
題名 筆記用具 ノート 掲載誌コピー 校正
1 私01 原子童話 銀行員の詩集　S26

2 私02 雪崩のとき 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 万年筆/Ｂ４/２枚 黒色鉛筆/Ｂ４/３枚 銀行員の詩集　S27

3 私03 祖国 銀行員の詩集　S27

4 私04 感想 銀行員の詩集　S28

5 私05 挨拶　－原爆の写真によせて ボールペン/Ｂ５/２枚 職組時評 S27.8.25　銀行員の詩集 S28

6 私06 天馬の族
7 私07 繭 万年筆 Ａ４ ２枚

8 私08 夜話 万年筆 Ａ４ ２枚 万年筆/Ａ４/２枚 ひろば　S30.1.1

9 私09 百人のお腹の中には 万年筆 Ｂ４ ３枚

10 私10 よろこびの日に 鉛筆/Ｂ５/１枚　 銀行員の詩集　S26

11 私11 白いものが 銀行員の詩集　S26

12 私12 今日もひとりの 銀行員の詩集 S27

13 私13 私の前にある鍋とお釜と燃える火と ボールペン Ｂ４ ２枚 ボールペン/B４/２枚　 教科書 銀行員の詩集 S27　職組時評 S27.2.14

14 私14 落花 万年筆/Ａ４/２枚 星宴　S29.7

15 私15 日記より 万年筆 Ａ４ ４枚 万年筆/Ａ４/４枚 現代詩第1巻第5号 S29.12.1　銀行員の詩集 S30

16 私16 会議 万年筆 Ａ４ ３枚 銀行員の詩集　S33

17 私17 女湯 万年筆 Ａ４ ３枚 銀行員の詩集　S33

18 私18 手 万年筆 Ａ４ ３枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　 万年筆/Ａ４/３枚

19 私19 この世の中にある 万年筆 Ｂ４ ２枚 NON・NO №199 S55.2.5 銀河系第９号　S23.11

20 私20 それを見るのは 銀河系第9号　S23.11

21 私21 0 銀河系第8号　S24.9

22 私22 峠 銀河系第10号　S24.12

23 私23 海とりんごと 万年筆 Ｂ４ ２枚 行友会誌　S26.4.1

24 私24 顔　―会議室にて
25 私25 悲劇 万年筆 Ａ４ ２枚 行友ニュース S30.12

26 私26 盗難 万年筆 Ｂ４ ２枚 銀行員の詩集 S32

27 私27 三十の抄
28 私28 屋根 万年筆 Ａ４ ２枚 鉛筆/Ｂ５/１枚 鉛筆/Ｂ５/１枚 銀行員の詩集 S29

29 私29 犬のいる露地のはずれ 万年筆 Ａ４ ３枚 万年筆/Ｂ４/３枚 ワン　H16.4

30 私30 貧乏 万年筆 Ａ４ ２枚 銀行員の詩集　S30

31 私31 家 万年筆 Ａ４ ４枚

32 私32 夫婦 万年筆 Ａ４ ４枚

33 私33 月給袋 万年筆 Ｂ４ ４枚 銀行員の詩集 S32

34 私34 風景 万年筆 Ａ４ ２枚 銀行員の詩集　S31

35 私35 用意 第６回平和美術展（青森美術会）表紙　S32.9 銀行員の詩集　S26

36 私36 私はこの頃
37 私37 ひめごと マジック Ｂ４ １枚 ぼーぐなん創刊号　S56.12.20

38 私38 この光あふれる中から 万年筆/Ｂ４/１枚

39 私39 不出来な絵 万年筆 Ｂ４ ２枚 銀行員の詩集 S28

40 私40 ぬげた靴 万年筆 Ａ４ ４枚

41 私41 風景 万年筆 Ａ４ ２枚 銀行員の詩集　S34

42 私42 その夜 万年筆 Ａ４ ２枚 万年筆/Ｂ５/２枚　

43 私43 落葉がみんな私に 万年筆 Ａ４ ２枚 鉛筆/Ａ４/２枚 銀行員の詩集 S34

44 あとがき
45 表01 シジミ 万年筆 Ｂ４ １枚 万年筆/Ｂ４/2枚 黒色鉛筆/Ｂ４/１枚 ボールペン/Ｂ５/１枚　 ⑯ 新日本文学　S38.12月号

46 表02 子供 ボールペン/Ｂ５/１枚 ⑬ フローリア　S47.3月号

47 表03 表札 万年筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/１枚　一文のみ　 ⑦⑧ 詩と批評　S41.9 わいふ　S57.1 Fifty：Fifty２　H8.5.20

