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タイトル サブタイトル 請求記号 出版者 出版年月日 人物 人物 人物 冊数

愛育 昭和11年11月号 第2巻第11号 M,ｱ 恩賜財團愛育会 1936/11/01 1

青い窓　第49号 こどもの夢の M,ｱ 青い窓の会 1962/05/01 1

青い窓　第59号 こどもの夢の M,ｱ 青い窓の会 1963/03/01 1

青い窓　第84号 こどもの夢の／第4号 M,ｱ 青い窓の会 1965/04/01 1

青い窓　第85号 こどもの夢の／第5号 M,ｱ 青い窓の会 1965/05/01 1

青い窓　第86号 こどもの夢の／第6号 M,ｱ 青い窓の会 1965/06/01 1

青い窓　第87号 こどもの夢の／第7号 M,ｱ 青い窓の会 1965/07/01 1

青い窓　第88号 こどもの夢の／第8号 M,ｱ 青い窓の会 1965/08/01 1

青い窓　第91号 こどもの夢の M,ｱ 青い窓の会 1965/11/01 1

青い窓　第92号 こどもの夢の／第12号／第11号 M,ｱ 青い窓の会 1965/12/01 1

青い窓　第93号 こどもの夢の／第1号 M,ｱ 青い窓の会 1966/01/01 1

青い窓　第94号 こどもの夢の／第2号 M,ｱ 青い窓の会 1966/02/01 1

青い窓　第95号 こどもの夢の／第3号 M,ｱ 青い窓の会 1966/03/01 1

青い窓　第103号 こどもの夢の／第11号 M,ｱ 青い窓の会 1966/11/01 1

青い窓　第104号 こどもの夢の／第12号 M,ｱ 青い窓の会 1966/12/01 1

青い窓　第105号 こどもの夢の／第1号 M,ｱ 青い窓の会 1967/01/01 1

青い窓　第111号 こどもの夢の／第7号 M,ｱ 青い窓の会 1967/07/01 1

青い窓　第112号 こどもの夢の／第8号 M,ｱ 青い窓の会 1967/08/01 1

青い窓　第115号 こどもの夢の／第11号 M,ｱ 青い窓の会 1967/11/01 1

青い窓　第120号 こどもの夢の／第4号 M,ｱ 青い窓の会 1968/04/01 1

青い窓　第130号 こどもの夢の M,ｱ 青い窓の会 1969/02/01 1

青い窓　第131号 こどもの夢の／第3号 M,ｱ 青い窓の会 1969/03/01 1

青い窓　第132号 こどもの夢の／第4号 M,ｱ 青い窓の会 1969/04/01 1

青い窓　第133号 こどもの夢の／第5号 M,ｱ 青い窓の会 1969/05/01 1

青い窓　第134号 こどもの夢の／第6号 M,ｱ 青い窓の会 1969/06/01 1

青い窓　第135号 こどもの夢の／第7号 M,ｱ 青い窓の会 1969/07/01 1

青い窓　第136号 こどもの夢の／第8号 M,ｱ 青い窓の会 1969/08/01 1

青い窓　第138号 こどもの夢の／第10号 M,ｱ 青い窓の会 1969/10/01 1

青い窓　第139号 こどもの夢の／第11号 M,ｱ 青い窓の会 1969/11/01 1

青い窓　第145号 こどもの夢の／第5号 M,ｱ 青い窓の会 1970/05/10 1

青い窓　第147号 こどもの夢の／第7号 M,ｱ 青い窓の会 1970/07/10 1

青い窓　第151号 こどもの夢の／第11号 M,ｱ 青い窓の会 1970/11/10 1

青い窓　第152号 こどもの夢の／第12号 M,ｱ 青い窓の会 1970/12/10 1

青い窓　第153号 こどもの夢の／第1号 M,ｱ 青い窓の会 1971/01/10 1

青い窓　第154号 こどもの夢の M,ｱ 青い窓の会 1971/03/10 1

青い窓　第156号 こどもの夢の／第4号 M,ｱ 青い窓の会 1971/04/10 1

青い窓　第161号 こどもの夢の／第9号 M,ｱ 青い窓の会 1971/09/10 1

青い窓　第162号 こどもの夢の／第10号 M,ｱ 青い窓の会 1971/10/10 1

青い窓　第164号 こどもの夢の／第12号 M,ｱ 青い窓の会 1971/12/10 1

青い窓　第165号 こどもの夢の／第1号 M,ｱ 青い窓の会 1972/01/10 1

青い窓　第166号 こどもの夢の／第2号 M,ｱ 青い窓の会 1972/02/10 1

青い窓　第167号 こどもの夢の／第3号 M,ｱ 青い窓の会 1972/03/10 1

青い窓　第169号 こどもの夢の／第5号 M,ｱ 青い窓の会 1972/05/10 1

青い窓　第170号 こどもの夢の／第6号 M,ｱ 青い窓の会 1972/06/10 1

青い窓　第171号 こどもの夢の／第7号 M,ｱ 青い窓の会 1972/07/10 1

青い窓　第173号 こどもの夢の／第9号 M,ｱ 青い窓の会 1972/09/10 1

青い窓　第174号 こどもの夢の／第10号 M,ｱ 青い窓の会 1972/10/10 1

青い窓　第175号 こどもの夢の／第11号 M,ｱ 青い窓の会 1972/11/10 1

青い窓　第176号 こどもの夢の／第12号 M,ｱ 青い窓の会 1972/12/10 1

青い窓　第177号 こどもの夢の／第1号 M,ｱ 青い窓の会 1973/01/10 1

青い窓　第178号 こどもの夢の／第2号 M,ｱ 青い窓の会 1973/02/10 1

青い窓　第179号 こどもの夢の／第3号 M,ｱ 青い窓の会 1973/03/10 1

青い窓　第181号 こどもの夢の／第5号 M,ｱ 青い窓の会 1973/05/10 1

青い窓　第182号 こどもの夢の／第6号 M,ｱ 青い窓の会 1973/06/10 1

赤い鳥 大正9年8月号 第5巻第2号 M,ｱ 赤い鳥社 1920/08/01 鈴木 三重吉　編著 1

赤い鳥 大正9年9月号 第5巻第3号 M,ｱ 赤い鳥社 1920/09/01 鈴木 三重吉　編著 1

赤い鳥 大正9年10月号 第5巻第4号 M,ｱ 赤い鳥社 1920/10/01 鈴木 三重吉　編著 1

赤い鳥 大正9年11月号 第5巻第5号 M,ｱ 赤い鳥社 1920/11/01 鈴木 三重吉　編著 石川 善助　著作 小川 未明　著作 1

赤い鳥 大正9年12月号 第5巻第6号 M,ｱ 赤い鳥社 1920/12/01 鈴木 三重吉　編著 北原 白秋　著作 西條 八十　著作 1

赤い鳥 大正10年2月号 第6巻第2号 M,ｱ 赤い鳥社 1921/02/01 鈴木 三重吉　編著 菊池 寛　著作 北原 白秋　著作 1

赤い鳥 大正10年3月号 第6巻第3号 M,ｱ 赤い鳥社 1921/03/01 鈴木 三重吉　編著 北原 白秋　著作 西條 八十　著作 1

赤い鳥 大正12年1月号 第10巻第1号 M,ｱ 赤い鳥社 1923/01/01 鈴木 三重吉　編著 菊池 寛　著作 小川 未明　著作 1

赤い鳥 大正12年2月号 第10巻第2号 M,ｱ 赤い鳥社 1923/02/01 鈴木 三重吉　編著 北原 白秋　著作 2

赤い鳥 大正12年3月号 第10巻第3号 M,ｱ 赤い鳥社 1923/03/01 鈴木 三重吉　編著 小川 未明　著作 北原 白秋　著作 1

赤い鳥 大正12年4月号 第10巻第4号 M,ｱ 赤い鳥社 1923/04/01 鈴木 三重吉　編著 北原 白秋　著作 野上 弥生子　著作 2

赤い鳥 大正12年7月号 第11巻第1号 M,ｱ 赤い鳥社 1923/07/01 鈴木 三重吉　編著 北原 白秋　著作 野上 弥生子　著作 1

赤い鳥 大正12年9月号 第11巻第3号 M,ｱ 赤い鳥社 1923/09/01 鈴木 三重吉　編著 北原 白秋　著作 1

赤い鳥 大正12年11月号 第11巻第4号 M,ｱ 赤い鳥社 1923/11/05 鈴木 三重吉　編著 小川 未明　著作 北原 白秋　著作 1

赤とんぼ　昭和21年4月号 第1巻第1号 M,ｱ 実業之日本社 1946/04/01 1

亜寒帯 No.1 M,ｱ 1955/06/26 石川 善助　文献 1

亜寒帯 第2号 M,ｱ 亜寒帯詩社 石川 善助　文献 1

アサノ児童劇 第2巻第10号 M,ｱ アサノ児童劇学校 1935/10/05 1

明日の児童 昭和6年8月号 第1巻第2号 M,ｱ 明日の児童社 1931/08/01 白鳥 省吾　著作 小川 未明　著作 1

明日の児童 昭和6年9月号 第1巻第3号 M,ｱ 明日の児童社 1931/09/01 白鳥 省吾　著作 小川 未明　著作 1

天邪鬼　創刊号 M,ｱ 青雲文庫岩代図書館 1946/08/01 1

あるびよん 創刊号 第1巻第1号／英文化総合誌 M,ｱ 新月社 1949/06/10 林 達夫　編著 1

家と生活 昭和3年3月創刊号 建築・趣味・研究・雑誌 M,ｲ 形象社 1928/03/20 冬木 一　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

