
愛知県図書館
ケース番号 著者 書名 出版者 出版地 出版年 資料ＩＤ 請求記号 展示期間(予定）

1 野口米次郎 二重国籍者の詩 玄文社詩歌部 東京 1921 1109340311 BW/A915 /ﾉｸ /934031 全期間
1 野口米次郎 沈黙の血汐　（現代詩人叢書） 新潮社 東京 1922 1109340376 BW/A915 /ﾉｸ /934037 12月27日まで
1 野口米次郎 山上に立つ ：　詩集 新潮社 東京 1923 1109340367 BW/A915 /ﾉｸ /934036 1月6日から
1 金子光晴 赤土の家 麗文社 東京 1919.1 全期間
1 金子光晴 こがね蟲　：　詩集 新潮社 東京 1923.7 全期間
1 雑誌 コマドリ　　１巻１号（大正9年８月） コマドリ詩社 名古屋 1920.8 Z /A910 /ｺ2 / 12月27日まで
1 雑誌 コマドリ　　2巻１2号（大正11年１月） コマドリ詩社 名古屋 1922.1 Z /A910 /ｺ2 / 1月6日から
1 雑誌 草の實　１号（大正8年６月） 草の實詩社 名古屋 1919.6 Z /A900 /ｸ / 12月27日まで
1 雑誌 草の實　2号（大正８年７月） 草の實詩社 名古屋 1919.7 Z /A900 /ｸ / 1月6日から
2 雑誌 暁星詩人　1巻1号（大正12年６月） 津島詩話会 津島 1923.6 Z /A915 /ｷﾞ / 全期間
2 梶浦正之 鳶色の月　：　梶浦正之詩集 曙光詩社 東京 1925.2 1108935392 BW/A915 /ｶｼ /893539 全期間
2 梶浦正之 豹　：　新現實派詩集 ボン書店 東京 1936.6 1109044360 BW/A915 /ｶｼ /904436 12月27日まで
2 梶浦正之 青嵐 詩文學研究會 東京 1939.11 1109005432 BW/A915 /ｶｼ /900543 1月6日から
2 梶浦正之 梶浦正之詩抄 詩文學研究會 東京 1940.1 1109005334 BW/A915 /ｶｼ /900533 12月27日まで
2 稲川勝二郎 大垣の空より 角笛詩社 大垣 1923 全期間
2 稲川勝二郎 鯱 の うろこ　：　1935年版 全名古屋宣伝聯盟 名古屋 1935 1103131118 B /A940 /ｲ2 /1-935 1月6日から
2 稲川勝二郎 歓楽の名古屋　：　汎太平洋平和博覧会記念 趣味春秋社 名古屋 1937.3 1105074413 B /A295 /ｲ / 12月27日まで
3 雑誌 青騎士　1号（大正11年9月） 青騎士編輯所 名古屋 1922.9 12月10日まで
3 雑誌 青騎士　7号（大正12年4月） 青騎士編輯所 名古屋 1923.4 12月10日まで
3 雑誌 青騎士　4号（大正12年1月） 青騎士編輯所 名古屋 1923.1 12月12日～12月27日

