
題名 筆記用具 ノート 掲載誌コピー
1 あいさつ ⑤ 朝日新聞　S40.6.23

2 愛について 鉛筆 Ｂ５ １枚

3 愛の花散るとき 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/２枚

4 青い空のほとりで 鉛筆 Ｂ４ ６枚 明るい革新都政　S52.5.30　

5 青刈り―新潟・国営魚野川東部開拓― 赤旗(日曜版)　S50.9.14

6 赤い紙の思い出 タイプ打ち Ｂ５ ４枚 ② 鹿児島新報　S38.8.17

7 あかね列車 詩とメルヘン　S50.6

8 明るい墓 葡萄　S36.9.15

9 秋 労働文化　S46.9

10 秋 京都新聞　S49.10.13 秋田さきがけ　S49.10.21

11 秋風 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ　S55.10.15 信濃毎日新聞　S55.10.20

12 秋田にて (コピー) Ｂ４ ２枚

13 秋の器 京都新聞　S49.9.8

14 秋の空 万年筆 Ａ４ ２枚

15 秋のものさし ㉜ 京都新聞　S49.11.10 四國新聞　S49.11.24 秋田さきがけ S49.11.25

16 朝の会話 万年筆 Ｂ４ ２枚 四國新聞　S51.3.28 秋田さきがけ　S51.3.29

17 朝の生活　築地魚市場 ㉑㉓ 朝日新聞　S44.8.1 朝日新聞 S44.8.1

18 朝の歩道で 万年筆 Ａ４ ４枚 万年筆/Ｂ５/５枚　 万年筆/Ａ４/４枚　

19 あしたのさよなら ボールペン Ｂ５ ４枚 ボールペン/Ｂ５/４枚 鉛筆/Ｂ５/３枚

20 明日葉 万年筆 Ｂ４ ３枚 季刊R＊6　S60.11　

21 明日に光あれ ワープロ打ち/Ｂ５/1枚

22 汗だく 万年筆/Ｂ５/29枚 ㉓ 朝日新聞　S44.8.15

23 汗をかく ボールペン 21×33㎝ ３枚 銀行員の詩集 S35

24 汗を流したあと 鉛筆 Ｂ４ ２枚 社会新報　S55.1.11

25 遊ぶ タイプ打ち Ｂ５ ２枚 ②

26 新しい年 万年筆 ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 教育じほう　S51.1.1

27 新しい年 鉛筆 Ｂ４ １枚 女性のひろば S55年1月号

28 新しい年 鉛筆 Ｂ５ ６枚 鉛筆/Ｂ４/３枚

29 新しい風景のほとり 万年筆 Ｂ５ ３枚 万年筆/Ｂ５/３枚 ㉝ 四國新聞　S50.1.12 京都新聞　S50.1.26

30 アップリケ 万年筆 Ｂ５ ３枚 ②

31 雨の庭 新潟日報 S45.6.2

32 アメリカ 万年筆 Ｂ５ ４枚 ㉒

33 洗う―母の日に― 鉛筆 Ｂ４ ３枚 赤旗(日曜版) S51.5.9

34 蟻 鉛筆 Ｂ４ ２枚 秋田さきがけ S53.8.7 四國新聞 S53.8.26

35 アリ 万年筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/１枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 民主文学　S53.10月号

36 言い草 鉛筆 Ｂ４ １枚 現代詩手帖　S54.1.1 

37 行く先 ボールペン Ｂ５ ２枚

38 いくさの季節 万年筆 Ａ４ １枚 万年筆/Ａ４/１枚 職組時評　S29.8.19号

39 いじわるの詩 万年筆 Ａ４ ２枚

40 伊豆下田寝姿山山上の碑文について ボールペン Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ④⑧⑳㉔

41 一番星 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ③

42 一票 鉛筆/Ｂ４/１枚 赤旗(日曜版) S52.1.9

43 犬 万年筆 Ａ４ １枚

44 犬 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/１枚

45 居眠り タイプ打ち Ｂ５ １枚 ② 兵庫新聞　S38.7.15

46 いまにも タイプ打ち Ｂ５ 兵庫新聞　S38.7.1

47 イメージ 万年筆 Ｂ４ １枚 万年筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 讀賣新聞　S49.11.10