家と生活 昭和3年8月号 第1巻第3号／建築・趣味・研究・雑誌 M,ｲ 形象社 1928/08/10 冬木 一　著作 1

いとし兒 7月号 第1巻第2号 M,ｲ 仙台子供ノ社 1929/07/07 1

いとし兒 第2巻第5輯 M,ｲ 仙台子供ノ社 1930/02/17 1

いとし兒 第6輯 M,ｲ 仙台子供ノ社 1930/04/06 スズキ ヘキ　著作 1

海鳥　第9集 M,ｳ 海鳥詩社 1922/05/26 1

江戸と東京 昭和10年11月号 第1巻第2号 M,ｴ 江戸と東京社 1935/11/01 1

江戸と東京 昭和11年3月号 第2巻第2号 M,ｴ 江戸と東京社 1936/03/01 1

オール読物 昭和46年5月号 第26巻第5号 M,ｵ 文藝春秋 1971/05/01 立原 正秋　著作 井伏 鱒二　著作 1

お月さん 第9号 M,ｵ お月さん社 1928/02/01 1

お月さん 第10号 M,ｵ お月さん社 1928/04/01 1

オヒサマ 創刊号 子と母の雑誌 M,ｵ 資生堂編集部 1922/04/01 1

オヒサマ 第2号 子と母の雑誌 M,ｵ 資生堂編集部 1922/05/01 1

オヒサマ 新年号 子と母の雑誌 M,ｵ 資生堂編集部 1923/01/01 1

おひさま 第2号 M,ｵ ひとのみち子供会 1936/01/19 1

思ひ出　1集 茨城・結城五箇校 M,ｵ 小鳥会 スズキ ヘキ　関連資料 1

温情 M,ｵ 温情社 1920/02/25 1

街歌 昭和9年7・8月号 通巻9号 M,ｶﾞ 街歌社 1934/08/01 1

街歌 昭和9年9月号 通巻10号 M,ｶﾞ 街歌社 1934/09/01 1
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街歌 昭和10年6月号 通巻16号 M,ｶﾞ 明朗社 1935/06/01 平山 蘆江　編著 1

街歌しぐれ 創刊号 第1巻第1号 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1937/12/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 新年号 第2巻第1号 通巻2 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1938/01/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 2月号 第2巻第2号 通巻3 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1938/02/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 3月号 第2巻第3号 通巻4 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1938/03/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 4月号 第2巻第4号 通巻5 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1938/04/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 20集 第3巻第9号 通巻20 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1939/11/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第34集 第5巻第2号 通巻34 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1941/02/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第36集 第5巻第4号 通巻36 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1941/04/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第58集 第7巻第3号 通巻58 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1943/03/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第60集 第7巻第5号 通巻60 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1943/05/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第73集 第9巻第2号 通巻73 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1946/04/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第74集 第9巻第3号 通巻74 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1946/06/05 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第104集 第104号 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1955/04/01 天江 富弥　関連資料 1

街歌しぐれ 第255集 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1970/05/01 天江 富弥　関連資料 2

街歌しぐれ 第392集 M,ｶﾞ しぐれ吟社 1984/01/01 天江 富弥　著作 1

学鐙 昭和11年8月号 第24巻第8号 M,ｶﾞ 丸善 1920/08/20 1

かげろふ 第4集 M,ｶ かげろふ社 1923/05/28 1

火山弾 第27号 栗木幸次郎追悼号 M,ｶ 火山弾の会 1982/07/11 天江 富弥　著作 1

家庭朝日 大正14年1月号付録 大阪朝日新聞付録 M,ｶ 大阪朝日新聞社 1925/01/05 1

かなりや 大正10年10月号 第1年第1号 M,ｶ かなりや発行所 1921/10/01 西條 八十　著作 百田 宗治　著作 野口 雨情　著作 1

かなりや 大正11年9月号 第2年第6号 M,ｶ かなりや発行所 1922/09/01 野口 雨情　著作 百田 宗治　著作 1

かなりや 大正12年2月号 第3年第2号 M,ｶ かなりや発行所 1923/02/01 1

かなりや 大正12年7月号 第3年第5号／野口雨情民謡号 M,ｶ かなりや発行所 1923/07/01 野口 雨情　著作 1

かなりや 大正12年10月号 第3年第8号 M,ｶ かなりや発行所 1923/10/10 北原 白秋　著作 1

樺火 第1号 回覧雑誌樺火 M,ｶ 胆沢郡古城村大林寺 1932/11/25 1

壁 特集号 M,ｶ 山形詩人会 1925/11/10 1

ＫＡＭＡＲＡＤＯ　NO.18 M,ｶ 宮城県名取郡岩沼小学校 1949/01/01 1

からふね 昭和2年9月号 第2集 M,ｶ 南海詩人協会 1927/09/10 野口 雨情　関連資料 1

カルチャー７ 2001春季号 ＶＯＬ.７５／CULTURE SEVEN M,ｶ 七十七銀行営業推進部営業推進課2001 スズキ ヘキ　関連資料 野口 雨情　関連資料 天江 富弥　関連資料 4

北日本詩人 大正13年11月号 第1巻第5号 M,ｷ 北日本書房 1924/11/01 石川 善助　著作 刈田 仁　著作 1

北の教室 昭和23年1月号 第1巻第1号 M,ｷ 東北児童文化連盟 1948/01/01 巽 聖歌　著作 1

北の教室 昭和23年2月号 第1巻第2号 M,ｷ 東北児童文化連盟 1948/02/01 天江 富弥　関連資料 1

北の教室 昭和23年8月号 第1巻第8号 M,ｷ 東北児童文化連盟 1948/08/01 石川 善助　著作 草野 心平　著作 天江 富弥　著作 1

郷土童謡　5 M,ｷ 郷土童謡研究会 1934/03/25 1

教友 第21号 M,ｷ 教友会 1924/03/07 1

キンダーブック 第3集第9編／観察絵本／KINDER-BOOKM,ｷ フレーベル館 1929/01/05 近藤 東　著作 1

金の鳥 大正11年4月号 第1巻第1号／創刊号 M,ｷ 金の鳥社 1922/04/01 1

櫟 第2号 M,ｸ くぬぎ社 1927/07/01 スズキ ヘキ　著作 1

櫟 第3号 M,ｸ くぬぎ社 1927/08/10 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

櫟 第4号 M,ｸ くぬぎ社 1927/09/10 石川 善助　著作 鈴木 幸四郎　著作 天江 富弥　著作 1

櫟 第5号 昭和2年11月号 M,ｸ くぬぎ社 1927/11/10 スズキ ヘキ　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

