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緒言

現在松本瑠樹コレクションには、ステンベルク兄弟をはじめとする旧ソヴィエト連邦の

ポスターとともに、雑誌『ソヴィエト連邦』全134号のうち計117号が所蔵されている。『ソヴィ

エト連邦建設』は、20世紀前半のもっとも影響力の大きな出版物に数えられ、いわゆる「グラ

フ雑誌」の頂点ともいうべき高度な技術が投入された印刷物である。しかし、紙の劣化など

保存状態の問題もあり、そのデータ化は、焦眉の急であった。ロシアおよび旧ソヴィエト連

邦の近代美術を専門とする当館の主任学芸員である籾山昌夫による、その基本的な調査

の成果が本報告書所収の研究ノートとリストである。

ファシズム台頭期の、イデオロギー対立が激化する時期のプロパガンダ系の出版物に

ついては、従来、その時代背景については研究の実績がある程度重ねられているものの、

肝心の刊行物そのものの基本データについては完備した状態とは言い難いものであった。

本研究は、それを部分的とはいえ、その欠落を補うものであり、しかも、個々のデータを

足掛かりに、単なる伝聞や憶測ではなく、あくまで実証的に、その実体を明らかにし、さらに

は、刊行にかかわったグラフィック・デザイナーのニコライ・トローシンなど重要なスタッフ

の役割を解明し、その社会的・文化的背景へと、安易な予見に捉われることなくさらに総合

的に研究するための糸口を提供する、きわめて重要な成果である。

この調査研究が、旧ソヴィエト連邦に留まらず、同時代の日本との比較などによって、20

世紀文化全体の再考・再評価を促す、さらなる研究の深化と展開のきっかけとなることを 

願ってやまない。

2016年3月

神奈川県立近代美術館

館長　水沢 勉
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科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）

研究課題 
「旧ソヴィエト連邦における宣伝印刷物の文化学的研究」 
（課題番号25511020）の成果報告

本研究は、1917年のロシア革命から1930年代にかけて旧ソヴィエト連邦で作られた 

宣伝印刷物を分野横断的に研究することを目的とし、その主要な調査研究対象は、いずれ 

もDCブランド「BA‐TSU」の創業者である故松本瑠樹氏の蒐集、以下「松本瑠樹コレク 

ション」に属する旧ソヴィエト連邦のポスターと宣伝グラフ誌『ソヴィエト連邦建設』のふたつ 

である。

前者については、平成25年度当初から調査とデータベースの構築を開始し、10月26日

から翌平成26年1月26日に神奈川県立近代美術館 葉山で、その後9月30日から11月24

日に世田谷美術館で開催された「松本瑠樹コレクション　ユートピアを求めて　ポスター

に見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム」展が最初の成果報告の機会と 

なった。研究代表者は、その展覧会図録（東京新聞、2013年10月）に、研究論文「グラヴ 

リートの検閲番号等から特定されるポスター発行時期とその考察――旧ソヴィエト連邦にお

ける宣伝印刷物の文化学的研究の一端緒――」（162‐165頁）を発表し、それまで発行年が

明らかでなかったポスターについて、ポスターの周縁部に記された検閲番号を整理するこ

とによって、その制作年代や順番が推定できることを示した。この図録の意義については、

千葉大学の鴻野わか菜准教授が日本ロシア文学会の学会誌『ロシア語ロシア文学研究』

46号（2014年10月）の書評（164‐170頁）で論じている。

上記報告を補正する形で、研究代表者は平成25年11月17日に神奈川県立近代美術

館で「ロシア／ソヴィエトのポスターの展開 1900‐1933」と題する講演を、また、平成26年 

11月2日には世田谷美術館で「ロシア・アヴァンギャルドと国家」と題する講演を行った。 

それらの成果をまとめたものが、『神奈川県立近代美術館年報2013』（2015年3月）に掲載

した研究論文「グラヴリートの検閲番号等から特定されるポスター発行時期とその考察の

展開――旧ソヴィエト連邦における宣伝印刷物の文化学的研究（2）」（50‐52頁）である。 

この中で研究代表者は、ソヴィエトのポスター史上きわめて重要な、ステンベルク兄弟が

手掛けた最初の映画ポスター《愛のまなざし》の制作年代について再考すると共に、松本

瑠樹コレクションのポスターと国立近代美術館フィルムセンターが所蔵する袋一平コレク

ションのポスターのデータを併せて分析することで、当時の検閲番号についての知見と、

後者の中で発行年が明らかでなかったポスターの推定制作年代を示した。この成果は、 

フィルムセンターの所蔵品データベースに反映され、その調査データは、平成27年5月から 

独立行政法人科学技術振興機構が運用するデータベースResearchmap上に公開している。＊1

一方、松本瑠樹コレクションの『ソヴィエト連邦建設』の調査は、紙の劣化が著しいこと

から、平成26年度から神奈川県立近代美術館への寄託をお願いし、画像データ化と調査

を慎重に進めた。『ソヴィエト連邦建設』は1930年から1941年までと1949年に全134号が

刊行されたが、その内、松本瑠樹コレクションには計117号がある。それらの造本と状態、 

全134号の寄稿者・装丁家、さらにその内、特集が明示されている号のテーマをまとめた 

のが、本報告書所収の「『ソヴィエト連邦建設』（1930‐1941年と1949年）の特集テーマ 

と寄稿者・装丁者リスト」（14‐28頁）である。また、この調査に基づいて、研究代表者は

「『ソヴィエト連邦建設』の文化学的研究ノート（1）」（5‐13頁）を記した。

以上が、科学研究費助成事業（学住研究助成基金助成金）基盤研究（C）「旧ソヴィエト

連邦における宣伝印刷物の文化学的研究」の成果であり、本研究への助成に対して感謝

いたします。

註
1 「松本瑠樹コレクションと袋一平コレクションに含まれる旧ソヴィエト連邦のポスターと検閲番号」

http://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=86831

「松本瑠樹コレクション　ユートピアを求めて　ポスターに見る 
ロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム」展図録 
東京新聞、2013年
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調査研究の実施状況

平成25年度

前期 研究協力者を雇用して松本瑠樹コレクションのポスターの文字情報を翻訳し、デー

タベースの構築を進めた。

後期 10月、上記の最初の成果を「松本瑠樹コレクション　ユートピアを求めて　ポスター

に見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム」展およびその展覧会図

録で報告した。

 11月、講演「ロシア／ソヴィエトのポスターの展開 1900‐1933」を行った。

平成26年度

前期 研究協力者を雇用して松本瑠樹コレクションの『ソヴィエト連邦建設』の画像デー

タ化を進めた（平成27年度前期まで継続）。

後期 11月、講演「ロシア・アヴァンギャルドと国家」を行った。

 3月、『神奈川県立近代美術館年報2013』に松本瑠樹コレクションおよび袋一平 

コレクションのポスターに関する研究論文を発表した。

平成27年度

前期 5月、松本瑠樹コレクションおよび袋一平コレクションのポスターに関する調査デー

タを公開した。

 5月、サンクト・ペテルブルクのロシア国立図書館等での調査研究を実施した。

後期 11月、ロンドンの英国図書館で補完的調査を実施した。

 3月、本報告書を作成し、『ソヴィエト連邦建設』に関する研究ノートと調査データを

掲載した。

直接経費の執行状況

『ソヴィエト連邦建設』の文化学的研究ノート（1）
籾山 昌夫

　科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）「旧ソヴィエト連邦に

おける宣伝印刷物の文化学的研究」（課題番号25511020）の研究対象として、DCブラン

ド「BA‐TSU」の創業者である故松本瑠樹氏の旧蔵品である旧ソヴィエト連邦の宣伝グラ

フ誌『ソヴィエト連邦建設』計117号を神奈川県立近代美術館に2014年度から寄託して頂

き、画像のデジタル化と調査を進めてきた。本稿では『ソヴィエト連邦建設』と、その主要

な装丁者ニコライ・トローシン、社会主義リアリズム、スターリンの政治との関係について、

今後の研究を念頭に、分野横断的、文化学的視点からの言及を試みる。

1. 『ソヴィエト連邦建設』とニコライ・トローシン

　1930年から1941年と1949年に刊行された『ソヴィエト連邦建設 СССР на стройке』に

対する今日の評価については、西側の美術史でも言及される機会が比較的多いアレクサ

ンドル・ロトチェンコ（А.М. Родченко, 1891‐1956）とワルワーラ・ステパノーワ（В.Ф. Ст

епанова, 1894‐1958）、エリ・リシツキー（Л.М. Лисицкий, 1890‐1941）の前衛的な写真

やフォトモンタージュ、独創的な造本などが強調され、デザインや造形の先駆性に偏って

注目されていると言わざるを得ない。我が国の最近の研究でも、制作に関わった芸術家／

デザイナーとして挙げられているのは、上記の他にアレクサンドル・デイネカ（А.А. Дейне

ка, 1899‐1969）、ジョン・ハートフィールド（J. Heartfield, 1891‐1968）、写真家としてボリ

ス・イグナトーヴィチ（Б.B. Игнатович, 1899‐1979）、ロマーン・カルメーン（Р.Л. Кармен, 

1906‐1978）、エレアザル・ラーングマン（Е.М. Лангман, 1895‐1940）、アルカーディー・

シャイヘト（А.С. Шайхет, 1898‐1959）、マクス・アーリペルト（М.В. Альперт, 1899‐

1980）、セミョーン・フリードリャント（С.О. Фридлянд, 1905‐1964）であり、これは『ソヴィ

エト連邦建設』の実態を正確に伝えていない。*1

　『ソヴィエト連邦建設』全134号の内、リシツキーが装丁したのは計19号であり、これには、 

妻のソフィヤ・リシツカヤ=キュッペルス（С.Х. Лисицкая‐Кюпперс／エス・リシツキー 

С.Х. Лисицкий, 1891‐1978）と協働した15号が含まれる。特に、1936年10月号以降は 

リシツキーの結核の進行に伴い、夫妻による仕事である。また、ロトチェンコとステパーノワ 

夫妻による装丁は計12号に過ぎない。

　これに対して、全体の3分の1以上の計48号を装丁したのがニコライ・トローシン（Н.С. 