48 上野にて 万年筆 Ａ４ ３枚 銀行員の詩集　 S31

49 上を下へ ボールペン Ｂ５ ２枚 万年筆/Ａ４/１枚 政界往来　S46.2月号

50 伺う ボールペン Ｂ５ １枚 ② 兵庫新聞　S38.7.8

51 うた 鉛筆 Ｂ４ １枚

52 歌声 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　 秋田さきがけ　S54.12.3

53 美しい人 新潟日報 S45.6.16

54 美しい村 万年筆 Ｂ４ ２枚 映画パンフレットコピー

55 器 万年筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/１枚　 旅 S51.6.2

56 器 ボールペン Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/３枚　 ボールペン/Ｂ５/1枚 ㉒

57 馬の背に 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ S55.5.21 信濃毎日新聞 S55.5.26

58 海辺 ボールペン Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 花神１号　S62.5月発行

59 海辺の人 鉛筆 Ｂ５ ６枚 鉛筆/Ｂ４/３枚　

60 うわこと 季刊「医療と人間と」S48.6.30

61 エジプト展にて タイプ打ち Ｂ５ ２枚 ②

62 エレベーター坊主 鉛筆 Ｂ４ ２枚 子どもの館 S55.11月号

63 おき火 万年筆 Ｂ５ ４枚 万年筆/Ｂ５/８枚 朝日新聞 S49.1.3

64 おくにさん 鉛筆/Ｂ５/１枚

65 贈り物 タイプ打ち Ｂ５ ③ 鹿児島新報 S38.12.22

66 落葉の足音 ㉜ 四國新聞 S50.12.7 秋田さきがけ S50.12.8 岩手日報 S55.11.29

原稿用紙 推敲原稿 掲載誌(紙)
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67 お出かけ 四國新聞 S51.7.4

68 おでんやのいる風景 タイプ打ち Ｂ５ １枚 万年筆/Ｂ４/２枚 ③

69 おばあさんがきたら 鉛筆 Ｂ４ １枚 女性のひろば S54.8月号

70 おべんとう 鉛筆 Ｂ４ ２枚 讀賣新聞夕刊 H1.12.9

71 おやすみなさい 鉛筆 Ｂ５ ４枚 鉛筆/Ｂ４/７枚　 万年筆/Ｂ４/２枚　

72 終わりの花びら 鉛筆 Ｂ４ ２枚 秋田さきがけ　S54.12.31

73 貝 万年筆 Ｂ４ ２枚 ㉛

74 貝がら 万年筆 Ｂ５ ３枚 万年筆/Ｂ５/３枚 京都新聞 S49.7.14 四國新聞 S49.8.11

75 会社の椅子 万年筆 Ａ４ ２枚

76 海浜の蝶 ⑯

77 買物 ボールペン Ｂ５ ２枚 ㉘ 八重洲京橋日本橋　S46.6.25

78 会話 四國新聞 S50.9.14 西日本新聞 S50.9.15 秋田さきがけ S50.9.22

79 顔 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 新潟日報　S57.2.13

80 顔 万年筆 Ｂ４ ２枚

81 鏡 タイプ打ち Ｂ５ １枚 いはらき　S38.5.1

82 鏡の前 明日の友 S59.10増刊8号

83 かがり火 鉛筆/Ｂ４/１枚 信濃毎日新聞 S56.1.19 秋田さきがけ S56.1.21

84 駆けだす 万年筆 Ａ４ ２枚

85 かげろう 万年筆 Ｂ４ ２枚 東京新聞 S51.4.4

86 加治川 新潟日報 S45.6.30

87 風 万年筆 Ｂ５ ８枚

88 假説 鉛筆 Ｂ４ ２枚 ボールペン/Ｂ５/14枚　 ボールペン/Ｂ６/７枚

89 家族 ボールペン Ａ４ ２枚 ③

90 家族旅行 ㉒ 朝日新聞　S44.9.5　

91 かたみ ボールペン Ｂ５ ２枚 草野心平研究　H21.11

92 かなしみ サインペン Ｂ５ １枚 黒色鉛筆/Ｂ４/３枚 ボールペン/Ｂ４/1枚 黒色鉛筆・万年筆/Ｂ４/１枚 びわの実学校　S60.9.20

93 鎌のように 赤旗(日曜版) S51.1.11

94 ガラスふき 行友ニュース S40.5.10

95 枯草 鉛筆 Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 新潟日報 S57.1.16 秋田さきがけ　S57.1.16

