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はじめに 

 

 本稿は、横田俊一旧蔵史料より戦後の奈良県吉野郡で発行された文芸同人雑誌

『望郷』『詩豹』を紹介するものである。 

 旧蔵者の横田俊一（1911〜1975）は奈良女子大学名誉教授で、生前は文学部で近

現代文学を講じていた。没後、1975 年と 2007 年頃に所蔵の諸史資料が横田家よ

り奈良女子大学に寄贈され、書籍 3818 点と雑誌３タイトルが奈良女子大学学術

情報センターに登録されているほか、抜刷や書簡、講義ノート類が未登録のまま

個人研究室に保管されている。本稿で紹介するところの５誌は未登録資料にあっ

たものである。 

 横田俊一については本稿末尾に付した業績等一覧を参照されたい。これは現時

点までに確認できた横田の業績を発表年月順にならべたものであるが、1951 年

（昭和 26）を転機として奈良出来の同人雑誌に批評を書くようになっていること

に目を向けておきたい。のちに紹介するように『望郷』は吉野で創刊された文芸

同人誌で、花岡大学と前登志晃（前登志夫）が活動の原動力になっていた。吉野在

の人びとのみならず、花岡や前の人脈をとおして前川佐美雄や右原尨らも参加し、

そのなかに横田もいたのだった。横田と彼らの交流がいつ、どのようにして始ま

ったのかは分からないが、1951 年から遠く遡るものではないだろう。横田が奈良

の同人雑誌に寄稿し始めたころの 1951 年 12 月 29 日付『朝日新聞』に、横田に

よる「失いたくない「県展」——花咲かす二つの新詩誌」が掲載されている。こ

こでいう「花咲かす二つの新詩誌」とは『望郷』と『斜線』で、後者は北川冬彦

門で南日耿平（奈良学芸大学／奈良教育大学教員の近藤英男）、詩人で奈良一刀彫師の

菊岡義政、洋画家で詩人の原田伍亮らが参加していた同人詩誌である。「二誌とも、

特定の主張をもっているわけではないが、それ〴〵郷土的、個人的友交によって

結ばれ、一種類ではなく、いろ〳〵の花々を咲かせているのを愛でるべきであろ

う」と、横田はその人脈からくる多彩さを評価している。1952 年（昭和 27）3 月
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30 日付『朝日新聞』掲載の横田寄稿記事「県下の文学活動」では、『望郷』に触

れて「花岡大学氏へのメールヘンには、いつも美しいヒューマニティの歌がある。

前登志晃氏——私はこの若い詩人に期待している——の詩には、夜の意識、感情

を主旋律として、自我のイメージを暗夜に放りなげて再び集めるといったふうの

発想が多い」と評している。新聞紙上で実名を挙げて「期待している」と評価す

るあたりは、付き合いがある人たちへのリップサービスなどではなく文字どおり

の「期待」と見てよいだろうし、そうした彼らの雑誌への寄稿も「郷土的、個人

的友交」のなかに入って彼らの活動を支えようとしたあらわれとして見てよかろ

う。 

 このことに関連して興味深いのは、『望郷』や『詩豹』の同人たちのなかに奈良

女子大学生の名が見られることである。たとえば『詩豹』同人には大浦美奈子、

岡田都、黒部節子、玉井和子らが参加しているが、大浦には正眸子名義で詩集『あ

る飛翔』（思潮社、1962）があり、黒部にも『いまは誰もいません』（不動工房、1974）

や『まぼろし戸』（花神社、1986）など多数の詩作があるほか中日詩人賞（1950）や

日本詩人クラブ賞（1986）を受賞している。大浦美奈子は「関西ですでに知る人が

多い」と『望郷』5 集「編集後記」で評されるほどであったし、黒部節子も奈良

女子大学在学時に中野嘉一の「暦象」立ち上げに参加していることなどから1、彼

女たちの活動はみずから培った人脈に拠るところが大きかったものと思われる

が、彼女たちの生活圏のなかに詩人や歌人たちとのつながりを持った人物のひと

りとして横田がいたことの意味、あるいは役割、影響といったものは、横田俊一

旧蔵諸史料から見てとれる特徴のひとつといえよう。むろん奈良女子大学のすぐ

南側の坊屋敷町に前川佐美雄が住んでいて「日本歌人」同人たちが往来していた

という地理的環境も見のがしてはいけないのだが、横田はその往来の渦中にいた

人物でもあり、その意味でメディエーターのように機能していたのではなかった

                                                      

1 宇佐美孝二『黒部節子という詩人』（洪水企画、2021）参照。 
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か、と思うのである。1954 年（昭和 29）6 月 1 日付横田宛前登志晃書簡を引用し

ておこう2。 

先生門下の黒部節子は「暦象」同人になつて最近のびてきました。「詩豹」

に入れることのできなかつたのは惜しいことでした。この外、現在女子大在

学中のもので「詩文学」に応募する者でかなりいゝ人が二三いるという事を

知りました。なるべくいゝ資質の人は「詩豹」に入れてください。 

 前のいう「かなりいゝ人」が誰なのかはこの書簡から確定できないが、『詩豹』

６号（1954.8）から参加した玉井和子は同誌同号編集後記で「玉井さんは大浦、岡

田、黒部氏らに続く奈良女子大の秀才」3とされており、状況からして、前の依頼

に応えるかたちで横田が玉井を「詩豹」に紹介したものと思われるのである。よ

り具体的な検討は今後の課題として、いまはこの予断を展望としておきたい4。 

 私のそもそもの興味は、表現することが生活のなかにどのようにしてあり、ど

のような交流のなかで生み出されていったのか、そしてそれはどこを見据え、ど

                                                      

2 横田俊一旧蔵史料。封筒消印切除のため年次不明であるが、『詩豹』６号（1954.8）の編集

開始に触れていることから書簡年次を 1954 年（昭和 29）とした。 

3 ここでいう「大浦」は大浦美奈子、「岡田」は岡田都、「黒部」は黒部節子。岡田都は『望

郷』時代からの同人であるが、６号編集後記にいう、「今度同人をひかれて側面から応援下

さることになつた」者のひとりとして名が挙がっている。 

4 奈良女子高等師範学校教員たちの作歌が生徒たちの範となっていたことについては、拙稿

「表現空間としての奈良女子高等師範学校——「婦徳」の内面化と詠歌の相関」（田中祐介

編『日記文化から近代日本を問う——人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』、笠間書

院、2017）で論じたことがある。教員が詩歌俳句を詠み発表していくという環境が、当該校

の生徒学生のみならず、地域内／地域間における文芸交流、ひいては彼らへの社会的まなざ

しなどと関わってくるのではないかということについて、たとえば奈良学芸大学／奈良教

育大学職員で日本歌人同人の横田利平が桜井女子短期大学（現在の畿央大学）学歌を作詞し、

あるいはまた地蟲社の大上敬義が奈良県立奈良商工高等学校・奈良県立商業高等学校（現在

の奈良県立朱雀高等学校）校歌の作詞をしていることなども射程に入れて考えてみたい。 
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こにつながっていった／いかなかったのか、といった点にある。そうした交わり

のなかで生まれ出でた同人雑誌とは、同人たちのさまざまなおもわくが温度差そ

のままにあらわれでる媒体ではなかっただろうか。そのおもわくは資金運営と理

想／思想とのせめぎあいのうえに表出してはいないだろうか。本稿は、この汽水

域に表現の諸相や人的交流のありよう、出版流通の契機といった側面からアプロ

ーチするべく、そのための基礎データとして公開するものである。 

（磯部敦） 

【付記】 

 本稿は 2021 年度前期大学院演習「近世近代国文学演習Ⅰ」での調査・討議に

基づいている。加治屋、佐藤、中村、三浦のほか小川菜緒（博士前期課程１年）も

受講しているが、担当誌が本誌別号で紹介するところの『オルフォイス』『飛鳥』

『大和恋』であり『望郷』『詩豹』の紹介文作成に関与していないことから、本稿

執筆者にあげていない。ただし、議論検討にあたっては受講者全員でおこなって

いる。 

 横田俊一旧蔵史料について、横田俊一ご子息の横田國雄氏と同僚の吉川仁子准

教授にご高配賜りました。記して感謝申しあげます。 
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『望郷』 

 

紹介 

1951 年（昭和 26）11 月創刊。吉野文学会（４号から望郷文学会、奈良県吉野郡下市

町所在）発行。 前登志晃（前登志夫）と花岡大学が編集の中心となった。体裁は A5

判変形（通号 21.6×15.7 ㎝ほど）。吉野文学会会員中の「望郷」同人が運営・編集を

担当、賛助会員が雑誌の後援をした。前によれば「「望郷」の前身ともいうべき「詩

神」」という雑誌があったようだが（『望郷』７号、1953.2、p.65）、原誌を確認でき

ず詳細は不明である。 

「望郷」同人の入退変遷については後述のリストを参照されたい。いまここで

幾人かを見ておけば、運営の中心である前登志晃や花岡大学のほか、その花岡が

勤めていた大淀高校を卒業して早稲田大学に進学し『詩豹』『早稲田詩人』等を経

て『詩人会議』に参加することになる 城
じよう

侑
すすむ

、『日本未来派』詩人で五雲山光照寺

住職の寺尾道元、吉野中学教頭で吉野史談会会員（花岡大学主宰）の会員でもあっ

た山本静香、奈良女子高等師範学校／奈良女子大学附属中学校英語教師で 1954

年（昭和 29）に詩集『ふるさと』を日本歌人社より刊行した森一郎5、奈良一刀彫

りの彫刻家で詩人でもあった菊岡義政、俳人の澤井山帰来、奈良学芸大学（現在の

奈良教育大学）教務課職員で歌人の横田利平らが参加している。 

同人外からの投稿として、橿原で『フェニックス』（のちに『爐』）を運営し 1955

年（昭和 30）に『BLACKPAN』を創刊することになるモダニズム詩人の右原尨（右

原厖）や冬木康らをはじめ、『斜線』同人の南日耿平（奈良学芸大学／奈良教育大学教

員の近藤英男）や大上敬義、地蟲社の森口武男、日本歌人の前川佐美雄、前川緑、

堀内民一、橋本多佳子らが目にとまる。吉野ゆかりの野長瀬正夫や佐川英三、山

本香橘らのほか、『詩風土』同人の天野美津子らも『望郷』に投稿している。 

                                                      

5 『試験に出る英単語』の著者。吉野出身で「暦象」同人の森一郎とは別人。『詩豹』解題

参照。 
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賛助会員は、創刊当時に吉野地方事務所次長をつとめていた島田千代正（1957

年〔昭和 32〕から下市町教育長）、1954 年に下市町長に当選することになる木村鷹

之助、前山厚織工業株式会社（吉野町所在）社長の前山誠逸らが名を連ね、同人た

ちの活動を下支えした。 

内容は、詩や短歌、俳句、評論、小説などの投稿からなる。たんに作品を発表

するだけではなく、４集（1952.7）からは「前号作品評」欄が設けられ会員相互の

誌上交流もはかられていたが、同時に、毎月の「望郷の会」において講演や対談

が催され、あわせて既刊号掲載作品の合評も「賑やか」におこなわれてもいた（亀

井利治「望郷の会」、『望郷』７号、1953.2、p.63）。山本静香「先達としての御入会を

奨む」（『望郷』１集、1951.11）は、吉野にも種々「小規模なサークルがあつて、お

のがじし活躍をして」おり、「「望郷」はそれらの故郷としてそれらの総合誌とし

て、或は先達として、吉野のルネツサンスと共に、全国的な存在にしてほしい」

と、同誌の飛躍を願う。実際、同人も含めてさまざまなバックボーンや所属を持

った人びとがゆるやかに参加する集合体として同誌はあったわけだが、この混在

が『望郷』再編の原因ともなっており、「郷土誌としての性格と、専門化した詩誌

の領域との分裂が顕著になり」「詩研究を目的とする立場の者には、それ以外の作

品は蛇足と見られ、本来の郷土誌としての愛好の立場にある者にとりましては、

興味の薄い内容が多」いという「矛盾」が顕在化したことが、８集（1953.6）告知

欄で告白されているのである。そこで『望郷』は「詩誌としての部分」を切り離

し、「純然たる郷土詩歌文人及び文化人、生年の作品集及び発言の場所として次号

から再出発すること」となったのだが、その「再出発」したという『望郷』を確

認するにいたっていない6。切り離されたという「詩誌としての部分」は『詩豹』

として装いを新たに出発するのだった（『詩豹』参照）。 

                                                      

6 ８集編集後記に、同人のひとり菊岡義政の詩集『回転木馬』刊行をふまえて「九集をその

特集としたい」と述べていること、また 1953 年２月に他界した池田克己を悼んで「九集追

悼の特集をしたい」などとあるように、続刊の構想はあったようだ。 
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雑誌の立ち位置について、８集掲載の辻本貞治「詩壇の動向と「望郷」」は次の

ように述べる。曰く、「イズムに結集して詩壇の主流を形成しようとするよりも、

その前に詩人として、しなければならない多くの事がある筈だ」。『望郷』は「宗

匠主義の亜流では決してない」し、「望郷詩人の詩的風土は各人の詩精神の場にお

いてのみ創造され、現代詩のより高次な発展という場においてのみ同一である」、

と。詩壇の動向に流され、あるいはそこに組みしていこうとするのではなく、個々

人がそれぞれの創作営為と対峙し、そのなかでみずからのことばを紡ぎだしてい

くことにこそ重きを置く。４集編集後記で言う、「まったく無名の人の多くが、現

代を最も誠実に背負っているという今日の可能性を「望郷」は積極的に実践して

行きたい」という前の思いは、辻本の思いにつながっていると見てよい。前掲山

本静香「先達としての御入会を奨む」が述べるところの「「望郷」はそれらの故郷

として」云々とは創作営為の原風景としての意であったと理解しえようし、その

意味において個々人の年令も所属も問題とはならないわけであるが、であるなら

ばこれは「詩」や「詩壇」のみで語るべき問題ではないだろう。８集告知欄で述

べたところの「矛盾」とは、いわばこうした〈ジャンル〉間の温度差などが同人

内で顕在化してきていたということではなかったかと思うのである。 

（加治屋初弥・中村栄理子・磯部敦） 

 