Трошин, 1897‐1990）である。最初の5年間、1930年から1934年に限れば、55号中の30

号を手掛け、第二次世界大戦で出版が中断する1941年を除いて、『ソヴィエト連邦建設』

内訳 交付額
支出

計
平成25年度 平成26年度 平成27年度

物品 730,000 278,064 177,077 389,102 ‐114,243

旅費 600,000 1,610 1,024 501,491 95,875

人件費 400,000 120,624 146,739 66,563 66,074

その他 270,000 242,470 74,864 0 ‐47,334

計 2,000,000 642,768 399,704 957,156 372

（単位：円）
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のすべての刊行年に寄与している。つまり、この宣伝グラフ誌のデザインや造形の方向性に

もっとも頻繁に関与したのはトローシンである。

　けれども、リシツキー夫妻やロトチェンコ夫妻に比べ、トローシンは我が国では奇妙な

ほどに知られていない。トローシンは1897年にトゥーラで生まれ、1913年から1918年まで

ペンザ芸術学校でニコライ・ペトローフ（Н.Ф. Петров, 1882‐1941）とイワン・ゴーリュシ

キン=ソロコプドフ（И.С. Горюшкин‐Сорокопудов, 1873‐1954）に学び、1918年には 

ワシーリー・バクシェーエフ（В.Н. Бакшеев, 1862‐1958）やアレクサンドル・ゲラーシモフ

（А.М. Герасимов, 1881‐1963）といった大家も参加したリャザンの絵画彫刻工芸展覧会

に25点の絵画を出品している。トローシンはこの年から1920年までモスクワのヴフテマス

においてイリヤ・マシコーフ（И.И. Машков, 

1881‐1944）の工房で学び、その後、リャザ

ンの労働者造形教室で教える一方、演劇の

舞台デザインを手掛けた。1922年にモスク

ワに戻るとポスター制作を手掛け、また、マ

シコーフの工房でかつて共に学んだ妻の

オリガ・デイネーコ（О.К. Дейнеко, 1897‐

1970）と『いかに綿花は更紗になるか』（国

立出版所、モスクワ、1929年）*2、『ゴムから

オーバーシューズまで』（国立出版所、モ

スクワ、1930年）*3、『第三パン工場』（国

立出版所、モスクワ／レニングラート、1930

年、fig. 1）*4といった一連の児童書を制作した。 

さらに、トローシンは写真にも関心を持ち、雑誌『ソヴィエト写真 Советское фото』に寄稿

するのみならず、書籍『写真における構図の基礎』（アガニョーク、モスクワ、1929年）*5を

出版している。そして、『ソヴィエト連邦建設』創刊号の表紙とその後繰り返し用いられる 

タイポグラフィは、デイネーコによるものである（14頁挿図参照）。

　トローシンの名前は『ソヴィエト連邦建設』に1930年2月号から登場する。そのロシア

語版では「モンタージュ МОНТАЖ」と記されているが、英語版では「レイアウト LAY‐

OUTS」となっている。実際、この号では矩形の写真を頁の中に並べるだけで、トリミング

や不連続な写真を組み合わせて異化させるフォトモンタージュの技法は見られない。

　ところが、ハートフィールドが装丁した1931年12月号「ソヴィエト連邦の石油産業」に続

く1932年1月号「マグニト建設特集」において、トローシンはトリミングした人物と背景とを

組み合わせて異化させるフォトモンタージュを用いている。そしてなによりも、トローシンが

1932年1月号の表紙から裏表紙（fig. 2）に、工場の一列に並ぶ煙突を斜め下から撮影し

た写真を用いているのは、前号でデイネーコのタイポグラフィの代わりに、工場の鉄塔群の

写真を同じように用いたハートフィールドの手法（fig. 3）の影響であろう。

　トローシンに関しては、1932年7月号の英語版では「構図 COMPOSITION」と記され、

1933年1月号の英語版でも同じ表記のままであるが、ロシア語版では「芸術家 ХУДОЖНИК」

に変わり、図版はより大胆に構成されている。英語版で「芸術家 ARTIST」と記されるの

は同年3月号（4月号では「構図 COMPOSITION」と表記）以降のことである。この表記

の変遷は、『ソヴィエト連邦建設』の編集における装丁者の地位の変化を示唆しているか

もしれない。尚、『ソヴィエト連邦建設』は、ロシア語、英語、フランス語、時期によってドイ

ツ語、スペイン語でも出版されたが、いずれの言語の版でも図版の配置は変わらない。

fig. 1 ニコライ・トローシン、オリガ・デイネーコ 
『第三パン工場』 
国立出版所、モスクワ／レニングラート、1930年

fig. 2 『ソヴィエト連邦建設』1932年1月号　松本瑠樹コレクション

fig. 3 『ソヴィエト連邦建設』1931年12月号　松本瑠樹コレクション
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　この頃、トローシンは展覧会のデザインや街頭装飾も手掛けている。1931年の展覧会

「五カ年計画を4年に Пятилетку в четыре года」、1932年の展覧会「第一次五カ年計

画の勝利 Победы первой пятилетки」、1937年のパリ万国博覧会のソヴィエト印刷部

門、1939年の「全連邦美術展覧会 ВСХВ」のリャザン室を担当し、パリ万国博覧会では

『ソヴィエト連邦建設』がグランプリを受賞した。また、1933年から1934年にはニコライ・

ムサートフ（Н.А. Мусатов, 1895‐1993）らと共に、「分塊ロール機 Блюминг」「機械トラ

クター・ステーション МТС」「白海運河 Беломорканал」「ヴォルガ運河 Волга‐канал」

「地下鉄 Метро」をテーマとする行事のためにモスクワ中心部の広場を、1937年にはド

ミートリー・モオル（Д.С. Моор／ドミートリー・オルローフД.С. Орлов, 1883‐1946）やセ

ルゲイ・セーニキン（С.Я. Сенькин, 1894‐1963）と共に、「豊富 Изобилие」のテーマで

マネージナヤ広場を装飾した。1940年には、アルバム『赤軍』（モスクワ、「芸術」出版

社）*6を装丁し、戦時中は国防ポスターを手掛けた。病気のリシツキーを最後まで支援し、

葬儀を取り仕切ったのもトローシンであり、未亡人と息子が1944年にノヴォシビルスクに追

われるまで援助した。

　一方、デイネーコは、雑誌の装丁を手掛けながら、ピオネールの生活と肖像画をテーマ

とする水彩画に取り組み、1932年から展覧会に出品し、1934年には、「松本瑠樹コレク

ション　ユートピアを求めて　ポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダ

ニズム」展（2013年10月‐2014年1月、神奈川県立近代美術館 葉山）でも大きく採り上げ

た第一次五カ年計画期を代表するポスター・デザイナー、グスタフ・クルーツィス（Г.Г. Кл

уцис, 1895‐1938）とモスクワで展覧会を開いている。そういえば、逮捕後まもなく処刑され

たことを知らずにクルーツィスを待ち続けた妻ワレンチーナ・クラーギナ（В.Н. Кулагина, 

1902‐1987）も芸術家であり、この時代には夫妻で活躍する女性芸術家が少なくない。

　戦後間もない1946年、トローシンとデイネーコのデッサンと水彩画の展覧会が開かれ

た。また、1947年から1953年に、トローシンは国外での展覧会をデザインするために文化

交流協会から招聘されて、「ドンバスの復興 Возрождение Донбасса」、「ソヴィエト社会

主義共和国連邦32年祭 32‐я годовщина СССР」などを手掛けている。1954年から1959

年には、「電子工学と通信 Электроника и связь」（国民経済達成展覧会）、「ソヴィエト

社会主義共和国連邦の高等教育 Высшее образование в СССР」（ニューヨーク）、「社

会主義のモスクワ Москва социалистическая」（モスクワ歴史と再建博物館）、「平和の

ための戦い Борьба за мир」（国民経済達成展覧会中央パビリオン）といった展覧会をデ

ザインし、書籍の挿絵も描いた。また、写真の科学的彩色技法で特許も得ている。1960年

以降、トローシンは大規模なプロジェクトには参加せず、イーゼル絵画に専念した。一方、 

デイネーコは晩年に国民経済達成展覧会のデザインを手掛けている。*7

　このように、トローシン夫妻はソヴィエト芸術界では成功者であったと言える。そして、ソ

ヴィエト芸術の規範とされた社会主義リアリズムには、西側の美学とは異なる価値基準が

あり、それは宣伝グラフ誌『ソヴィエト連邦建設』にも窺える。

2. 『ソヴィエト連邦建設』と社会主義リアリズム

　ボリス・グロイスは、スターリン時代の大衆文化が、初期アヴァンギャルドの「芸術家の

趣味に同意し、芸術家の目を通して世界を見ることができる新しい人々、新しい人間を創

造する」試みを相続した、事実上存在しないけれども将来現れるはずの大衆の文化、ユー

トピアの文化であると指摘している。*8　そして、「その芸術は、人間がより良く、より完全に

なるときに、それが人に喜ばれる――当時ほど堕落したブルジョア文化は無い――という固

い信念を持って実現された。社会主義リアリズムの受容者は、芸術作品の一部とみなされ、

同時にその重要な結果とみなされた。」*9　つまり、「社会主義リアリズムは、社会主義の夢

を見るであろう人間を創る試みであった。この芸術がその形式という点で、習慣的で正当

的で大衆に親しみ易く、要するに『写実的』に見えていたが、しかし、内容と目的では、こ

の芸術が芯まで極めてイデオロギー化され、未来志向に、つまり前衛的に見えていたこと、

そして、大衆の娯楽ではなく、洗脳を目指していたことを意味している」と述べている。*10

　トローシンが装丁した既述の1932年1月号「マグニト建設特集」は、「社会主義の夢を

見るであろう人間」の創造を具体的に示している。マグニト建設とは、1929年からウラル山

脈南端のマグニートナヤ山麓に建設され、第一次五カ年計画で急速に発展した鉄鋼業の

都市マグニトゴールスク建設のことである。ここでは、読み書きできなかったカルムィコーフ 

が1年半で熟練労働者となり、共産党員となる姿を通して、「新しい人間」が創られるユート 

ピアを描いている（figs. 4, 5）。本号の最終頁には次のように書かれている。「何千人もが、

カルムィコーフが辿ったのと同じ道を追ってきた。新しい人間が歴史の舞台に登場する。

社会主義建設がこの新しい人間を創ったのである。」*11

figs. 4, 5 『ソヴィエト連邦建設』 
1932年1月号　 
松本瑠樹コレクション
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　ところで、『ソヴィエト連邦建設』は、1936年11月創刊の『ライフ Life』と比べられるこ