96 枯葉 タイプ打ち Ｂ５ １枚 万年筆/Ｂ５/２枚 ③ 夕刊京都　S38.11.30 鹿児島新報　S38.12.2

97 枯れる タイプ打ち Ｂ５ １枚

98 川 鉛筆/Ｂ４/２枚目のみ BACCHUS　S63.5月号

99 川のほとり 新潟日報　S45.6.23

100 看護婦 万年筆 Ａ４ ２枚

101 寒流 職組時評　S27.6.5

102 記憶 万年筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/２枚　 濤　S32.7.10

103 帰郷 銀行員の詩集 S29

104 きこえない タイプ打ち Ｂ５ １枚 ② 兵庫新聞　S38.6.17

105 昨日の敵 鉛筆/Ｂ４/１枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 秋田さきがけ　S55.12.10 信濃毎日新聞 S55.12.15

106 木の顔 万年筆 Ｂ４ １枚 万年筆/Ｂ４/１枚

107 木の株 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 四國新聞 S50.5.25（日）

108 休刊日 鉛筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/１枚

109 今日の十二時 万年筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　 新潟日報　S57.3.20

110 距離 万年筆 Ｂ４ ２枚 信濃毎日新聞　S55.2.12 秋田さきがけ S55.2.20

111 銀行 タイプ打ち Ｂ５ ２枚 ②

112 くちびる ボールペン Ｂ５ ３枚 ボールペン/Ｂ５/13枚 ボールペン/A６ノート切れ端/１枚 ⑰⑱ 本の手帖　S44.2.3

113 靴 万年筆 Ｂ４ １枚 ボールペン/Ｂ４/１枚　 鉛筆/Ｂ４/１枚　

114 靴下　 ボールペン Ｂ５ ２枚

115 首飾りなど 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/３枚 現代詩手帖1月号　S55.1.1

116 くもの巣 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ② 兵庫新聞 S38.7.29

117 雲の行方 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　 鉛筆/Ｂ４/１枚　 万年筆/Ｂ４/１枚 秋田さきがけ　S55.8.27 岩手日報　S55.8.29 信濃毎日新聞 S55.10.13

118 グラウンド タイプ打ち Ｂ５ １枚 ③

119 暮れる 鉛筆 Ｂ４ １枚 新潟日報　S53.12.29 秋田さきがけ　S53.12.30 日刊福井　S53.12.31 北海道新聞　S53.12.31

120 黒い影 万年筆 Ａ４ ２枚 万年筆/Ａ４/２枚 万年筆/Ａ４/２枚

121 下品な詩 万年筆 Ａ４ ３枚 職組時評　S30.8.15

122 健康器具 万年筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 未刊詩35に掲載誌「民主文学」

123 恋うた 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/８枚 小説新潮 S59.6 （小説新潮校正　S59.3.28）

124 恋人 タイプ打ち Ｂ５ ② 兵庫新聞(夕) S38.6.10

125 工場のタバコ 鉛筆 Ｂ４ ２枚

126 高速道路 タイプ打ち Ｂ５

127 高度成長 ボールペン Ｂ５ ２枚 秋田さきがけ S50.6.2 四國新聞 S50.6.15

128 声 ボールペン Ｂ５ ３枚 ⑱

129 五月 万年筆 Ｂ４ ２枚 四國新聞 S53.4.29 秋田さきがけ S53.5.1 新潟新聞 S53.5.4

130 五月の晩餐 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 秋田さきがけ S54.4.30

131 五月の隣人 ボールペン Ａ４ ３枚 ボールペン/Ａ４/３枚 ㉙ 社会新報　S46.5.1

132 今年の水瓜 ②④ 行友ニュース　S39.7.25

133 今年の春 既刊詩70に掲載誌「現代詩手帖」
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134 ことば タイプ打ち Ｂ５ １枚 西日本新聞　S38.2.28 鹿児島新聞　S38.2.28

135 このごろ 女性のひろば　S63.3月号

136 この道 万年筆 Ａ４ ３枚 ひろば　S30.5.15号

137 こよみ 鉛筆 Ｂ４ ２枚 四國新聞　S53.9.9 秋田さきがけ　S53.9.14 新潟日報　S53.9.15 日刊福井　S53.9.15

138 さざんか 鉛筆 Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　

139 五月姫 鉛筆/ボールペン Ｂ５ ３枚 ⑤

140 三月 新潟日報　S53.3.1 四國新聞　S53.3.4 日刊福井　S53.3.5 秋田さきがけ　S53.3.6

141 散歩 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/２枚

142 潮騒 鳩よ！H2.5　

143 四月 鉛筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/２枚　 新潟日報　S53.4.1 四國新聞　S53.4.1 秋田さきがけ　S53.4.3 日刊福井　S53.4.9