3 雑誌 青騎士　8号（大正12年5月） 青騎士編輯所 名古屋 1923.5 12月12日～12月27日

3 雑誌 青騎士　6号（大正12年3月） 青騎士編輯所 名古屋 1923.3 1月6日～2月11日
3 雑誌 青騎士　13号（大正13年3月） 青騎士編輯所 名古屋 1924.3 1月6日～2月11日
3 雑誌 青騎士　14号（大正13年4月） 青騎士編輯所 名古屋 1924.4 2月13日～2月25日
3 雑誌 青騎士　15号（大正13年6月） 青騎士編輯所 名古屋 1924.6 2月13日～2月25日
3 井口蕉花 井口蕉花詩集 東文堂書店 名古屋 1929.6 1107260660 BW/A915 /ｲｸﾞ /726066 全期間
3 春山行夫 月の出る町　：　詩集 地上社出版部 名古屋 1924.7 1109011716 BW/A915 /ﾊﾙ /901171 全期間
3 春山行夫 植物の斷面　：　詩集　（現代の藝術と批評叢書） 厚生閣書店 東京 1932.11 1109418675 BW/A915 /ﾊﾙ /941867 全期間
3 春山行夫 月の出る町　（名古屋豆本） 名古屋豆本 名古屋 1975.11 1109010862 BW/A080 /ﾅｺ /901086 全期間
4 斎藤光次郎 ダンテのコマ　：　詩集 昭森社 東京 1955.7 1108935436 B /A915 /ｻｲ /893543 全期間
4 斎藤光次郎 火と雪　：　詩集　（名古屋豆本） 名古屋豆本著作組合 名古屋 1967.4 1109010441 BW/A080 /ﾅｺ /901044 全期間
4 斎藤光次郎 青騎士前後　（名古屋豆本） 亀山巌 名古屋 1968.5 1109011583 BW/A080 /ﾅｺ /901158 全期間
4 佐藤一英 晴天 江崎正文堂 名古屋 1922 全期間
4 佐藤一英 故園の萊　：　詩集　（青騎士叢書） 青騎士編輯所 名古屋 1923.1 1109011734 BW/A915 /ｻﾄ /901173 全期間
4 佐藤一英 空海頌 昭森社 東京 1942.4 1109044261 BW/A915 /ｻﾄ /904426 全期間
4 近藤東 万国旗　：　詩集 文芸汎論社 東京 1941 1109044332 BW/A915 /ｺﾝ /904433 全期間
5 雑誌 謝肉祭　１号（大正15年2月） 謝肉祭詩房 東京 1926.2 全期間
5 雑誌 謝肉祭　2号（大正15年3月） 謝肉祭詩房 東京 1926.3 全期間
5 折戸彫夫 虚無 と 白鳥　：　詩集 ウルトラ編輯所 名古屋 1928.11 1107623695 B /A915 /ｵﾘ /762369 12月27日まで
5 折戸彫夫 化粧室と潛航艇　：　詩集 ウルトラ編輯所 名古屋 1929.4 1108927176 BW/A915 /ｵﾘ /892717 1月6日から
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5 亀山巌 裸体 に ついて　：　亀山 巌 エッセー集 作家社 名古屋 1968 1102701082 B /914.6 /ｶ30 / 全期間
5 亀山巌 Calendar '68 亀山巌 名古屋 1967.12 1109010488 BW/A080 /ﾅｺ /9010４８ 全期間
5 亀山巌 神の貌　：　亀山巌絵本　（名古屋豆本） 亀山巌 名古屋 1986.1 1109011420 BW/A080 /ﾅｺ /901142 全期間
5 東海詩集　第1輯(大正15年版) 東文堂書店 名古屋 1926.1 1109005370 BW/A915 /ﾄｳ /900537 全期間
5 東海詩集　第2輯(昭和2年版) 東文堂書店 名古屋 1927 12月27日まで
5 東海詩集　第3輯(昭和3年版) 東文堂書店 名古屋 1928 1月6日から
6 雑誌 CINE　No1(昭和4年2月） シネ発行所 名古屋 1929.2 12月27日まで
6 雑誌 CINE　No3(昭和4年5月） シネ発行所 名古屋 1929.5 全期間
6 雑誌 CINE　No7（昭和5年2月） シネ発行所 名古屋 1930.2 1月6日から
6 雑誌 夜の噴水　1号（昭和13年11月） 山本悍右 名古屋 1938.11 12月27日まで
6 雑誌 夜の噴水　2号（昭和14年2月） 山本悍右 名古屋 1939.2 1月6日から
6 山中散生編 L'ECHANGE SURREAＬISTE（超現実主義の交流） ボン書店 東京 1936 全期間
6 山中散生訳 或一生の内幕或は人間の尖塔　ポオル・エリユアアル著 春鳥会 東京 1937.7 12月27日まで