第１集（1951年 11月） 

刊記 

「望郷 第一輯 価六十円／昭和二十六年十一月廿五日印刷／昭和二十六年十

一月三十日発行／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 奈良県吉野

郡大淀町北六田 昇文堂印刷所／発行所 奈良県下市町 吉野文学会」 

表紙絵 岩本恒三 

扉木彫 留田良三 

目次 
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池田和子「日々」 …… 16 

樹木合唱 

 植田美穂「偶感」 …… 17 

 橋本柊二「青春の手帳」 …… 17 

 北村さか江「望郷ノート」 …… 18 

 奈良英子「山の便り」 …… 19 

澤井山帰来（作品二句） …… 20 

前登志晃「「神と作者」覚え書」 …… 21 

望郷時評 …… 22 
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俳句雑詠 

 平年次 …… 22 

 北村惜秋 …… 22 

 寺中定雄 …… 22 

倒立異聞 …… 22 

（作品） 

 伴野恵美子 …… 23 

 村田やすの …… 23 

 増田イツ子 …… 23 

 中山尚子 …… 24 

 森本照夫 …… 24 

 菊田仁郎 …… 23 

奥西貢「映画監督「黒沢明」論」 …… 23 

前川佐美雄「樹々のかげ」 …… 25 

冷水朝二郎「末っ子」 …… 27 

辻重蔵「芭蕉と吉野」 …… 27 

巽與志雄「白き流動」 …… 28 

奥田久代「少女の童話〔メルヘン〕」 …… 29 

上森健作「木犀の匂う日」 …… 30 

横田俊一「零時の筏 私解」 …… 33 

（作品） 

 藤岡玉骨 …… 35 

 國樹若水 …… 36 

 辻静穂 …… 36 

 河北掬流子 …… 36 

 上平英峰 …… 36 
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山本香橘「日本古代文化展を見て」 …… 37 

畠山壽子「想ひ出」 …… 38 

桜井芳生「芳生の詩」 …… 38 

坂倉タマカ「浮き雲」 …… 38 

山本静香「先達としての御入会を奨む」 …… 39 

告知板 …… 40 

望郷同人 …… 40 

石川幸雄「都会の憂鬱」  …… 41 

北村礼子「砂の跫音」 ……  43 

毛利昭「堕獄の感傷 No.V 断章」 …… 44 

青丹よしを「晴れの村やすみぞ」 ……  45 

大浦美奈子「無響」 …… 46 

前登志晃「塔」「橋」 …… 47 

吉野文学会々員名簿 …… 49 

賛助会員 …… 49 

編集後記 …… （50） 

清規 …… （50） 

刊記 …… （50） 

広告 …… 後ろ表紙 

 

第２集（1952年 2月） 

刊記 

「望郷 第二輯 頒価六十円／昭和二十七年一月二十日印刷／昭和二十七年一

月十日発行／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 奈良県吉野郡大

淀町北六田 昇文堂印刷所／発行所 奈良県下市町 吉野文学会」 

表紙絵 岩本恒三 
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目次 

望郷目次 …… （表紙裏） 

前登志晃「凍える摂理」（巻頭詩） …… 1 

興呂木健「輪廻」 …… 2 

望郷同人 …… 2 

石川幸雄「雑草簇」 …… 3 

大浦美奈子「ながらえるために」 …… 4 

森一郎「哀愁」 …… 5 

阿太野閑「彦一と織江」 …… 6 

横田利平「不運」 …… 10 

立野晃子（短歌） …… 10 

阪本八朗（短歌） …… 11 

大西やすへ（短歌） …… 11 

國樹保（短歌） …… 11 

新家満喜代（短歌） …… 12 

菊田仁郎（短歌） …… 12 

伴野恵美子（短歌） …… 12 

八釣美代子（短歌） …… 13 

桜井芳生（短歌） …… 13 

北村さか江（短歌） …… 13 

森本照夫（短歌） …… 13 

辻重蔵（短歌） …… 14 

奈良英子（短歌） …… 14 

村田やすの（短歌） …… 14 

深瀬龍子（短歌） …… 15 

池田和子（短歌） …… 15 
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巽與志雄（短歌） …… 15 

本田渓花房「川柳の在り方」 …… 16 

石川幸雄「映画「羅生門」のこと」 …… 17 

山本泊洦「君！人の子の師なりせば」 …… 19 

橋本柊二「青春の手紙」 …… 20 

島田瑛一「長屋の年末」 …… 21 

望郷時評 …… 26 

告知板 …… 26 

会員アンケート …… 27 

望郷俳壇集 

 上南鐵舟 …… 28 

 喜多草矢 …… 28 

 南蛍雪 …… 29 

 梅本凡子 …… 29 

 森本愛子 …… 29 

 平居枝風 …… 30 

 長崎雁来子 …… 30 

 玉置作次郎 …… 30 

 大谷正保 …… 31 

 蓮池無峰子 …… 31 

 奈良英子 …… 31 

 大谷秋水 …… 31 

 北浦淳丞 …… 32 

 塚本ひろし …… 32 

 上平英峰 …… 32 

 岡本巨童 …… 33 
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 河北掬流子 …… 33 

 菊田仁朗 …… 33 

 南鈴鳳 …… 34 

 國樹若水 …… 34 

 澤井悦子 …… 34 

 澤井山帰来 …… 34 

石津順「負けるが勝ち論」 …… 28 

菊田仁朗「歌壇提言」 …… 31 

山脈夜話 …… 35 

横田俊一「背後の目 —— 太宰治語録私記」 …… 36 

阿太野閑「はんらん」「暦」 …… 38 

辻本貞治「肉体ノ環」「静脈の告白」 …… 39 

畠山とし子「思慕」 …… 40 

桝井登代子「悔恨」 …… 40 

北村節子「残骸」 …… 41 

奥田久代「空の道」 …… 42 

森本鈴子「月が流れる」 …… 42 

冷水朝二郎「たより」「橋上にて」 …… 43 

青丹よしを「箸づくり」 …… 44 

古川和代「山脈」 …… 45 

花岡大学「貝殻の中から一つの歌がきこえてくる」 …… 46 

吉野文学会々員名簿 …… 48 

賛助会員 …… 48 

清規 …… 48 

編集後記 …… （49） 

刊記 …… （49） 
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第３集（1952年 5月) 

刊記 

「第三輯／望郷／昭和二十七年四月三十日印刷／昭和二十七年五月十日発行／

頒価 六十円／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 昇文堂印刷所

／発行所 奈良県下市町 吉野文学会」 

目次 

上村孫作「菅公千五十年祭」 …… 表紙裏 

香久山倛子「近詠」 …… 表紙裏 

望郷時評 …… 表紙裏 

望郷目次……1 

花岡大学「水底の構想 ぶよぶよしたものについて」 …… 2 

横田俊一「断章」 …… 3 

堀内民一「奈良の歌壇」（目次：大和の歌壇） …… 4 

岸田定雄「郷土と文学 —— 野長瀬氏のことなど」 …… 5 

稲田唯顕「初市と私」 …… 6 

植田美穂「女性美の一問題」 …… 7 

青丹よしを「護憲戯詩」 …… 8 

赤阪藤園「望郷吟」 …… 9 

藤岡玉骨「近詠」 …… 9 

野島無量子「近詠」 …… 9 

喜多草矢「蝶」 …… 9 

前川佐美雄「みぞれ雪」 …… 10 

池田和子「寒空」 …… 10 

巽與志雄「明暗」 …… 11 

エデイス・シツトウエル、森一郎譯「暗い歌」 …… 12 
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石川幸雄「或る風景」 …… 12 

大上敬義「つりばし」 …… 13 

前登志晃「望郷詩篇」 …… 14 

藤岡玉骨「文学青年の頃のおもひで」 …… 16 

亀田桃牛「菊の睛」 …… 19 

（作品） 

 上平英峰 …… 20 

 澤井山帰来 …… 20 

 塚本ひろし …… 20 

 米田竹泉 …… 20 

 上南鐵舟 …… 21 

 森本愛子 …… 21 

 國樹若水 …… 21 

前登志晃「壊れた窓からの手紙」 …… 22 

アンケート回答 …… 22 

阿太野閑「ある夜」 …… 27 

短歌作品 

 阪本八朗「春の氣流」 …… 28 

 三輪ふさ「黝き大空」 …… 29 

 森本照夫「裸木」 …… 29 

 中山尚子「午後の橋」 …… 30 

 村田やすの「平凡の道」 …… 30 

 伴野恵美子「限りなき矛盾」 …… 30 

 北村さか江「青き鳥」 …… 30 

 新家満喜代「鍋」 …… 31 

 八釣美代子「寒紅梅」 …… 31 
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 菊田仁朗「生活」 …… 31 

 國樹保「君の梨園」 …… 32 

 久保典正「蕾の音」 …… 32 

 加藤美津「Do not tell a lie 過去への散歩」 …… 33 

 おおにしやすへ「梢の空」 …… 33 

本田渓花坊「観音堂宗因之墓」 …… 34 

北村さかえ「漂泊」 …… 35 

坂倉タマカ「霧」 …… 36 

桝井登代子「慈悲について」 …… 36 

五味昭夫「深夜」 …… 36 

辻本貞治「詩教室１ 現代詩断片」 …… 37 

橋本柊二「すみれの花」 …… 37 

(作品) 

 玉置作次郎 …… 38 

 大谷秋水 …… 38 

 辻本悦子 …… 38 

 菊田仁郎 …… 38 

詩集 

 辻本貞治「祈リノ影像」 …… 39 

 毛利昭「シンバツド あるいは白いいましめ」 …… 40 

 北村節子「白い道」 …… 41 

 青丹よしを「咲くやこの花」 …… 42 

 古川和代「夜」 …… 42 

 森一郎「哀愁」 …… 43 

 冷水朝二郎「大道将棋に寄す」 …… 44 

 阿太野閑「遠賀川畔の歌」 …… 45 
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 大浦美奈子「いし」 …… 45 

上森健作「短編 郡山」 …… 46 

山脈夜話 …… 48 

國樹保「望郷短歌会作品評」 …… 48 

池田和子「歌会報告」 …… 49 

告知板 …… 50 

編輯後記……（51） 

風信塔……（51） 

刊記……（51） 

広告……後ろ表紙 

 

第４集（1952年 7月) 

刊記 

「望郷 第四集 頒価六十円／昭和二十七年六月二十日印刷／昭和二十七年七

月一日発行／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 奈良県吉野郡大

淀町北六田 昇文堂印刷所／発行所 奈良県下市町 望郷文学会」 

表 紙 森冴子 

カット 留田良三 

目次 

目次 …… 表紙裏 

いしかわ・ゆきを「回転木馬」 …… 1 

岡田都「白い鳥」 …… 2 

森一郎「眼鏡の話」 …… 3 

菊岡義政「橇」 …… 4 

前登志晃「倫理について」 …… 6 

横田俊一「否定の問題」 …… 8 
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藤岡玉骨「近詠」 …… 11 

岩田秀之助「藤咲きて」 …… 11 

おおにしやすへ「旅びと」 …… 12 

池田和子「女性」 …… 13 

西垣賀津子「緑の幻想」 …… 14 

阪本八朗「或る位置」 …… 15 

巽與志雄「悔恨」 …… 16 

横田利平「残像」 …… 17 

推薦 三篇 

 大西圭子「日曜日」 …… 18 

 藤井佳子「病弱」 …… 18 

 中島正暢「僕と小鳥」 …… 18 

エデイス・シツトウエル、森一郎訳「早春」 …… 19 

花岡大学「自虐の座 —— わかるとか、わからんとかいうことについて」 …… 

20 

「望郷時評」 …… 21 

亀多桃牛「鳥の巣」 …… 22 

菊田仁朗「白と緋」 …… 22 

國樹若水「桐の花」 …… 23 

塚本ひろし「春雷」 …… 23 

追悼 岡西喜治特集 

 岡西喜治「遺稿 子猫」 …… 24 

 岡西喜治「日誌」 …… 25 

 岡西喜治「雑感」 …… 26 

 冷水朝二郎「岡西兄を憶ふ」 …… 27 

 阪本八朗「瑠星の如く」 …… 28 
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 森一郎「自転車に乗つた岡西先生」 …… 29 

 前登志晃「偉なるかな」 …… 31 

 岡西喜治氏略歴 …… 32 

 青丹よしを「岡西の昔を今になすよしもがな」 …… 33 

短歌作品 

 三輪ふさ …… 35 

 菊田仁朗 …… 35 

 村田やすの …… 35 

 北村さかえ …… 36 

 森本照夫 …… 36 

 赤阪かず子 …… 36 

 新家満喜代 …… 36 

 國樹保 …… 37 

池田和子「望郷歌会」 …… 37 

「山脈夜話」 …… 37 

前号作品評 

 毛利昭 …… 38 

 辻本貞治 …… 39 

 國樹保 …… 39 

 阪本八朗 …… 40 

古川和代「金魚と花びら」 …… 42 

毛利昭「浮雲」 …… 43 

北村節子「明日のにおい」 …… 44 

坂倉タマカ「遊覧船」 …… 45 

辻本貞治「孤児トアルバム」 …… 46 

大浦美奈子「夜の声」 …… 48 



 21 

望郷の会 …… 50 

風信塔 …… 50 

編輯後記 …… （51） 

望郷同人 …… 後ろ表紙 

広告 …… 後ろ表紙 

 

第５集（1952年 9月） 

刊記 

「望郷／第五集 頒価六十円／昭和廿七年八月二十日印刷／昭和廿七年九月一

日発行／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 奈良県吉野郡大淀町

北六田 昇文堂印刷所／発行所 奈良県下市町 望郷文学社」 

目次 

横田利平「独立」 …… 見返し 

目次 …… （1） 

阿波野青畝「鮎」 …… 2 

橋本多佳子「緑蔭」 …… 2 

堀内民一「花嬬」 …… 3 

前号作品評 

 毛利昭 …… 4 

 辻本貞治 …… 4 

エデイス・シツトウエル、森一郎訳「雪解け」 …… 4 

前登志晃「季節について」 …… 6 

横田俊一「憂愁のよろこび —— 正
プラス

・ 負
マイナス

・零
ゼロ

について」 …… 8 

藤岡玉骨「吉野」 …… 11 

大峯あきら「緑蔭」 …… 11 

巽與志雄「断層」 …… 12 
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西垣賀津子「はなびらの列」 …… 12 