とがある。これらの２誌は、企画から、撮影、構成、編集まで一貫して制作され、組写真に

よる劇的な構成によって視覚的に伝達する、いわゆる「フォト・エッセイ」という形式に共

通点がある。しかし、マーガレット・バーク=ホワイト（M. Bourke‐White, 1904‐1971）が

1937年のオハイオ川洪水で撮り、同年の『ライフ』2月15日号に掲載した食料を求めて並

ぶ人々のような「不幸な」写真は、『ソヴィエト連邦建設』の同時代の描写には無縁である

――ただし、帝政時代をソヴィエト時代と対照する場合は例外である。例えば、1933年3月

号「ソヴィエトのヴォルガ川」には、「過去のヴォルガ」としてレーピンの《ヴォルガの船曳

き》（1873年）などの絵画が掲載されている。

　壮大な運河建設は『ソヴィエト連邦建設』にしばしば特集されているが、ユートピアの

文化に相応しくない現実は隠蔽されている。1933年12月号「白海・バルト海運河」は、同

年8月2日に完了した運河建設に取材し、ロトチェンコのラクロスを用いた特徴的な写真や

モンタージュによって統一された高いデザイン性が目を引く。しかし、推定10万人もの政治

犯が強制労働に従事した現実は窺い知れない。同じくロトチェンコが装丁した1938年2月

号は、1937年4月17日に完成したスターリン記念モスクワ・ヴォルガ運河を特集し、巻頭

の観音開きの左右には、同運河とヴォルガ川の合流点ドゥブナーに立つ彫刻家セルゲイ・

メルクーロフ（С.Д. Меркуров, 1881‐1952）による台座を除く高さ25メートルのレーニン像

とスターリン像が配置されている（fig. 6）。大きさ――に象徴される指導者の偉大さ――を

強調するようにやや下から仰いて撮影されたふたつの巨像が、視点を変えて俯瞰で撮られ

た船が行き交う水面を挟むようにモンタージュされている。1932年に始まったこの運河建

設でも、強制労働に従事した囚人約2万2千人が死亡したとされる。けれども、『ソヴィエト

連邦建設』が示しているのは、技術教育を受けた労働者が指導者の下で壮大な建設に従

事する願わしい状況である（fig. 7）。

ところで、白海・バルト海運河が完成した1933年8月2日には、北極海航路開拓のため

にソ連科学アカデミー準会員オット・シュミット（О.Ю. Шмидт, 1891‐1956）を隊長に乗員

112名を乗せてチェリュースキン号がウラジオストクを目指してムルマンスクを出港してい

る。同船は9月下旬に流氷に囲まれ、翌1934年2月13日に沈没し、氷上に残された104名

が4月13日までに救出された。しかし、『ソヴィエト連邦建設』1934年10月号「チェリュー

スキン号の歴史的大事件」で強調されているのは、スターリンの指導下に完遂された英

雄的な救出劇である（fig. 8）。

　このように、『ソヴィエト連邦建設』は、文字通りソヴィエト連邦における社会主義建設の

規模と成功を示威するための出版物であった。「美しくない」「楽天的でない」写真は編

集に加えない「紙上の映画」であった。「なぜならプロパガンダの課題を遂行することは、

願わしい、美化された現実を撮影することであったからである。」*12

　そして、日本の宣伝グラフ誌『フロント FRONT』（1942‐1945年）が参照したのは、

『ソヴィエト連邦建設』のこうした美

化された姿であった。事実、『フロ

ント』では、宣伝目的のためにフォ

トモンタージュなどの技法によって、

写真の中の兵器の数を実際よりも増

やしたり、あるいは機密保持のため

にエアブラシで修正したりしている。

fig. 7 『ソヴィエト連邦建設』1938年2月号　松本瑠樹コレクション

fig. 6 『ソヴィエト連邦建設』1938年2月号　松本瑠樹コレクション

fig. 8 『ソヴィエト連邦建設』1934年10月号　松本瑠樹コレクション
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3. 『ソヴィエト連邦建設』とスターリンの政治

　国内向けのロシア語版と他国語版とでは、創刊号の緒言に大きな違いがある。*13　しかし、

その後の特集のテーマは、1938年7月号のロシア語版では「鉄道輸送特集」であるのに

対して英語版では「ソヴィエトの鉄道」であり、同年8月号のロシア語版では「食品産業特

集」であるのに対して英語版では「ソヴィエトの食品産業」であるなど、他国の読者に配慮

した表現の違いが若干認められるものの、原則として同一である。*14　そして『ソヴィエト連

邦建設』の特集は、スターリンの政治と密接に関連している。

　奥付に特集のテーマが明記されるのは、1931年6月号「ソヴィエトの木材」から、戦争

で刊行が中断する1941年5月号「北極海航路特集」までであるが、少なくとも1930年3月号

以降は、明確なテーマにしたがって編集されている。*15　例えば、1930年12月号はソヴィエ

ト連邦の鉱業、1931年1‐2月号は新聞とラジオ、3月号は石炭採掘、4月号は綿花栽培か

ら合成繊維までの繊維産業、5月号は肥料や殺虫剤を製造する化学工場を含む食料産業

が特集されている。これらはいずれも、ソヴィエト連邦における社会主義建設の規模と成功

を示威するものである。

　もちろん、『ソヴィエト連邦建設』に時事的な号が無いわけではないが、それも、当時の

政治動向と密接に結びついている。その一例は、1932年4月号「クズネツク建設」である。

クズネツクは南シベリア最古の町のひとつであったが、1930年代に石炭産業都市として

急速に発展する。1931年7月のソヴィエト連邦中央執行委員会幹部会の決定によって、近

郊の冶金工場を中心とする町がノヴォクズネツク（新しいクズネツク）と命名され、本号の

刊行と同時期、1932年3月にこのふたつの町が合併してノヴォクズネツクの名称が残り、そ

して、5月にはスターリンスクに改名された。同様に、第一次五カ年計画の下、化学コンビ

ナート「アゾート Азот」の建設によって1930年に創られた都市ボーブリキも、1934年1月号

「ボーブリキ化学コンビナート特集」の刊行と同時期、1933年12月27日にスタリノゴール

スクに改名されている。

　当然、1937年9‐10‐11‐12月号「スターリン憲法特集」も、政治動向と連動している。

1936年12月5日に制定されたこの2番目のソヴィエト社会主義共和国連邦憲法では、制限

選挙の撤廃、普通直接選挙の採用、労働権などが追加された。そして、1937年12月12日

には、この憲法が国家の最高意思決定機関として位置づけるソヴィエト社会主義共和国

連邦最高会議の代議員選挙が実施されたのである。1938年4月号はその選挙と、1938年

1月12日に開催された第1回最高会議を特集している。

　一方、この時期こそ大粛清の時代であり、『ソヴィエト連邦建設』の編集委員会もその

例外ではなかった。ソヴィエト社会主義共和国連邦財務人民委員であったグリゴーリー・

グリニコー（Г.Ф. Гринько, 1890‐1938）を始め、ショロム・ドゥヴォイラツキー（Ш.М.  

Двойлацкий, 1893‐1937）、イリヤ・イオーノフ（И.И. Ионов, 1887‐1942）、モイセイ・カ

ルマノーヴィチ（М.И. Калманович, 1888‐1937）、ミハイル・コリツォーフ（М.Е. Кольцов, 

1898‐1940）らが1937年から1938年に逮捕され、編集委員の半数以上が入れ替わっている。

　1940年には、第二次世界大戦が誌面に影を落とす。1939年9月2日に第二次世界大戦

の勃発となったナチス・ドイツのポーランド侵攻に対して、9月17日にはソヴィエト軍も東から 

ポーランドに攻め込んだ。1940年2‐3月号「西ウクライナと西ベロルシア特集」は、後に 

ベロルシア・ソヴィエト社会主義共和国領とウクライナ・ソヴィエト社会主義共和国に組み

込まれたポーランド第二共和国領を扱っている。また、同年10月号「ベッサラビアと北ブコ 

ヴィナ特集」は、1940年6月末にソヴィエト軍が占領したルーマニア王国領を採り上げている。 

ベッサラビアは8月2日にモルダヴィア自治共和国と共に、モルダヴィア・ソヴィエト社会主

義共和国に再編され、北ブコヴィナは8月7日にウクライナ・ソヴィエト社会主義共和国に

編入された。

　このように、戦前の『ソヴィエト連邦建設』は、ソヴィエト社会主義共和国連邦の第一次

五カ年計画から第二次世界大戦に至るスターリンの政治状況と密接に関連するテーマを

特集し、その成果や正当性を内外に宣伝したのである。
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M. カルマノーヴィチ、M. コリツォーフ、F. コナル、A. コーサレフ、P. クラスノーフ、V. クルィレーンコ、L. レオーノフ、
L. マリヤーシン、V. メジラーウク、E. メリカジェ、V. ミクーリン、N. ミハーイロフ、G. プレスコ、V. ポルトラーツキー、 
S. ポポーフ、G. ピャタコーフ、G. スミルノーワ、S. ウリーツキー、A. ハラートフ、L. シェヴャコーフ