櫟 第6号 睦月韻文号 M,ｸ くぬぎ社 1928/01/10 スズキ ヘキ　著作 鈴木 幸四郎　著作 千葉 仔朗　著作 1

櫟 第1号 M,ｸ くぬぎ社 1927/06/ 1

藝術教育 大正12年4月創刊号 M,ｹﾞ 集成社 1923/04/01 1

藝術教育 大正14年11月号 第3巻第12号／教育改造の具体化 M,ｹﾞ 芸術教育会 1925/11/01 1

蛍雪志叢 昭和4年6月 第50号／明化同窓会雑誌 M,ｹ 明化同窓会 1930/07/10 1

郊外 大正16年1月号 第8巻第1号／改巻号 M,ｺ 郊外社 1927/01/01 1

郊外 昭和2年2月号 第8巻第2号 M,ｺ 郊外社 1927/02/01 1

郊外 昭和2年8月号 第8巻第8号 M,ｺ 郊外社 1927/08/01 1

郊外 昭和2年9月号 第8巻第9号 M,ｺ 郊外社 1927/09/01 1

郊丘 第3巻第5号 M,ｺ 郊丘社 1929/07/13 刈田 仁　著作 1

郊丘 第3巻第6号 M,ｺ 郊丘社 1929/10/10 石川 善助　著作 刈田 仁　著作 1

更正 第3年2月号 第18集／兒玉桂弥感想雑誌 M,ｺ 更正社 1923/02/15 兒玉 桂弥　編著 1

黄道 昭和8年 創刊4月号 M,ｺ 黄道社 1933/04/01 平山 蘆江　著作 室生 犀星　著作 1

こがねの国 M,ｺ 1923/01/01 スズキ ヘキ　著作 1

こがねの国 第1集 M,ｺ 黄金の国社 山田 夢治　著作 1

国語と国文学 昭和4年1月号 第6巻第1号 通巻57号 M,ｺ 至文堂 1929/01/01 1

国語と国文学 昭和6年1月号 第8巻第1号 通巻81号 M,ｺ 至文堂 1931/01/01 1

国語と国文学 昭和6年2月号 第8巻第2号 通巻82号 M,ｺ 至文堂 1931/02/01 1

国語と国文学 昭和6年3月号 第8巻第3号 通巻83号 M,ｺ 至文堂 1931/03/01 1

国民童話 昭和16年7月号 第9巻第7号 通巻第97号 M,ｺ 国民童話発行所 1941/07/10 1

獄陽文壇 大正8年5月号 第55号 M,ｺﾞ 獄陽文壇社 1923/05/01 1

古典研究 昭和13年5月号 第3巻第5号 M,ｺ 雄山閣 1938/05/01 1

古典研究 昭和13年8月号 第3巻第9号 M,ｺ 雄山閣 1938/08/01 1

古典研究 昭和13年9月号 第3巻第10号 M,ｺ 雄山閣 1938/09/01 1

古典研究 昭和13年10月号 第3巻第11号 M,ｺ 雄山閣 1938/10/01 1

古典研究 昭和13年12月号 第3巻第14号 M,ｺ 雄山閣 1938/12/01 1

古典研究 昭和14年6月号 第4巻第6号 M,ｺ 雄山閣 1939/06/01 1

古典研究 昭和14年7月号 第4巻第7号 M,ｺ 雄山閣 1939/07/01 1

古典研究 昭和14年9月号 第4巻第9号 M,ｺ 雄山閣 1939/09/01 1

古典研究 昭和15年2月号 第5巻第2号 通巻43号 M,ｺ 雄山閣 1940/02/01 1

古典研究 昭和15年7月号 第5巻第8号 M,ｺ 雄山閣 1940/07/01 1

古典研究 昭和16年7月号 第6巻第7号 M,ｺ 雄山閣 1941/07/01 1

古典研究 昭和17年1月号 第7巻第1号 M,ｺ 雄山閣 1942/01/01 1

古典研究 昭和17年3月号 第7巻第3号 M,ｺ 雄山閣 1942/03/01 高山 樗牛　文献 1

古典研究 昭和17年4月号 第7巻第4号 M,ｺ 雄山閣 1942/04/01 1

古典研究 昭和16年2月号 第6巻第2号 M,ｺ 雄山閣 1941/02/01 1

コトバ 昭和15年6月号 第2巻第6号 M,ｺ 国語文化研究所 1940/06/01 1

コトバ 昭和15年7月号 第2巻第7号 M,ｺ 国語文化研究所 1940/07/01 1

こども詩の国 昭和22年3月号 第2巻第3号 M,ｺ 臼井書房 1947/03/01 1

こども詩の国 昭和22年5月号 第2巻第5号 M,ｺ 臼井書房 1947/05/01 白鳥 省吾　著作 1

子供と語る 昭和15年8月号 第8巻第8号 通巻第85号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1940/08/10 1

子供と語る 昭和15年9月号 第8巻第9号 通巻第86号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1940/09/10 1

子供と語る 昭和15年10月号 第8巻第10号 通巻第87号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1940/10/10 1

子供と語る 昭和15年11月号 第8巻第11号 通巻第88号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1940/11/10 1

子供と語る 昭和15年12月号 第8巻第12号 通巻第89号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1940/12/10 1

子供と語る 昭和16年1月号 第9巻第1号 通巻第90号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1941/01/10 1

子供と語る 昭和16年2月号 第9巻第2号 通巻第91号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1941/02/10 1

子供と語る 昭和16年3月号 第9巻第3号 通巻第91号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1941/03/10 1

子供と語る 昭和16年4月号 第9巻第4号 通巻第92号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1941/04/10 1

子供と語る 昭和16年5月号 第9巻第5号 通巻第93号 M,ｺ 大阪童話教育研究会 1941/05/10 1

コドモノクニ 昭和9年3月号 第13巻第3号 M,ｺ コドモノクニ 1934/03/01 北原 白秋　著作 1

コドモノクニ 昭和13年1月号 第17巻第1号 M,ｺ コドモノクニ 1938/01/01 1

コドモノクニ 昭和13年2月号 第17巻第2号 M,ｺ コドモノクニ 1938/02/01 1

コドモノクニ 昭和14年7月号 第18巻第7号 M,ｺ コドモノクニ 1939/07/01 1
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子供の詩 昭和5年3月号 第3号 M,ｺ 1930/03/01 1

子どもの創作 昭和2年9月号 幼児号（1） M,ｺ 人生創造社 1927/09/01 1

ことり 大正10年5月号 第3巻第4号 M,ｺ 枳殻社 1921/05/01 1

小鳥の本 大正12年10月号 第13集 M,ｺ こまどり社 1923/10/31 スズキ ヘキ  著作 鈴木 正五郎　著作 1

駒澤文学 第4集 M,ｺ 駒澤大学文芸部 1929/03/01 1

子守唄 昭和7年11月号 第1巻第2号／秋季 M,ｺ 子守唄社 1932/11/20 1

子守唄 昭和11年8月号 5巻第17集 M,ｺ 和歌山童謡詩人会 1936/08/05 1

催青 創刊号 M,ｻ 催青詩社 1

さくらんぼ 第1集 M,ｻ さくらんぼ社 1922/07/05 スズキ ヘキ　著作 1

さくらんぼ 第2号 私の童謡童話 M,ｻ さくらんぼ社 1922/08/01 スズキ ヘキ　著作 1

さくらんぼ 第3号 私の童謡童話 M,ｻ さくらんぼ社 1922/11/01 スズキ ヘキ　著作 1

さくらんぼ 昭和43年8月号 通巻111号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1968/08/01 1

さくらんぼ 昭和44年3月号 通巻118号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1969/03/01 1

さくらんぼ 昭和44年6月号 通巻121号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1969/06/01 1

さくらんぼ 昭和44年7月号 通巻122号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1969/07/01 1

さくらんぼ 昭和44年10月号 通巻125号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1969/10/01 1

さくらんぼ 昭和45年1月号 通巻128号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/01/01 1

さくらんぼ 昭和45年2月号 通巻129号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/02/01 1

さくらんぼ 昭和45年3月号 通巻130号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/03/01 1

さくらんぼ 昭和45年4月号 通巻131号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/04/01 1

さくらんぼ 昭和45年5月号 通巻132号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/05/01 1

さくらんぼ 昭和45年6・7月号 通巻133号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/06/01 1

さくらんぼ 昭和45年9月号 通巻135号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/08/01 1

さくらんぼ 昭和45年11月号 通巻137号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1970/11/01 1

さくらんぼ 昭和46年1月号 通巻139号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1971/01/01 1

さくらんぼ 昭和46年3月号 通巻141号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1971/03/01 1

さくらんぼ 昭和46年4月号 通巻142号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1971/04/01 1

さくらんぼ 昭和46年6月号 通巻144号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1971/06/01 1

さくらんぼ 昭和46年9月号 通巻147号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1971/09/01 1

さくらんぼ 昭和46年10月号 通巻148号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1971/10/01 1

さくらんぼ 昭和46年11月号 通巻149号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1971/11/01 1

さくらんぼ 昭和47年新年号 通巻151号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/01/01 1

さくらんぼ 昭和47年2月号 通巻152号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/02/01 1

さくらんぼ 昭和47年3月号 通巻153号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/03/01 1

さくらんぼ 昭和47年4月号 通巻154号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/04/01 1

さくらんぼ 昭和47年5月号 通巻155号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/05/01 1

さくらんぼ 昭和47年6月号 通巻156号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/06/01 1

さくらんぼ 昭和47年7月号 通巻157号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/07/01 2

さくらんぼ 昭和47年8月号 通巻158号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/08/01 1

さくらんぼ 昭和47年9月号 通巻159号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/09/01 1

さくらんぼ 昭和47年10月号 通巻160号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1972/10/01 1

さくらんぼ 昭和48年1月号 通巻163号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1973/01/01 1

さくらんぼ 昭和48年2月号 通巻164号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1973/02/01 1

さくらんぼ 昭和48年3月号 通巻165号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1973/03/01 1

さくらんぼ 昭和48年4月号 通巻166号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1973/04/01 1

さくらんぼ 昭和48年5月号 通巻167号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1973/05/01 1

さくらんぼ 昭和48年6月号 通巻168号 M,ｻ 山形県児童文化懇話会 1973/06/01 1

酒 昭和35年3月号 第8巻第3号／趣味の雑誌 M,ｻ 日本酒造組合中央会 1960/03/01 天江 富弥　著作 火野 葦平　関連資料 1

ささやき 大正14年6月号 M,ｻ ささやき詩社 1925/06/01 1

さゝやき 第1号 M,ｻ さゝやき詩社 1925/06/01 1

さゝやき 第2号 M,ｻ さゝやき詩社 1925/08/01 1

さゝやき 第3号 M,ｻ さゝやき詩社 1925/10/01 スズキ ヘキ　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

