』にて）／山田辰美「豊かな水辺
の再生を願って」p6（1991年8月、瀬戸川水
族館（藤枝JC主催）を見ての感想あり）

第199号
日本野鳥の会静岡支
部

1992/11/09 20

16770 一般資料 雑誌
山梨の文学　第8号　1992
年

山梨県立文学館　編
集発行／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

【講演会】「芥川龍之介と現代」小川国夫p32
（平成3年10月19日　於　山梨県立文学館講
堂）

第8号 山梨県立文学館 1992/03/31 104
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16771 一般資料 雑誌
山梨の文学　第8号　1992
年

山梨県立文学館　編
集発行／小川国夫
収載／小川国夫　蔵
書

【講演会】「芥川龍之介と現代」小川国夫p32
（平成3年10月19日　於　山梨県立文学館講
堂）

第8号 山梨県立文学館 1992/03/31 104

7097 一般資料 雑誌 ゆに亭　1990
伊佐地和子　ほか／
小川国夫　語り／加
藤まさを　関連

【ゆに亭にインタヴュー】小川国夫「天国は
暴力のもの、これを奪う」p5／〈特集1〉童よ
うがこんなにわかっていいかしら－静岡の
童謡作詞家マップ：加藤まさ『月の沙漠』記
念碑（藤枝市西益津小）p17、「荒城の月」挿
絵：加藤まさを（『少女倶楽部』昭和4年）
p19、「私のあの日、メトロノーム」に加藤まさ
を『月の沙漠』についての記述ありp29

№19 スタジオゆに亭 1990/05/01 64

2166 一般資料 雑誌
ゆに亭　NO.19　1990年5
月

伊佐治和子　ほか／
小川国夫　収載／加
藤まさを　関連

【ゆに亭にインタヴュー】小川国夫「天国は
暴力のもの、これを奪う」p5／〈特集1〉童よ
うがこんなにわかっていいかしら－静岡の
童謡作詞家マップ：加藤まさ『月の沙漠』記
念碑（藤枝市西益津小）p17、「荒城の月」挿
絵：加藤まさを（『少女倶楽部』昭和4年）
p19、「私のあの日、メトロノーム」に加藤まさ
を『月の沙漠』についての記述ありp29

第19号 スタジオゆに亭 1990/05/01 64
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14730 一般資料 雑誌
ゆに亭　NO.19　1990年5
月

伊佐治和子　ほか／
小川国夫　収載／加
藤まさを　関連／小
川国夫　蔵書

【ゆに亭にインタヴュー】小川国夫「天国は
暴力のもの、これを奪う」p5／〈特集1〉童よ
うがこんなにわかっていいかしら－静岡の
童謡作詞家マップ：加藤まさ『月の沙漠』記
念碑（藤枝市西益津小）p17、「荒城の月」挿
絵：加藤まさを（『少女倶楽部』昭和4年）
p19、「私のあの日、メトロノーム」に加藤まさ
を『月の沙漠』についての記述ありp29

第19号 スタジオゆに亭 1990/05/01 64

14731 一般資料 雑誌
ゆに亭　NO.19　1990年5
月

伊佐治和子　ほか／
小川国夫　収載／加
藤まさを　関連／小
川国夫　蔵書

【ゆに亭にインタヴュー】小川国夫「天国は
暴力のもの、これを奪う」p5／〈特集1〉童よ
うがこんなにわかっていいかしら－静岡の
童謡作詞家マップ：加藤まさ『月の沙漠』記
念碑（藤枝市西益津小）p17、「荒城の月」挿
絵：加藤まさを（『少女倶楽部』昭和4年）
p19、「私のあの日、メトロノーム」に加藤まさ
を『月の沙漠』についての記述ありp29

第19号 スタジオゆに亭 1990/05/01 64

14732 一般資料 雑誌
ゆに亭　NO.19　1990年5
月

伊佐治和子　ほか／
小川国夫　収載／加
藤まさを　関連／小
川国夫　蔵書

【ゆに亭にインタヴュー】小川国夫「天国は
暴力のもの、これを奪う」p5／〈特集1〉童よ
うがこんなにわかっていいかしら－静岡の
童謡作詞家マップ：加藤まさ『月の沙漠』記
念碑（藤枝市西益津小）p17、「荒城の月」挿
絵：加藤まさを（『少女倶楽部』昭和4年）
p19、「私のあの日、メトロノーム」に加藤まさ
を『月の沙漠』についての記述ありp29