●例えば、創刊号の奥付には、寄稿者・装丁者（表紙をデザインした画家オリガ・デイネーコや写真家）の他、下記
の記載がある。
編集委員会 G. L. ピャタコーフ（編集主任）、M. ゴーリキー、A. B. ハラートフ、M. E. コルツォーフ、 
 F. M. コナル、S. B. ウリーツキー
顧問経済学者 V. V. クルィレーンコ
技術芸術部長 V. P. ミクーリン

●各号に特集するテーマがある場合、号数に続けて「」内に記した。各国語によってテーマの表現に若干の異動が
認められるが、本リストはロシア語から翻訳した。

●尚、特集テーマが奥付に明示されるのは1931年6月号から（同年9月号を除く）1941年5月号までである。また、
1949年3月号以降の各号の内容は、ひとつのテーマに統一されていない。

●『ソヴィエト連邦建設』にノンブルがあるのは、1931年6月号までと1949年7月号以降である。松本瑠樹コレクション 
所蔵のその間の号については、表紙、裏表紙、それぞれの見返しを除いた頁数を記した。但し、一部の号は、 
観音開きや四つ折りの挿し込みの他、半頁ずらして綴じ込み、長手を折り込んで片観音開きにする等、複雑な 
造本となっており、頁数はあくまでも参考である。

●各号の末には、松本瑠樹コレクション所蔵の号の言語と状態を［ ］内に、それに続いて寸法（縦×横、単位 
はセンチメートル）を記した。○は軽微な欠損を除く落丁のないもの、△は落丁を示す。本項目の無いものは、 
同コレクションに欠けている。

1930年
1月号
表紙………… O. デイネーコ
扉（写真）…… D. デバーボフ
写真家……… T. ブニモーヴィチ、B. コーザク、G. 

ペトルソフ、N. シュテルツェル、B. イ
グナトーヴィチ、B. ルキーン、A. シャ
イヘト、L. グリゴーリエフ

48頁 ［英○］ 42.1×26.9

2月号
表紙………… O. デイネーコ
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… P. グロホフスキー、N. ザーニス、B. 

コーザク、G. ペトルソフ、A. スクリーヒ
ン

32頁 ［英○］ 42.3×29.7

3月号
「ソヴィエト連邦の電化」
写真家……… T. ブニモーヴィチ、S. ゴリトシテーイ

ン、E. クルーゼ、V. ミクーリン、G. ペ
トルソフ、A. スクリーヒン、N. シュテル
ツェル

32頁 ［英○］ 42.2×29.8

4月号
「ドニエプル建設（ドニエプル水力発電計画）、
トゥルクシプ（トルキスタン・シベリア鉄道）」
写真レイアウト N. トローシン
48頁 ［英○］ 41.9×30.0

5-6月号
「より多くの鉄を!　より多くの鋼を!　 
より多くの機械を!」
写真レイアウト R. オストローフスカヤ
写真家……… S. クラシーンスキー、A. ルキヤーノフ、

M. オゼールスキー、R. オストローフス
カヤ、G. ペトルソフ、N. サーノフ、A. 
スクリーヒン、I. タルタコーフスキー、
S. トゥレス、A. シャイヘト、N. シュテル
ツェル

48頁 ［英○］ 42.1×29.9

第7-8月号
「ソヴィエト連邦の7首都」
製版見本…… N. トローシン
写真家……… B. クドヤーロフ、I. マールィシェフ、A. 

スクリーヒン、S. トゥレス、A. シャイヘト、
A. シテーレンベルク

テキスト著者 B. ナバートフ
48頁 ［英○］ 42.2×30.0

第9月号
「五カ年計画終了までに 
1,700万トンの銑鉄を」
奥付無し
32頁 ［英○］ 41.9×29.6

第10-11月号
「社会主義農業のために」
本号のレイアウト
……………… V. ミクーリン
48頁 ［英○］ 42.1×29.8

第12月号
レイアウト …… B. エンデル
32頁 ［英○］ 41.9×29.7

1931年
第1-2月号
「ジャーナリズム、それは資本家階級に 
対する戦闘任務に全面的に捧げられる」
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、M. ブルク=ウアイト、

R. カルメーン、B. クドヤーロフ、V. ミ
クーリン、A. モリャキン、A. オゼール
スキー、G. ペトルソフ、S. トゥレス、A. 
シャイヘト、N. シュテルツェル

テキスト著者 B. ナバートフ
40頁 ［英○］ 42.0×30.0

3月号
「石炭採掘の前線で」
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、P. モシャーギン、D. 

スレンスキー、D. チェルケース
テキスト著者 V. ドニンク、B. ナバートフ
40頁 ［英○］ 41.9×29.8

4月号
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、E. エフレーモフ、N. 

ザドゥラエフ、G. イオッス、M. ペンソ
ン、S. フリードリャント、Ya. ハリプ、A. 
シャイヘト

テキスト著者 D. ザスラーフスキー
40頁 ［英○］ 41.6×30.3

『建設のソヴィエト連邦』1931年9月号（ロシア語版）
松本瑠樹コレクション
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3月号
「ザカフカース連邦の十年間特集」
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… アコーポフ、M. アーリペルト、ゴニアシ

ヴィリ、B. コーザク、I. シメールリンク
テキスト著者 N. ソコーリスキー
顧問………… N. イリユーシン
48頁/内、観音8頁 ［英○］ 42.0×30.1

4月号
「クズネツク建設」
フォトモンタージュ
……………… P. ウルバン
写真家……… A. ジューコフ、マカセーエフ、G. ペト

ルソフ、M. プリゴージン、Ya. レイスマ
ン、A. スクリーヒン、ソンダク

顧問………… ヴェセーニン
32頁 ［英○］ 42.1×30.0

5月号
「ベレズニキ化学コンビナートと 
ソリカムスク・カリウム鉱山の建設特集」
本号の計画とテキスト
……………… N. スタロフ
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、バラバーノフ、G. ゼリ

マノーヴィチ
挿絵………… F. レーフト
40頁 ［英○］ 41.9×30.0

6月号
「ソヴィエトの民間航空」
本号のレイアウト
……………… E. セミョーノフ
写真家……… M. アーリペルト、ワレンテイ、A. ガルィー 

シェフ、デドゥシシェンコ、G. ゼリマノー
ヴィチ、R. カルメーン、V. キネロフス
キー、A. ポゴーススキー、A. シャイヘ
ト、A. シャフラーン

40頁/内、観音8頁 ［英○］ 41.9×30.2

7月号
「クラマトールスク機械製造と 
ウラル機械製造特集」
モンタージュ N. トローシン
写真家……… N. ザドゥラエフ、G. ゼリマノーヴィチ、

S. クリーヒン、E. ラーングマン、M. ロ
ゼンバーウム、V. チュマーク

テキスト著者 A. リトワーク、M. スモレーンスキー
32頁 ［英○］ 41.8×30.0

8月号
「社会主義建設に資する鉄道輸送」
モンタージュ N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、S. マガジーネル、A. 

ポゴーススキー、M. プレフネル、M. 
ロゼンバーウム、A. サヴェーリエワ、 
I. タルタコーフスキー、A. シャイヘト

テキスト著者 A. アイゼンベールク、Ya. レヴィン 
ターリ

32頁 ［英○］ 41.7×29.9

9月号
「ソヴィエトのオイローチヤ」
モンタージュ N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、S. フリードリャント
テキスト著者 M. エガルト
40頁 ［英○］ 41.7×30.1

10月号
「ドニエプル建設」
本号の計画 … M. アーリペルト、エリ・リシツキー
芸術家……… エリ・リシツキー
写真家……… アッべ、S. アリペーリン、M. アーリペ

ルト、G. ゼリマノーヴィチ、R. カルメー
ン、F. キスロフ、クラーフチェンコ、P. 
ラッス、マカセーエフ、M. プレフネル、
A. サヴェーリエフ、ステパーノフ、V. 
チュマーク、A. シャイヘト

テキスト著者 アガーポフ
48頁/内、観音8頁 ［英○］ 41.5×30.4

11月号
「ヤクーチヤとイガルカ港」
写真家……… G. ゼリマノーヴィチ、M. ペシコフ、N. 

ストラーシ
テキスト著者 A. アレクサーンドロフ
序文………… B. ラヴローフ
32頁 ［英○］ 41.5×30.0

12月号
「ヒビーヌィ山脈特集」
本号の計画とテキスト
……………… A. アレクサーンドロフ
モンタージュ N. トローシン
写真家……… ブロヒーン、ペシコフ、プリーネル、M. 

プレフネル、ルィバコーフ
32頁 ［英○］ 41.6×30.3

5月号
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、Yu. アムールスキー、 

Yu. エリョーミン、B. イグナトーヴィチ、
R. カルメーン、B. クドヤーロフ、ラー
プテフ、オトルィシキン、セーフェロフ、
S. トゥレス、S. フリードリャント、A. シャ
イヘト、Ya. ハリプ

テキスト著者 V. ボーブルィシェフ、V. ドローニン
40頁 ［英○］ 41.9×30.1

6月号
「ソヴィエトの木材」
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、G. ゴロディーンス 

キー、B. イグナトーヴィチ、A. シーシ
キン、N. シュテルツェル

テキスト著者 L. スラーヴィン
40頁 ［英○］ 41.6×30.1

7-8月号
「ソヴィエトの機械製造」
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… S. ブロヒーン、M. シラーエフ、Ya. ハリ

プ、A. シャイヘト、N. シュテルツェル
テキスト著者 A. リトワーク、I. ペーシキン
32頁 ［英○］ 42.0×29.9

9月号
「モスクワ」
写真家……… M. アーリペルト、S. ブロヒーン、グ 

リャーゼル、グリュンタリ、N. ザドゥラ
エフ、イグナトーヴィチ、R. カルメーン、
B. クドヤーロフ、E. ラーングマン、E. 
ミクーリナ、オゼールスキー、G. ペトル
ソフ、A. ロトチェンコ、S. トゥレス、S. フ
リードリャント、Ya. ハリプ、V. チェムコ、
A. シャイヘト、A. シテーレンベルク、
G. ヤブロノーフスキー

テキスト著者 A. リトワーク、L. スダチコーフ
40頁 ［露○］ 41.9×29.8

10月号
「タジキスタン特集 
――7番目のソヴィエト共和国」
レイアウト …… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト
テキスト著者 B. ラーピン
32頁 ［英○］ 41.9×30.1

11月号
「レニングラート建設」
モンタージュ N. イリイーン
写真家……… B. イグナトーヴィチ、E. イグナトーヴィ

チ、S. マガジーネル、A. シャイヘト、
N. シュテルツェル（「十月」グルー
プ）、F. シュテルツェル

40頁 ［露○］ 41.7×29.8

12月号
「ソヴィエト連邦の石油産業」
本号の計画とテキスト、顧問
……………… V. レガト
本号のレイアウト、表紙
……………… J. ハートフィールド
写真家……… M. アーリペルト、M. アニーシモフ、V. 