144 事件 ボールペン Ｂ５ ３枚 草稿　鉛筆/Ｂ４/１枚 草稿　緑ボールペン/Ｂ５/１枚

145 シコタマ節 ボールペン Ｂ５ ３枚 鉛筆/Ｂ５/１枚

146 仕事 ㉑ 東武ハウジング　S50.9.1

147 地震計 万年筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ５/1枚　 文藝春秋　S61年新年特別号

148 沈んでいる 万年筆 Ａ４ ２枚 鉛筆/便箋/１枚

149 支度 四國新聞　S51.8.29 秋田さきがけ S51.8.30

150 嫉妬 タイプ打ち Ｂ５ ２枚 大阪新夕刊　S38.3.28 スポーツニッポン S38.4.5

151 紫斑病 ⑯ 既刊詩124に掲載紙「歴程」Ｓ44.2

152 自分たちの空を信じていない 万年筆/ボールペン Ｂ５ ５枚 歴程大冊 S48.6

153 写真 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ　S53.11.20

154 シャボンの月 四國新聞　S52.１.9 秋田さきがけ S51.1.10

155 銃 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ②

156 十二月の灯 万年筆 Ｂ４ ２枚 秋田さきがけ　S52.12.26

157 祝祭 四國新聞 S53.1.14 日刊福井 S53.1.15 新潟日報 S53.1.15

158 出勤簿のうた 行友會誌　S27.12.30

159 出発 ㉑ ぴえろた創刊号 S44.11.1

160 出発のまえ 万年筆 Ａ４ ４枚

161 正月 ボールペン Ｂ５ ２枚 ⑱ 婦人民主新聞　S45.1.1

162 掌上千里 万年筆 Ｂ４ ３枚 職組時評　S32.1.4

163 消息 鉛筆 Ｂ５ ５枚 鉛筆/Ｂ５/４枚 万年筆/Ｂ４/３枚　 現代詩手帖　S62.1.1 詩人会議　S62.11月号

164 叙景 鉛筆 Ｂ４ ３枚 鉛筆/Ｂ４/７枚 現代詩手帖　S60.1.1 （現代詩手帖校正）

165 (序詞) 鉛筆 Ｂ４ ３枚

166 叙事 時間　Ｓ25.11.1

167 初冬 ⑥ 電信電話　S40年11月号

168 白い風景 労働文化 S45.2

169 字を書く 新潟日報　S49.7.7 四國新聞　S49.7.7

170 真実かなしく 万年筆 Ｂ５ ３枚

171 新茶 万年筆 Ｂ４ １枚 四國新聞　S52.5.8 秋田さきがけ　S52.5.9 岩手日報 S53.5.25

172 新年 （ユーモアの鎖国・宇宙の片隅で）

173 新年 讀賣新聞 S64.1.1

174 新年事始め 鉛筆/Ｂ４/４枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 文章の裏に構想メモ１枚 婦人之友　H3.2月号

175 新年のことば 万年筆 Ｂ５ ５枚 鉛筆/Ｂ５/６枚

176 新年のロケット 万年筆 Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　

177 スズメ 鉛筆/Ｂ４/１枚 四國新聞　S51.12.12 秋田さきがけ S51.12.13

178 雀 鉛筆 Ｂ４ ４枚 新婦人しんぶん　S58.7.7

179 捨て科白 掲載誌不明

180 すべては欲しいものばかり ⑯

181 駿河台下 鉛筆 Ｂ４ １枚 歴程 S51.8.1

182 スルメ ⑯

183 静物 ㉒ アルプ147号　S45.5　

184 脊椎の水 万年筆 Ｂ４ １枚 サインペン/Ｂ４/１枚 ①

185 せせらぎ 万年筆 Ｂ５ １枚 女性のひろば　S62.3月号 （女性のひろば校正）

186 仙石原 ボールペン Ｂ５ ５枚 ボールペン/Ｂ５/４枚 ⑭ 葡萄　S42.11

187 選別 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　

188 早春 鉛筆 Ｂ５ ２枚

189 その人の名はいえない ボールペン Ｂ５ ３枚 ボールペン/Ｂ５/１枚

190 空と新聞紙 ボールペン 21×33㎝ ２枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 サインペン/Ａ４/５枚 サインペン/Ｂ４/１枚　 銀行員の詩集　S35