森一郎「大鴉」 …… 13 

池田和子「子らの体臭」 …… 13 

花岡大学「深い穴」 …… 14 

菊岡義政「傷ついた鷲」 …… 15 

阿太野閑「帰郷」 …… 16 

辻本貞治「焦土ニ立チテ」 …… 17 

板倉
（ママ）

タマカ「孤独のいろ」 …… 18 

森一郎「ほたる」 …… 19 

石川幸雄「森林地帯」 …… 20 

北村節子「BIACK ART」 …… 21 

土井一世「未完の絵」 …… 22 

大浦美奈子「都会の凍傷」 …… 23 

古川和代「喪失」 …… 24 

岡田都「線路」 …… 25 

毛利昭「黎明の光に寄せて」 …… 26 

江渡孝祐「土煙」 …… 27 

北村ひろ子「兎と亀」 …… 28 

前登志晃「銃眼」 …… 29 

大浦美奈子「睡眠の否定」 …… 30 

島田瑛一「刃車」 …… 30 

岸田定雄「郷土と文学 —— 大淀町を中心として」 …… 32 

北野天祥「随筆」 …… 34 

（作品） 

 岩田秀之助 …… 34 

 塚本ひろし …… 34 
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 國樹若水 …… 34 

 菊田仁朗 …… 35 

 大谷秋水 …… 35 

 亀多桃牛 …… 35 

冷水朝二郎「宇野峠」 …… 36 

（作品） 

 大西やすへ …… 36 

 國樹泉 …… 36 

 松岡裕子 …… 36 

 久保典正 …… 37 

 森本照夫 …… 37 

 北村さか江 …… 37 

 赤阪かず子 …… 38 

 村田やすの …… 38 

 八釣美代子 …… 38 

 新家満喜代 …… 39 

 菊田仁朗 …… 39 

山脈夜話 …… 39 

望郷時評 …… 40 

前号作品評 

 國樹保 …… 40 

 池田和子 …… 41 

植田美穂「放送劇 赤い服の少女」 …… 43 

野島無量子「夏安居」 …… 47 

風信塔 …… 50 

深夜の詩話会（壺阪寺の記） …… 50 
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告知板 …… 50 

編輯後記 …… （51） 

賛助会員 …… （51） 

清規 …… （51） 

刊記 …… （51） 

広告 …… 後ろ表紙 

望郷同人 …… 後ろ表紙 

 

第６集（1952年 11月） 

刊記 

「望郷／第六集 頒価五十円／昭和廿七年十月二十日印刷／昭和廿七年十一月

一日発行／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 奈良県吉野郡大淀

町北六田 昇文堂印刷所／発行所 奈良県下市町 望郷文学社」 

表紙カット 原田子寛 

目次 

藤岡玉骨「信州戸隠」 …… 見返し 

岩田秀之助「雜詠」 …… 見返し 

大峯あきら「銀河」 …… 見返し 

大谷秋水「秋」 …… 見返し 

目次 …… 1 

毛利昭「ポエヂイと美学 ——「銃眼」をめぐって」 …… 2 

上村孫作「宇智の大野」 …… 5 

横田利平「巌流島」 …… 5 

おおにしやすへ「除虫袋」 …… 5 

西垣賀津子「はつあき」 …… 5 

前登志晃「詩人」 ……6 
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大上敬義 …… 7 

菊岡義政「秋」 …… 8 

森一郎「幼稚園」「毒草」 …… 9 

横田俊一「小林秀雄の問題 —— ランボオ体験」 …… 10 

亀田桃牛「雑詠」 …… 17 

菊田仁朗「夾竹桃」 …… 17 

上平英峰「舳松先生を送る」 …… 17 

塚本ひろし「踊の輪」 …… 17 

國樹若水「四十雀」 …… 17 

堀内民一「河」 …… 18 

森一郎「夕空」 …… 18 

池田和子「孤独」 …… 18 

松岡裕子「残照」 …… 19 

久保典正「熟桃」 …… 19 

尾木澄子「翅虫」 …… 19 

絹谷和「レモン」 …… 19 

巽與志雄「宮瀧」 …… 20 

中山尚子「向日葵」 …… 20 

村田やすの「不安」 …… 20 

國樹保「擬宝珠」 …… 21 

菊田仁朗「虹」 …… 21 

赤阪かず子「足に寄せて」 …… 21 

平田橋信夫「えれじい」 …… 22 

石川幸雄「春雨」 …… 23 

森口武男「大きくなつたら」 …… 23 

岡田都「秋」 …… 24 
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尾木澄子「絶望のあとに」 …… 25 

竹内はじめ「舞台」 …… 26 

土井一世「出発
か ど で

」 …… 27 

古川和代「蛾」「想い」 …… 28 

岸本ごろお「海峡の虹」「青春」 …… 29 

板倉
（ママ）

タマカ「果実」 …… 30 

大峯あきら「花と不安」 …… 32 

江渡孝祐「平野」 …… 35 

辻本貞治作品抄 

 「点線上ノ螟虫」 …… 36 

 「海溝の鴎」 …… 37 

 「パチンコト宣言」 …… 38 

大浦美奈子作品抄 

 「雲」 …… 39 

 「旅立ち」 …… 39 

 「便りはいつも」 …… 40 

 「或る駅で」 …… 40 

北村節子作品抄 

 「CANVAS」 …… 41 

 「なくした一枚の楽譜」 …… 41 

 「烙印」 …… 42 

城侑作品抄 

 「牛」 …… 43 

 「灰色の砂漠」 …… 43 

 「破滅」 …… 43 

 「失望」 …… 44 
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 「私の設計圖よ」 …… 44  

巽與志雄「悪評反撃」 …… 45 

北野天祥「俳聖芭蕉の観月」 …… 46 

亀田桃牛「畏友岡西善治君を偲びて」 …… 47 

西垣賀津子「前号短歌作品評」 …… 49 

九月望郷の会 …… 49 

前登志晃「四つの課題 —— 作品抄の紹介として」 …… 50 

告知板 …… （51） 

編集後記 …… （51） 

清規 …… （51） 

刊記 …… （51） 

賛助会員 …… 後ろ表紙 

広告 …… 後ろ表紙 

望郷同人 …… 後ろ表紙 

 

第７集（1953年 2月） 

刊記 

「望郷 七集 五〇円／昭和廿八年一月二十日印刷／昭和廿八年二月一日発行

／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 奈良県吉野郡大淀町北六田 

昇文堂印刷所／発行所 奈良県下市町 望郷文学社／奈良県吉野郡大淀高校 花

岡大学／奈良市大豆山町崇徳寺 森一郎」 

表紙カット 原田子寛 

目次 

橋本多佳子「独楽」 …… 見返し 

望郷時報 …… 見返し 

前川佐美雄「人はみな」 …… 1 
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目次 …… 2 

前登志晃「詩人の埋没と意味」 …… 4 

藤岡玉骨「春炬燵」 …… 7 

佐川英三「甲虫」 …… 9 

北村節子「闇に輪を描く」「車輪の影」 …… 10 

辻本貞治「喪失シタ裸身」 …… 11 

毛利昭「吹雪の鳥」 …… 12 

大峯あきら「風邪」 …… 13 

岩田秀之助「恋ごころ」 …… 13 

風信塔 …… 13 

望郷同人 …… 13 

森一郎訳「T.S.エリオット荒地大壱部研究 —— 死者の埋葬」 …… 14 

中島栄一「冬の花」 …… 18 

西垣賀津子「砂丘」 …… 18 

巽與志雄「水族舘にて」 …… 18 

森一郎「この河」 …… 19 

横田利平「焦点」 …… 19 

池田和子「明日の構図」 …… 19 

村田やすの「哀傷」 …… 20 

菊田仁郎「月明り」 …… 20 

伴野恵美子「黄菊」 …… 20 

新家満喜代「秋の譜」 …… 20 

大西やすへ「銀杏」 …… 21 

赤阪かず子「落葉」 …… 21 

國樹保「月見草」 …… 21 

北村さか江「霜の上」 …… 21 
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横田利平「勁さについて」 …… 22 

大西やすへ「毛皮」 …… 25 

大浦美奈子「形象の最弱者
ピ ア ニ シ モ

 —— 前登志晃私見」 …… 28 

岸田定雄「郷土と文学（承前）」 …… 30 

菊岡義政「舞踏する人」 …… 32 

森本愛子「返り花」 …… 32 

菊田仁朗「藁塚」 …… 32 

國樹若水「曼珠沙華」 …… 33 

横田俊一「一つの視角 —— 小林秀雄の問題Ⅱ」 …… 34 

亀多桃牛「菊の晴」 …… 39 

大浦美奈子「岬の風」「もくせい」「廃墟」 …… 42 

原田子寛「壁 他一篇」「河床」 …… 45 

岡田都「光」 …… 46 

中島嗣郎「いざなひ」「哀愁」 …… 46 

土井一世「放課後」 …… 47 

竹内はじめ「舌と革靴」 …… 48 

古川和代「晩秋」「明日への日記」 …… 49 

板倉
（ママ）

タマカ「旅」 …… 50 

平田橋信夫「パントマイムの唄」 …… 52 

城侑「足音が降りてゆく」「彫像」 …… 53 

右原尨「二百十日」 …… 54 

前登志晃「花嫁 あるいは時について」 …… 55 

花岡大学「童話 義眼（いれ目）」 …… 56 

池田和子「短歌雜感」 …… 59 

冷水朝二郎「楽我記」 …… 60 

菊田仁郎「悪評反撃について」 …… 61 
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森一郎「前号短歌作品評」 …… 62 

亀田利治「望郷の会」 …… 63 

山脈夜話 …… 64 

新春寓話 …… 64 

現実派 …… （65） 

告知板 …… （65） 

編輯後記 …… （65） 

刊記 …… （65） 

賛助会員 …… 後ろ表紙 

広告 …… 後ろ表紙 

 

第８集（1953年 6月） 

刊記 

「望郷 七集 五〇円／昭和廿八年五月二十日印刷／昭和廿八年六月一日発行

／編輯者 前登志晃／発行者 花岡大学／印刷所 奈良県吉野郡大淀町北六田 

昇文堂印刷所／発行所 奈良県下市町 望郷文学社／奈良県吉野郡大淀高校 花

岡大学／奈良市大豆山町崇徳寺 森一郎」 

表紙・カット 原田子寛 

目次 

菊岡義政詩集「回転木馬」出版記念会写真 …… 見返し 

目次 …… 見返し 

前登志晃「近代樹下」 …… 1 

藤岡玉骨「早春」 …… 2 

堀内民一「春そだつ」 …… 2 

冷水朝二郎「楽我記（二）」 …… 2 

巽與志雄「苔寺にて」 …… 3 
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森一郎「のちの想ひ」 …… 4 

前川緑「枯葉」 …… 5 

城侑「故里を去ることは」「ぼくのなかにも」「毀れた光線」「燈を暗くして」「夜

の栞」 …… 6 

冬木康「愛情」 …… 8 

森口武男「ナイヤガラ瀑布」 …… 8 

岡田都「病室」「山道」 …… 9 

森永義一「宴終る」「ゴブラン織」「林檎」 …… 10 

岩田秀之助「春寒し」 …… 11 

喜多草矢「枯草」 …… 11 

前登志晃「別離」「愛憐の豹」 …… 12 

横田俊一「女性的なるもの」 …… 14 

池田和子「表裏」「わがうた」 …… 16 

辻本貞治「詩壇の動向と「望郷」」 …… 17 

池田和子「おろかにも」 …… 18 

土井一世「生活断片」 …… 18 

出版記念会報告 …… 19 

楠木重治「土葬 —— 又は月」「自画像 —— 或いは蛇の腹」 … 20 

北村節子「白い静謐」「夜の雨」 …… 21 

辻本貞治「落チテクル風景」 …… 22 

竹内はじめ「天使ありて」 …… 22 

大浦美奈子「不覚」 …… 23 

古川和代「幼きものへ」「期待」 …… 24 

興呂木健「忘却」 …… 25 

土井一世「傷」 …… 26 

村田やすの「そのかみ」 …… 26 
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大西やすへ「橋梁」 …… 27 

中島嗣郎「水晶」 …… 27 

毛利昭「海辺の巡礼」 …… 28 

原田子寛「風」 …… 29 

前登志晃「壊れた窓からの手紙（2）」 …… 30 

北村さか江「春の扉」 …… 31 

ひがしやまたつひろ「異形のもの」 …… 31 

新家満喜代「虚空」 …… 32 

大和文学望郷{同人}{寄稿者}{会員}住所録 …… 33 

山脈夜話 …… 33 

風信塔 …… 34 

森一郎「古墳」 …… 36 

編輯後記 …… 36 

告知板 …… （37） 

刊記 …… （37） 

広告 …… 後ろ表紙 

 

賛助会員 

 追加者は【追】として人名と掲載号数を記す。 

第１集（1951 年 11 月）掲載 

潮田藤内、大花麻査琉、鎌田曲蝶、木村鷹之助、木田俊次、島田千代正、橋本忠

治、東清吉、前山誠逸 

第２集（1952 年 2 月）掲載 

【追】谷善之丞 

第３集（1952 年 5 月）掲載 

【追】米田亮一 



 33 

第７集（1953 年 2 月）掲載 

【追】今元富一、中本完二、島那雄武 

 

『望郷』同人 

 追加者は【追】、削除（退会か）は【×】、変更を【訂】として人名と号数を記す。 

第２集（1952 年 2 月）掲載 

阿太野閑、池田和子、岩本恒三、植田穣一、植田美穂、上森健作、小寺謙三、大

西やすへ、阪本八朗、興呂木健、澤井山帰来、沢井悦子、巽與志雄、辻重蔵、寺

尾道元、花岡大学、南周司郎、前登志晃、南博治、森一郎、山本静香、保田茂富 

第４集（1952 年 7 月）掲載 

【追】横田利平、青丹よしを、吉川和代、岩田秀之助、岡田都、冷水朝二郎、西

垣賀津子、石川幸雄、大浦美奈子、毛利昭、辻本貞治、松井浩生、大峯あきら、

菊岡義政、岸田定雄、横田俊一 

【訂】小寺謙二 

【×】岩本恒三、植田穣一、辻重蔵、南周司郎、南博治、山本静香 

第５集（1952 年 9 月）掲載 

【追】神田又誠、北村節子、平田橋信夫 

第６集（1952 年 11 月）掲載 

【追】古川和代 

第７集（1953 年 2 月）掲載 

【追】原田子寛、森永義一、土井一世、城侑、石井順雅、竹内はじめ 

 

吉野文学会々員名簿 

 追加者は【追】、削除（退会か）は【×】、変更を【訂】として人名と号数を記す。 

第１集（1951 年 11 月）掲載 

阿太野閑、赤阪かず子、秋永多加雄、池田和子、石井須雅、石井静男、石川幸雄、
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今入厚子、稲葉美智子、岩本恒三、岩本千里、植田美穂、上田玲子、上田順造、