48 表04 くらし ボールペン/Ｂ５/３枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 家庭画報　S47.1月号 詩と批評　S43.12 

49 表05 夜毎 ボールペン/Ｂ５/２枚 伊豆新聞　H9.12.21

50 表06 旅情 万年筆 Ｂ５ １枚 ④⑥

51 表07 海辺 鉛筆/Ｂ５/１枚 ⑧⑨ 詩人連邦 S41.9月号 全集の校正

52 表08 花 ④⑥ 歴程　S41.2月号

53 表09 幻の花 タイプ Ｂ５ １枚 ③ 十勝毎日新聞　S38.10.20 鹿児島新聞　S38.10.27 伊勢新聞　S38.11.1 いはらき　S38.11.3

54 表10 島 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 ②④⑤ 朝日新聞　S40.4.25

55 表11 えしやく ⑦⑧ 草原9号　S41.11月

56 表12 冠 万年筆/Ｂ４/１枚 ⑤⑥ 歴程　S41.1月号　

57 表13 杖突峠 ⑥⑦ 詩学　S41年6月号

58 表14 崖 万年筆 Ｂ４ １枚 無限　S36春季号

59 表15 健康な漁夫 ③ 無限　S39.春季号

60 表16 仲間 現代詩　S38.3月号

61 表17 藁 ボールペン 21×33㎝ ３枚 ボールペン/21×33㎝/６枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ⑧

62 表18 貧しい町 タイプ Ｂ５ １枚 万年筆/Ｂ４/２枚 ボールペン/Ｂ５/１枚 鹿児島新聞 S38.3.6 いはらき　S38.4.10 スポーツニッポン　S38.3.22

63 表19 落語 ボールペン Ｂ５ ６枚

64 表20 めくらの祭り 万年筆/Ｂ５/７枚 詩学　S36.7月号

65 表21 海のながめ 鉛筆/Ｂ５/１枚　 ⑥ 無限　S41.5

66 表22 土地・家屋 ⑩⑫⑮ 家庭画報 S46.1月号　 詩と批評　S43.5

67 表23 鬼の食事 ⑮

68 表24 経済 ボールペン/Ｂ５/7枚 ④⑭

69 表25 愚息の国 ユリイカ　S35.3

70 表26 カッパ天国 現代詩　S35.7月号

推敲原稿 掲載誌原稿用紙

ほしのその　神戸市星の園幼稚園25周年記念誌　
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71 表27 銭湯で タイプ Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ②

72 表28 公共 ②③⑦⑧⑩⑪ 詩と批評　S42.5　

73 表29 ひとり万才 タイプ Ｂ５ ２枚 万年筆/Ｂ５/２枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ③ 伊勢新聞　S38.12.31

74 表30 弔詞 ボールペン/Ｂ５/１枚 ⑥ 行友ニュース　S40.8.16

75 表31 唱歌 万年筆 Ｂ４ １枚 万年筆/Ｂ４/１枚 ④⑦⑫⑯

76 表32 家出のすすめ 鉛筆/Ｂ５/１枚　 現代詩 S36.5月号

77 表33 干してある ボールペン/Ｂ５/３枚 ⑧

78 表34 母の顔 ボールペン/Ｂ５/８枚 ⑥

79 表35 ちいさい庭 ボールペン Ａ４ ２枚 ②

80 表36 童謡 鉛筆/Ｂ５/１枚 現代詩　S36.12月号　

81 表37 生えてくる 詩人連邦　S37.11月号

82 あとがき
83 略01 朝のパン 愛高組新聞　H2.12.15 手づくりパンと菓子　S56.6.1 「略」校正「手づくりのパンとお菓子」

84 略02 洗たく物 万年筆 Ｂ４ １枚 京都新聞　S49.6.9 四國新聞　S49.6.23 秋田さきがけ　S49.6.25 詩とメルヘン　S52.10 「略」校正　詩とメルヘン S52.10月号