第19号 スタジオゆに亭 1990/05/01 64
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14733 一般資料 雑誌 ゆに亭　NO.25　1992年
伊佐治和子　ほか／
小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

「小川国夫のとてつもない魅力」－『藤枝文
学舎を育てる会』澤本行央p44

第25号 スタジオゆに亭 1992/08/01 64

847 一般資料 雑誌 ユリイカ　1972年10月号
三浦雅士　編集人／
小川国夫　収載

特集リルケ　〈エッセイ〉小川国夫：著「朽ち
ない宝」p79、〈研究〉パステルナーク「リルケ
との幾つかの出会い」　ほか

第4巻第11号 青土社 1972/10/01 262

1490 一般資料 雑誌 ユリイカ　1972年10月号
三浦雅士　編集人／
小川国夫　収載

特集リルケ　〈エッセイ〉小川国夫：著「朽ち
ない宝」p79

第4巻第11号 青土社 1972/10/01 262

5553 一般資料 雑誌 ユリイカ　1972年4月号
三浦雅士　編／小川
国夫　収載

特集・サド　小川国夫著：「性という名の闇の
海」（P98）／島尾敏雄著：「サドの無縁」
（P90）　ほか

青土社 1972/4/1 214

1491 一般資料 雑誌
ユリイカ　1974年5月臨時
増刊号

三浦雅士　編集人／
小川国夫　収載

現代世界文学入門　小川国夫：著「土地・処
女膜・死」p118／掲載月号一覧／附録：現
代世界文学年表

第6巻第5号 青土社 1974/05/20 310

1492 一般資料 雑誌 ユリイカ　1975年5月号
小野好恵　編集人／
小川国夫　収載

特集・日本語－イメージの論理　ドメニコ・ラ
ガナ「西洋人の日本文」　ほか／【安東次男
の世界】小川国夫：著「安東次男の示唆」
p40

第7巻第4号 青土社 1975/05/01 230

5956 一般資料 雑誌 ユリイカ　1975年5月号
小野好恵　編集人／
小川国夫　収載

特集・日本語－イメージの論理　ドメニコ・ラ
ガナ「西洋人の日本文」　ほか／【安東次男
の世界】小川国夫：著「安東次男の示唆」
p40

第7巻第4号 青土社 1975/05/01 230

3532 一般資料 雑誌 ユリイカ　1978年3月号
清水康　編集・発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

特集・埴谷雄高　小川国夫：著「永遠の生命
と無限の未来」p48、藤枝静男：著「初対面
その他」p50

第10巻第3号 青土社 1978/03/01 262

5981 一般資料 雑誌 ユリイカ　1978年3月号
清水康　編集・発行
人／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載

特集・埴谷雄高　小川国夫：著「永遠の生命
と無限の未来」p48、藤枝静男：著「初対面
その他」p50

第10巻第3号 青土社 1978/03/01 262
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14541 一般資料 雑誌
ユリイカ　詩と批評　1972
年10月号

三浦雅士　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集・リルケ　〈エッセイ〉小川国夫：著「朽ち
ない宝」p79、〈研究〉パステルナーク「リルケ
との幾つかの出会い」訳：工藤正広　ほか

第4巻第11号 青土社 1972/10/01 262

14539 一般資料 雑誌
ユリイカ　詩と批評　1972
年4月号

三浦雅士　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集・サド／「性という名の闇の海」小川国
夫p98（切り取られていて、ページなし）

第4巻第4号 青土社 1972/04/01 214

14540 一般資料 雑誌
ユリイカ　詩と批評　1972
年6月号

三浦雅士　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集・パウル・クレー／〈エッセイ〉小川国夫
「フォークナー断想」p25（切り取られていて、
ページなし）