キネロフスキー、F. キスロフ、A. リーフ
シツ、J. ハートフィールド、A. シャイヘ
ト、E. シシェルバコーフ

地図………… D. クリメーントフ
文字構成…… M. バイタリスキー
56頁+巻末地図挿し込み
［英○］ 41.9×30.0

1932年
1月号
「マグニト建設特集」
本号のレイアウトと表紙
……………… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、A. スモリャーン、N. 

ヴラディーミルツェフ、G. ペトルソフ
序文………… P. バイヤン=クチュリエ
顧問………… Z. オストローフスキー
40頁 ［英○］ 42.0×29.8

2月号
「ソヴィエト連邦のコルホーズ（集団農場）
建設」
写真家……… A. ボグダーノフ、ガブリレーンコ、A. 

グラスコーフ、B. イグナトーヴィチ、P. 
イカル、R. カルメーン、M. カツェー
ンコ、E. ラーングマン、I. ミロワーノフ、 
M. ペンソン、I. スタセーンコ、B. フィー 
シマン、A. シャイヘト

顧問、テキスト N. ジュラヴリョーフ、A. メロムスキー
40頁 ［英○］ 42.0×29.9
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12月号
「白海・バルト海運河」
本号のモンタージュと写真
……………… A. ロトチェンコ
テキスト著者 L. スラーヴィン
地図………… Z. デイネーカ
48頁/内、蛇腹折り6頁 ［露○］ 41.8×29.8

1934年
1月号
「ボーブリキ化学コンビナート特集」
本号の構成 … I. ウラーゾフ
写真家……… M. アーリペルト、レピヒン
テキスト著者 N. デメーンチエフ
38頁/内、片観音4頁×2 ［英○］ 41.5×30.2

2月号
「4つの勝利」
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… グシシン、N. ゴルブノーフ、ドロフェー

エフ、R. カルメーン、キネロフスキー、
レーベデフ、マーゼレフ、G. ペトルソ
フ、ソローキン

テキスト著者 E. ティッセ、S. トレチャコーフ
地図………… Z. デイネーカ
本号の編集担当
……………… G. ペトルソフ
40頁 ［独○］ 41.8×30.0

3月号
「ドニエプル・コンビナート特集」
本号の計画とテキスト
……………… S. ヤンタロフ
芸術家……… N. トローシン
写真家……… S. アリペーリン、M. アーリペルト、R. 

オストローフスカヤ
地図………… Z. デイネーカ
40頁/内、片観音4頁×2、四つ折り8頁 
［英○］ 41.9×29.7

4月号
「合同国家保安部労働コミューン特集」
本号のモンタージュ
……………… N. トローシン
文字組み …… V. グルナウ
写真家……… K. クズネツォーフ、S. フリードリャント、

A. シャイヘト
40頁 ［英○］ 41.8×29.8

5月号
「モスクワとレニングラートの食肉加工コン
ビナート特集」
本号の芸術家 B. ゼメンコーフ、A. シュリリフテル
写真家……… M. アーリペルト、K. クズネツォーフ、

A. シャイヘト
テキスト著者 A. リトワーク
32頁/内、蛇腹折り6頁 ［英○］ 41.8×29.7

6月号
「ソヴィエトの科学」
本号の計画とテキスト
……………… M. プレゼーント、A. ツッケル
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… ゴリトシテーイン、K. クズネツォーフ、

レーベデフ、メーリニク、G. ペトルソフ、
M. トロヤノーフスキー、S. フリードリャ
ント

48頁 ［英○］ 41.9×29.7

7-8月号
「ソヴィエト社会主義共和国連邦の体育と
スポーツ特集」
芸術家……… N. トローシン
写真家……… ブッラ、ヴォールコフ、ガリペーリン、D. 

デバーボフ、デミードフ、ジダノフスキー、 
G. ゼリマノーヴィチ、S. クラシーン
スキー、メーリニク、M. ペンソン、A.  
スクリーヒン、フィグロフ、S. フリードリャ
ント、A. シャイヘト

42頁 ［露○］ 41.6×29.5

9月号
「マクシム・ゴーリキー記念文化と休息の中
央公園特集」
芸術家……… N. トローシン
写真家……… E. ミクーリナ、O. オストローフスカヤ、

G. ペトルソフ、S. フリードリャント
テキスト著者 P. ティムスキー
40頁 ［英○］ 41.3×29.8

10月号
「チェリュースキン号の歴史的大事件」
本号の計画と芸術的構成
……………… エリ&エス・リシツキー
写真家……… ヴィヒレフ、N. コモフ、P. ノヴィーツ 

キー、N. ペトローフ、V. レモフ、V. テミ
ン、G. ウシャコーフ、I. シャーギン、A. 
シャイヘト、A. シャフラーン

テキスト著者 B. グローモフ
地図………… Z. デイネーカ

1933年
1月号
「ソヴィエトの自動車特集」
芸術家……… N. トローシン
写真家……… G. ペトルソフ、A. シャイヘト、S. シンガ

リョーフ
顧問………… N. ベリャーエフ
40頁 ［英○］ 41.8×30.0

2月号
「赤軍の十五年間特集」
本号の計画 … S. フリードリャント
芸術家……… エリ・リシツキー
写真家……… M. アーリペルト、G. ゼリマノーヴィチ、

P. ラッス、N. ペトローフ、ポリャコーフ、
S. フリードリャント、M. ハン、A. シャイ
ヘト、N. シュテルツェル

44頁/内、片観音4頁×2［英○］ 42.0×30.1

3月号
「ソヴィエトのヴォルガ川」
本号のテーマとテキスト
……………… S. トレチャコーフ
芸術家……… N. トローシン
写真家……… A. ブロヒーン、Yu. エリョーミン、N. ザ

ドゥラエフ、V. キネロフスキー、R. オス
トローフスカヤ、P. オツープ、M. ロゼ
ンバーウム、A. シャイヘト

地図………… Z. デイネーカ
40頁 ［英○］ 42.1×29.8

4月号
「ベロルシア・ソヴィエト社会主義共和国」
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… S. グリーン、M. マールコフ
32頁 ［英○］ 41.7×30.2

5月号
「新しい農産物特集」
本号の計画と顧問、文字による注釈
……………… A. ブラーギン
芸術家……… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、V. アリフェロフ、ディ

ヤコフ、A. クイタン、M. ペトローフ、G. 
サシャリスキー、S. フリードリャント、A. 
シャアニャン

40頁 ［英○］ 41.7×30.0

6月号
「ソヴィエトのカムチャッカ特集」

本号の計画とテキスト
……………… A. スミルノーフ
芸術家……… N. トローシン
顧問………… F. クリームメル
32頁 ［英○］ 41.7×30.0

7月号
「マケーエフカ建設とルガーンスク建設」
芸術家……… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、G. ペトルソフ
40頁/内、観音8頁 ［仏○］ 41.9×30.0

8月号
「チェリャービンスク・トラクター工場開設特集」
芸術家……… M. ゲトマンスキー
写真家……… I. ベリャコフ、N. ヴラディーミルツェフ、

キスロフ、A. レーベデフ
32頁/内、四つ折り8頁 ［英○］ 41.8×29.8

9月号
「ソヴィエト連邦の北極地方」
芸術家……… エリ・リシツキー
写真家……… V. アヴギエヴィチ、V. ベリョースキン、

L. ガイコロヴィチ、G. ドネーツ、I. イワー 
ノフ、P. イルリャシェヴィチ、A. ニコー 
リスキー、P. ノヴィーツキー、N. ピネー 
ギン、L. ポルテンコ、R. サモイローヴィ
チ、M. スレプニョーフ、M. トロヤノー
フスキー、G. ウシャコーフ、S. フリード
リャント

テキスト著者 B. グローモフ
地図………… Z. デイネーカ
挿絵………… L. カントローヴィチ
56頁+巻末地図挿し込み ［英○］ 41.7×29.6

10月号
「ソヴィエトの中央アジア特集」
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… Yu. エリョーミン、A. レーベデフ、M. 

ペンソン
32頁 ［英○］ 41.7×29.8

11月号
「ブリヤート・モンゴリヤの十年」
本号の構成 … I. ウラーゾフ
写真家……… M. アーリペルト、M. プレフネル
バイカル湖の地図
……………… Z. デイネーカ
顧問………… K. シャンタノフ
44頁 ［英○］ 42.0×29.8
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写真家……… ゴリトシテーイン G. ペトルソフ、ロース
キン、A. スクリーヒン、S. フリードリャント

44頁/内、蛇腹折り6頁 ［英○］ 41.5×30.5

10月号
「諸国の毛皮事業特集」
芸術家……… V. ファヴォールスキー
見本作成…… N. クリュコフ
写真家……… S. バムネル、D. デバーボフ、M. プレ

フネル、M. プリーシビン、G. サシャリ
スキー、N. シェスタコーフ、N. シシェ
クーチエフ

テキスト著者 M. ギンズブルク、M. プリーシビン
写真キャプション
……………… M. プリーシビン
44頁/内、蛇腹折り6頁×2+巻末地図挿し込み
［英○］ 41.5×30.4

11月号
「カザフスタンの十五年間特集」
本号の計画 … L. ソーボレフ、O. ミハリツェワ
芸術的構成と装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… E. ラーングマン、D. シューリキン
地図………… M. マリューチン
44頁/内、観音8頁+貼り込み×2 ［英○］ 41.6×29.9

12月号
「恐れを知らないソヴィエトのパラシューター
特集」
本号の計画とテキスト
……………… L. カッシーリ
構成と芸術的装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… G. ペトルソフ、A. ロトチェンコ、M. ロ

ゼンバーウム、A. シテーレンベルク
図表………… M. マリューチン
30頁/内、三角折り4頁、縦開き観音2頁 
［英○］ 42.5×30.3

1936年
1月号
「ソヴィエト連邦の保養地特集」
本号のモンタージュ
……………… G. ペトルソフ
写真家……… D. デバーボフ、Yu. エリョーミン、V. 