植田譲一、上平英峰、上森健作、梅本丹下、梅本凡子、大浦美奈子、大谷喜代一、

大口章、大西やすへ、大久保準一、小川和子、奥田良戒、奥田一郎、奥田久代、

奥西貢、岡本巨童、岡本利尚、岡田禎造、亀多桃牛、亀山栄園、河北掬流子、菊

田仁朗、北垣内利次、北林惜秋、北村さかえ、北村礼子
（ママ）

、北川礼子、北浦淳丞、

北敦子、喜多草矢、國樹かほる、國樹若水、熊谷昌子、楠山正朝、小寺謙三、興

呂木健、五味昭夫、阪本千代、阪本八朗、阪口絹子、坂倉タマカ、澤井悦子、澤

井山帰来、冷水朝二郎、紫田斗魚、新家満喜代、新谷翠、新子谷悦次、杉山正直、

竹尾あさ子、竹村マツエ、平年次、巽與志雄、辻重蔵、辻本豊子、塚本博、寺中

定雄、寺尾道元、徳谷須雅子、留田良三、寅永
（ママ）

平之助、奈良英子、中山尚子、中

西清三、中本泰弘、長崎文彦、橋本周二、丹谷石昏湖、橋田稔、橋岡吟子、蓮池

無峰子、花岡大学、皇山
（ママ）

壽子、原一郎、伴野恵美子、馬場隆一、東浦克己、深瀬

龍夫、福井健作、福井哲夫、藤井正一、藤井義雄、古川和子、船津生国男、本田

十五穂、増本和子、桝谷優、桝田得雄、桝本力行、桝井登代子、桝谷三治、増田

イツ子、前岡弘子、前川健子、前登志晃、松村麗子、南周司郎、南博治、南佳直、

水谷武雄、宮坂友和、村田やすの、森下豊城、森本愛子、森本鈴子、森一郎、森

本照夫、毛利昭、保田茂富、山口一一、山内英雄、山本香橘、山本静香、山上澄

子、八釣美代子、吉本武兵衛、吉田隆太郎、横川綾子 

第２集（1952 年 2 月）掲載 

【追】稲田唯顕、大谷正保、奥野俊雄、川口一弘、川崎香代子、國樹保、小波哲、

島田芳磧、瀬上清一、玉置作次郎、辻本貞治、辻本悦子、平居枝風、東浦伝一、

宗野順治、森本一、森谷教孝、山元夢人、山田宗隆、米田竹景 

【訂】北村節子（第１集「礼子」）、富永平之助（第１集「寅永」）、畠山壽子（第１集

「皇山」）、古川和代（第１集「和子」、同一人か） 

【×】上田玲子、岡田禎造、國樹若水、竹尾あさ子、前岡弘子 

第３集（1952 年 5 月）掲載 
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【追】山本充子、新谷イサミ、冨田恭子、中島千尋、土井一世、久保典正、西垣

賀津子、楠操、加藤昇、岡橋善一郎、川本幸子、大谷美智子 

第５集（1952 年 9 月）掲載 

【追】亀田利治、神田又誠、平田橋信夫、絹谷和、柳瀬真子、城侑 

第６集（1952 年 11 月）掲載 

【追】中島嗣郎、木村昭子、村田勝、並河尚美、吉田重誠、岡本文子、岸本ごろ

お、森口武男、竹内はじめ 

 

『望郷』同人・『『望郷』寄稿者・吉野文学会会員名簿 

第８集（1953 年 6 月）掲載 

 同集では五十音順に並べられているが、ここでは（1）所付が吉野郡の者、（2）

所付が吉野郡以外の奈良県内の者、（3）所付が奈良県外の者に分け、地域ごとに

並べ直した。番地は省略してある。 

吉野郡 

稲葉美智子（秋野村廣橋）、楠山正朝（秋野村立石）、瀬上清一（秋野村広橋）、馬

場隆一（秋野村広橋）、東浦伝一（秋野村広橋）、森本一（秋野村広橋）、山内英子

（秋野村予邑）、横川綾子（秋野村高原）、本田十五穂（秋野村予邑）、前登志晃（秋

野村広橋）、今入厚子（大淀町檜垣本）、岩本恒二（大淀高校）、上平英峰（大淀町

下淵）、江渡孝祐（大淀町下淵）、大峯あきら（大淀町増口）、大口章（大淀町中増）、

奥野俊雄（大淀高校）、岡橋善一郎（大淀町下淵）、岡本巨童（大淀町下淵）、北村

節子（大淀町北六田）、岸田定雄（大淀町北六田）、五味昭夫（大淀町檜垣本）、阪

本八朗（大淀町下淵）、奈良英子（大淀町下淵）、花岡大学（大淀町佐名伝）、東山

龍寛（大淀町比曽）、増本和子（大淀町檜垣本）、増田イツ子（大淀町下淵）、三輪

ふさ（大淀高校）、森下豊城（大淀町檜垣本）、南周司郎（小川村鷲家口）、大西や

すへ（上市町）、奥田一郎（上市町地方事務所）、亀田利治（上市町）、北村さか江

（上市町）、喜多草矢（上市町）、絹谷和（上市町）、小波哲（上市町藤井書店）、
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阪本千代（上市町）、新家満喜代（上市町）、辻重蔵（上市町）、村田やすの（上市

町）、八釣美代子（上市町）、石井静雄（川上村寺尾）、上田順造（川上村井戸）、

小寺謙二（川上高校）、岩本千里（黒滝村栗飯谷）、山本静香（黒瀧中学校）、北野

天祥（四郷村）、辻本貞治（四郷村三尾）、秋永隆雄（下市町下市）、稲田唯顕（下

市町下市）、岩田秀之助（下市町下市）、植田美穂（下市町下市）、梅本丹下（下市

町）、大久保準一（下市中学校）、小川和子（下市町田中）、奥田良戒（下市町原谷）、

岡本利尚（下市町善城）、神田又誠（下市町都町）、菊田仁朗（下市町新住）、木村

昭子（下市町山崎）、澤井山帰来（下市町新住）、澤井悦子（下市町新住） 

冷水朝二郎（下市町惣上）、島田芳積（下市町下市）、杉山正直（下市町）、竹村マ

ツエ（下市町）、塚本博（下市町善城）、留田良三（下市町田中）、中山尚子（下市

町善城）、畠山壽子（下市町北口）、藤井正一（下市町善城）、藤井義雄（下市町善

城）桝本力行（下市町）、南勝隆（下市町阿知賀）、宮坂友和（下市町新住）、石川

幸雄（国樔村中学校）、上森健作（国樔村野々口）、古川和代（国樔村新子）、堀義

子（国樔小学校）、寺尾道元（黒滝村雫）、河北掬流子（天川村河合）、寺中定雄（天

川村河合）、新谷翠（中荘村北樽井）、保田茂富（丹生村谷）、吉田隆太郎（宗檜村

宗川野）、大谷喜代一（吉野山）、平井枝風（吉野山）、原一郎（龍門村平尾） 

奈良県内 

菊岡義政（奈良市下三條町）、北村ひろ子（奈良女子大学内）、楠木重治（奈良市

大安寺町）、中島嗣郎（奈良市高天町）、仲野文子（奈良女子大学内）、南日耿平（奈

良市登大路学芸大学内）、藤井実雄（奈良市阪新屋町）、前川佐美雄（奈良市坊屋

敷町）、前川緑（奈良市坊屋敷町）、松井浩生（奈良市東大寺境内二月堂下）、森一

郎（奈良市大豆山町崇徳寺）、森冴子（奈良市登大路学芸大学前）、森口武男（奈

良市上高畑町）、柳瀬真子（奈良市西真屋町）、吉田重誠（奈良市上高畑町福井）、

横田俊一（奈良市北市町）、赤阪藤園（生駒郡郡山町）、上村孫作（生駒郡伏見村

疋田）、大浦美奈子（生駒郡平城村中山）、大上敬義（生駒郡郡山町洞泉寺）、岡田

都（生駒郡富雄村三碓）、橋本多佳子（生駒郡あやめ池）、原田子寛（生駒郡生駒
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町）、毛利昭（生駒郡片桐町池之内）、松岡裕子（宇陀郡榛原町萩原）、赤阪かず子

（宇智郡阪合部村上野）、上南鐵舟（宇智郡南阿太村）、香久山倛子（宇智郡五條

町）、亀多桃牛（宇智郡南阿太村南阿太）、竹内はじめ（宇智郡内村岡）、玉置作次

郎（宇智郡南阿太村瀧）、辻本悦子（宇智郡南阿太村瀧）、土井一世（宇智郡五條

町五條）、藤岡玉骨（宇智郡北宇智村近内）、森本愛子（宇智郡南阿太村）、山本憲

雄（宇智郡野原町）、森本照夫（宇智郡南阿太村）、巽與志雄（北葛城郡上牧村上

牧）、堀内民一（北葛城郡河合村佐味田）、右原尨（磯城郡多村二ノ口）、佐伯重栄

（磯城郡多武峰）、並河尚美（磯城郡田原本町）、西垣賀津子（磯城郡桜井町戒重）、

西田すみ子（磯城郡安倍村安倍）、野島無量子（三輪局私書局八号函）、池田和子

（高市郡越智岡村兵庫）、久保典正（高市郡畝傍町見瀬）、中島栄一（高市郡眞真

菅村五井）、伴野恵美子（高市郡越智岡村）、平田橋信夫（高市郡金橋村雲梯）、冬

木康（高市郡八木町）、横田利平（高市郡八木町内膳）、冨田恭子（南葛城郡葛村

今住）、中島千士（南葛城郡葛村今住）、中本康弘（南葛城郡葛村奉膳）、植田穣一

（大和高田市東四丁目） 

奈良県外 

石井順雅（東京都目黒区芳窪町）、城侑（東京都文京区茗荷谷町 107 養徳学舎内）、

野長瀬正夫（東京都豊島区西巣鴨）、山本香橘（東京都千代田区神田旅籠町）、佐

川英三（藤沢市鵠沼）、田尻宗夫（大阪市北区梅田町大阪新聞社調査部）、坂倉タ

マカ（大阪市東成区大今里本町）、本田渓花坊（大阪市北区川崎町）、阿太野閑（京

都市東山区）、天野美津子（京都市左京区高野清水町）、大森忠行（京都府久世郡

御牧村沖之内）、杉本光運（京都市左京区下鴨松ノ木町）、森永義一（京都市上京

区等持院南町）、阿波野青畝（西宮市上甲子園）、深瀬龍夫（伊丹市昆陽城の前）、

森本秀夫（和歌山県伊都郡橋本高校） 
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図版 表紙・編集後記 

第１集表紙 
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第１集編集後記 
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第 2集表紙 
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第２集編集後記 
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第３集表紙 
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第３集編集後記 
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第４集表紙 
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第４集編集後記 
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第５集表紙 
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第５集編集後記 
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第５集広告 
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第６集表紙 
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第６集編集後記 
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第７集表紙 
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第７集編集後記 
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第７集広告 
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第８集表紙 
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第８集編集後記 
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第８集告知板 
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『詩豹』 

 

紹介 

 詩雑誌。1953 年（昭和 28）８月発行。編輯発行人は前登志晃（前登志夫）。発行

所は詩豹社（奈良県吉野郡秋野村）。体裁は A5 判変形（通号 21〜22 ㎝×15 ㎝前後ほ

ど）。現在確認できるのは 1955 年（昭和 30）６月刊行の 10 号まで7。前出の『望

郷』が「郷土誌としての性格と、専門化した詩誌の領域との分裂が顕著にな」（『望

郷』10 号）ったことを契機とし、『望郷』の詩人と奈良県外各地の詩人が参加した

同人雑誌である。俳人の大峯あきらや、歌人としても活動した金井直、金子千鶴、

野原光輝がいるなど同人は詩人のみに限るものではなかったが、『望郷』10 号で

は「詩専門雑誌「詩豹」」と明言しており、掲載されているものも全て詩である。 

同人の年齢層は 20 代を中心に 40 代までと幅広い。４号に同人名簿が掲載され

ており、この時点では 32 名であったが、６号で追加、のち 10 号の名簿では作品

掲載が無い人物も含め 76 名に至る8。奈良出身の詩人佐川英三、大峯あきら、彫

刻家の菊岡義政のほか、1946 年（昭和 21）１月から 1950 年（昭和 25）８月まで刊

行された『詩風土』の同人であった者が多数在籍する。『詩風土』編集室の一員で

あった天野美津子や小島信一をはじめとし、同人の新井正一郎、乾武俊、大森忠

行のほか、『詩学』同人の金井直、窪田般彌、殿内芳樹、土橋治重らや日本未来派

に所属していた山内龍、松本小夜子らがいる。６号からは 1951 年（昭和 26）年９

月創刊になる奈良の詩誌『斜線』の中心であった奈良学芸大学の南日耿平（近藤英

男）や菊岡義政、おなじく奈良県橿原で刊行されていた雑誌『爐』『ブラックパン』

の中心であった右原尨が同人に参加している。稗田菫平は富山出身の詩人である

                                                      

7 1956 年（昭和 31）11 月 14 日消印横田俊一宛前登志夫葉書に「「詩豹」復刊一号（十一号）

を新年に千部発行します」とあるが、実際に刊行されたのかどうかは不明である。 

8 4 号には「詩豹同人」として名簿が掲載され、10 号には「豹グループ」として名簿が掲載

されている。 
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が、右原主宰の『爐』の同人でもあった。稗田の詩集の批評を『暦象』の主宰者

中野嘉一がおこない、さらに稗田は「詩豹」「暦象」同人の森一郎から献呈署名本

を受け取っているなど9、県内外の詩人たちがこの『詩豹』誌上で交錯していたの

だった。 

同人について、４号（1954.3）「詩豹雑記」で新井正一郎が「前さんから詩豹へ

参加しないかと云はれ」などと記しているように、『詩豹』のスタートは前登志晃

の人脈によるものであったと推測される。『詩豹』同人には奈良の主要な詩人が参

加しているほか、京都（天野美津子・大槻鐵男・小島信一・大森忠行）や大阪（乾武俊）、

東京（金井直・窪田般彌・城侑）や埼玉（新井正一郎）、茨城（杉山満夫）あるいは広島

（角田寛英）、熊本（山内龍）、佐賀（弥富栄恒）、など地方に多く散らばっており、ま

た京都・東京・九州に支部を持っていた。「「詩豹」の仲間が大半地方にいること

も、今後の詩的持続と風作とにり
（ママ）

、ポヂテイブな條件としたい」（２号後記）と述

べているように、東京も含めた多地域性を特徴のひとつとしていた。 

内容は同人の詩の他に、同人の詩集に対する批評や、現代詩についての評論も

多く掲載している。１号後記には「「詩豹」が現代詩の尖鋭の運動とならぬわけは

ないのだ」とあり、また、「その（「詩豹」の——磯部注）詩風と主張は、（中略）現代

詩の知的前衛として各流派への何等かの対決によって樹立されるものと存じま

す」と『望郷』８号の時点で述べていたように、詩壇に対する『詩豹』の在り方

をずっと意識していたことがうかがえる。２号後記では、「「詩豹」が新抒情派で

あったり、「四季」派の復活を試みるものとされたり、せつかちに旗色を押しつけ

るむきもあるが、現代詩を実質的に前進させるためのものであるより他にない」

と述べる。同人には『四季』の抒情主義を受け継ぐ『詩風土』同人が多く在籍し

ていたが、前のいう「旗色」とはそうした既存の「派」に紐づけられ色塗られる

ことであった。たとえば前出の 1954 年（昭和 29）６月１日付横田宛前書簡に「詩

                                                      