さゝやき 第4号 M,ｻ さゝやき詩社 1925/12/01 スズキ ヘキ　著作 金野 細雨　著作 成田 美子　著作 1

さゝやき 第5号 M,ｻ さゝやき詩社 1926/02/01 鈴木 幸四郎　著作 1

錆のパンフレット 2 鍬 M,ｻ 前川 正三郎 1926/11/20 1

錆のパンフレット 4 淵 M,ｻ 鹿山 映二郎 1927/01/25 片平 庸人　著作 巽 聖歌　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

錆のパンフレット 19 麦 稈 苗 M,ｻ 前川 正三郎 1928/07/10 1

詩箋 昭和5年5月号 第2巻第8号 M,ｼ 詩箋発行所 1930/05/01 1

詩箋 昭和5年7月号 第2巻第10号／10 M,ｼ 詩箋発行所 1930/07/01 1

自画像 復活号 昭和4年6月号 詩歌誌 M,ｼﾞ 自画像詩社 1929/06/25 スズキ ヘキ　著作 1

自画像 第4号 昭和4年7月号 詩歌誌 M,ｼﾞ 自画像詩社 1929/07/25 スズキ ヘキ　著作 1

自画像 昭和4年8月号 詩歌誌 M,ｼﾞ 自画像詩社 1929/08/25 スズキ ヘキ　著作 1

自画像 昭和4年9月号 M,ｼﾞ 自画像詩社 1929/09/25 舘内 勇　著作 1

時雨 昭和26年11月号 第2号 M,ｼ 時雨社 1951/11/01 1

時雨 昭和26年12月号 第3号 M,ｼ 時雨社 1951/12/01 1

時雨 昭和27年2月号 第4号／雨情追慕号 M,ｼ 時雨社 1952/02/01 都築 益世　著作 野口 雨情　関連資料 1

時雨 昭和27年3月号 第5号／民謡研究号 M,ｼ 時雨社 1952/03/01 都築 益世　著作 野口 雨情　著作 3

時雨 昭和27年4月号 第6号 M,ｼ 時雨社 1952/04/01 6

時雨 昭和27年5月号 第7号／童謡特集 M,ｼ 時雨社 1952/05/01 都築 益世　著作 5

時雨 昭和27年6月号 第8号 M,ｼ 時雨社 1952/06/01 都築 益世　著作 1

時雨 昭和27年10月号 第10号／民謡・童謡研究号 M,ｼ 時雨社 1952/10/01 都築 益世　著作 1

時雨 昭和28年1月号 第11号 M,ｼ 時雨社 1953/01/07 都築 益世　著作 1

時雨 昭和28年5月号 第13号／郷土民童謡特集 M,ｼ 時雨社 1953/05/07 都築 益世　著作 1

時雨 昭和28年6月号 第14号／童謡号 M,ｼ 時雨社 1953/06/15 都築 益世　著作 片平 庸人　著作 1

時雨 昭和28年8月号 第15号 M,ｼ 時雨社 1953/08/05 都築 益世　著作 1

時雨 昭和28年9月号 第16号 M,ｼ 時雨社 1953/09/06 都築 益世　著作 1

時雨 昭和29年1月号 第18号 M,ｼ 時雨社 1954/01/07 都築 益世　著作 1

時雨 昭和31年2月号 第25号 M,ｼ 時雨社 1956/02/17 都築 益世　著作 1

詩芸術 昭和6年7月号 M,ｼ 詩芸術社 1931/07/01 渡辺 波光　著作 1

獅子 創刊号 Ⅰ M,ｼ 獅子発行所 1929/04/01 都築 益世　著作 1

獅子 昭和4年5月号 Ⅱ M,ｼ 獅子発行所 1929/05/01 都築 益世　著作 1

獅子 昭和4年6月号 Ⅲ M,ｼ 獅子発行所 1929/06/01 都築 益世　著作 1

獅子 昭和4年7月号 Ⅳ M,ｼ 獅子発行所 1929/07/01 都築 益世　著作 1

獅子 昭和4年8月号 Ⅴ M,ｼ 獅子発行所 1929/08/01 都築 益世　著作 1

獅子 昭和4年10月号 Ⅶ M,ｼ 獅子発行所 1929/10/01 都築 益世　著作 1

獅子 昭和4年12月号 Ⅸ M,ｼ 獅子発行所 1929/11/01 都築 益世　著作 1

獅子 昭和4年11月号 Ⅷ M,ｼ 獅子発行所 1929/11/01 都築 益世　著作 1

至上律 第5輯 詩と詩論 M,ｼ 青磁社 1938/08/15 室生 犀星　著作 山村 暮鳥　文献 草野 心平　著作 1

至上律 第4輯 M,ｼ 青磁社 1948/05/30 土井 晩翠　著作 1

詩神 大正15年11月号 第2巻第11号 M,ｼ 詩神社 1926/11/01 草野 心平　著作 石川 善助　著作 白鳥 省吾　著作 1

詩神 昭和2年6月号 第3巻第6号 M,ｼ 1927/06/01 石川 善助　著作 1

詩神 昭和2年8月号 第3巻第8号 M,ｼ 詩神社 1927/08/01 都築 益世　著作 臼井 吉見　著作 1

詩神 昭和4年4月号 第5巻第4号 M,ｼ 詩神社 1929/04/01 1

詩人 昭和22年1月創刊号 M,ｼ 矢代書店 1947/01/01 室生 犀星　著作 草野 心平　関連資料 三好 達治　著作 1

詩人石川善助資料 第1号 M,ｼ 木村健司 1977/10/ 石川 善助　文献 2

詩人石川善助資料 第3号 M,ｼ 木村健司 1978/12/ 石川 善助　文献 1
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児童 昭和9年8月号 第1巻第3号 M,ｼﾞ 刀江書院 1934/08/01 野上 弥生子　著作 小川 未明　著作 1
児童演劇教育　昭和13年7月号 第5号 M,ｼﾞ アサノ児童劇学区尾学芸出版部1938/07/15 1

児童文化　昭和21年10月号 第1巻第2号 M,ｼﾞ 児童文化研究所 1935/10/01 1

児童文学　昭和11年2月号 第2巻第2号 M,ｼﾞ 鳩居書房 1936/02/01 1
児童演劇教育 昭和13年10月号 第8号 M,ｼﾞ アサノ児童劇学校学芸出版部1938/10/15 1

児童演劇教育 昭和14年1月号 第10号 M,ｼﾞ アサノ児童劇学校学芸出版部1939/01/15 1

児童演劇教育 昭和14年4月号 第12号 M,ｼﾞ アサノ児童劇学校学芸出版部1939/04/15 1

児童演劇教育 昭和15年1月号 第19号 M,ｼﾞ アサノ児童劇学校学芸出版部1940/01/05 1

児童藝術講座 第一集 M,ｼﾞ 児童藝術研究会 1937/12/12 野口 雨情　著作 白鳥 省吾　著作 西條 八十　著作 1

児童藝術講座 第二集 M,ｼﾞ 児童藝術研究会 1938/02/18 白鳥 省吾　著作 野口 雨情　著作 西條 八十　著作 1

児童藝術講座 第三集 M,ｼﾞ 児童藝術研究会 1938/04/12 野口 雨情　著作 白鳥 省吾　著作 西條 八十　著作 1

児童藝術講座 第四集 M,ｼﾞ 児童藝術研究会 1938/06/18 野口 雨情　著作 白鳥 省吾　著作 西條 八十　著作 1

児童藝術講座 第五集 M,ｼﾞ 児童藝術研究会 1938/10/10 西條 八十　著作 白鳥 省吾　著作 1

児童藝術講座 第六集 M,ｼﾞ 児童藝術研究会 1939/02/10 北原 白秋　著作 白鳥 省吾　著作 野口 雨情　著作 1
児童劇研究 昭和9年8月創刊号 第1巻第1号／児童国民教育藝術 M,ｼﾞ 児童劇研究会 1934/08/01 1
児童劇研究 昭和9年11月号 第1巻第4号／児童国民教育藝術 M,ｼﾞ 児童劇研究会 1934/11/03 1

児童文園 昭和9年10月号 第2巻 M,ｼﾞ 新醒社 1934/10/01 1

詩篇時代 大正14年7月号 第4巻 M,ｼ 詩篇時代編集所 1925/07/01 都築 益世　著作 1

詩篇時代 大正15年3月号 通巻53号 M,ｼ 北日本詩人協会 1926/03/01 都築 益世　著作 1

寂光 M,ｼﾞ 1924/09/15 1

シャボン玉 第1号 M,ｼ シャボン玉社 1924/05/01 スズキ ヘキ　著作 鈴木 幸四郎　著作 都築 益世　著作 1

しゃぼん玉 第18輯 M,ｼ シャボン玉社 1928/12/30 1

しゃぼん玉 第24輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1929/11/23 2

しゃぼん玉 第26輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1930/02/10 1

しゃぼん玉 第31輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1931/01/20 2

しゃぼん玉 第32輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1931/03/15 野口 雨情　著作 2

しゃぼん玉 第33輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1931/06/01 スズキ ヘキ　著作 1