キネロフスキー、G. ペトルソフ、S. スト
ルーンニコフ、A. ツッケル、V. シャホ
フスコーイ、N. シュテルツェル

テキスト著者 Ya. ベーリスキー、L. ゴリトファイル
地図………… Z. デイネーカ
地図と図表の資料
……………… L. ゴリトファイル、G. ネヴラエフ
顧問………… G. ダニシェーフスキー
44頁+巻頭地図挿し込み ［英○］ 41.4×29.7

2月号
「ソヴィエトのアルメニヤ特集」
本号の計画とテキスト
……………… V. アナリャン
芸術家……… N. トローシン
写真家……… B. ドロフェーエフ、F. キスロフ、A. シ

テーレンベルク
44頁 ［英○］ 41.8×29.5

3月号
「ウクライナ社会主義共和国連邦キエフ州
のコルホーズ特集」
本号の計画とテキスト
……………… I. バーベリ
芸術家……… V. ファヴォールスキー
模型制作…… クズネツォーフ
写真家……… G. ペトルソフ
32頁 ［英○］ 41.6×29.4

4-5月号
「ソヴィエトのグルジアの十五年間特集」
本号の計画と組織
……………… M. アーリペルト、エリ・リシツキー
構成とモンタージュ
……………… エリ・リシツキー
文字組み …… A. アフィノゲーノフ
写真家……… M. アーリペルト、クレピコフ、B. コー

ザク、ポリャコーフ、ルィシコーフ、シャー
ギン、I. シュメールリンク

グルジアの勤労者たちからI. V. スターリンへの手紙
の詩への翻案
……………… G. レオニージェ、N. ミツィシヴィーリ、

A. マムシヴィリ、P. ヤシヴィーリ
グルジア語翻訳
……………… B. ガプリンダシヴィーリ、A. カンチェ

リ、A. ツァガレーリ
48頁/内、観音6頁×2+写真添付台紙挿し込み
［英○］ 41.6×29.7

6月号
「「水力」特集」
本号の計画とテキスト
……………… V. アガーポフ
芸術家……… N. トローシン
写真家……… S. アリペーリン、M. アーリペルト、S. 

編集協力 …… O. シュミット、G. ウシャコーフ
42頁/内、片観音4頁+小冊子8頁綴じ込み
［英○］ 41.8×29.6

11月号
「ヒビーヌィ山脈」
本号の芸術家
……………… N. トローシン
写真家……… L. ガイコロヴィチ
テキスト著者 R. クロンガーウス、E. コノネーンコ
地図………… Z. デイネーカ
32頁/内、蛇腹折り6頁×2
［独○］ 41.8×29.8

12月号
「ソヴィエトのサハリン」
本号の著者 … N. ヤーコヴレフ
モンタージュ N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、V. キネロフスキー、

N. ヤーコヴレフ
テキスト著者 M. アンチャーロワ
地図………… Z. デイネーカ
32頁 ［独○］ 41.5×30.1

1935年
1月号
「飛行機「マクシム・ゴーリキー」号特集」
フォトモンタージュ
……………… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、M. グリデル、Yu. エ

リョーミン、B. クドヤーロフ、リープスケ
ロフ、M. オシュールコフ、M. ペンソン、
M. プレフネル、M. サニコー、S. フリー
ドリャント、A. シテーレンベルク

地図………… Z. デイネーカ
40頁/内、観音8頁、蛇腹折り6頁 ［英○］ 41.8×29.8

2月号
「クズバス（クズネツク炭田）特集」
本号の構成 … N. トローシン
写真家……… A. スクリーヒン
テキスト著者 I. ゲールシベルク
40頁/内、観音12頁 ［独○］ 41.8×29.9

3-4月号
「極東地方特集」
フォトモンタージュ
……………… I. ウラーゾフ
写真家……… M. アーリペルト、ヴィンテル、M. グリ

デル、V. キネロフスキー、S. フリード 
リャント

テキスト著者 N. ヤーコヴレフ
地図………… Z. デイネーカ
56頁 ［独○］ 41.8×29.7

5月号
「アゼルバイジャン石油工業の 
十五年間特集」
本号の構成 … エリ・リシツキー
写真家……… M. アーリペルト、G. ペトルソフ、E. シ

シェルバコーフ
テキスト著者 N. スタロフ
40頁 ［独○］ 41.8×29.6

6月号
「ソヴィエト諸国の子供たち特集」
本号の計画とモンタージュ
……………… S. フリードリャント
写真家……… テキスト著者　S. ガールブゾフ、L. 

メジェリチェル、E. スミルノーフ
地図と図表 … Z. デイネーカ
40頁 ［英○］ 41.7×29.7

7月号
「時計、自転車、蓄音機」
本号の計画とテキスト
……………… Ya. ベーリスキー
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、A. シャイヘト
図表………… Z. デイネーカ
36頁 ［英○］ 41.7×29.7

8月号
「モスクワの地下鉄特集」
本号の著者 … V. シクローフスキー
装丁計画…… G. ゴリツ
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… ヴェリクジャーニン、N. エゴーロフ、

M. カラーシニコフ、G. ペトルソフ
地図………… Z. デイネーカ
予定線図…… ピクリ
I. スターリンとL. カガノーヴィチの肖像
……………… V. シャーギン
48頁+写真貼付台紙挿し込み
［仏○］ 41.6×30.1

9月号
「ソヴィエトのカレリヤの十五年間特集」
本号の計画とテキスト
……………… S. ラファロヴィチ
芸術家……… N. トローシン
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写真家……… M. アーリペルト、G. ゲル、Yu. エリョー 
ミン、V. ペトローフ、ミハイル・プレフネ
ル、Ya. ハリプ、Z. チェボターエフ

テキスト …… V. スターフスキー、S. トレチャコーフ
詩…………… S. スターリスキー
詩の翻訳 …… E. カピーエフ
52頁/内、観音8頁×2、図版添付台紙綴じ込み2頁×
2+蛇腹折り貼り込み ［英○］ 42.0×29.8

4月号
「偉大なプロレタリア作家ゴーリキーの 
人生と創作特集」
本号の計画、序文、文字組み
……………… I. バーベリ
本号の芸術的装丁
……………… V. ホダチェヴィチ
写真家……… M. アーリペルト、A. ゴスチェフ、V. キ

ネロフスキー、M. オシュールコフ、G. 
ペトルソフ、N. ペトローフ、M. サツ、B. 
チェムコ、A. シャイヘト

文学資料の選択
……………… K. ヴィノグラードワ、E. バラバノヴィチ
36頁+巻頭地図挿し込み+挿し込み×3 ［英○］

5月号
「ソヴィエトの金特集」
本号の芸術的構成と装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… S. バムネル、G. ゼリマ、M. カツェーン

コ、A. シャイヘト、V. シャホイスキー
36頁 ［英○］ 41.6×29.9

6月号
「セルゴ・オルジョニキーゼ記念ハリコフ・ 
トラクター・レーニン勲章工場特集」
本号の計画とテキスト
……………… B. ガーリン、N. クレン
本号の芸術的装丁
……………… N. トローシン
写真家……… Ya. ハリプ
32頁 ［英○］ 41.8×30.1

7月号
「ソヴィエトのカムチャッカ特集」
本号の芸術的装丁
……………… N. トローシン
写真家……… M. カラーシニコフ、V. マチューヒン
36頁 ［英○］ 41.6×29.6

8月号
「ピオネール特集」
本号の計画 … M. アーリペルト、D. ハイト

芸術家……… V. ホダチェヴィチ
写真家……… M. アーリペルト
テキスト …… D. ハイト
40頁 ［英○］ 41.8×29.6

9-10-11-12月号
「スターリン憲法特集」
本号の装丁 … エリ&エス・リシツキー
写真家……… M. アーリペルト、S. アリペーリン、Ya. 

ベルリーネル、G. グラチョーフ、A. ゴー 
ステフ、D. デバーボフ、V. ドマーンス
キー、V. キネロフスキー、B. クドヤー
ロフ、E. ラーングマン、M. マールコフ、
E. ミクーリナ、N. ペトローフ、G. ペトル
ソフ、マクス・プレフネル、M. サツ、A. 
タルタコーフスキー、S. フリートリャント、
Ya. ハリプ、I. チャイコフ、I. シャーギ
ン、A. シャイヘト、A. シテーレンベル
ク、D. シューリキン

テキスト …… B. アガーポフ
地図と図表 … Z. デイネーカ
挿絵………… P. ワシーリエフ、V. ヨハンソン、ククルィ 

ニクスィ［ミハイール・クプリヤーノフ、
ポルフィーリー・クルィローフ、ニコライ・ 
ソコローフ］ 、D. モオル、V. ファヴォー 
ルスキー

顧問………… N. エゴーロフ
124頁/内、四つ折り8頁、観音8頁 ［英○］ 

1938年
1月号
「ソヴィエトの映画特集」
本号の計画とテキスト
……………… V. カターエフ、A. マチェレト
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、B. クドヤーロフ、M. 