9 磯部架蔵の森一郎『原始』（暦象新社、1955）見返しに「稗田菫平様／森一郎」とある。な

お、この森一郎は注５の森一郎とは別人である。 



 59 

豹の新風の運動には先生のエツセイは是非必要で」云々とあるように、前が目指

していたのはその逆の「新風」なのであった。とはいえ、前がその「新風」をマ

ニフェストとして誌上で述べることはない。「詩風」について唯一言及している２

号後記から帰納的に見ていけば、「現代を生きているとする俗物根性の裏返しを

打破」する「詩作」が必要で、そこに「便宜的な公式や既成概念にあてはまらな

いエコール」としての「詩風」があらわれうる、ということになろうか。話が抽

象的であり、また「各流派への何等かの対決」と「各流派」の詩人たちが寄稿し

ていることとの整合性もいまひとつはっきりとしないところはあるのだが、「何

等かの対決」を標榜した前自身はその『詩豹』が詩壇でどのうように評価される

のかは気になっていたようで、1954 年 8 月 20 日付横田俊一宛ハガキに、 

「「詩学」九月号で〈詩豹〉が同人誌として全く無視されるかどうか興味を

もつて待つています。 

と記している。『詩学』1954 年 9 月号は「全国詩誌展望」特集で、『詩豹』は「全

国詩誌一覧」に『熾天使』『斜線』とともに奈良県の詩誌として紹介されているが

10、巻頭の「現代詩誌の動向」や座談会「現代詩の焦点」11では「全然といってい

いほど無視されていた」12のだった。直後に刊行された 7 号（1954.10）編集後記で

前が述べた「「詩豹」はさわがれてはいけないのだ」の言は、はたして『詩学』を

承けてのものであったかどうか。このあたりについては、掲載詩の検討、横田俊

一宛書簡等の分析も含めて今後の課題のひとつとしておきたい。 

『望郷』から誕生した雑誌であるが、吉野という一地方の雑誌に留まらない性

                                                      

10 紹介項目は①発行所、②編集者、③同人氏名の３項。『詩豹』は「①奈良県吉野郡秋野村

②前登志晃③横田俊一、小島信一、辻本貞治、山内龍、杉山満夫、毛利昭、松本小夜子、新

井正一郎、天野美津子、城侑、右原尨、稗田菫平、松村智以子、佐川英三、大浦美奈子、菊

岡義政、森一郎、楠木重治、山崎昭、大森忠行、森永義一」とある（p.106）。 

11 出席者は高橋宗近、壺井繁治、村野四郎、伊藤作吉、平林敏彦、山本太郎。 

12 『詩豹』7 号（1954.10）編集後記より、山内龍執筆箇所。 
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格を有していたと同時に、中央都市部の詩壇へのまなざしや関係性を考えるうえ

でも興味深い詩誌である。 

（佐藤さくら・三浦実加・磯部敦） 

 

第１号（1953年 8月） 

刊記 

「{月刊}{詩誌}詩豹 第一号／編輯発行人 前登志晃／発行所 奈良県吉野郡秋

野村 詩豹社／印刷所 奈良県大淀町 昇文堂印刷所／会費 半ヶ年三〇〇円（〒

共）／毎月一日発行 定価五〇円」 

表紙・カット 森冴子 

目次 

目次 …… 1 

菊岡義政「海鳥」 …… 2 

山崎昭「五月」 …… 3 

松本小夜子「祈祷」 …… 4 

森永義一「風鈴」 …… 5 

角田寬英「誕生日」 …… 6 

天野美津子「埋立地」 …… 6 

山内雅夫「CONCONDANCE」 …… 7 

辻本貞治「夜ノ断面」 …… 8 

富岡啓二「幻影のひと」 …… 9 

前登志晃「山上の処刑」 …… 10 

大槻鉄男「ランボオに於ける幻想に就いて／ランボオに於ける記憶に就いて」 

……12 

小島信一「思想の威信」 …… 14 

稗田菫平「杜の白樫」 …… 17 
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臼井喜之助「犬の目」 …… 18 

古川和代「夜が来た」 …… 18 

森一郞「詩について」 …… 19 

城侑「夜」 …… 20 

大浦美奈子「砂のはなし」 …… 20 

楠本重治「舞踏靴——あるいは時について」 …… 21 

岡田都「湖」 ……22 

北村節子「一つのザイン」「夕ぐれ」 …… 22 

亀井雅司「埴輪幻想」 …… 23 

吉澤比呂志「春の空」 …… 23 

新井正一郎「ふるさと」 …… 24 

一号後記 …… （25） 

刊記 …… （25） 

 

第２号（1953年 9月） 

刊記 

「{月刊}{詩誌}詩豹 一九五三年九月一日刊 第二号／編輯発行人 前登志晃／

発行所 奈良県吉野郡秋野村 詩豹社／印刷所 昇文堂印刷所 奈良県大淀町／

会費 半ヶ年三〇〇円（〒共）／毎月一日発行 定価五十円」 

表紙・カット 森冴子 

目次 

詩壇時評 …… 見返し 

詩豹第二冊目次 …… 1 

前登志晃「黒の飛翔」 …… 2 

大槻鉄男「朝の風」 …… 3 

楠木重治「鎮魂歌」 …… 4 
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森永義一「街を歩く」 …… 6 

佐川英三「馬」 …… 7 

横田俊一「シュペルヴィエルの「詩法」」 …… 8 

金井直「流転」 …… 12 

城侑「晩い営み」 …… 13 

森一郎「他殺 詩について No.12」 …… 14 

山崎昭「運河」 …… 15 

北村節子「夜の海の影」 …… 16 

新井正一郎「紫陽花夫人」 …… 17 

小島信一「現代の抒情」 …… 18 

毛利昭「羽音」 …… 20 

松村智以子「苔寺にて」 …… 20 

角田寛英「沈丁花」 …… 21 

松本小夜子「母よＩよ」 …… 22 

菊岡義政「六月」 …… 23 

辻本貞治「影」 …… 24 

2 号後記 …… （25） 

刊記 …… （25） 

広告 …… 後ろ表紙 

 

第３号（1953年 10月） 

刊記 

「{月刊}{詩誌}詩豹 {第三号 十月版}{一九五一年十月廿五日発行}／編輯発行

人 前登志晃／発行所 奈良県吉野郡秋野村広橋 詩豹社／印刷所 昇文堂印刷

所 奈良県大淀町／定価五〇円」 

表紙・カット 森冴子 
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目次 

松村智以子「かなしい阿衆羅」…… 1 

時評 …… 1 

詩豹第三冊目次 …… 2 

Elise Grilli，小島信一訳「高野山紀行」  …… 3 

新井正一郎「少年」 …… 4 

屋敷紀子「ナルシスの鏡」 …… 5 

森一郎「過去」（詩について No.13） …… 6 

松本小夜子「無音」 …… 7 

城侑「脱皮」 …… 8 

稗田菫平「禽獣」 …… 9 

杉山満夫「雨季」 …… 10 

森永義一「黒衣の女」 …… 11 

楠木重治「虚しい街」 …… 13 

前登志晃「果実」 …… 14 

詩豹雑記 

 横田俊一「手について」 …… 15 

 松本治子「私と詩作」 …… 16 

 山崎昭「雑記帳①」 …… 17 

風信塔 …… 17 

３号後記 …… 18 

刊記 …… 18 

広告 …… 後ろ表紙 

 

第４号（1954年 3月） 

刊記 
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「昭和二十九年二月二十日印刷／昭和二十九年三月一日発行／詩豹  第四冊 

前登志晃編輯 発行所 詩豹社 奈良県吉野郡秋野村 ¥60」 

表紙・カット 森冴子 

目次 

詩豹同人 …… 1 

詩豹第四冊目次 …… 2 

横田俊一「何のための詩人か —— ハイデツガアのリルケ論」 …… 3 

小島信一「リアリズムについて」 …… 5 

松本小夜子「なお歌わねばならない」 …… 7 

大浦美奈子「歴史と歌」 …… 8 

毛利昭「白い秋」 …… 10 

金子千鶴「秋の果実」 …… 10 

辻本貞治「秋」 …… 11 

山崎昭「月光の中の僕」 …… 12 

前登志晃「雪ふるなかを」 …… 13 

松村智以子「かなしい阿衆羅」 …… 14 

菊岡義政詩集「回轉木馬』をめぐって 

 佐川英三「詩集「回転木馬」について」 …… 15 

 井手則雄「菊岡の位置」 …… 16 

 高橋宗近「手紙」 …… 16 

新井正一郎「紫陽花夫人Ⅱ」 …… 18 

稗田菫平「妖精曲」 …… 19 

坂倉タマカ「海峡からの便り」 …… 20 

松本治子「紅葉」 …… 20 

山内龍「原始使徒」 …… 21 

城侑「実在」 …… 23 
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楠木重治「夜の窓──ドラマについて」 …… 23 

杉山満夫「Le Chant」 …… 25 

北村節子「跫音だけになつて」 …… 25 

天野美津子「花の皿」 …… 26 

前登志晃「プライヴェートな書評」 

 稗田菫平詩集「薔薇の豹」 …… 27 

 金井直詩集 …… 28 

 天野美津子詩集「車輪」 …… 29 

詩豹雑記 

 新井正一郎「身辺雑記」 …… 30 

 山内龍「毛銭のことども」 …… 30 

 稗田菫平「北国抄〈その一〉」 …… 31 

 松本小夜子「詩精神と抵抗（より若い詩を志す友に）」 …… 32 

広告 …… 後ろ表紙 

 

第５号（1954年 4月） 

刊記（1） 

「第五冊 詩豹 四月版／一九五四年四月十五日発行／編輯発行代表者 前登

志晃／発行所 詩豹社 奈良県吉野郡秋野村広瀬」（p.32） 

刊記（2） 

「昭和二十九年四月十日印刷／昭和二十九年四月十五日発行／詩豹  四月版 

第五冊 隔月刊   詩豹社 ¥50」（後ろ表紙） 

目次 

横田俊一「痛める指」 …… 見返し（1） 

詩豹第五冊目次 …… （2） 

殿間芳
（ママ）

樹「デルタ抄」 …… 3 
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毛利昭「夜明けについて」 …… 5 

松村智以子「旗」 …… 6 

土橋治重「秋風」 …… 7 

佐川英三「手」 …… 8 

前登志晃「鳥の眼をする」 …… 9 

杉山満夫「洋娼」 …… 11 

大浦美奈子「新雪」 …… 12 

小島信一「詩の方法について」 …… 13 

辻本貞治「夜の肌」 …… 15 

山田新之輔「レクイエム 亡きＩＳに」 …… 16 

城侑「風景」 …… 17 

稗田菫平「妖精曲」 …… 18 

坂倉タマカ「黒い記憶 他一篇」 …… 19 

松本小夜子「終止」 …… 21 

屋敷紀子「マリィの嘆き」 …… 22 

森永義一「憧憬は影だ」 …… 23 

天野美津子「白熊」 …… 24 

楠木重治「堕ちた天使 ── 僕の絵本から」 …… 25 

松本治子「鎌倉明月院にて」 …… 26 

山内龍「石の心」 …… 27 

新井正一郎「紫陽花夫人Ⅲ —— エピロオグ」 …… 28 

詩豹雑記 

 天野美津子「野良犬のこと」 …… 29 

 山内龍「谷川雁について」 …… 29 

 松本小夜子「私感私語（Ⅰ）—— 日記抄」 …… 30 

 新井正一郎「身辺雜記」 …… 31 
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大浦清雄「詩集「ふるさと」について」 …… （32） 

消息 …… （32） 

刊記 …… （32） 

広告 …… 後ろ表紙 

挟みこみ・訂正書 1 枚 

 

第６号（1954年 8月） 

刊記（1） 

「第六冊 詩豹 八月版／一九五四年八月十五日発行／編集発行代表者 前登

志晃／発行所 奈良県吉野郡秋野村広橋 詩豹社」（後ろ表紙） 

刊記（2） 

「{昭和二十九年八月十日印刷}{昭和二十九年八月十五日発行} 詩豹 八月版 

第六冊 隔月刊   詩豹社 ¥50」（後ろ表紙） 

目次 

杉山満夫「東京詩豹の会雑記」 …… (1) 

目次 …… (2) 

天野美津子「憂欝」 …… 3 

松本治子「呼吸困難」……4 

稗田菫平「心象歌」 …… 5 

辻本貞治「眼」 …… 7 

山内龍「原始転位」 …… 9 

楠木重治「愛について」 …… 11 

松本小夜子「自答」 …… 14 

新井正一郎「樹上天国」 …… 15 

右原尨「野」 …… 16 

天野美津子詩集「車輪」評 
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 高橋宗近「女性を超えたもの」 …… 17 

 土橋治重「天野美津子詩集車輪についてのメモ」 …… 19 

 永瀬清子「車輪雑記」 …… 20 

 三好豊一郎「車輪読後感」 …… 21 

殿内芳樹「デルタ抄」 …… 25 

杉山満夫「お前の渇いているくちびる」 …… 27 

松村智以子「声」 …… 28 

毛利昭「火山灰」 …… 29 

大浦美奈子「ある飛翔」 …… 30 

屋敷紀子「死と追憶」 …… 31 

城侑「風景」 …… 32 

金井直「夜の沼」 …… 33 

前登志晃「駅」 …… 34 

松村智以子「東京詩豹の会の印象（手紙抜粋）」 …… （35） 

消息 …… （35） 

刊記 …… （35） 

 