85 略03 村 ボールペン Ｂ５ ３枚 ⑲㉑ 花・現代詩Ⅳ号　S44.8.10 「略」校正花・現代詩Ⅵ号

86 略04 儀式 万年筆 Ｂ５ ３枚 婦人之友　S48.9月号 あじさい　S55.7.31  

87 略05 鬼籍 万年筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/２枚 詩とメルヘン　S54.4.1 「略」校正　万年筆/Ｂ４/２枚

88 略06 きのうの顔 万年筆 Ｂ５ ８枚 詩とメルヘン　S49.3月号 「略」校正詩とメルヘン　

89 略07 新年の食卓 万年筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ５/１枚　
佐賀新聞、福井新聞、秋田さきがけ
52.1.1

中國新聞S52.1.4　中部経済新聞S52.1.5 全人教育　S53.1月号 婦人しんぶん　S56.1.1 「略」校正　

90 略08 鏡 鉛筆 Ｂ４ ２枚 アート・アップ　S52.6月号 「略」校正　

91 略09 海 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 サンケイ新聞(夕)S52.7.30

92 略10 夏の本 四國新聞 S54.8.28 秋田さきがけ　S52.8.28 「略」校正　四國新聞　

93 略11 略歴 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 短歌　S52.4.1　 「略」校正　短歌

94 略12 行く 万年筆 Ｂ４ ２枚 現代詩手帖　S53.2.1 「略」 校正現代詩手帖　

95 略13 木 万年筆 Ｂ４ ２枚 ユリイカ　S52.6.1 「略」校正ユリイカ六月号　

96 略14 わたくしをそそぐ 鉛筆 Ｂ５ ３枚 ユリイカ　S47.10　 「略」校正

97 略15 定年 ㉝ 民主文学　S51.1月号 民主文学　S51.1月号 「略」校正　民主文學

98 略16 白い猫 ボールペン Ｂ５ ３枚 ④⑰⑱ 歴程　S44.7 鳩よ！S63.2月号 「略」校正　歴程　S44.7

99 略17 種子 ホールペン/Ｂ５/２枚 歴程　S44.3月号 「略」校正×2

100 略18 遙拝 ボールペン Ｂ５ ２枚 ⑳ 歴程　S44.6 「略」校正　歴程コピー　S44.6

101 略19 町 ⑰ 歴程　S44.4月号 「略」校正歴程コピー

102 略20 水槽 ボールペン/Ｂ５/２枚 ⑱ 「略」校正　歴程　S44.7

103 略21 モン ボールペン Ｂ５ ４枚 ボールペン/Ｂ５/４枚 ⑰⑱ 詩学　S44.2、3月号 「略」校正　詩学コピー

104 略22 へんなオルゴール 万年筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 ㉜ 四季　終刊　S50.5.20

105 略23 追悼 万年筆 Ｂ４ ２枚 詩学 S53.4月 「略」校正　詩学 S53.4月

106 略24 神楽坂 鉛筆 Ｂ４ １枚 歴程　S51.9 「略」校正　歴程 S51.9月

107 略25 まこちゃんが死んだ日 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　 万年筆/Ｂ４/１枚 歴程　S51.10.1 詩とメルヘン　S52.10 「略」校正　歴程コピー　S51.10月号

108 略26 空をかついで 万年筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/１枚　 ㉘ 幼年時代創刊号　S52.4.10 教科書 「略」校正　幼年時代

109 略27 大根 詩人会議　S53.4月号 詩人会議　S53.4月号

110 略28 旅 ボールペン Ｂ５ ３枚 ⑳ 歴程　S44.6 歴程 S44.6

111 略29 着物 鉛筆 Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 万年筆/Ｂ４/２枚 ⑧ 草月76号 S46.5.20 「略」校正　ボールペン/Ｂ５/３枚　