しゃぼん玉 第34輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1931/07/15 2

しゃぼん玉 第35輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1931/09/20 3

シャボン玉 第39輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1932/07/20 野口 雨情　著作 4

シャボン玉 第40輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1932/10/15 野口 雨情　著作 2

シャボン玉 第48輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1934/07/20 1

シャボン玉 第49輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1934/10/03 武井 武雄　著作 1

シャボン玉 第50輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1934/12/22 スズキ ヘキ　著作 1

シャボン玉 第54輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1936/04/20 まど みちお　著作 1

シャボン玉 第56輯 童謡誌 M,ｼ シャボン玉社 1936/11/04 まど みちお　著作 1

三味線草 創刊号 M,ｼ 三味線草社 1925/06/01 鈴木 幸四郎　著作 1

三味線草 第2号 M,ｼ 三味線草社 片平 庸人　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

週刊少国民 昭和20年12月2日号 M,ｼ 朝日新聞社 1945/12/02 1

十五夜　第1集 M,ｼﾞ 十五夜社 1923/06/01 1

春光 大正14年9月号 M,ｼ 春光会 1925/09/09 1

春光 詩趣 第1号 M,ｼ 詩趣会 1952/01/30 1

春光 詩趣 第2号 M,ｼ 詩趣会 1952/06/25 峯田 太右工門　著作 1

春光 M,ｼ 春光会 1

春光 M,ｼ 春光会 1925/08/ 1

蠢動 壱 詩誌 M,ｼ 蠢動詩社 1932/03/10 1

蠢動 弐 詩誌 M,ｼ 蠢動詩社 1932/04/05 1

純林　昭和21年5・6月合併号 5集 M,ｼﾞ 文芸純林社 1946/05/30 1

正午 第1号 M,ｼ 正午社 1922/05/25 都築 益世　著作 1

正午 第2号 M,ｼ 正午社 1922/07/01 都築 益世　著作 1

正午 第3号 M,ｼ 正午社 1922/08/01 都築 益世　著作 2

詩謡春秋 第20号 M,ｼ 日本詩人連盟 1973/04/01 1

詩謡春秋 第46号 M,ｼ 日本詩人連盟 1981/07/20 1

詩謡春秋 第70号 M,ｼ 日本詩人連盟 1987/07/25 庄子 巌　著作 1

少女世界 明治41年2月号 第3巻第3号 M,ｼ 博文館 1908/02/01 田山 花袋　著作 巌谷 小波　著作 1

少女の友 明治44年12月号 第4巻第14号 M,ｼ 実業之日本社 1911/12/01 1

少女の友 大正4年10月号 第8巻第12号／秋の増刊 M,ｼ 実業之日本社 1915/10/05 1

正風童謡 第3号 M,ｼ 1930/08/10 1

抒情詩人 大正14年12月号 第2号 M,ｼﾞ 抒情詩人社 1925/12/01 1

処女地  1 第1巻第1号 M,ｼ 『処女地』編集同人 1946/09/20 1

書物春秋 第10号 M,ｼｮ 書物春秋会同人 1

書物春秋 第2号 M,ｼｮ 書物春秋会同人 1930/11/ 2

書物春秋 第9号 M,ｼｮ 書物春秋会同人 1931/06/ 1

新おとぎ　第19号 M,ｼ 京都童話研究会 1920/05/05 1

新歌謡派 昭和39年7月号 2巻4号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1964/07/01 1

新歌謡派 昭和39年9月号 2巻5号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1964/09/01 1

新歌謡派 昭和39年11月号 2巻6号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1964/11/01 1

新歌謡派 昭和40年1月号 3巻1号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1965/01/01 1

新歌謡派 昭和40年5月号 3巻3号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1965/05/01 1

新歌謡派 昭和40年7月号 3巻4号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1965/07/01 1

新歌謡派 昭和40年9月号 3巻5号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1965/09/01 1

新歌謡派 昭和40年11月号 3巻6号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1965/11/01 1

新歌謡派 昭和41年1月号 4巻1号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1966/01/01 1

新歌謡派 昭和41年3月号 4巻2号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1966/03/01 1

新歌謡派 昭和41年5月号 4巻3号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1966/05/01 1

新歌謡派 昭和41年7月号 4巻4号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1966/07/01 1

新歌謡派 昭和41年9月号 4巻5号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1966/09/01 1

新歌謡派 昭和42年5月号 5巻3号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1967/05/01 1

新歌謡派 昭和43年1月号 6巻1号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1968/01/01 1

新歌謡派 昭和43年5月号 6巻3号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1968/05/01 2

新歌謡派 昭和43年7月号 6巻4号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1968/07/01 1

新歌謡派 昭和43年9月号 6巻5号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1968/09/01 1

新歌謡派 昭和43年11月号 6巻6号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1968/11/01 1

新歌謡派 昭和44年1月号 7巻1号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1969/01/01 1

新歌謡派 昭和44年9月号 7巻5号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1969/09/01 1

新歌謡派 昭和44年11月号 7巻6号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1969/11/01 1

新歌謡派 昭和45年1月号 8巻1号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1970/01/01 1

新歌謡派 昭和45年3月号 8巻2号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1970/03/01 1

新歌謡派 昭和45年5月号 8巻3号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1970/05/01 2

新歌謡派 昭和45年7月号 8巻4号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1970/07/01 1

新歌謡派 昭和45年9・11月号 8巻5号 通巻47号 M,ｼ 新歌謡派グループ 1970/11/15 2

新暁 大正8年3月号 第1巻第3号 M,ｼ 新暁社 1919/03/15 1

新興童話 Ⅰ M,ｼ 新興童話聯盟 1925/12/01 1

新詩人 昭和50年6月号 第30巻第6号 通巻350集 M,ｼ 新詩人社 1975/06/01 1

新樹 昭和21年10・11月合併号 第1巻第7号 M,ｼ 新樹社 1946/10/01 巽 聖歌　著作 1

新樹 昭和22年4～7月合併号 第2巻第3号 M,ｼ 新樹社 1947/07/01 巽 聖歌　著作 1
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新樹 昭和23年8月号 第3巻第5号 M,ｼ 新樹社 1948/08/01 巽 聖歌　著作 1

新進詩人 大正10年2月号 第4巻第2号 M,ｼ 新進詩人社 1921/02/01 石川 善助　著作 1

新日本童謡 第4巻第1号 M,ｼ 新日本童謡詩人協会 1943/01/01 スズキ ヘキ　著作 都築 益世　著作 水上 不二　著作 1

新日本童謡 新年号 第5巻第2号 M,ｼ 新日本童謡詩人協会 1944/05/01 スズキ ヘキ　著作 都築 益世　著作 岡村 民　著作 3

水脈 昭和24年10月号 第3巻第10号 通巻第32号 M,ｽ 水脈短歌社 1949/10/01 木村 得太郎　編著 1

水脈 昭和26年12月号 第5巻第10号 通巻第54号 M,ｽ 水脈短歌社 1951/12/01 木村 得太郎　編著 1

水脈 昭和27年2・3月号 第6巻第2号 通巻第56号 M,ｽ 水脈短歌社 1952/03/01 木村 得太郎　編著 1

水脈 昭和27年4月号 第6巻第3号 通巻第57号／短歌雑誌 M,ｽ 水脈短歌社 1952/04/01 木村 得太郎　編著 1

水脈 昭和27年7月号 第6巻第6号 通巻第60号 M,ｽ 水脈短歌社 1952/07/01 木村 得太郎　編著 1

すかんぽ 第一信 M,ｽ 函館童謡研究会 1933/03/20 片平 庸人　関連資料 1

すかんぽ 第二信 M,ｽ ハコダテすかんぽ童謡社 1933/05/17 野口 雨情　文献 1

すかんぽ 第三信 M,ｽ ハコダテすかんぽ童謡社 1933/08/01 1

すかんぽ 第2巻第1号 M,ｽ 函館すかんぽ童謡社 1934/02/01 片平 庸人　関連資料 1

すかんぽ 第2巻第2号 M,ｽ 函館すかんぽ童謡社 1934/06/10 片平 庸人　関連資料 1

すかんぽ 第2巻第6号 M,ｽ 函館すかんぽ童謡社 1935/01/01 片平 庸人　関連資料 1

静光 創刊号 VOL.1 No.1 M,ｾ 静光社 1927/05/08 1

静光 第2号 VOL.1 No.2 M,ｾ 静光社 1927/06/25 1

静光 第3号 VOL.1 No.3 M,ｾ 静光社 1927/08/23 1

青心　昭和4年4月号 M,ｾ 郷土文藝社 1929/04/01 1

生誕 昭和8年5月号 第4集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1933/05/21 1

生誕 昭和8年7月号 2巻第4集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1933/07/21 1

生誕 昭和8年9月号 2巻第6集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1933/09/16 巽 聖歌　著作 1

生誕 昭和8年12月号 2巻第7集／同人特集号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1933/12/10 1

生誕 昭和9年3月号 3巻第8集／童謡詩人号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1934/03/15 鈴木 めい　著作 新美 南吉　著作 巽 聖歌　著作 1