第７号（1954年 10月） 

刊記（1） 

「詩豹 {NUMERO 7}{1954 年 10 月}／{編集}{発行}代表者 前登志晃／発行所 

詩豹社 奈良県吉野郡秋野村広橋／★ 会員（準同人）は月額 100 円 半ヶ年分

（600 円）前納、作品発表及パンフレット詩豹通信を送る／事務所 東京支部 東

京都文京区茗荷谷 107 養徳社城侑気付／京都支部 京都市左京区高野清水町 5 

天野美津子気付」（後ろ表紙） ※枠外に「¥60」 

刊記（2） 

「{昭和二十九年十月十日印刷}{昭和二十九年十月十五日発行}詩豹 十月版 第
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七冊 隔月刊 詩豹社」（後ろ表紙） 

表紙 森冴子 

目次 

目次 …… 見返し 

マルセル・ペアリユ、窪田般弥訳「金魚鉢」 …… 1 

前登志晃「橋」 …… 2 

小島信一「純粋詩について」.....5 

大森忠行「無限軌道（1）」 …… 8 

金井直「悲歌」 …… 11 

山内龍「ぼくらの朝の」 …… 12 

天野美津子「街で——T･M さま」 …… 13 

右原尨「顔」 …… 15 

辻本貞治「人形の重み」 …… 16 

森永義一「丘」 …… 17 

城侑「乳房の女」 …… 18 

杉山満夫「何を失うべきものが……」 …… 19 

南日耿平「石階」 …… 20 

書評 …… 20 

※ 及川均『夢幻詩集』、鷲巣繁男『蛮族の眼の下』、中野嘉一『メレヨン島詩

集』、天野忠詩集『重たい手』 

大浦美奈子子「カフエ」 …… 21 

松村智以子「白い顔」 …… 22 

楠木重治「虚しい街——旅の章」 …… 24 

金子千鶴「詩のない詩」 …… 25 

杉本光運「夢を切り裂くもの」 …… 27 

新井正一郎「夾竹桃」 …… 28 
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山崎昭「薔薇の内部」 …… 29 

松本小夜子「愛ニツイテ」 …… 30 

杉山満夫「木原孝一についてのメモ」 …… 31 

金子千鶴「未見に終わった毛錢氏と私」 …… 32 

山内龍「詩人としての抵抗について」 …… 33 

書評 …… 35 

※ 横田利平『ビキニの灰』、山崎雪子『海に近く』 

編集後記 …… （37） 

広告 …… 後ろ表紙 

刊記 …… 後ろ表紙 

 

第８号（1955年 1月） 

刊記 

「詩豹 {NUMERO 8}{1955 年 1 月}／{編集}{発行}代表者 前登志晃／発行所 

詩豹社 奈良県吉野郡秋野村広橋／☆ 会員（準同人）は月額 100 円 半ヶ年分

（600 円）前納、作品発表及パンフレット詩豹通信を送る／事務所 東京支部 東

京都文京区茗荷谷 107 養徳社城侑気付／京都支部 京都市左京区高野清水町 5 

天野美津子気付」 ※枠外に「¥60」 

表紙 森冴子 

目次 

目次 …… （表紙裏） 

小島信一「この絵 —— U に」 …… 1 

横田俊一「詩人の存在」 …… 2 

右原尨「一つの夜へ」 …… 6 

高橋小夜子「愛の詩集 2 —— レリーフ」 …… 8 

金子千鶴「白い時間」 …… 9 
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城侑「新開地」 …… 10 

松村智以子「独白」 …… 11 

山内龍「証人」 …… 12 

新井正一郎「時計詩集」評 

 村野四郎「「羅甸の夢」について —— 時計の詩集」 …… 14 

 近藤東「羅甸の夢書評」 …… 14 

 井手文雄「「羅甸の夢」について …… 15 

 殿内芳樹「羅甸の夢について」 …… 16 

新井正一郎「タクラマカン越ゆるあたり」 …… 18 

青山隆弘「ぼくは水晶のように——鳥瞰点景Ⅱ」 …… 19 

辻本貞治「存在」 …… 20 

杉本光運「アマースト夫人 —— Madame Amherst」 …… 21 

杉山満夫「灰色の詩」 …… 22 

前登志晃「秋のひと」 …… 24 

毛利昭「器」 …… 25 

天野美津子「面」 …… 26 

高橋小夜子「エッセイのためのノートⅠ」 …… 27 

山内龍「現代詩における科学と原始の問題」 …… 28 

同人消息 …… 29 

杉山満夫「モチーフとテーマについて —— ひとつの詩論への試み」 …… 30 

編輯後記 …… （33） 

刊記 …… 後ろ表紙 

 

第９号（1955年 3月） 

刊記 

「詩豹 {NUMERO 9}{1955 年 3 月}／{編集}{発行}代表者 前登志晃／発行所 
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詩豹社 奈良県吉野郡秋野村広橋／☆ 会員（準同人）は月額 100 円 半ヶ年分

（600 円）前納、作品発表及パンフレット詩豹通信を送る／事務所 東京支部 東

京都文京区茗荷谷 107 養徳社城侑気付／京都支部 京都市左京区高野清水町 5 

天野美津子気付」 ※枠外に「¥60」 

表紙 杉山満夫 

目次 

目次 …… 見返し 

大岡信「生誕の朝」 …… 1 

杉本春生「前登志晃論」 …… 2 

毛利昭「梟」 …… 10 

富岡啓二「埋葬」 …… 11 

杉山満夫「四重奏 —— ドラマ風に」 …… 12 

天野美津子「フランス美術展中世室にて —— 13 世紀・笏杖の柄頭・クリュニー

博物館所蔵」 …… 16 

楠木重治「街について」 …… 17 

山内龍「決意」 …… 20 

辻本貞治「原始人 —— 幻覚の中で」 …… 22 

城侑「都市」 …… 23 

杉本光運「空席に帰つてくるもの」 …… 25 

青山隆弘「夜汽車のひと」 …… 26 

松村智以子「太郎」 …… 27 

小島信一「海辺のビルで」 …… 28 

前登志晃「椅子を廻す」 …… 30 

右原尨「耳目吃水」 …… 32 

編輯後記 …… （33） 

豹風信 …… （33） 
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刊記 …… 後ろ表紙 

 

第 10号（1955年 6月） 

刊記 

「詩豹 NUMERO10 1955 年 6 月 10 日／発行所 詩豹社 {編輯発行 前登志

晃}{奈良県吉野郡秋野村広橋}／東京支部 東京都大田区小林町 250 小島信一

／京都支部 京都支部 京都市左京区高野清水町 5 天野美津子／九州支部 熊

本県水俣市新日本窒素丸島社宅 22 山内龍／☆会費 年額 400 円，半年分以上

前納☆」 ※枠外に「¥60」 

表紙 杉山満夫 

目次 

目次 …… 見返し 

金井直「生に就いて」 …… 1 

小島信一「日本文化についての序章 —— クリスマス随感」 …… 2 

天野美津子「分水嶺」 …… 5 

前登志晃「未来」 …… 6 

山内龍「北極の夜のアダムとイヴ」 …… 8 

杉山満夫「劇場」 …… 10 

清水深生子「辛夷の花」 …… 12 

松村智以子「出発」 …… 13 

青山隆弘「茶碗について」 …… 14 

高橋小夜子「愛の詩集 3——総持寺随想」 …… 16 

新井正一郎「地図」 …… 18 

大浦美奈子「街」 …… 20 

城侑「手」 …… 21 

楠木重治「沈黙について」 …… 22 
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小島信一「「前登志晃論」を読む」 …… 23 

杉山満夫「イマージュについて」 …… 24 

窪田般弥「一詩人の回想 —— 池田克己のこと」 …… 26 

前登志晃「抒情の形成」 …… 28 

豹グループ …… 後ろ表紙 

刊記 …… 後ろ表紙 

 

『詩豹』同人 

第４冊（1954 年３月） 

新井正一郎、天野美津子、大浦美奈子、大森忠行、岡田都、大槻鉄男、金子千鶴、

菊岡義政、北村節子、楠木重治、小島信一、坂倉タマカ、佐川英三、城侑、杉山

満夫、辻本貞治、角田寛英、富岡啓二、稗田菫平、古川和代、松村智以子、前登

志晃、松本小夜子、松本治子、毛利昭、森一郎、森永義一、山内龍、山内雅夫、

屋敷紀子、山崎昭、横田俊一 

第６冊（1954 年８月）「消息」より 

【追】右原尨、南日耿平、玉井和子 

【×】北村節子、岡田都、古川和代 

第８冊（1955 年 1月）「同人消息」より 

【追】青山隆弘、杉本光運 

第 10 冊（1955 年６月）「豹グループ」より 

青山隆弘、赤坂かず子、浅石明子、天野美津子、新井正一郎、池田和子、石井順

雅、乾武俊、右原尨、植田美穂、梅田恵以、大浦美奈子、大槻鉄男、大峯あきら、

大森忠行、岡田都、加藤英則、金井直、金子千鶴、亀井雅司、兼久文治、菊岡義

政、北村節子、楠木重治、窪田般弥、くろかわよしのり、黒部節子、小島信一、

板倉
（ママ）

タマカ、佐川英三、島田芳積、志摩由紀夫、清水深生子、下谷豊藤、城侑、

杉本春生、杉本光運、杉山満夫、相馬大、高草陽夫、高橋小夜子、武田理子、玉
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井和子、月岡賢治、辻本貞治、角田寛英、月川幸子、殿内芳樹、土橋治重、富岡

啓二、富倉まり絵子、南日耿平、西垣和子、野原光輝、橋本都耶子、花岡大学、

東山龍寛、稗田菫平、古川和代、前登志晃、増本修義、松谷晃洋、松村智以子、

松本治子、毛利昭、森一郎、森永義一、屋敷紀子、弥富栄恒、山内龍、山内雅夫、

山崎昭、山田新之輔、山中和子、吉村勇雄、横田俊一 
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図版 表紙・編集後記 

第１号表紙 
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第１号編集後記 
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第２号表紙 

 



 79 

第２号編集後記 

 



 80 

第２号広告 

 



 81 

第３号表紙 

 



 82 

第３号編集後記 

 



 83 

第３号広告 

 



 84 

第４号表紙 

 



 85 

第４号広告 

 



 86 

第５号表紙 

 



 87 

第５号編集後記 

 



 88 

第５号広告 

 



 89 

第６号表紙 

 



 90 

第６号消息 

 



 91 

第７号表紙 

 



 92 

第７号編集後記 

 



 93 

第７号編集後記（続） 

 



 94 

第７号広告 

 



 95 

第８号表紙 

 



 96 

第８号編集後記 

 



 97 

第９号表紙 

 



 98 

第９号編集後記 

 



 99 

第 10 号表紙 

 



 100 

第 10 号後ろ表紙（「豹グループ」） 
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人名索引 

※ 投稿者、同人の索引を掲げる。人名の読みが文献等で確定できず暫定的な者もいるこ

と、附言しておく。 

Ｅ 

Edith Sitwell 15, 19, 21 

Elise Grilli 63 

Ｍ 

Marcel Béalu 69 

あ 

青丹よしを 11, 14, 15, 17, 20, 33 

青山隆弘 71, 72, 73, 74 

赤阪かず子 20, 23, 25, 28, 33, 37, 74 

赤阪藤園 9, 15, 36 

秋永隆雄, 秋永多加雄 33, 36 

浅石明子 74 

東清吉 32 

阿太野閑 9, 12, 14, 16, 17, 22, 33, 37 

天野美津子 37, 60, 65, 66, 67 

  69, 71, 72, 73, 74 

新井正一郎 61, 62, 63, 64, 65 

  66, 67, 69, 71, 73, 74 

阿波野青畝 21, 37 

い 

池田和子 9, 12, 15, 18, 19 

  20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 74 

石井静男, 石井静雄 33, 36 

石井順雅, 石井須雅 33, 37, 74 

石川幸雄, いしかわ・ゆきを 

  11, 12, 13, 16, 18, 22, 25, 33, 36 

石津順 14 

井手則雄 64 

井手文雄 71 

稲田唯顕 15, 34, 36 

稲葉美智子 34, 35 

乾武俊 74 

今入厚子 34, 35 

今元富一 33 

岩田秀之助 19, 22, 24, 28, 31, 33, 36 

岩本恒三 8, 11, 33, 34, 35 

岩本千里 34, 36 

う 

上田順造 34, 36 

植田穣一, 植田譲一 33, 34, 37 

植田美穂 9, 15, 23, 33, 34, 36, 74 

上田玲子 34 

上平英峰 10, 13, 16, 25, 34, 35 

上村孫作 15, 24, 36 

上森健作 10, 18, 33, 34, 36 
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臼井喜之助 61 

右原尨 29, 37, 67, 69, 70, 72, 74 

梅田恵以 74 

梅本丹下 34, 36 

梅本凡子 13, 34 

え 

江渡孝祐 22, 26, 35 

お 

大浦清雄 67 

大浦美奈子  

  11, 12, 18, 20, 22, 26, 29, 31, 33 

  34, 36, 61, 64, 66, 68, 69, 73, 74 

大岡信 72 

大上敬義 16, 25, 36 

大口章 34, 35 

大久保準一 34, 36 

大谷喜代一 34, 36 

大谷秋水 9, 13, 17, 23, 24 

大谷正保 13, 34 

大谷美智子 35 

大槻鉄男 60, 61, 74 

大西圭子 19 

大西やすへ 9, 12, 17, 19, 23, 24, 

  28, 29, 32, 33, 34, 35 

大花麻査琉 32 

大峯あきら 21, 24, 26, 28, 33, 35, 74 

大森忠行 37, 69, 74 

岡田禎造 34 

岡田都 

  18, 22, 25, 29, 31, 33, 36, 61, 74 

岡西喜治 19 

岡橋善一郎 35 

岡本巨童 13, 34, 35 

岡本利尚 34, 36 

岡本文子 35 

小川和子 34, 36 

尾木澄子 25, 26 

奥田一郎 34, 35 

奥田久代 10, 14, 34 

奥田良戒 34, 36 

奥西貢 10, 34 

奥野俊雄 34, 35 

小寺謙二 33, 34, 36 

か 

香久山倛子 15, 37 

加藤昇 35 

加藤英則 74 

加藤美津 17 

金井直 62, 68, 69, 73, 74 

金子千鶴 64, 69, 70, 74 

兼久文治 74 

鎌田曲蝶 32 

亀井雅司 61, 74 

亀田桃牛, 亀多桃牛 

  16, 19, 23, 15, 17, 29, 34, 37 
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亀田利治 30, 35 