191 それから 万年筆 Ｂ４ ２枚

192 大 万年筆 Ｂ５ ２枚 ㉒

193 対岸 時間　Ｓ25.10

194 太陽のほとり 鉛筆 Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ５/３枚　 鉛筆/Ｂ５/３枚　

195 たいる・かあてん ボールペン Ｂ５ ６枚 ②⑮

196 凧 赤旗(日曜版)  S50.1.19

197 田子の月　たごっこ 鉛筆 Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ５/２枚

198 たそがれの光景 とうきょう広報  S49増刊号

199 たとえば 京都新聞　S49.5.12 四國新聞　S49.5.9 秋田さきがけ S49.6.11

200 たね タイプ打ち Ｂ５ ２枚 ② 兵庫新聞　S38.6.3 十勝毎日新聞　S38.6.9 鹿児島新聞　S38.7.11
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201 旅 鉛筆 Ｂ４ １枚 女性のひろば H1.8月号

202 旅 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ② 鹿児島新報　S38

203 旅立ち 鉛筆 Ｂ４ ２枚 秋田さきがけ S55.11.6 信濃毎日新聞　S55.11.11

204 旅のねむり 万年筆・青 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 新潟日報　S56.10.24 信濃毎日新聞　S56.10.26 秋田さきがけ S56.12.5

205 旅のはじめに 鉛筆 Ｂ４ ３枚

206 食べた鰯 銀河系　S24.2

207 旅へ 鉛筆 Ｂ４ １枚 既刊詩91に校正原稿 秋田さきがけ S52.9.26 四國新聞　S52.10.8 全人教育　S53.1月号

208 食べ物 いずみ　S47.10

209 暖国へ 鉛筆 Ｂ４ ２枚

210 たんぽぽ ボールペン Ｂ４ ２枚 四國新聞　S51.5.2 秋田さきがけ　S51.5.10

211 ちいさいときから ボールペン Ｂ５ ３枚

212 父の教え ボールペン Ｂ５ ４枚 ⑰ 既刊詩124に掲載誌有り 歴程　S44.2　

213 長恨 万年筆 Ａ４ ４枚

214 手 ボールペン Ｂ５ ２枚 歴程　S43.9　

215 堤防 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ S51.10.4

216 手紙 鉛筆 Ｂ４ １枚

217 手紙 女性詩 S25.9.15

218 天候 鉛筆 Ｂ４ ２枚

219 電車 タイプ打ち Ｂ５ １枚

220 伝達 ボールペン Ｂ５ ４枚 ボールペン/Ｂ５/11枚 一枚の繪　S48.5月号

221 天の果実 万年筆 Ｂ４ １枚 万年筆/Ｂ４/１枚　

222 東京の童話 鉛筆 Ｂ４ ２枚

223 東京の夜 タイプ打ち Ｂ５ ③ 鹿児島新聞　S38.10.13

224 燈台 四國新聞　S51.10.31

225 童謡 万年筆 Ｂ５ ３枚 草稿　万年筆・青/Ｂ５/紀伊國屋/８枚 草稿　鉛筆/Ｂ５/１枚 鉛筆/Ｂ５/２枚 旅　S48.6月号

226 時計 鉛筆 Ｂ４ １枚 草稿　鉛筆/Ｂ５/１枚 四國新聞　S52.6.5（日） 秋田さきがけ S52.6.6（月）

227 とける ② 東洋信託銀行しおり S38～39

228 年の始めに 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/５枚

229 年の始めに 鉛筆 Ｂ５ ４枚 鉛筆/Ｂ５/５枚

230 年を越える 京都新聞　S49.12.8

231 年をとりました 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけS55.9.10 信濃毎日新聞 S55.9.22

232 土手の話 とうきょう広報　S51.4.24

233 とびら 鉛筆 Ｂ５ １枚 秋田さきがけ S55.1.28

234 鳥がなく タイプ打ち Ｂ５ ② 夕刊京都　S38.8.17

235 なかよし ボールペン Ｂ５ ３枚 ④

236 長良川 赤旗 S51.9.26

237 流れの岸 鉛筆 Ｂ５ ２枚 新潟日報 S56.5.2

238 流れる 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ５/２枚

239 夏の朝 四國新聞 S51.8.1 秋田さきがけ S51.8.2

240 夏のハカリ 四國新聞　S50.8.17

241 夏の夜 万年筆 Ｂ４ ２枚 青万年筆/Ｂ５/２枚　’86.7.24夜中 現代詩手帖　S61.9.1

242 夏みかん タイプ打ち Ｂ５ ② いはらき　S38.5.24

243 夏休み ㉓ 朝日新聞　S44.8.22

244 なのはな 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚

245 那覇の宿にて 鉛筆 Ｂ５ ２枚

246 鍋のスープ ボールペン Ｂ５ ３枚

247 波 万年筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/１枚 別冊婦人公論　S59.4 教科通信 S62.10.15