112 略30 池 鉛筆 Ｂ４ ２枚 歴程　S52.10 「略」校正　歴程　S52.10月号　

113 略31 ミサ曲 万年筆 Ｂ５ ３枚 万年筆/Ｂ５/３枚 万年筆/Ｂ５/３枚 文學界　S48.10 「略」校正文學界コピー

114 略32 ケムリの道 ユリイカ　S50.2 ユリイカ2　S50.vol.7・2

115 略33 劇評 ボールペン Ａ４ ２枚 ボールペン/Ｂ５/１枚 ⑲ 歴程　S45.4　 「略」校正歴程№１39　S45.4　

116 略34 信用 ㉒㉔ 都市　第3号　S45.7.1 「略」校正　都市　

117 略35 情況 鉛筆/Ｂ５/９枚　 ㉘ 新潮　S47.6月号 「略」校正×2　新潮　S47.6月号

118 略36 水 ㉓ 朝日新聞 S44.8.29 「略」校正　朝日新聞 S44.8.29

119 略37 別れ ボールペン Ｂ５ ２枚 Ｂ５紀伊國屋/１枚　題名「ふるさとの」 ボールペン・青/１枚×２ 文藝春秋　S46.10月号 静岡の文化第23号　H2.3秋の号 「略」校正文藝春秋コピーS46.10月号

120 略38 福島潟 万年筆 Ｂ４ １枚 文藝春秋　S51.8月号 「略」校正　文藝春秋コピー

121 略39 地平線 ボールペン/Ｂ５/２枚 ⑳ 文藝春秋　S44.9月号 「略」校正　文藝春秋 S44.6月号

122 略40 夕鶴 ボールペン/Ｂ５/３枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ㉑ 歴程　S45.4　№139 「略」校正　歴程コピー

123 略41 風俗 ボールペン Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ⑳㉔ 詩学　S45.4.30 「略」校正詩学コピー　S45.4.30

124 略42 十三夜 ボールペン/Ｂ５/３枚 ⑰ 歴程　S44．2月号　 「略」校正　

125 略43 河口 鉛筆 Ｂ５ １枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 ⑳ 文藝　S45．2月号 「略」校正　？

126 略44 荷 万年筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/１枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 万年筆/Ｂ５/２枚　 ㉒㉔ 「略」校正　？

127 略45 式のあとで 鉛筆 Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 万年筆/Ｂ５/３枚　 ㉒

128 略46 女 鉛筆 Ｂ５ ２枚 万年筆/Ｂ５/３枚 ㉒㉘ 「略」校正　？

129 略47 子守唄 鉛筆 Ｂ５ １枚 ボールペン/Ｂ５/６枚 ㉒ 文芸 S45.2 「略」校正　？

130 あとがき 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　

131 や01 喜び 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 鉛筆/Ｂ４/１枚 文藝　S55.2月号

132 や02 おみやげ 鉛筆 Ｂ４ ４枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 ユリイカ　S56.4 びう　S63.2

133 や03 摘み草 鉛筆/Ｂ５/３枚 いしゅたる　S58.7

134 や04 ことば 鉛筆 Ｂ５ ３枚 万年筆・青/Ｂ４/２枚
万年筆・青/Ｂ４/２枚　1982文学界

57/2月号へ　56 11/9速達送付スミ 鉛筆/Ｂ５/１枚 文學会　S57.2月号

135 や05 経済 鉛筆 B５/B４ １枚/１枚 万年筆/Ｂ４/１枚 万年筆/Ｂ４/２枚 詩集「地下鉄のオルフェ」S56.4

136 や06 向こうから来た人 鉛筆 B４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 APHORISM　S57.1

137 や07 木のイメージ 万年筆 Ｂ５ ２枚

138 や08 やさしい言葉 鉛筆 Ｂ４ １枚 小説新潮　S55.3.1

139 や09 還暦 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４半分/２枚 日本経済新聞　S55.6.11（日） 「や」校正

140 や10 穴 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/３枚 日本経済新聞　S55.6.8 信濃毎日新聞　S56.6.22 秋田さきがけ　S56.6.27 「や」校正

141 や11 同時代 鉛筆 Ｂ４ ２枚 日経新聞　S55.6.15 「や」校正

蒲郡名撰「おいでん」25号（季刊） S64.1.1

https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0065
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0066
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0067
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0068
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0069
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0070
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0071
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0072
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0073
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0074
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0075
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0076
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0077
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0078
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0079
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0080
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0081
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0082
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0083
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0084
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0085
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0086
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0087
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0088
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0089
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0090
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0091
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0092
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0093
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0094
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0095
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0096
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0097
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0098
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0099
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0100
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0101
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0102
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0103
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0104
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0105
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0106
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0107
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0108
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0109
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0110
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0111
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0112
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0113
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0114
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0115
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0116
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0117
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0118
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0119
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0120
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0121
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0122
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0123
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0124
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0125
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0126
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0127
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0128
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0129
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0130
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0131
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0132
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0133
https://bookmina.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=K0134