オシュールコフ、G. ペトルソフ
40頁 ［英○］ 41.5×29.5

2月号
「モスクワ・ヴォルガ運河特集」
芸術的構成と本号の装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… G. ゼリマ、Yu. エリョーミン、G. ペトルソ

フ、ミハイル・プレフネル、N. サムギン
テキスト …… I. エクスレル
地図と絵 …… Z. デイネーカ
40頁/内、観音8頁 ［露○］ 42.1×29.6

バムネル、B. ボーグダン、L. ガイコロ
ヴィチ、グリーチェフ、M. ゴリトシテー
イン、P. グロホフスキー、S. クラーギ
ン、B. クドヤーロフ、G. ペトルソフ、マ
クス・プレフネル、ミハイル・プレフネル、
A. シャイヘト、A. シテーレンベルク

地図………… A. ガヴェルドフスキー、E. ニキーチン
40頁+口絵写真挿し込み+小冊子4頁挿し込み
［英○］ 41.8×29.8

7月号
「ウラルの車両建設特集」
本号の計画とテキスト
……………… N. スタロフ
芸術家……… N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、N. ヴラディーミルツェ

フ
40頁 ［英○］ 41.7×29.7

8月号
「ソヴィエト社会主義共和国連邦の 
木材輸出」
本号の計画とテキスト
……………… I. バシキーロフ、M. ランツマン、L. リト

ヴィーン
本号の芸術的構成と装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… M. カツェーンコ、G. ペトルソフ、A. ロ

トチェンコ
40頁+蛇腹折り貼り込み+片観音扉貼り込み
［英○］ 41.7×29.8

9月号
「チュヴァシ・ソヴィエト共和国特集」
本号の計画とテキスト
……………… E. ミンドリン
表紙………… O. ベーリチコワ
芸術家……… Z. デイネーカ
写真家……… I. アクメン、M. アーリペルト、V. ブル

シテーイン
36頁 ［英○］ 41.6×29.9

10月号
「カバルダ=バルカル自治州の 
十五年間特集」
本号の構成とモンタージュ
……………… エリ&エス・リシツキー
写真家……… Yu. エレミン、ゼリツォフ、G. ペトルソ

フ、ミハイル・プレフネル、A. ルドネフ、
S. トレチャコーフ

テキスト著者 S. トレチャコーフ
地図………… Z. デイネーカ

42頁 ［英○］ 41.7×29.6

11月号
「モーロトフ記念ゴリコフスキー 
自動車工場特集」
本号の計画とテキスト
……………… A. リトワーク
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… N. ドヴロヴォーリスキー、G. ペトルソフ、

レーイゼン、N. スクリャビン、M. スー
ホワ

30頁 ［英○］ 41.7×29.7

12月号
「ソヴィエトのゴールノ・バダフシャーン特集」
本号の計画とテキスト
……………… G. エリ・レギスタン
本号の芸術的装丁
……………… Z. デイネーカ
写真家……… N. ガルブノフ、I. ドロフェーエフ、V. 

キネロフスキー、V. レーベデフ、A. ポ
リャコーフ、チモフェエフ、V. ソボレー
フスキー、A. シャイヘト

32頁 ［英○］ 41.8×29.8

1937年
1月号
「労働者と農民の赤色海軍特集」
本号の計画 … O. ミハリツェワ、L. ソーボレフ
構成とモンタージュ
……………… エリ&エス・リシツキー、チェルノモル

ディク
写真………… G. ペトルソフ、N. ペトローフ、Ya. ポリャ 

コーフ、V. テミン、Ya. ハリプ
テキスト …… L. ソーボレフ
48頁 ［英○］ 41.8×29.6

2月号
「タジク・ソヴィエト社会主義共和国特集」
本号の計画とテキスト、写真撮影の調整
……………… G. エリ・レギスタン
芸術的装丁… V. ファヴォールスキー
写真家……… V. キネロフスキー、A. シャイヘト
48頁 ［英○］ 41.6×29.7

3月号
「オルジョニキーゼ地方の民族特集」
本号の構成とモンタージュ
……………… エリ&エス・リシツキー
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52頁/内、観音8頁 ［露○］ 41.9×30.0

1939年
1月号
「ソヴィエトのコサック人特集」
本号の計画とテキスト
……………… I. エクスレル
本号の芸術家 B. ホダセヴィチ
写真家……… G. ペトルソフ、ミハイル・プレフネル、

A. シャホフスコーイ

2月号
「休日特集」
本号の芸術家 A. ゴンチャローフ
写真家……… M. アーリペルト、G. バムネル、Yu. エ

リョーミン、A. ガラーニン、V. キネロフ
スキー、E. ラーングマン、M. マールコ
フ、ミハイル・プレフネル、A. ロトチェン
コ、S. フリートリャント

テキスト …… カッシーリ
32頁 ［露○］ 41.7×29.6

3月号
「祖国の歌」
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト、Yu. エリョーミン、V. 

キネロフスキー、G. ペトルソフ、ミハイ
ル・プレフネル、Ya. ハリプ

「祖国の歌」
作詞………… V. レーベデフ=クマチ
作曲 ………… I. ドゥナエーフスキー
30頁 ［英○］ 41.7×29.6

4-5月号
「レーニン博物館特集」
本号の芸術家 S. テリンガーテル
写真家……… M. アーリペルト、P. ノヴィーツキー
56頁+挿し込み+貼り込み ［英○］ 41.7×29.8

6月号
「コーロボフ家特集」
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… M. アーリペルト、V. ゲオルギエフス

キー、E. ラーングマン、G. ペトルソフ、
S. フリートリャント、Ya. ハリプ

図表………… Z. デイネーカ
60頁 ［露○］ 41.1×29.7

7月号
「特殊鋼製造特集」
本号の芸術的装丁
……………… N. ペシコワ、I. ラキツキー
写真家……… S. アリペーリン、ミハイル・プレフネル
テキスト …… A. リトワーク
顧問………… I. アブラーモフ

8月号
「ソヴィエト諸国の若い女性特集」
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… M. アーリペルト
テキスト …… P. パヴレーンコ

9月号
「全連邦農業博覧会特集」
本号の芸術的装丁と装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… G. ペトルソフ
テキスト著者 N. ヴィトラ
顧問………… A. チェーシコフ
［露△］ 41.6×29.9

10月号
「S. M. キーロフ特集」
本号の芸術家 S. テリンガーテル
表紙絵……… N. アヴワクーモフ
写真家……… V. キネロフスキー、N. シュテルツェル
テキスト …… A. ファデーエフ
顧問………… S. アヴワクーモフ
40頁 ［露○］ 42.2×29.9

11-12月号
「受勲したスターリン記念集団農場特集」
本号の計画とテキスト
……………… G. エリ=レギスタン
扉（キビ、ケシ、ウマゴヤシなどの種子からなるスターリン
の肖像） …… 園芸家A. ズィーコフ
芸術的装丁… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… G. ゼーリマ
42頁 ［露○］ 41.8×29.6

1940年
1月号
「スターリン記念大フェルガナ運河特集」
本号の計画 … P. パヴレーンコ、G. エリ=レギスタン
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… M. アーリペルト

3月号
「キルギス・ソヴィエト社会主義共和国特集」
本号の計画とテキスト
……………… G. エリ=レギスタン
本号の芸術家 S. テリンガーテル
写真家……… M. アーリペルト
地図………… N. エゴーロフ
36頁 ［仏○］ 42.0×29.8

4月号
「ソヴィエト社会主義共和国連邦最高会議
の選挙特集」
本号の計画とテキスト
……………… V. グーセフ、P. パヴレーンコ
芸術的構成と本号の装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… M. アーリペルト、G. ゼリマ、M. カラー

シニコフ、M. ペンソン、N. ペトローフ、
ミハイル・プレフネル、A. ロトチェンコ、
P. トローシキン、トロヤノーフスキー、A. 
シャイヘト、A. シテーレンベルク

詩…………… V. グーセフ
36頁+写真貼付台紙挿し込み ［英○］ 42.1×29.7

5-6月号
「極東地方特集」
本号の計画とテキスト
……………… P. パヴレーンコ、A. ファデーエフ
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… V. グラッス、A. カルダコフ、G. リープ

スケロフ、ミハイル・プレフネル、A. シャ
イヘト

地図………… Z. デイネーカ
64頁+巻頭地図挿し込み+挿し込み
［英○］ 41.9×29.9

7月号
「鉄道輸送特集」
本号の計画とテキスト
……………… L. ニクーリン
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… A. マトヴェーエフ、ミハイル・プレフネ

ル、A. タルタコーフスキー、A. シャイ
ヘト

地図………… Z. デイネーカ
風刺画……… ククルィニクスィ［ミハイール・クプリ 

ヤーノフ、ポルフィーリー・クルィローフ、
ニコライ・ソコローフ］ 

40頁 ［英○］ 41.8×30.0

8月号
「食品産業特集」
本号の芸術家 D. モオル、C. セーニキン
写真家……… A. ゴーステフ、M. メンジェリツキー、

ミハイル・プレフネル、A. タルタコーフ
スキー

地図………… Z. デイネーカ
44頁/内、四つ折り8頁 ［英○］ 42.0×30.0

9月号
「モスクワ芸術座の四十年間特集」
本号の編纂 … Ya. ボヤルスキー、N. チューシキン
本号の芸術家 V. ホダチェヴィチ
写真家……… M. アーリペルト、A. ゴルンシテーイン、

V. ミンケーヴィチ、N. ペトローフ、ミ
ハイル・プレフネル、A. ラフミロヴィチ、
M. サーハロフ、G. スミルノーフ

52頁+小冊子4頁挿し込み ［英○］ 42.2×30.0

10月号
「海軍共産青年同盟員特集」
本号の計画とテキスト
……………… L. ソーボレフ
本号の芸術家 S. テリンガーテル
写真家……… ミハイル・プレフネル
40頁 ［英○］ 42.1×30.1

11-12月号
「ウクライナ・ソヴィエト社会主義共和国の
首都――キエフ特集」
本号の計画 … I. バーベリ
本号の芸術的装丁と装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… A. イオシレーヴィチ、N. コッリ、T.  