248 南極 万年筆 Ａ４ ３枚

249 二月 四國新聞 S51.2.1 秋田さきがけ S51.2.2

250 二月 四國新聞 S51.2.6 秋田さきがけ S51.2.7

251 二月のあかり 絵本と子ども　S48.2

252 二月の朝風呂 鉛筆 Ｂ４ ４枚 東京新聞 H4.2.3

253 虹 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚

254 虹 鉛筆 Ｂ５ ２枚

255 猫がなく タイプ打ち Ｂ５ １枚 万年筆/不定形/２枚　 ③ 十勝毎日新聞　S38.11.11

256 猫だった猫が ボールペン/Ｂ５/５枚 ⑱

257 値段 万年筆 Ａ４ ３枚 万年筆/Ａ４/３枚　 職組時評　S31.3.22 現代詩　S32.3.1

258 ネッシー 鉛筆 Ｂ４ ２枚 自由時間　S51.4月号 詩とメルヘン　S52.10　

259 のぞみ　ひらく 台本テレビ静岡 S64.1.1
日本の夜明けカレンダー台紙

260 祝詞 鉛筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/不定形/２枚 四國新聞　S51.1.4

261 歯 ボールペン Ｂ５ ２枚 万年筆/Ｂ５/１枚　 ⑰㉒

262 生える 万年筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　 飛ぶ教室　S57.4

263 墓 万年筆 Ｂ４ １枚 校正原稿・万年筆/B4/1枚 文藝春秋　H3.6

264 葉かげ ⑱ ひろば　S44.2.15

265 運ぶ人 万年筆 Ｂ４ １枚 四國新聞　S52.3.20

266 走る 四國新聞　S51.6.20 秋田さきがけ　S51.6.21

267 発言 万年筆 Ａ４ ４枚
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268 鳩 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ② いはらき　S38.6.5

269 花 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚

270 話 タイプ打ち Ｂ５ ２枚 ② 十勝毎日新聞　S38.8.6 鹿児島新聞　S38.8.7

271 花束 新潟日報　S56.7.11 信濃毎日新聞 S56.7.20 秋田さきがけ　S56.7.25

272 花のことば コピー(鉛筆) Ｂ５ ２枚

273 母の景色 万年筆 Ｂ５ ３枚 万年筆/Ｂ５/３枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 ⑲ 朝日新聞　S44.5.10 NOTRE　MONDE　私たちの世界 H3.4月号

274 浜辺 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ②

275 パラソル 四國新聞　S52.7.24

276 春 万年筆/Ｂ５/２枚　 ㉝ 京都新聞　S50.3.23 四國新聞　S50.3.23 秋田さきがけ　S50.3.24

277 春 鉛筆/Ｂ４/４枚　 四國新聞　S52.4.3 秋田さきがけ　S52.4.5

278 春 鉛筆/Ｂ４/２枚 秋田さきがけ　S56.3.11 信濃毎日新聞 S56.3.23

279 はるかな岩 文藝春秋　S59.8月号

280 春の潮 四國新聞　S51.3.7 秋田さきがけ　S51.3.9

281 春の旗 社会新報 S45.5.3 うたごえ新聞　S53.5.1　

282 春の日に 鉛筆 Ｂ４ １枚 女性のひろば　S56.3

283 春の芽 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ５/２枚　 秋田さきがけ　S54.4.2 新潟日報　S54.4.5

284 晴着 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　

285 晩秋 鉛筆 Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚

286 晩秋 タイプ Ｂ５ １枚 ② 鹿児島新報　S38.11.20 十勝毎日新聞　S38.11.26

287 悲願 万年筆 Ｂ４ ２枚 四國新聞　S50.11.2 秋田さきがけ　S50.11.3 熊本日日新聞　S50.11.4

288 悲願 掲載誌不明

289 日の出 万年筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/３枚　 鉛筆/B４/２枚

290 百貨店 タイプ打ち Ｂ５ １枚 スポーツニッポン　S38.3.29

291 貧乏 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ③ 十勝毎日新聞　S38.10.29

292 風景 万年筆 Ｂ４ １枚 黒色鉛筆/Ｂ４/１枚 季刊R*6　(と思われる)