142 や12 雀 鉛筆 Ｂ４ ２枚 日本経済新聞　S55.6.22 「や」校正

143 や13 道 鉛筆 Ｂ４ ２枚 日本経済新聞　S55.6.29 日本経済新聞　S55.6.29 「や」校正

144 や14 挨拶状 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 現代詩手帖 S58.3.1 「や」校正現代詩手帖　S58.3.1発行

145 や15 地方 鉛筆 Ｂ４ ２枚 山形新聞　S55.2.20 京都新聞　S55.2.21 信濃毎日新聞 S55.2.26 「や」校正

146 や16 希望の方角 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/１枚　 秋田さきがけ　S54.8.27 「や」校正

147 や17 川のある風景 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 毎日新聞　S55.8.23 「や」校正

148 や18 鮎 鉛筆 Ｂ４ ２枚 新潟日報　S56.6.6 「や」校正

149 や19 父の日に 鉛筆 Ｂ５ １枚 秋田さきがけ　S54.6.12 新潟日報　S54.6.17 「や」校正

150 や20 時の記念日に 鉛筆 Ｂ４ １枚 信濃毎日新聞　S55.6.9　新潟日報　S55.6.8 「や」校正

151 や21 銀河 鉛筆 Ｂ４ ２枚 信濃毎日新聞　S57.7.7 「や」校正

152 や22 跳躍 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/１枚　 信濃毎日新聞　S55.4.21 秋田さきがけ　S55.4.23 「や」校正

153 や23 春の日 鉛筆 Ｂ４ ３枚 文藝春秋　S55.4月号 「や」校正

154 や24 勝負 万年筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/１枚 文藝春秋　S57.12月号 「や」校正　文藝春秋

155 や25 晴れた日に 鉛筆 Ｂ４ ２枚 新潟日報　S56.11.28 信濃毎日新聞　S56.11.30 岩手日報　S57.11.20 秋田さきがけ　S56.12.19 「や」校正

156 や26 青い鏡 鉛筆 Ｂ５ ２枚 新潟日報　S56.8.15 信濃毎日新聞　S56.8.17 秋田さきがけ　S56.8.22 「や」校正　信濃毎日（夕） S56.8.17

157 や27 コブラ 秋田さきがけ　S55.8.6 「や」校正　秋田さきがけ　S55.8.6

158 や28 きのうの夢 朝日新聞　S57.7.1 「や」校正朝日新聞（夕） S57.7.1

159 や29 演歌 海　S58.6月号 「や」校正　海 S58.6月号　

160 や30 酔余　－中山王国文物展－ 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 日本経済新聞　S56.4.14 「や」校正

161 や31 兵士の世代 鉛筆 Ｂ５ ４枚 詩人会議　S55.3月号　

162 や32 坂道 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ５/２枚　 歴程　S55.5月号 「や」校正　歴程　S55.5月号

163 や33 太陽の光を提灯にして 鉛筆 Ｂ５ １枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　 万年筆/Ｂ４/１枚　 びいぷる　S60.1月号 労働ニュース臨時増刊号　S60.12.2 「や」校正原稿　鉛筆/B４/１枚

164 や34 初日が昇るとき 鉛筆 Ｂ５ ３枚 「や」校正

165 や35 夜明けの風景 鉛筆 Ｂ４ ４枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 赤旗　S59.1.1 小学生のお母さん　S60.1 チャレンジママ　S60.1.1 「や」校正　赤旗　S59.1.1(日)　

166 や36 早春の旅 鉛筆 Ｂ４ ２枚 讀賣新聞　S55.3.28

167 や37 洗剤のある風景 鉛筆 Ｂ４ ６枚 鉛筆/Ｂ４/２枚

168 や38 原町市にて 鉛筆 Ｂ４ ２枚 福島県現代詩人会会報　S56.11.10

169 や39 大橋というところ 鉛筆 Ｂ４ ３枚 花神　S56夏

170 あとがき 鉛筆/B５/３枚

※ 「表札など」ダミー 表紙・裏表紙―ボール紙　　原稿用紙―Ｂ５/紀伊國屋　筆記用具―ボールペン・青　目次・５枚×２（詩集との異同有りと無し）　＋１４２枚　＋　頁指定紙４枚
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