メーリニク、E. ミクーリナ、G. ペトルソフ、 
S. フリートリャント、S. シマーンスキー

絵…………… T. チェトヴェリク

『建設のソヴィエト連邦』1938年3月号 
（フランス語版）松本瑠樹コレクション
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2月号
「ロシア電化国家計画の二十年間特集」
本号の計画とテキスト
……………… A. リトワーク
本号の芸術構成と装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… M. アーリペルト、Yu. ドゥブローフス 

キー、V. キネロフスキー、G. ペトルソ
フ、ミハイル・プレフネル、M. サツ、S. 
ストルーンニコフ、A. タルタコーフス
キー、F. フョードロフ、Ya. ハリプ

32頁 ［露○］ 41.8×29.8

3月号
「ソヴィエト国家の革新者特集」
本号の計画とテキスト
……………… B. ガーリン、A. リトワーク
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… ミハイル・プレフネ
32頁 ［露○］ 41.9×29.2

4月号
「ハカース自治州特集号」
本号の装丁 … S. フリートリャント
写真家……… ヴォイハーンスキー、S. フリートリャント
テキスト …… A. コジェーヴニコフ
32頁 ［露○］ 41.8×29.5

5月号
「北極海航路特集」
芸術的装丁… S. テリンガーテル
写真家……… V. キネロフスキー、A. スモレーンス

キー、M. トロヤノーフスキー、V. フロ
レーンコ

テキスト …… L. ブロントマン
地図………… Z. デイネーカ

1949年
1月号
「ソヴィエト国家の戦後復興特集」
本号の装丁 … N. トローシン、N. フィードレル
表紙と扉 …… V. ラザレフスカヤ
写真家……… S. アリペーリン、Ya. ブローツキー、A. 

ガラーニン、A. ギーンツブルク、G. ゼ
リマ、M. カツェーンコ、S. ロースクトフ、
M. オゼールスキー、Ya. ハリプ、V. 
シャホフスコーイ、S. シマーンスキー

40頁+貼り込み ［英○］ 39.9×30.2

2月号
本号の装丁 … A. ジトーミルスキー、N. フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、M. アロンス、A. ガ 

ラーニン、D. デバーボフ、L. ドレンス
キー、F. キスロフ、B. プーシキン、A. 
シドレーンコ、S. フリートリャント

48頁 ［英○］ 40.2×30.1

3月号
「自然を改変する大計画」
芸術的装丁… A. ジトーミルスキー、N. フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、Ya. ベルリーネル、

V. グレブネフ、N. クレショーフ、Ya. 
クリシ、S. クールツマン、Zh. マールト
フ、M. オゼールスキー、I. トゥーンケリ、
D. ショロモーヴィチ

32頁 ［英○］ 39.5×29.4

4月号
「ソヴィエト社会主義共和国連邦国民は 
教育の権利を有する」
本号の装丁 … V. ラザレフスカヤ、S. ズシコーフ、N. 

フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、N. ヴォールコフ、A.  

ガラーニン、V. ゴルシコーフ、M. グ 
ラチョーフ、V. グレブネフ、D. デバー 
ボフ、L. ドレンスキー、E. イグナトー 
ヴィチ、I. カプスチャンスキー、B. クド
ヤーロフ、N. クレショーフ、O. クリシコ、 
G. リープスケロフ、N. マクシーモフ、 
M. オゼールスキー、I. ペトコフ、V.  
シャホフスコーイ、D. ショロモーヴィチ

テキスト …… B. イワーノフ、P. イッポリートフ、E. コ
ノネーンコ、I. マルトゥィーノフ、S. ニ 
コーラエフ、V. ウトコーフ

36頁 ［英○］ 39.5×29.8

5月号
「ソヴィエトの人々の創造的な労働」
本号の装丁 … N. フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、M. アロンス、A. ガ

ラーニン、V. ゴルシコーフ、M. グラ
チョーフ、V. グレブネフ、G. ゼリマ、I. 
カプスチャンスキー、N. クレショーフ、
Ya. クリシ、Zh. マールトフ、I. トゥーン
ケリ、V. フェドセーエフ、V. シャホフス
コーイ、I. シャーギン、V. ウトコーフ

32頁 ［英○］ 39.9×30.1

6月号
「ソヴィエト社会主義共和国連邦における
住宅と厚生文化施設の建設」

テキスト …… G. エリ=レギスタン
地図………… Z. デイネーカ

2-3月号
「西ウクライナと西ベロルシア特集」
本号の計画 … A. カープレル
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… S. グラリー、N. コッリ、M. オゼールス

キー、G. ペトルソフ
テキスト …… E. ガブリローヴィチ

4月号
「幸せな老後特集」
本号の計画とテキスト
……………… V. グーセフ
本号の芸術家 V. ハダセヴィチ
写真家……… M. アーリペルト、ミハイル・プレフネル、

A. スクリーヒン

5月号
「小さな町特集」
本号の計画とテキスト
……………… A. カラワーエワ
本号の芸術家 V. キネロフスキー、ミハイル・プレフネル
写真家……… ミハイル・プレフネル

6月号
「ソヴィエトの子ども特集」
本号の計画とテキスト
……………… M. クチューモフ
本号の芸術家 V. ハダセヴィチ
写真家……… M. アーリペルト、S. ワーシン、V. ガリ

ペーリン、E. ミクーリナ、M. チハーノ
フ、Ya. ハリプ、I. シャーギン

7月号
「V. V. マヤコフスキー特集」
本号の計画とテキスト
……………… L. カッシーリ、V. ペルツォフ
本号の芸術構成と装丁
……………… A. ロトチェンコ、V. ステパーノワ
写真家……… V. キネロフスキー、N. ペトローフ、A. 

ロトチェンコ、A. テーレシェフ、A. フ 
レーブニコフ

地図………… Z. デイネーカ、V. ステパーノワ

8月号
「ソヴィエトの教員特集」
本号の計画とテキスト
……………… L. タンディト
本号の芸術家 N. トローシン

写真家……… A. ボグダーノフ、I. ズペルマン、M. 
プレフネル、Ya. ハリプ

装飾………… Z. デイネーカ

9月号
「レニングラート特集」
本号の計画とテキスト
……………… V. グーセフ
本号の芸術家 N. トローシン
写真家……… A. アギチ、M. アーリペルト、A. ブロー 

ツキー、L. ジーヴェルト、M. ミツケーヴィ 
チ、Ya. ハリプ、Ya. シテーインベルク、
N. シュテルツェル

10月号
「ベッサラビヤと北ブコヴィナ特集」
本号の計画 … I. オーシポフ、G. ペトルソフ
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… G. ペトルソフ、P. トローシキン
テキスト …… I. オーシポフ
地図と装飾 … Z. デイネーカ

11月号
「ソヴィエト社会主義共和国連邦海軍の 
建設特集」
本号の計画とテキスト
……………… V. コジェーヴニコフ
本号の芸術家 エリ&エス・リシツキー
写真家……… M. アーリペルト、N. ヴィヒレフ、V. ミコ

シ、ミハイル・プレフネル、G. ペトルソ
フ、A. シャイヘト、Ya. ハリプ

地図………… Z. デイネーカ

12月号
「国営農場「クバーニ」特集」
本号の計画とテキスト
……………… B. ガーリン
本号の芸術家 Z. デイネーカ
写真家……… ミハイル・プレフネル、セリツォーフ

1941年
1月号
「アルメニヤ・ソヴィエト社会主義共和国特集」
本号の計画とテキスト
……………… E. ヴィレーンスキー
本号の芸術家 S. テリンガーテル
写真家……… L. ダニーロフ、S. カファフィヤン、G. ペ

トルソフ
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芸術的装丁… A. ジトーミルスキー、N. フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、D. バリテルマンツ、

A. ガラーニン、M. グラチョーフ、V. 
グレブネフ、L. ジーヴェルト、E. イグナ
トーヴィチ、M. レトキン、A. タルタコー
フスキー、I. シャーギン、V. シャホフ
スコーイ、S. シマーンスキー、D. ショロ 
モーヴィチ

32頁 ［英○］ 39.9×30.0

7月号
「ソヴィエト社会主義共和国連邦の保健」
芸術的装丁… N. フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、D. バリテルマンツ、

M. ブガエワ、N. ヴォールコフ、M. グ
ラチョーフ、V. グレブネフ、G. ゼリマ、
E. イグナトーヴィチ、B. クドヤーロフ、
N. クレショーフ、G. リープスケロフ、S. 
マリベルク、T. マヤト、Yu. メスニャー
ンキン、M. オゼールスキー、I. ペトコ
フ、I. トゥーンケリ、V. シャホフスコーイ

32頁 ［英○］ 40.0×30.0

8月号
「ソヴィエト連邦の食料産業」
本号の装丁 … A. ジトーミルスキー、N. フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、V. ヴドービン、N.  

ヴォールコフ、A. ガラーニン、M. グラ
チョーフ、V. グレブネフ、E. イグナトー 
ヴィチ、B. コレースニコフ、N. マクシー 
モフ、M. レトキン、V. ルイコーヴィチ、
V. フェドセーエフ、N. ホルーンジー、
D. ショロモーヴィチ、G. ヤブロノーフ
スキー

テキスト著者 V. ヴィークロトフ、O. ジフ、M. マリー
ニン、V. オヌーフリエフ、M. ポストロー
フスキー、A. シャトハーン

32頁 ［英○］ 39.9×30.1

9月号
「人々のための科学」
本号の装丁 … N. フィードレル
写真家……… M. アロンス、A. ガラーニン、M. グラ

チョーフ、V. グレブネフ、G. ゼリマ、V. 
ルイコーヴィチ、V. シャホフスコーイ、
D. ショロモーヴィチ

テキスト著者 M. ドルゴポーロフ、V. ルサコーフ、
A. ソロドーヴニコフ、V. トレグーボフ、
A. シャロフ

32頁 ［英○］ 39.9×30.1

10月号
「あるシベリアの町で」

芸術的装丁… A. ジトーミルスキー、N. フィードレル
写真家……… M. アーリペルト、V. グレブネフ、E. イ

グナトーヴィチ、I. トゥーンケリ、V. シャ
ホフスコーイ

テキスト著者 V. ベーリコフ、I. ゴレーリク、M. メル
ジャーノフ
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