293 プールサイド 労働文化 S45.8.1

294 フォークランド 万年筆 Ｂ４ １枚 万年筆/Ｂ４/１枚

295 ふざけた謝罪 万年筆 Ａ４ ３枚 万年筆/Ｂ５/３枚　

296 浮上 鉛筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/２枚 鳩よ！ S63.10月号

297 船の記憶 鉛筆 Ｂ５ ３枚 民主文学　H2.12月号

298 冬の道 ボールペン Ｂ５ ３枚 ボールペン/Ｂ５/６枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 既刊詩86に有り

299 ふるさと 鉛筆 Ｂ５ １枚 ボールペン/Ｂ５/６枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ㉚㉛ 既刊詩96に有り

300 分別 鉛筆 Ｂ４ ２枚

301 塀の外 鉛筆 Ｂ４ ２枚 四國新聞　S52.10.22 秋田さきがけ　S52.10.24 日刊福井　S53.10.23

302 へんな地平線 鉛筆 Ｂ５ ２枚 ピエロタ S45年9月号

303 帽子 万年筆 Ｂ４ １枚 詩学　S55.3月号

304 包装 信濃毎日 S55.3.17 秋田さきがけ S55.3.24

305 星祭り 四國新聞　S50.7.6

306 鋪道で 鉛筆 Ｂ４ ２枚 讀賣新聞夕刊　H1.12.2

307 舞う 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ S56.4.11 信濃毎日 S56.4.13

308 まだ熟れない ② 北海道新聞 S38.9.2 中部日本 S38.9.5 西日本新聞　S38.9.9

309 待つ 鉛筆 Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ５/２枚　

310 松島にて ボールペン Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/11枚　 鉛筆/Ｂ５/１枚

311 祭りの日には 鉛筆 Ｂ４ ２枚 秋田さきがけ　S54.1.15

312 松尾寺 鉛筆 Ｂ５ ３枚 朝日新聞 H6.5.6

313 窓 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚　 日刊福井　S52.11.21 四國新聞　S52.11.26 秋田さきがけ S52.11.28 岩手日報　S53.10.28

314 窓 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ S54.9.19

315 まぶたの下に 社会新報第二部　S49.1.1

316 湖―二題 万年筆 Ｂ４ １枚 民主文学　H6.8

317 水のうた 万年筆 Ｂ５ ３枚 京都新聞　S49.8.11 四國新聞 S49.9.15 秋田さきがけ S49.9.16 岩手日報　S54.8.25

318 店ひらく 八重洲京橋日本橋 S53.11.1

319 道 万年筆 Ｂ４ ２枚 万年筆/Ｂ４/２枚 みち　 S51.3

320 道のはずれに 万年筆 Ａ４ ３枚 万年筆/Ａ４/４枚　 万年筆/Ｂ５/５枚　

321 南伊豆の春 万年筆 Ｂ４ ２枚

322 見本 万年筆 Ａ４ ２枚

323 迎え火 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ S54.7.10

324 メガネ 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚　

325 めぐりながら 秋田さきがけ S56.9.19 新潟日報　S56.9.19 信濃毎日新聞　S56.9.21

326 目撃者 ボールペン Ｂ５ ３枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 ボールペン/Ｂ５/３枚

327 物語 鉛筆 Ｂ４ ２枚 讀賣新聞夕刊 H1.12.16

328 もめんの船 鉛筆　 Ｂ４ ３枚 野性時代 S52.5

329 燃やす 九重華　S46.5.1

330 門 ボールペン Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 歴程　369号　H2.2

331 やがて ボールペン Ｂ５ ３枚 ボールペン/Ｂ５/３枚 ⑲ 郵政　S44.8月号

332 「やくそく」 万年筆 Ｂ５ ５枚 草稿　鉛筆/Ｂ５/２枚

333 やさしさ ㉝ 赤旗(日曜版) S50.5.11

334 やみの中から ボールペン Ｂ５ ２枚 ボールペン/Ｂ５/２枚 今週の日本　S44.5.12
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335 夕月 鉛筆 Ｂ４ ２枚 秋田さきがけ　S53.7.11 日刊福井　S53.7.13 四國新聞　S53.7.22