生誕 昭和9年5月号 4巻第9集／同人作品号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1934/05/15 1

生誕 昭和9年8月号 3巻第10集／第2童話詩人号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1934/08/10 鈴木 めい　著作 新美 南吉　著作 1

生誕 昭和9年11月号 3巻第11集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1934/11/10 1

生誕 昭和10年1月号 4巻第12集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1935/02/10 巽 聖歌　著作 1

せいたん 昭和10年7月号 4巻第12集／同人作品号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1935/07/05 1

せいたん 昭和10年10月号 4巻第14集／新鋭新人号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1935/10/01 1

せいたん 昭和11年1月号 5巻第15集／新春同人号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1936/01/20 1

せいたん 昭和11年4月号 5巻第16集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1936/04/05 水上 不二　著作 1

生誕 昭和12年4月号 6巻第18集／生誕童謡集・出版記念号 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1937/04/05 都築 益世　著作 1

せいたん 昭和12年7月号 6巻第19集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1937/07/15 1

生誕 昭和12年11月号 6巻第20集／廣瀬正士追悼／日支事變特集M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1937/11/25 水上 不二　著作 1

生誕 第2集 M,ｾ 和歌山童謡詩人会 1

線　1932年10月号 2 M,ｾ 線・詩人聯盟 1932/10/15 1

仙台童話劇場 第1号 M,ｾ 仙台童話劇場 1937/05/20 2

仙台演劇鑑賞会会報 けやき 第333号 M,ｾ 仙台演劇鑑賞会 1998/12/01 野口 雨情　関連資料 スズキ ヘキ　関連資料 天江 富弥　関連資料 1

川柳きやり 昭和7年5月号 第13巻第5号 M,ｾ 川柳きやり吟社 1932/05/01 1

川柳杜人 昭和23年8月号 第2巻第8号 M,ｾ 川柳杜人社 1948/08/01 天江 富弥　著作 1

川柳杜人 昭和25年1月号 第4巻第1号 M,ｾ 川柳杜人社 1950/01/01 天江 富弥　関連資料 佐藤 長助　関連資料 1

川柳杜人 1972～夏 通巻91号 M,ｾ 川柳杜人社 1972/08/01 1

川柳北斗 昭和14年11月号 第4巻第11号 M,ｾ 川柳北斗社 1939/11/05 1

川柳宮城野 昭和24年10月号 第3巻第10号 M,ｾ 川柳宮城野社 1949/10/05 1

川柳宮城野 昭和24年11月号 第3巻第11号 M,ｾ 川柳宮城野社 1949/11/05 1

川柳宮城野 昭和24年12月号 第3巻第12号 M,ｾ 川柳宮城野社 1949/12/05 1

川柳宮城野 昭和25年新年号 第4巻第1号 M,ｾ 川柳宮城野社 1950/01/05 1

川柳宮城野 昭和25年2月号 第4巻第2号 M,ｾ 川柳宮城野社 1950/02/05 1

川柳宮城野 昭和25年4月号 第4巻第4号 M,ｾ 川柳宮城野社 1950/04/05 1

川柳宮城野 昭和25年7月号 第4号第7号 M,ｾ 川柳宮城野社 1950/07/05 1

川柳宮城野 昭和30年2月号 第10巻第2号 通巻88号 M,ｾ 川柳宮城野 1955/02/05 浜 夢助　編著 後藤 閑人　著作 1

川柳宮城野 昭和33年9月号 第12巻第9号 通巻132号 M,ｾ 川柳宮城野 1958/09/05 浜 夢助　編著 後藤 閑人  著作 1

そらのとり　第1号 創刊号 M,ｿ 基督教会日曜学校 1924/06/01 1

そらのとり　第2号 M,ｿ キリスト教会SS 1924/07/25 1

そらのとり　第3号 M,ｿ キリスト教会SS 1924/11/01 1

台原 昭和3年4月号 第1号 M,ﾀﾞ 台原社 1928/04/30 1

台原 昭和3年6月号 第2号 M,ﾀﾞ 台原社 1928/06/20 1

太素 創刊号 ｿｳｶﾝｺﾞｳ M,ﾀ 太素社 1931/05/05 与謝野 晶子　関連資料 1

太素 第2号 M,ﾀ 太素社 1931/07/05 与謝野 晶子　著作 与謝野 寛　著作 1

太素 第3号 M,ﾀ 太素社 1931/09/30 1

太素 第4号 M,ﾀ 太素社 1932/01/12 1

伊達人 第21号 春季号 vol.21 春季号 M,ﾀﾞ 宮城県文化振興財団 1998/03/03 わたり むつこ　著作 1

たんぽぽ　第7集 新しい童話の雑誌／西條八十童話号 M,ﾀ かなりや発行所 1923/08/01 1

地霊 新年創刊号 M,ﾁ 地霊社 1924/01/01 渡辺 波光　著作 石川 善助　著作 刈田 仁　著作 1

ちいさなささやき　第1集 M,ﾁ 仙台北陵日曜童園 1940/03/25 1

小さな灯 第2巻第1号 M,ﾁ 小さな灯社 1922/01/10 1

チクタク 第2冊 M,ﾁ チクタク社 1933/05/20 巽 聖歌　著作 1

チクタク 第3冊 童謡雑誌 M,ﾁ チクタク社 1933/09/01 1

チクタク 第4冊 M,ﾁ チクタク社 1933/12/31 1

チチノキ 昭和6年5月号 VOL,3NO,3／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1931/05/05 巽 聖歌　著作 北原 白秋　著作 1

チチノキ 昭和6年12月号 VOL,4NO,4／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1931/12/20 巽 聖歌　著作 新美 南吉　著作 1

チチノキ 昭和7年2月号 第12冊／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1932/02/29 巽 聖歌　著作 木俣 修　著作 新美 南吉　著作 1

チチノキ 昭和7年5月号 第13冊／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1932/05/20 巽 聖歌　著作 北原 白秋　著作 鈴木 めい　著作 1

チチノキ 昭和7年11月号 第15冊／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1932/11/25 巽 聖歌　著作 新美 南吉　著作 鈴木 めい　著作 1

チチノキ 昭和8年8月号　 第16冊／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1933/08/25 巽 聖歌　著作 新美 南吉　著作 村野 四郎　著作 1

チチノキ 昭和7年8月号 第14冊／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1932/08/15 巽 聖歌　著作 新美 南吉　著作 鈴木 めい　著作 1
チチノキ作曲号　昭和6年11月号 VOL,4NO,2／童謡雑誌 M,ﾁ チチノキ社 1931/10/31 巽 聖歌　著作 新美 南吉　著作 山田 耕作　著作 1

地平線 第5集 文藝雑誌／仙台詩人聯盟版 M,ﾁ 1928/09/ 石川 善助　著作 1

中央公論 大正5年2月号 第31年第2号 第327号 M,ﾁ 中央公論社 1916/02/01 徳田 秋声　著作 1

中央公論 大正10年2月号 第36年第2号 M,ﾁ 中央公論社 1921/02/01 吉野 作造　著作 菊池 寛　著作 小川 未明　著作 1

中央公論 大正10年3月号 第36年第3号 第393号 M,ﾁ 中央公論社 1921/03/01 吉野 作造　著作 室生 犀星　著作 谷崎 潤一郎　著作 1

中央公論 大正10年4月号 第36年第4号 M,ﾁ 中央公論社 1921/04/01 吉野 作造　著作 菊池 寛　著作 室生 犀星　著作 1

肇國精神 昭和17年9月号 第2巻第9号 M,ﾁ 起源二千六百年奉祝会 1942/09/11 1

つばさ 5 第2巻第2号 M,ﾂ 春陽倶楽部 1930/02/ 1

つばめ 2号 TSUBAME. M,ﾂ つばめ社 1922 1

ツバメノオウチ 昭和7年5月号 M,ﾂ フレーベル館 1932/05/05 1

ツバメノオウチ 6月号 M,ﾂ フレーベル館 /06/ 1

蕾 第1巻第2号 M,ﾂ 蕾社 1929/10/05 1

積木 1 武田雪夫個人雑誌 M,ﾂ 積木の家 1935/11/01 武田 雪夫　編著 1

天道 創刊号 第1号 M,ﾃ 早稲田児童藝術研究会 1929/08/10 1

童 M,ﾄﾞ とんぼの家 1927/01/01 都築 益世　著作 野口 雨情　関連資料 1

童 2号 M,ﾄﾞ とんぼの家 1927/07/01 1

童 第3集 M,ﾄﾞ とんぼの家 1927/11/01 都築 益世　著作 1

童 第4集 M,ﾄﾞ 大阪童心社 1928/05/01 与謝野 晶子　著作 都築 益世　著作 1

童 第5集 M,ﾄﾞ とんぼの家 都築 益世　著作 野口 雨情　著作 スズキ ヘキ　著作 1
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童魚 昭和10年4月号 第1巻第1号／踊と謡と曲 M,ﾄﾞ 童魚社 1935/04/01 1