第4巻第7号 青土社 1972/07/01 214

14542 一般資料 雑誌
ユリイカ　詩と批評　1974
年5月臨時増刊号

三浦雅士　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

現代世界文学入門　篠田一士責任編集／
〈伝統〉「土地・処女膜・死　フォークナー断
想」小川国夫p118

第6巻第5号 青土社 1974/05/20 310

14543 一般資料 雑誌
ユリイカ　詩と批評　1975
年5月号

小野好恵　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

特集・日本語／〈安東次男の世界〉「安東次
男の示唆」小川国夫p40、「西洋人の日本
文」ドメニコ・ラガナ

第7巻第4号 青土社 1975/05/01 230

14544 一般資料 雑誌
ユリイカ　詩と批評　1978
年3月号

清水康　編集人／小
川国夫　収載／藤枝
静男　収載／小川国
夫　蔵書

特集・埴谷雄高／「永遠の生命と無限の未
来」小川国夫p48、「初対面その他」藤枝静
男p50

第10巻第3号 青土社 1978/03/01 262

4436 一般資料 雑誌 四次元　第7号　1978年
矢立丈夫　編集人／
小川国夫　収載

詩と詩論の雑誌／特集：飯島耕一／飯島耕
一「Nのこと」、小川国夫「三つ辻の回想」p30

矢立出版 1978/08/20 144

14549 一般資料 雑誌 四次元　第7号　1978年
矢立丈夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

詩と詩論の雑誌／特集：飯島耕一／飯島耕
一「Nのこと」、小川国夫「三つ辻の回想」p30

第7号 矢立出版 1978/08/20 144

18306 一般資料 雑誌 四次元　第7号　1978年
矢立丈夫　編集人／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

詩と詩論の雑誌／特集：飯島耕一／飯島耕
一「Nのこと」、小川国夫「三つ辻の回想」p30

第7号 矢立出版 1978/08/20 144
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14687 一般資料 雑誌
歴程　No.438　1997年1・2
月

宗左近　編集人／小
川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

第7回「歴程新鋭賞」受賞作　江代充　詩集
『白V字　セルの小径』／〈特別寄稿〉「江代
充さんと私は……」小川国夫p8

通巻438号 歴程社 1997/02/01 31

8637 一般資料 雑誌 連峰　１９８３年５月号
永田龍太郎　編集発
行人／藤枝静男　収
載

尾崎一雄を偲ぶ／藤枝静男「尾崎さんのこ
と」

第５９号 永田書房 1983/05/10 54

7584 一般資料 雑誌 労働文芸　1966年
三高正己　編／小川
国夫　収載

小川国夫「選を終わって」：第18回静岡県労
働文化祭出品作品の審査員を務めた小川
国夫の批評掲載（P56）

静岡県民生労働部労
政課

1966/03/31 104

10811 一般資料 雑誌 労働文芸　1966年
三高正己　編／小川
国夫　収載

小川国夫「選を終わって」：第18回静岡県労
働文化祭出品作品の審査員を務めた小川
国夫の批評掲載（P56）

静岡県民生労働部労
政課

1966/03/31 104

10812 一般資料 雑誌 労働文芸　1966年
三高正己　編／小川
国夫　収載

小川国夫「選を終わって」：第18回静岡県労
働文化祭出品作品の審査員を務めた小川
国夫の批評掲載（P56）

静岡県民生労働部労
政課

1966/03/31 104

16774 一般資料 雑誌 労働文芸　1966年
三高正己　編／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

小川国夫「選を終わって」：第18回静岡県労
働文化祭出品作品の審査員を務めた小川
国夫の批評掲載（P56）

静岡県民生労働部労
政課

1966/03/31 104

16775 一般資料 雑誌 労働文芸　1966年
三高正己　編／小川
国夫　収載／小川国
夫　蔵書

小川国夫「選を終わって」：第18回静岡県労
働文化祭出品作品の審査員を務めた小川
国夫の批評掲載（P56）

静岡県民生労働部労
政課

1966/03/31 104

16619 一般資料 雑誌
若木文学　No.36　1975年
3月

福田　編集責任者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「文学者の視界」小川国夫p12（第90回若木
祭講演より）

第36号 国学院大学文芸部 1975/03/30 24

16620 一般資料 雑誌
若木文学　No.36　1975年
3月

福田　編集責任者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「文学者の視界」小川国夫p12（第90回若木
祭講演より）

第36号 国学院大学文芸部 1975/03/30 24
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16621 一般資料 雑誌
若木文学　No.36　1975年
3月

福田　編集責任者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「文学者の視界」小川国夫p12（第90回若木
祭講演より）