336 雪 京都新聞　S50.2.23 四國新聞　S50.2.23 秋田さきがけ　S50.2.24

337 雪 四國新聞 S51.2.22 秋田さきがけ　S51.2.24

338 雪 秋田さきがけ　S53.2.6 四國新聞　S53.2.11 日刊福井　S53.2.12 岩手日報　S54.2.10

339 雪の朝 ボールペン Ｂ５ ２枚 鉛筆/Ｂ５/１枚 労働文化　S46.2月号

340 ゆく年 タイプ打ち Ｂ５ １枚 万年筆/Ｂ５/1枚　 ③

341 ゆく春 四國新聞　S50.4.20

342 ゆたんぽ 万年筆・青 Ａ４ ２枚

343 ゆめ 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/１枚

344 夢の島 鉛筆 Ｂ４ ４枚 万年筆/Ｂ４/２枚 東京新聞　H4.10.1

345 夢の中 鉛筆 Ｂ５ １枚 秋田さきがけ　S54.2.15

346 ゆりかごのうた ボールペン Ｂ５ ６枚 ㉘

347 世に愚かなれど 鉛筆 Ｂ５ １枚

348 夜道 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ボールペン/Ｂ５/２枚　 ③

349 夜の詩 万年筆 Ａ４ ３枚

350 夜の道 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ② 十勝毎日　S38.9.15

351 落伍 万年筆 Ａ４ ３枚 万年筆/Ｂ５/３枚　 行友会誌　S31.12.28

352 ラッシュアワー……だな 現代詩手帖　S35.8月号

353 ランドセル ボールペン Ｂ５ ２枚 ② 鹿児島新聞　S38.5.5

354 陸地 四國新聞　S50.10.5

355 リレーレース 四國新聞 S53.10.14 秋田さきがけ S53.10.23

356 リンゴ園で 鉛筆 Ｂ４ １枚 秋田さきがけ　S54.11.7

357 レモンとねずみ ボールペン 21×33㎝ ２枚 銀行員の詩集　S35

358 連呼案 ⑯ 新日本文学　S43.12月号

359 レンズ 鉛筆 Ｂ４ ２枚

360 六月の顔 秋田さきがけ　S50.6.23

361 六月の影 新潟日報　S45.6.9

362 六月の木の下で 鉛筆 Ｂ４ ２枚 秋田さきがけ　S53.6.19 日刊福井　S53.6.25

363 若者 タイプ打ち Ｂ５ １枚 ② 長崎新聞　S38.11.18

364 私の日記 万年筆 Ａ４ ２枚

365 私は台所で 万年筆 Ｂ４ １枚 万年筆/Ｂ４/１枚　 M＆M　12月号　S53.11.20

366 無題　―あなたには 鉛筆 Ｂ４ ５枚

367 無題　―ここにきて 黒色鉛筆 Ｂ４ １枚 黒色鉛筆/Ｂ４/５枚 黒色鉛筆/封筒/１枚

368 無題　―人は水平線に 鉛筆 Ｂ４ １枚 鉛筆/Ｂ４/２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚

369 無題　―私たちの世界では 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/２枚

370 無題　―私たちは知っていた。 鉛筆 Ｂ４ ２枚 鉛筆/Ｂ４/３枚 鉛筆/B５/２枚

371 無題　―我ら三人姉弟 鉛筆 Ｂ４ １枚

＊１ （短章） （コピー） Ｂ４ １枚

＊２ 契 鉛筆 Ｂ５ ２枚 万年筆/Ｂ５/１枚 封筒に黒鉛筆

＊３ 契　（菊　・　ぶらんこ） 鉛筆 Ｂ５ １枚 鉛筆/B５/１枚　 黒色鉛筆/B５/１枚　 鉛筆/B５/１枚　

＊４ 花 「ユーモアの鎖国」

＊５ 構成詩　あやまち ㉕

＊６ （ペルー地震の詩） コピー/Ｂ５/82枚 ㉖㉗

＊７ トビアの船―ある夏の想い出 万年筆 B４ 17枚

＊８ （徳山村）
＊９ （日本の夜明け）

追想 断層28号　S16.1.1

歸途 断層30号　S16.3.1

風景 断層30号　S16.3.1

背 断層33号　S16.6.1

花 断層33号　S16.6.1

齢 断層33号　S16.6.1

＊11 高く跳べぼくらの先生 鉛筆 B5 19枚

＊10

　　別に記録

　　別に記録

　　原稿等は各作品毎に記録　1986～1989のテレビ放映台本有り
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