亀山栄園 34 

河北掬流子 10, 14, 34, 36 

川口一弘 34 

川崎香代子 34 

川本幸子 35 

神田又誠 33, 35, 36 

上南鐵舟 13, 16, 37 

き 

菊岡義政 

  18, 22, 25, 29, 33, 36, 60, 62, 74 

菊田仁朗, 菊田仁郎 

  9, 10, 12, 14, 17, 19 

  20, 23, 25, 28, 29, 34, 36 

岸田定雄 15, 22, 29, 33, 35 

岸本ごろお 26, 35 

北敦子 34 

木田俊次 32 

喜多草矢 13, 15, 31, 34, 35 

北浦淳丞 13, 34 

北垣内利次 34 

北川礼子, 北村礼子 11, 34 

北野天祥 22, 27, 36 

北林惜秋, 北村惜秋 10, 34 

北村さかえ, 北村さか江 

  9, 12, 16, 17, 20, 23, 28, 32, 34, 35 

北村節子 14, 17, 20, 22, 26 

  28, 31, 33, 34, 35, 61, 62, 65, 74 

北村ひろ子 22, 36 

絹谷和 25, 35 

木村昭子 35, 36 

木村鷹之助 32 

く 

楠木重治 31, 36, 61, 63, 65 

  66, 67, 69, 72, 73, 74 

楠操 35 

楠本重治 61 

楠山正朝 34, 35 

國樹泉 23 

國樹かほる 34 

國樹若水 10, 14, 16, 19, 23, 25, 29, 34 

國樹保 9, 12, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 34 

久保典正 17, 23, 25, 35, 37 

窪田般弥 69, 74 

熊谷昌子 34 

くろかわよしのり 74 

黒部節子 74 

こ 

興呂木健 9, 12, 31, 33, 34 

小島信一 

  60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 73, 74 

小波哲 34, 35 

五味昭夫 17, 34, 35 

近藤東 71 



 104 

さ 

佐伯重栄 37 

阪口絹子 34 

坂倉タマカ 11, 17, 20, 22, 26 

  29, 34, 37, 64, 66, 74 

阪本千代 34, 36 

阪本八朗 9, 12, 16, 19, 20, 33, 34, 35 

佐川英三 28, 37, 62, 64, 66, 74 

桜井芳生 11, 12 

澤井悦子 9, 14, 33, 34, 36 

澤井山帰来 9, 14, 16, 33, 34, 36 

し 

潮田藤内 32 

冷水朝二郎 

  10, 14, 17, 19, 23, 29, 30, 33, 34 

下谷豊藤 74 

紫田斗魚 34 

島那雄武 33 

志摩由紀夫 74 

島田瑛一 13, 22 

島田千代正 32 

島田芳磧, 島田芳積 34, 36, 74 

清水深生子 73, 74 

城侑 26, 29, 31, 33, 35, 37, 61 

  62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74 

新家満喜代 

  9, 12, 16, 20, 23, 28, 32, 34, 36 

新子谷悦次 34 

新谷イサミ 35 

新谷翠 34, 36 

す 

杉本光運 37, 69, 71, 72, 74 

杉本春生 72, 74 

杉山正直 34, 36 

杉山満夫 63, 65, 66, 67, 68 

  69, 70, 71, 72, 73, 74 

せ 

瀬上清一 34, 35 

そ 

相馬大 74 

た 

平年次 10, 34 

高草陽夫 74 

高橋小夜子 70, 71, 73, 74 

高橋宗近 64, 68 

竹内はじめ 26, 29, 31, 33, 35, 37 

竹尾あさ子 34 

武田理子 74 

竹村マツエ 34, 36 

田尻宗夫 37 

巽與志雄 10, 13, 15, 19, 21 

  25, 27, 28, 30, 33, 34, 37 

立野晃子 12 



 105 

谷善之丞 32 

玉井和子 74, 75 

玉置作次郎 13, 17, 34, 37 

つ 

塚本ひろし, 塚本博 

  9, 13, 16, 19, 22, 25, 34, 36 

月岡賢治 75 

月川幸子 75 

辻重蔵 10, 12, 33, 34, 36 

辻静穂 10 

辻本悦子 17, 34, 37 

辻本貞治 14, 17, 20, 21, 22 

  26, 28, 31, 33, 34, 36, 60, 62 

  64, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 75 

辻本豊子 34 

角田寛英 60, 62, 74, 75 

て 

寺尾道元 33, 34, 36 

寺中定雄 10, 34, 36 

と 

土井一世 22, 26, 29, 31, 33, 35, 37 

徳谷須雅子 34 

殿内芳樹 65, 68, 71, 75 

土橋治重 66, 68, 75 

富岡啓二 60, 72, 74, 75 

富倉まり絵子 75 

冨田恭子 35, 37 

留田良三 8, 18, 34, 36 

富永平之助 34 

な 

長崎雁来子 13 

長崎文彦 34 

中島栄一 28, 37 

中島嗣郎 29, 32, 35, 36 

中島千士 37 

中島千尋 35 

中島正暢 19 

永瀬清子 68 

中西清三 34 

仲野文子 36 

中本完二 33 

中本泰弘, 中本康弘 34, 37 

中山尚子 10, 16, 25, 34, 36 

並河尚美 35, 37 

奈良英子 9, 12, 13, 34, 35 

南日耿平 36, 69, 74, 75 

に 

西垣和子 75 

西垣賀津子 19, 22, 24, 27, 28, 33, 35, 37 

西田すみ子 37 

丹谷石昏湖 34 
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の 

野島無量子 15, 23, 37 

野長瀬正夫 37 

野原光輝 75 

は 

橋岡吟子 34 

橋田稔 34 

橋本周二 34 

橋本多佳子 21, 27, 36 

橋本忠治 32 

橋本都耶子 75 

橋本柊二 9, 13, 17 

蓮池無峰子 13, 34 

畠山とし子, 畠山壽子 11, 14, 34, 36 

花岡大学 

  9, 14, 15, 19, 22, 29, 33, 34, 35, 75 

馬場隆一 34, 35 

原一郎 34, 36 

原田子寛 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36 

伴野恵美子 10, 12, 16, 28, 34, 37 

ひ 

稗田菫平 60, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75 

東浦克己 34 

東浦伝一 34, 35 

東山龍寛, ひがしやまたつひろ 

  32, 35, 75 

平居枝風, 平井枝風 13, 34, 36 

平田橋信夫 25, 29, 33, 35, 37 

ふ 

深瀬龍夫 34, 37 

深瀬龍子 9, 12 

福井健作 34 

福井哲夫 34 

藤井佳子 19 

藤井実雄 36 

藤井正一 34, 36 

藤井義雄 34, 36 

藤岡玉骨 

  10, 15, 16, 19, 21, 24, 28, 30, 37 

船津生国男 34 

冬木康 31, 37 

古川和子 34 

古川和代 14, 17, 20, 22, 26 

  29, 31, 33, 34, 36, 61, 74, 75 

ほ 

堀義子 36 

堀内民一 15, 21, 25, 30, 37 

本田十五穂 34, 35 

本田渓花房, 本田渓花坊 13, 17, 37 

ま 

前登志晃 9, 11, 12, 16, 18 

  20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 

  31, 32, 33, 34, 35, 60, 61, 63 
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  64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75 

前岡弘子 34 

前川佐美雄 10, 15, 27, 36 

前川健子 34 

前川緑 31, 36 

前山誠逸 32 

桝井登代子 14, 17, 34 

増田イツ子 10, 34, 35 

桝田得雄 34 

桝谷優 34 

増本和子 34, 35 

増本修義 75 

桝本力行 34, 36 

桝谷三治 34 

松井浩生 33, 36 

松岡裕子 23, 25, 37 

松谷晃洋 75 

松村智以子 62, 63, 64, 66, 68 

  69, 71, 72, 73, 74, 75 

松村麗子 34 

松本小夜子 

  60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 74 

松本治子 63, 64, 66, 67, 74, 75 

み 

水谷武雄 34 

南勝隆 36 

南蛍雪 9, 13 

南周司郎 33, 34, 35 

南博治 33, 34 

南佳直 34 

南鈴鳳 14 

宮坂友和 34, 36 

三好豊一郎 68 

三輪ふさ 16, 20, 35 

む 

宗野順治 34 

村田勝 35 

村田やすの 

 10, 12, 16, 20, 23, 25, 28, 31, 34, 36 

村野四郎 71 

も 

毛利昭 11, 17, 20, 21, 22 

  24, 28, 32, 33, 34, 37, 62 

  64, 66, 68, 71, 72, 74, 75 

森一郎 9, 12, 15, 17, 18 

  19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31 

  32, 33, 34, 36, 61, 62, 63, 74, 75 

森冴子 18, 36, 60, 61, 62, 64, 69, 70 

森口武男 25, 31, 35, 36 

森下豊城 34, 35 

森谷教孝 34 

森永義一 

  31, 33, 37, 60, 62, 63, 66, 69, 74, 75 

森本愛子 13, 16, 29, 34, 37 

森本鈴子 14, 34 
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森本照夫 10, 12, 16, 20, 23, 34, 37 

森本一 34, 35 

森本秀夫 37 

や 

屋敷紀子 63, 66, 68, 74, 75 

保田茂富 33, 34, 36 

八釣美代子 12, 16, 23, 34, 36 

弥富栄恒 75 

柳瀬真子 35, 36 

山内英雄 34 

山内英子 35 

山内雅夫 60, 74, 75 

山内龍 64, 65, 66, 67, 69 

  70, 71, 72, 73, 74, 75 

山上澄子 34 

山口一一 34 

山崎昭 60, 62, 63, 64, 70, 74, 75 

山田新之輔 66, 75 

山田宗隆 34 

山中和子 75 

山本香橘 11, 34, 37 

山本静香 11, 33, 34, 36 

山本憲雄 37 

山本泊洦 13 

山本充子 35 

山元夢人 34 

よ 

横川綾子 34, 35 

横田俊一 10, 14, 15, 18, 21, 25, 29 

  31, 33, 36, 62, 63, 64, 65, 70, 74, 75 

横田利平 12, 19, 21, 24, 28, 29, 33, 37 

吉川和代 33 

吉澤比呂志 61 

吉田重誠 35, 36 

吉田隆太郎 34, 36 

吉村勇雄 75 

吉本武兵衛 34 

米田竹泉, 米田竹景 16, 34 

米田亮一 32 
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附．横田俊一履歴・執筆文献一覧 

 横田俊一の履歴、および現在までに確認しえた執筆文献のリストを掲載する。 

 履歴については、奈良女子大学国文学会『国文学会誌』19 号（横田教授追悼号、

1975.9）掲載「横田先生略歴及び著書・論文」をもとに、不明な点は奈良女子大学

総務企画課人事係に問い合わせた。 

 執筆文献については横田俊一旧蔵史料にある抜刷や記事コピー、また諸々のデ

ータベースを利用したが、同人誌や学内紙誌に執筆したものについては追跡しき

れていないことがある。ご教示いただけたら幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

—————————— 

執筆者 

 磯部敦（いそべ・あつし） 奈良女子大学研究院人文科学系・准教授 

 加治屋初弥（かじや・はや） 奈良女子大学文学部言語文化学科日本アジア

言語文化学コース・4 年 

 佐藤さくら（さとう・さくら） 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究

科・博士前期課程 1 年 

 中村栄理子（なかむら・えりこ） 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究

科・博士前期課程 1 年 

 三浦実加（みうら・みか） 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科・

博士前期課程 2 年 



⼈事 年⽉ タイトル 掲載紙誌，号 発⾏ 備考

● 191103 24⽇、埼⽟県に⽣まれる

● 192803 光州中学校卒業
● 192804 ⼭⼝⾼等学校⽂科⼄類⼊学
● 193203 ⼭⼝⾼等学校⽂科⼄類卒業
● 193204 京都帝国⼤学⽂学部国語国⽂学専攻⼊学

193502 芥川⿓之介の「秋」について ̶̶ 現代⽂学研究会報告書 国語国⽂, 5(2) 京都帝国⼤学国⽂学会編・星野書店発⾏
● 193503 京都帝国⼤学⽂学部国語国⽂学専攻卒業
● 193503 31⽇付で京都府⽴綾部⾼等⼥学校嘱託

193504 近代作家論（上）̶̶ ⾃然主義⽂芸に於ける⾃伝⼩説的系脈に就いて 国語国⽂, 5(4) 京都帝国⼤学国⽂学会編・星野書店発⾏
193505 近代作家論（下）̶̶ ⾃然主義⽂芸に於ける⾃伝⼩説的系脈 に就いて 国語国⽂, 5(5) 京都帝国⼤学国⽂学会編・星野書店発⾏
193506 彼 会報, 1 京都帝国⼤学国⽂学会

● 193509 30⽇付で京都府⽴綾部⾼等⼥学校教諭
193512 近況⼀⼆ 会報, 2 京都帝国⼤学国⽂学会
193601 芥川⿓之介論 ̶̶「秋」以後「保吉物」まで 国語国⽂, 6(1) 京都帝国⼤学国⽂学会編・星野書店発⾏
193607 続芥川⿓之介論 ̶̶ 保吉物について 国語国⽂, 6(7) 京都帝国⼤学国⽂学会編・星野書店発⾏
193611 無題 会報, 3 京都帝国⼤学国⽂学会
193701 現代⽇本⽂学上の諸問題 国語国⽂, 7(1) 京都帝国⼤学国⽂学会編・星野書店発⾏
193800 現代⽂学研究序説 東洋図書 ⽊枝増⼀との共著

● 193810 8⽇付で奈良県⽴郡⼭中学校教諭
193812 所懐 会報, 5 京都帝国⼤学国⽂学会
193907 七⽉七⽇ 郡⼭中学校報, 6
193908 まだ⽣きてゐる 会報, 6 京都帝国⼤学国⽂学会
194004 吉村貞司著『近代⽂学と知性の歴史』 書物新潮 書評
194005 泉鏡花 ̶̶ ⼈と作⾵ 書物新潮 「⽂芸」欄
194009 現代⼩説の展望 ̶̶ 最新刊の⼩説に就て 書物新潮 「⽂芸」欄
194012 新刊⼩説の覚へ書 書物新潮 「⽂芸」欄

● 194103 31⽇付で奈良県⼥⼦師範学校教諭
● 194304 1⽇付で奈良県⼥⼦師範学校助教授
● 194401 15⽇付で奈良⼥⼦⾼等師範学校教諭、助教授兼任
● 194603 27⽇付で奈良⼥⼦⾼等師範学校教授