6
山中散生、瀧
口修造編

海外超現実主義作品集　　みづゑ　388号（臨時増刊） 春鳥会 東京 1937.5 1月6日から

6 山中散生 詩集夜の噴水　：　山中散生詩集 プレスビブリオマ-ヌ 東京 1963.9 1107623757 B /A915 /ﾔﾏ /762375 1月6日から
6 山中散生訳 ラデイゲ遺墨 春秋書房 東京 1933.7 1108927247 BW/A915 /ﾔﾏ /892724 全期間
7 雑誌 友情　1月版（昭和7年1月） 東文堂書店 名古屋 1932.1 Z /A915 /ﾕ / 全期間
7 雑誌 友情　４月版（第3輯）（昭和７年４月） 東文堂書店 名古屋 1932.4 Z /A915 /ﾕ / 全期間
7 野々部逸二 野々部逸二詩集　：　夜の落葉 東文堂書店 名古屋 1931.12 1109093088 BW/A915 /ﾉﾉ /909308 全期間
7 伴野憲 街の犬　：　詩集 新生詩人會 名古屋 1927.4 1108935507 BW/A915 /ﾊﾝ /893550 全期間
7 中山伸 北の窓　：　詩集 新生詩人會 名古屋 1926.11 1109005316 BW/A915 /ﾅｶ /900531 全期間
8 高木斐瑳雄 昧爽の花　：　高木斐瑳雄詩集 青騎士編輯所 名古屋 1924.2 1108935463 BW/A915 /ﾀｶ /893546 全期間
8 高木斐瑳雄 天道祭　：　詩集 東文堂書店 名古屋 1929.11 1108927238 BW/A915 /ﾀｶ /892723 全期間
8 高木斐瑳雄 寒ざらし　：　詩集 詩集寒ざらし発行所 大口町 1959 1103127723 B /A915 /ﾀ / 全期間
8 高木喜代治 嗩吶　：　高木喜代治詩集 高木喜代治 東京 1936.1 1109044486 BW/A915 /ﾀｶ /904448 全期間
8 山根義雄 翼　：　詩集 厚生閣書店(発売) 東京 1932.5 1109005263 BW/A915 /ﾔﾏ /900526 全期間
8 岡田淑子 アダムの首　：　詩集 詩集社 東京 1929.1 1109011690 BW/A915 /ｵｶ /901169 全期間
9 野々山虎 月に喘ぐ潮　：　野々山虎第一詩集 詩藝術社 横須賀町 1925.9 1109044412 BW/A915 /ﾉﾉ /904441 全期間
9 安井龍 風のない樹木　：　安井龍詩集 詩藝術社 横須賀町 1925.8 1109044495 BW/A915 /ﾔｽ /904449 全期間
9 坂野草史 プルシヤ頌　：　詩集 青樹社 京都 1935.5 1109005352 BW/A915 /ｻｶ /900535 全期間
9 杉本駿彦 暦と地圖　：　杉本駿彦詩集 東文堂書店 名古屋 1930.5 1109044501 BW/A915 /ｽｷ /904450 全期間
9 杉本駿彦 記號と秩序　：　詩集 旗魚社 東京 1932.9 1109044510 BW/A915 /ｽｷ /904451 12月27日まで
9 杉本駿彦 EUROPE（ヨーロッパ） 青樹社 京都 1934.6 1109011752 BW/A915 /ｽｷ /901175 1月6日から
9 中條雅二 ふるさとの道　：　詩集　（現代詩書刊行會叢書） 銀沙社 浦和 1934.9 1109005423 BW/A915 /ﾁﾕ /900542 全期間
9 平野甲策 雪のふる晩　：　平野甲策童謠集 詩の家 川崎 1928.6 1109044459 BW/A915 /ﾋﾗ /904445 12月27日まで
9 平野甲策 紅鳩　：　第二童謡集　　（非人稱命題叢書） 詩之家 川崎 1933.8 1109011725 BW/A915 /ﾋﾗ /901172 1月6日から
10 鈴木惣之助 都会は跳躍する　：　鈴木 惣之助 第一 詩集 都會詩人社 名古屋 1929.2 1107623739 B /A915 /ｽｽﾞ /762373 全期間
10 町井猛 仮装舞踏會　：　詩集 都會詩人社 名古屋 1929.11 1109011707 BW/A915 /ﾏﾁ /901170 全期間
10 落合茂 風の中の家　：　落合茂詩集 社會詩人社 名古屋 1930.1 1108935427 BW/A915 /ｵﾁ /893542 全期間
10 山中英俊 太陽をめがけて蝙蝠が飛ぶ　：　詩集 社會詩人社 名古屋 1931.3 1108935454 BW/A915 /ﾔﾏ /893545 全期間
10 浅野紀美夫ほか 怯える者の叫喚　：　詩集　（一千年社パンフレツト） 一千年社 名古屋 1929.1 全期間
10 石原政明 裏長屋より　：　詩集　（一千年社パンフレツト） 一千年社 名古屋 1929.3 1108935445 BW/A915 /ｲｼ /893544 全期間
10 石田開二 病める叛逆　：　石田開二詩集　（一千年社パンフレツト） 一千年社 名古屋 1929.5 1109011743 BW/A915 /ｲｼ /901174 全期間
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