童魚 昭和10年6月号 第1巻第3号／踊と謡と曲 M,ﾄﾞ 童魚社 1935/06/01 北原 白秋　編著 水上 不二　著作 1

童魚 昭和10年12月号 第1巻第6号／踊と謡と曲 M,ﾄﾞ 童魚社 1935/12/25 水上 不二　編著 1

童魚 昭和11年5月号 第1巻第7号／童謡・作曲・舞踊 M,ﾄﾞ 童魚社 1936/05/01 水上 不二　編著 1

童魚 昭和11年8月号 第1巻第8号／童謡・作曲・舞踊 M,ﾄﾞ 童魚社 1936/08/05 水上 不二　編著 1

童光 昭和21年9月号 第1巻第3号 M,ﾄﾞ 児童文化班 1946/10/01 1

童光 昭和21年12月号 第1巻第4号 M,ﾄﾞ 児童文化班 1946/12/01 1

童光 昭和22年3月号 第1巻第5号 M,ﾄﾞ 児童文化班 1947/04/04 1

童光 M,ﾄﾞ 児童文化班 1

童詩 第1輯 M,ﾄﾞ 童詩社 1926/05/10 北原 白秋　著作 野口 雨情　著作 都築 益世　著作 1

童詩 第2輯 M,ﾄﾞ 童詩社 1926/08/01 スズキ ヘキ　著作 野口 雨情　著作 都築 益世　著作 1

童詩 第3輯 M,ﾄﾞ 童詩社 1927/01/01 スズキ ヘキ　著作 都築 益世　著作 1

童詩 第4輯 M,ﾄﾞ 童詩社 1927/08/15 スズキ ヘキ　著作 都築 益世　著作 5

童詩 第5輯 M,ﾄﾞ 童詩社 1927/12/25 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 都築 益世　著作 6

童詩 第6輯 M,ﾄ 童詩社 1928/07/01 スズキ ヘキ　著作 都築 益世　著作 11

童詩 第7輯 M,ﾄﾞ 童詩社 1929/07/20 スズキ ヘキ　著作 北原 白秋　著作 都築 益世　著作 1

童心 第1巻第1号／童謡号 M,ﾄﾞ 童心詩社 1927/08/20 1

童心 昭和2年9月 第1巻第2号／詩歌俳総合誌 M,ﾄﾞ 童心詩社 1927/09/20 1

童心 昭和2年10月特集号 第1巻第3号／詩歌俳総合誌 M,ﾄﾞ 童心詩社 1927/10/15 1

動物文学 昭和14年11月 第59号 M,ﾄﾞ 白日荘 1944/11/01 1

東北童謡詩人 第1集 第1巻第1号 M,ﾄ 東北童謡詩人協会 1948/05/05 1

東北文学（市傷版） 第3巻第1号 M,ﾄ 東北文学社 1930/02/28 1
東北少国民 昭和21年10月号 第1巻第9号 M,ﾄ 河北新報社 1946/10/15 三原 良吉　編著 1
東北少国民 昭和21年12月号 第1巻第11号 M,ﾄ 河北新報社 1946/12/15 結城 哀草果　著作 1

東北人 昭和23年5月合併号 第5号 M,ﾄ 東北文化院出版部 1948/05/15 土井 八枝　著作 平山 蘆江　著作 天江 富弥　著作 1

東北の旅 昭和8年10月号 第8巻第10号／1945 M,ﾄ 東北旅行協会 1919/10/01 三原 良吉　著作 1

東北文学 昭和22年10月号 第2巻第10号 M,ﾄ 河北新報社 1947/10/01 真山 青果　文献 1

東北文学 昭和24年3月号 第4巻第3号 M,ﾄ 河北新報社 1949/03/01 北村 透谷　文献 1

東北文化研究 昭和3年9月 第1巻第1号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1928/09/01 伊東 信雄　著作 1

東北文化研究 昭和3年11月 第1巻第3号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1928/11/28 伊東 信雄　著作 1

東北文化研究 昭和3年12月 第1巻第4号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1928/12/20 阿刀田 令造　著作 1

東北文化研究 昭和4年1月 第1巻第5号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1929/01/30 阿刀田 令造　著作 1

東北文化研究 昭和4年3月 第1巻第6号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1929/03/20 1

東北文化研究 昭和4年4月 第2巻第1号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1929/04/30 1

東北文化研究 昭和4年5月 第2巻第2号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1929/05/30 1

東北文化研究 昭和4年9月 第2巻第3号 M,ﾄ 東京史誌出版社 1929/09/30 1

童謡 第4集 M,ﾄﾞ 日本童謡協会 1922/12/01 野口 雨情　著作 1

童謡 第5集 第4年第5集 M,ﾄﾞ 日本童謡協会 1924/06/01 野口 雨情　著作 若山 牧水　著作 1

童謡藝術　昭和17年8月号 第7巻第7号通巻63号／詩・曲・踊 M,ﾄﾞ 大阪童謡藝術協会 1942/08/01 1

童謡詩人　昭和5年1月号 通巻20号 M,ﾄﾞ 新興日本童謡詩人会 1930/01/01 渡辺 波光　著作 巽 聖歌　著作 野口 雨情　文献 1

童謡世界　昭和22年4月号 第4巻第4号／児童教育と詩藝術雑誌 M,ﾄﾞ 童謡世界社 1947/04/01 1

どうようせん　第3集 M,ﾄﾞ あづま童謡協会 1928/03/15 野口 雨情　関連資料 1

童謡の教育 M,ﾄﾞ 1

童話 大正9年9月号 第1巻第6号 M,ﾄﾞ コドモ社 1920/09/01 田山 花袋　著作 西條 八十　著作 浜田 広介　著作 1

童話 大正9年10月号 第1巻第7号 M,ﾄﾞ コドモ社 1920/10/01 田山 花袋　著作 島木 赤彦　著作 小川 未明　著作 1

童話 大正9年11月号 第1巻第8号 M,ﾄﾞ コドモ社 1920/11/01 田山 花袋　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正10年2月号 第2巻第2号 M,ﾄﾞ コドモ社 1921/02/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正10年3月号 第2巻第3号 M,ﾄﾞ コドモ社 1921/03/01 小川 未明　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正10年4月号 第2巻第4号 M,ﾄﾞ コドモ社 1921/04/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正10年5月号 第2巻第5号 M,ﾄﾞ コドモ社 1921/05/01 島木 赤彦　著作 1

童話 大正10年6月号 第2巻第6号 M,ﾄﾞ コドモ社 1921/06/01 浜田 広介　著作 1

童話 大正10年7月号 第2巻第7号 M,ﾄﾞ コドモ社 1921/07/01 島木 赤彦　著作 浜田 広介　著作 1

童話 大正11年1月号 第3巻第1号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/01/01 島木 赤彦　著作 小川 未明　著作 与謝野 晶子　著作 1

童話 大正11年2月号 第3巻第2号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/02/01 島木 赤彦　著作 刈田 仁　著作 1

童話 大正11年3月号 第3巻第3号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/03/01 島木 赤彦　著作 1

童話 大正11年4月号 第3巻第4号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/04/01 島木 赤彦　著作 小川 未明　著作 西條 八十　著作 1

童話 大正11年5月号 第3巻第5号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/05/01 島木 赤彦　著作 小川 未明　著作 西條 八十　著作 1

童話 大正11年6月号 第3巻第6号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/06/01 島木 赤彦　著作 西條 八十　著作 1

童話 大正11年7月号 第3巻第7号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/07/01 島木 赤彦　著作 西條 八十　著作 1

童話 大正11年8月号 第3巻第8号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/08/01 島木 赤彦　著作 西條 八十　著作 1

童話 大正11年10月号 第3巻第10号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/10/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 北原 白秋　著作 1

童話 大正11年11月号 第3巻第10号 M,ﾄﾞ コドモ社 1922/11/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正12年1月号 第4巻第1号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/01/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 小川 未明　著作 1

童話 大正12年2月号 第4巻第2号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/02/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正12年3月号 第4巻第3号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/03/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 小川 未明　著作 1

童話 大正12年4月号 第4巻第4号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/04/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正12年6月号 第4巻第6号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/06/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 1

童話 大正12年7月号 第4巻第7号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/07/01 西條 八十　著作 1

童話 大正12年8月号 第4巻第8号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/08/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 島崎 藤村　著作 1

童話 大正12年10月号 第4巻第10号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/10/05 島木 赤彦　著作 金子 みすゞ　著作 西條 八十　著作 1

童話 大正14年11月号 第4巻第11号 M,ﾄﾞ コドモ社 1923/11/05 島木 赤彦　著作 1

童話 大正13年2月号 第5巻第2号 M,ﾄﾞ コドモ社 1924/02/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 金子 みすゞ　著作 1

童話 大正13年4月号 第5巻第4号 M,ﾄﾞ コドモ社 1924/04/01 西條 八十　著作 1

童話 大正13年6月号 第5巻第6号 M,ﾄﾞ コドモ社 1924/06/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 金子 みすゞ　著作 1