194606 ⼀つのことば ⼥性教養, 3 ⼥性教養の会（奈良⼥⾼師附属⾼⼥）
194607 転⾝の願ひ ⼥性教養, 4 ⼥性教養の会（奈良⼥⾼師附属⾼⼥）
194612 1946年代の⽂学 奈良⼥⾼師新聞, 2
194702 ⽂学的世代 ̶̶ 昭和⽂学史と世代 国語国⽂, 15(12) 京都帝国⼤学国⽂学会編・弘⽂堂書房発⾏
194710 太宰治論 リアル
194807 現代⽂学教室（学⽣の教養⽂庫） あすか書房
194810 ゲヘナの罪⼈ ̶̶ 太宰⽂学論 ⼤和⽂学, 3 養徳社
194903 そはよし（Es ist gut）̶̶ 学び舎を去る少⼥のために 野⽕, 7
194907 芥川賞と⼥流作家 ⼤阪新聞, 1949年7⽉8⽇ 「⽂化評論」欄
194907 はぢらひの⽂学 春⽇丘新聞, 9（1949年7⽉18⽇）



⼈事 年⽉ タイトル 掲載紙誌，号 発⾏ 備考
195002 ⽩き⻭ 〝⽊枝先⽣〟のこと 野⽕, 23

● 195004 1⽇付で奈良⼥⼦⼤学教授
195004 詩⼈の⽬ ̶̶ ⽂学論ノート 中学教育, 2(4） 奈良⼥附属中⾼
195009 美しい⼼の持主が美しい世界を⾒る（⽂学 君⾃⾝であれ） 毎⽇中学⽣新聞, 1950年9⽉19⽇
195011 秋の読書⼨感 ̶̶「夢と笑の⽂学を」 ⼤阪新聞, 1950年11⽉2⽇ 「読書」欄
195101 詩の回復 産業経済新聞, 1951年1⽉4⽇ 「新春読書随想」欄
195101 和かな⽬だけが恐い 産業経済新聞, 1951年1⽉5⽇ 「新春読書随想」欄
195101 中原中也の詩 野⽕, 33 （学内誌）
195101 業の花びら ̶̶ ⽂学論ノート序章 関⻄派, 4 潮⼈社
195105 詩的想像⼒ 毎⽇中学⽣新聞, 1951年5⽉20⽇ 「⽂学のはなし⑥」
195105 詩⼼ ̶̶ 憐れみ 毎⽇中学⽣新聞, 1951年5⽉27⽇ 「⽂学のはなし⑦」
195106 ⽂学試論 潮⼈社 19510617付『産業経済新聞』に書評あり（⽂集）

⽬次は、①詩、②詩⼼、③詩⼈の⽬、④回帰_詩と⽣、⑤構想
⼒_想像の天空、⑥⾵雅の魔⼼_あるいは夜について、⑦業の花
びら_詩における対⽴契機、⑧詩⼈・羞恥、⑨芥川⿓之介⼩
論、⑩ゲヘナの罪⼈_太宰治の神、附.太宰治研究資料

195106 ⽂学と夢 毎⽇中学⽣新聞, 1951年6⽉10⽇ 「⽂学のはなし⑨」
195106 詩と狂気 毎⽇中学⽣新聞, 1951年6⽉17⽇ 「⽂学のはなし⑩」
195106 羞恥について 毎⽇中学⽣新聞, 1951年6⽉24⽇ 「⽂学のはなし⑪」
195107 詩⼈と羞恥 毎⽇中学⽣新聞, 1951年7⽉1⽇ 「⽂学のはなし⑫」
195107 堀⾠雄について 毎⽇中学⽣新聞, 1951年7⽉8⽇ 「⽂学のはなし⑬」
195107 最新の⼩説を読んで ̶̶「美しい⼈間を」 ⼤阪新聞, 1951年7⽉10⽇
195107 堀⾠雄と⽬について 毎⽇中学⽣新聞, 1951年7⽉15⽇ 「⽂学のはなし⑭」
195107 笑い ̶̶ ユーモア 毎⽇中学⽣新聞, 1951年7⽉22⽇ 「⽂学のはなし⑮」
195107 詩⼈と羞恥 紀要, 1 奈良⼥⼦⼤学
195109 「無窮」の⾨ ̶̶ 詩と夜について 関⻄派, 5 潮⼈社
195110 深い体験に富む⼩説を ̶̶ ⽂芸雑誌展望 ⼤阪新聞, 1951年10⽉3⽇
195111 断章 ⽂学は確かに遊びである 撫⼦, 23
195111 県展を回顧して ⽉曜会員座談会 奈良⽇⽇新聞, 1951年11⽉11⽇ 出席者に武⽥正夫（奈良⼥⼦⼤英⽂教授）、横⽥俊⼀（奈良⼥

⼦⼤国⽂教授）、⼤植義⼀（県⽴図書館司書）、中川章（⼀条
⾼校教諭）、岩枝千尋（林書店主）

195111 零時の筏 私解 望郷, 1 吉野⽂学会 前登志晃「零時の筏」（新世代2）について
195112 アンナ・カレニーナの夜 野⽕, 41
195112 失いたくない「県展」花咲かす⼆つの新詩誌 朝⽇新聞, 1951年12⽉29⽇ 「師⾛に憶う⑭」欄
195201 国語国⽂研究室より 佐保会報, 39 「研究室だより（1）」欄
195202 背後の⽬ 太宰治語録私記 望郷, 2 吉野⽂学会
195203 〝詩的発想も豊か〟期待される「斜線」「望郷」 朝⽇新聞, 1952年3⽉30⽇ 「⾃由教室㊵」欄
195203 交換 ̶̶ コレスポンダンス 野⽕, 43
195205 ユーモア愛情の⽬ ⾼⽥⾼校新聞, 1952年5⽉15⽇
195205 断章 望郷, 3 吉野⽂学会



⼈事 年⽉ タイトル 掲載紙誌，号 発⾏ 備考
195206 ⼥性 ̶̶ ありがたきもの 共済組合新聞, 1952年6⽉1⽇ 11号「婦⼈欄」
195207 否定の問題 望郷, 4 吉野⽂学界
195208 ⼭⽺の歌 ̶̶ 中原中也の詩について オルフォイス, 1 ⽉曜会
195209 憂愁のよろこび ̶̶ 正（プラス）・負（マイナス）・零（ゼロ）について 望郷, 5 吉野⽂学会
195211 ⼩林秀雄の問題 ̶̶ ランボオ体験 望郷, 6 吉野⽂学会
195301 無題 奈良⼥⼦⼤新聞, 1953年1⽉1⽇
195301 ⼀つの視覚 ̶̶ ⼩林秀雄の問題（2） 望郷, 7 吉野⽂学会
195303 感嘆符！について 野⽕, 50
195306 ⼥性的なるもの 望郷, 8 吉野⽂学会
195309 シユオエルヴイエルの「詩法」 詩豹, 2 詩豹社
195310 ⼿について 詩豹, 3 詩豹社 「詩豹雑記」欄
195401 ⾺と⽂学 ⼤和タイムス, 1954年1⽉10⽇
195403 堀⾠雄論 ̶̶ 制作契機としてのリルケよりの合図 ⾶⿃, 2 ⾶⿃編輯同⼈
195403 何のための詩⼈か ̶̶ ハイデツガアのリルケ論 詩豹, 4 詩豹社
195404 痛める指 詩豹, 5 詩豹社
195406 内なる少⼥ ⽇本歌⼈, 5(1)/124 ⽇本歌⼈発⾏所
195407 鏡 ̶̶ 詩的体験 ⽇本歌⼈, 5(2)/125 ⽇本歌⼈発⾏所
195408 蜥蜴の眼 ̶̶ 詩的体験Ⅱ ⽇本歌⼈, 5(3)/126 ⽇本歌⼈発⾏所
195409 ⾵景の罠 ̶̶ 詩的体験Ⅲ ⽇本歌⼈, 5(4)/127 ⽇本歌⼈発⾏所
195410 ⾝体の召喚 ̶̶ 詩的体験Ⅳ ⽇本歌⼈, 5(5)/128 ⽇本歌⼈発⾏所
195411 清らかな⽭盾 ̶̶ 詩的体験Ⅴ ⽇本歌⼈, 5(6)/129 ⽇本歌⼈発⾏所
195411 鏡と⼥性 朝⽇新聞, 1954年11⽉9⽇ 「家庭」欄
195501 詩⼈の存在 詩豹, 8 詩豹社
195501 剝げつちよろけた空 ̶̶ 詩的体験Ⅵ ⽇本歌⼈, 6(1)/131 ⽇本歌⼈発⾏所
195502 柘榴 ̶̶ 詩的体験Ⅶ ⽇本歌⼈, 6(2)/132 ⽇本歌⼈発⾏所
195503 鞦韆 ̶̶ 詩的体験Ⅷ ⽇本歌⼈, 6(3)/133 ⽇本歌⼈発⾏所
195506 詩性の問題 ̶̶ 詩的体験Ⅸ ⽇本歌⼈, 6(5)/135 ⽇本歌⼈発⾏所
195507 物との出会 ̶̶ 詩的体験Ⅹ ⽇本歌⼈, 6(6)/136 ⽇本歌⼈発⾏所
195508 詩的体験 ⽇本歌⼈発⾏所
195508 戦争に匹敵する⼒はどこにあるのか ⽗⺟が語る戦争の歴史 ̶̶ 終戦⼗周年を記念

して
奈良学芸⼤学附属中学校3年3･4組 （謄写版）

195601 ナルシス ̶̶ 詩的体験Ⅺ ⽇本歌⼈, 7(1)/141 ⽇本歌⼈発⾏所
195602 ⼿のなかの眠り ̶̶ 詩的体験Ⅻ ⽇本歌⼈, 7(2)/142 ⽇本歌⼈発⾏所
195603 ペルゾナ ̶̶ 詩的体験XIII ⽇本歌⼈, 7(3)/143 ⽇本歌⼈発⾏所
195604 フアンタジイ ̶̶ 詩的体験XIV ⽇本歌⼈, 7(4)/144 ⽇本歌⼈発⾏所
195605 表現と体験 ̶̶ 詩的体験と⽇常体験 短歌, 3(5) ⾓川書店
195605 歌への問ひ ̶̶ 詩的体験XV ⽇本歌⼈, 7(5)/145 ⽇本歌⼈発⾏所
195607 円 ̶̶ 詩的体験XVI ⽇本歌⼈, 7(6)/146 ⽇本歌⼈発⾏所
195608 触知 ̶̶ 詩的体験XVII ⽇本歌⼈, 7(7)/147 ⽇本歌⼈発⾏所
195609 息⼦ ̶̶ 詩的体験18 ⽇本歌⼈, 7(8)/148 ⽇本歌⼈発⾏所



⼈事 年⽉ タイトル 掲載紙誌，号 発⾏ 備考
195609 ナルシス 詩的体験 ⽇本歌⼈発⾏所 限定版（044/500）
195610 意識のピラミツト ̶̶ 詩的体験19 ⽇本歌⼈, 7(9)/149 ⽇本歌⼈発⾏所
195611 不在 ̶̶ 詩的体験20 ⽇本歌⼈, 7(10)/150 ⽇本歌⼈発⾏所
195702 花⼦、ぼくはうどんではない 国⽂学会誌, 2 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
195703 横⽥利平とその作品 眼の歌 ⽇本歌⼈, 8(3)/153 ⽇本歌⼈発⾏所
195703 詩的体験 国漢研究, 21 ⼭⼝県国漢会
195801 ⽐較 ̶̶ 詩的体験21 ⽇本歌⼈, 9(1)/157 ⽇本歌⼈発⾏所
195802 太宰の⽂章 国⽂学会誌, 3 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
195904 EPHEMERIDEN ̶̶ 詩⼈の⺟ 国⽂学会誌, 4 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
195905 ナルシスー問題 ̶̶ 詩的体験 国語国⽂, 28(5)/297 臨川書店
195905 ⽬⿐なき拳の如きが（1）̶̶ 詩的体験21 ⽇本歌⼈, 10(5)/163 ⽇本歌⼈発⾏所 「21」ママ
195906 ⼤道寺信輔の⻘年時代 天理時報, 6⽉28⽇号 天理図書館 善本写真集15『善本聚英』（天理図書館、1960）に収録。

『天理図書館四⼗年史』（1975）も参照。

195907 深い歌 ̶̶ 詩的体験22 ⽇本歌⼈, 10(7)/165 ⽇本歌⼈発⾏所
195909 アネモネ ̶̶ 詩的体験23 ⽇本歌⼈, 10(9)/167 ⽇本歌⼈発⾏所
196002 存在の合図 ̶̶ 詩的体験25 ⽇本歌⼈, 11(2)/171 ⽇本歌⼈発⾏所
196003 ⽞⽗ ̶̶ 詩的体験26 ⽇本歌⼈, 11(3)/172 ⽇本歌⼈発⾏所
196003 「⽩鳳」の歌など 国⽂学会誌, 5 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
196106 私記 国⽂学会誌, 6 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
196203 読書の戒め 国⽂学会誌, 7 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
196301 ナルシス問題 ̶̶ 詩的体験27 ⽇本歌⼈, 12(1)/175 ⽇本歌⼈発⾏所
196302 豪傑 ̶̶ 詩的体験28 ⽇本歌⼈, 12(2)/176 ⽇本歌⼈発⾏所
196303 読書の戒め（2） 国⽂学会誌, 8 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
196307 堀⾠雄と⻄欧⽂学 ̶̶ リルケ体験を中⼼に 国⽂学, 8(9) 學燈社
196403 読書の戒め（2） 国⽂学会誌, 9 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会 タイトルの番号ママ
196503 ⽂学と道徳 奈良県教育, 53（通号652） 奈良県教育会 「本稿は昭和三⼗九年度道徳教育講習会における横⽥先⽣の講

演筆記です」（末尾）。

196612 「⽯の⼭」についてのファンタジィ 学習研究, 184 奈良⼥⼦⼤学 『国⽂学会誌』12（奈良⼥⼦⼤学国⽂学会、1967.5）に転載
196705 「⽯の⼭」についてのファンタジィ 国⽂学会誌, 12 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
196807 読書の戒め（四） 国⽂学会誌, 13 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
196909 読書の戒め（五） 国⽂学会誌, 14 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
197207 天の声 国⽂学会誌, 16 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会
197401 あれは何を鳴いているのであらう？ 国⽂学会誌, 17 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会

● 197404 奈良⼥⼦⼤学退官
● 197404 奈良⼥⼦⼤学名誉教授の称号授与

197500 葛⻄善蔵論 葛⻄善蔵全集, 別巻 津軽書房 （未⾒）
197502 横⽥先⽣訪問記 国⽂学会誌, 18 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会 横⽥俊⼀インタビュー筆記

● 197504 23⽇、永眠 同⽇付で正四位勲三等旭⽇中綬章授与
197509 覚書 国⽂学会誌, 19 奈良⼥⼦⼤学国⽂学会 「横⽥教授追悼号」
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