第36号 国学院大学文芸部 1975/03/30 24

16622 一般資料 雑誌
若木文学　No.36　1975年
3月

福田　編集責任者／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

「文学者の視界」小川国夫p12（第90回若木
祭講演より）

第36号 国学院大学文芸部 1975/03/30 24

6649 一般資料 雑誌
早稲田大学　1970年2月
号

有馬頼義　ほか　編
／小川国夫　関連

書評：小川国夫著「悠蔵が残したこと」：遠丸
立（P160）

早稲田文学会 1970/02/01 164

861 一般資料 雑誌
早稲田文学　昭和44年7
月号

立原正秋　編集長／
藤枝静男　収載

【編集長対談第5回－藤枝静男】きき手：立
原正秋「落第免状」余聞p154　内容：平野
謙・本多秋五とのめぐりあい、二人の友人の
ちがい、青春のエピソード、志賀直哉の影
響、外国文学の翳、医者と小説家、自分を
確かめるために年に二百枚、概念で書かれ
た小説は小説とは言えない、埴谷雄高につ
いて

第1巻第6号 早稲田文学会 1969/07/01 164

5977 一般資料 雑誌
早稲田文学　1971年1月
号

有馬頼義　編集長／
藤枝静男　関連

〈書評〉上田三四二：評「死と自然による救
済－藤枝静男著『欣求浄土』」p160

第3巻第1号 早稲田文学会 1971/01/01 164

862 一般資料 雑誌
早稲田文学　1971年10月
号

有馬頼義　編集長／
小川国夫　収載

現代文学は何処へ行くか　小川国夫：著「混
沌と形成」p46

第3巻第10号 早稲田文学会 1971/10/01 148

14210 一般資料 雑誌
早稲田文学　1971年10月
号

有馬頼義　編集長／
小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

現代文学は何処へ行くか　小川国夫：著「混
沌と形成」p46

第3巻第10号 早稲田文学会 1971/10/01 148

863 一般資料 雑誌
早稲田文学　1972年10月
号

新庄嘉章　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

【作家ノート8】小川国夫：著「〈生のさ中に〉
の背景」p60

第4巻第10号 早稲田文学会 1972/10/01 110

12828 一般資料 雑誌
早稲田文学　1972年10月
号

新庄嘉章　編集兼発
行人／小川国夫　収
載

【作家ノート8】小川国夫：著「〈生のさ中に〉
の背景」p60

第4巻第10号 早稲田文学会 1972/10/01 110

14212 一般資料 雑誌
早稲田文学　1972年10月
号

秋山駿　ほか編集委
員／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

【作家ノート8】「〈生のさ中に〉の背景】小川
国夫p60

第4巻第10号 早稲田文学会 1972/10/01 110
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864 一般資料 雑誌
早稲田文学　1972年12月
号

新庄嘉章　編集兼発
行人／小川国夫　関
連

【三つの視角10】秋山駿・平岡篤頼・柄谷行
人「1972年の文学を木にくくる」p87　小川国
夫著『試みの岸』ほかについての記述あり

第4巻第12号 早稲田文学会 1972/12/01 118

14211 一般資料 雑誌
早稲田文学　1972年6月
号

秋山駿　ほか編集委
員／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

シンポジウム「体験と方法」小川国夫、田久
保英夫、加賀乙彦、黒井千次、後藤明生、
秋山駿p8

第4巻第6号 早稲田文学会 1972/06/01 118

1113 一般資料 雑誌
早稲田文学　1974年3月
号

新庄嘉章　編集兼発
行人／藤枝静男　関
連

【路上の文学論3】中野孝次「突放たれるプ
レザンス－藤枝静男『作品集』」p92

第6巻第3号 早稲田文学会 1974/03/01 118

14214 一般資料 雑誌
早稲田文学　昭和55年7
月号

秋山駿　ほか編集委
員／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

【早稲田文学対談13】「読み解けない言葉」
小川国夫、平岡篤頼p4

通巻50号 早稲田文学会 1980/07/01 74

14215 一般資料 雑誌
早稲田文学　昭和55年7
月号

秋山駿　ほか編集委
員／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

【早稲田文学対談13】「読み解けない言葉」
小川国夫、平岡篤頼p4

通巻50号 早稲田文学会 1980/07/01 74

19437 一般資料 雑誌
早稲田文学　昭和55年7
月号

秋山駿　ほか編集委
員／小川国夫　収載

【早稲田文学対談13】「読み解けない言葉」
小川国夫、平岡篤頼p4

通巻50号 早稲田文学会 1980/07/01 74

14213 一般資料 雑誌
早稲田文学　復刊第2号
昭和51年7月号

秋山駿　ほか編集委
員／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

特集　「内向の世代」とは何か？／「口実」
小川国夫p37

第1巻第2号 早稲田文学会 1976/07/01 74
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