童話 大正13年8月号 第5巻第8号 M,ﾄﾞ コドモ社 1924/08/01 西條 八十　著作 島木 赤彦　著作 金子 みすゞ　著作 1

童話 第8号 日本童話会編集 M,ﾄﾞ 雁書房 1948/01/01 1

童話 第9号 日本童話会編集 M,ﾄﾞ 雁書房 1948/05/01 1

童話教育 昭和15年8月号 第11巻第8号 M,ﾄﾞ 童話教育社 1940/08/01 1

童話教育 昭和16年5月号 第12巻第5号 M,ﾄﾞ 童話教育社 1941/05/01 1

童話研究 昭和6年8月号 第10巻第6号 M,ﾄﾞ 日本童話協会 1931/08/01 1

童話研究 昭和6年10月号 第10巻第8号 M,ﾄﾞ 日本童話協会 1931/10/01 1

童話時代 創刊号 M,ﾄﾞ 関谷 英二 1926/09/10 1

童話新潮 第1集 （創刊号） M,ﾄﾞ 童話新潮 1929/06/10 1

童話新潮 第3集 M,ﾄﾞ 童話新潮社 1929/08/20 1

童話新潮 第6集 M,ﾄﾞ 童話新潮社 1930/04/05 1

童話新潮 第8集 M,ﾄﾞ 童話新潮社 1930/08/20 1

童話新潮 第9集 M,ﾄﾞ 童話新潮社 1930/12/01 1

童話新潮 第10集 M,ﾄﾞ 童話新潮社 1931/02/20 1

童話新潮 第14集 M,ﾄﾞ 童話新潮社 1932/03/05 小川 未明　著作 1

童話の社会 昭和5年8月号 第1巻第5号 M,ﾄﾞ 自由芸術家聯盟 1930/07/25 1

童話の社会 昭和5年11月号 第1巻第8号 M,ﾄﾞ 自由芸術家聯盟 1930/10/25 1

童話文学 昭和4年5月号 第2巻第5号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1929/05/01 1

童話文学 昭和4年8月号 第2巻第8号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1929/08/01 1

童話文学 昭和4年11月号 第2巻第11号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1929/11/01 1

童話文学 昭和5年9月号 第3巻第9号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1930/09/01 2

童話文学 昭和5年10月号 第3巻第10号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1930/10/01 1
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童話文学 昭和5年11月号 第3巻第11号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1930/11/01 1

童話文学 昭和5年12月号 第3巻第12号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1930/12/01 1

童話文学 昭和6年1月号 第4巻第1号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1931/01/01 1

童話文学 昭和6年2月号 第4巻第2号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1931/02/01 1

童話文学 昭和6年3月号 第4巻第3号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1931/03/01 1

童話文学 昭和6年4月号 第4巻第4号 M,ﾄﾞ 童話文学社 1931/04/01 1

童話祭 第1集 新興童話聯盟機関紙 M,ﾄﾞ 新興童話聯盟 1926/03/05 1

童話祭 第2集 新興童話聯盟機関紙 M,ﾄﾞ 新興童話聯盟 1926/05/10 1

童話研究 昭和45年10月号 第48巻第10号 M,ﾄﾞ 日本童話協会 1970/10/01 1

童話研究 昭和47年8月号 第50巻第8号 M,ﾄﾞ 日本童話協会 1972/08/01 石川 善助　関連資料 1

童話研究 昭和47年8月号 第50巻第8号 M,ﾄﾞ 日本童話協会 1972/08/01 石川 善助　関連資料 1

土踏 第5号 M,ﾄﾞ 土踏社 1926/03/25 スズキ ヘキ　著作 1

土踏 第6号 M,ﾄﾞ 土踏社 1926/05/15 スズキ ヘキ　著作 1

土踏 第7号 M,ﾄﾞ 土踏社 1926/06/12 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 1

土踏 第8号 M,ﾄﾞ 土踏社 1926/07/12 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 1

土踏 第9号 M,ﾄﾞ 土踏社 1926/07/12 スズキ ヘキ　著作 1

土踏 第10号 M,ﾄﾞ 土踏社 1926/10/23 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 1

土踏 第12号 M,ﾄﾞ 土踏社 1926/12/05 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 1

土踏 第14号 M,ﾄﾞ 土踏社 1927/01/25 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 1

ともがき 創刊号 M,ﾄ 1

土曜 第2巻第5号 M,ﾄﾞ 土曜会 1928/05/21 1

とんぼ 創刊号 M,ﾄ 日本童謡会 1921/04/01 スズキ ヘキ　著作 山村 暮鳥　著作 北原 白秋　著作 1

にじ 第22輯 M,ﾆ 上杉山通小学校 1928/03/15 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 渡辺 波光　著作 1

にじ 第23輯 M,ﾆ 上杉山通小学校 1928/12/20 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 刈田 仁　著作 1

にじ 復刊第10号 M,ﾆ 1972/08/15 1

にじ 復刊第11号（新年号） M,ﾆ 1978/01/01 1

にじ 復刊第1号 M,ﾆ 1

にじ 復刊第2号 M,ﾆ 1

にじ 4月号 M,ﾆ 上杉山通小学校 1

にじ 6月号 M,ﾆ 上杉山通小学校 2

にじ 第20輯 M,ﾆ 上杉山通小学校 1926/12/ スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 刈田 仁　著作 1

日本 昭和39年3月 第7巻（第3号） M,ﾆ 講談社 1964/03/01 手塚 治虫　文献 1

日本及日本人 昭和5年8月号 第210号／月刊 M,ﾆ 政教社 1930/08/15 河東 碧梧桐　著作 1
日本及日本人 昭和5年11月15日 第213号／月刊 M,ﾆ 政教社 1930/11/15 1

日本児童文学 昭和21年12月 第1巻第1号 M,ﾆ 児童文学者協会 1946/12/01 1
日本児童文学 昭和35年10月号 第6巻第7号 M,ﾆ 日本児童文学者協会 1960/10/01 1
日本の子供 昭和14年6月創刊号 第1巻第1号／小説課外読物・日本の子供M,ﾆ 文昭社 1939/06/01 1

日本詩人 大正13年3月号 第4巻第3号 M,ﾆ 新潮社 1924/03/01 石川 善助　著作 1

日本詩人 大正14年12月号 第5巻第12号 M,ﾆ 新潮社 1925/12/01 石川 善助　著作 1

New Songs 第9巻第1号通巻48号／<新歌謡派>改題／ニューソング歌曲編M,ﾆ ニューソングの会 1971/01/01 2

New Songs 第9巻第2号通巻49号／<新歌謡派>改題／ニューソング歌曲編M,ﾆ ニューソングの会 1971/03/01 1

New Songs 第9巻第3号通巻50号／<新歌謡派>改題／ニューソング楽譜M,ﾆ ニューソングの会 1971/05/01 1

New Songs 第9巻第4号通巻51号／<新歌謡派>改題／ニューソング楽譜M,ﾆ ニューソングの会 1971/07/01 2

NEBULA　大正11年5月号 創刊号 M,ﾈ ネブラ社 1922/05/01 刈田 仁　著作 1

花まつり M,ﾊ 仏教芸術社 1925/04/08 野口 雨情　著作 3

母の友 昭和29年3月号 第7号 M,ﾊ 福音館書店 1954/03/01 巽 聖歌　著作 1

母の友 昭和29年5月号 第9号 M,ﾊ 福音館書店 1954/05/01 1

母の友 昭和29年11月号 第14号 M,ﾊ 福音館書店 1954/11/01 1

母の友 昭和30年1月号 第16号 M,ﾊ 福音館書店 1955/01/01 1

母の友 昭和30年3月号 第18号 M,ﾊ 福音館書店 1955/03/01 1

母の友 昭和30年4月号 第19号 M,ﾊ 福音館書店 1955/04/01 1

母の友 昭和30年7月号 第22号 M,ﾊ 福音館書店 1955/07/01 1

母の友 昭和30年8月号 第23号 M,ﾊ 福音館書店 1955/08/01 1

母の友 昭和30年9月号 第24号 M,ﾊ 福音館書店 1955/09/01 1

母の友 昭和30年10月号 第25号 M,ﾊ 福音館書店 1955/10/01 1

光を求めて　第45号 M,ﾋ 東北別院 1924/08/10 1

ひとつのねがい ＮＯ,１６ M,ﾋ 七十七銀行 1961/10/20 1

瞳 昭和3年3・4月合併号 第4巻第22号／純詩歌雑誌／No.4 M,ﾋ 仙台詩人協会 1928/04/12 石川 善助　著作 1

瞳 昭和3年6月号 第4巻第23号 M,ﾋ 仙台詩人協会 1928/06/10 1

瞳 昭和3年10月号 第4巻第25号／純詩歌雑誌 M,ﾋ 仙台詩人協会 1928/10/01 1

瞳 第4巻第26号／純詩歌雑誌 M,ﾋ 仙台詩人協会 1928/11/01 1

瞳 昭和4年新年特集号 第4巻第27号／純詩歌雑誌／文芸作品市場M,ﾋ 仙台詩人協会 1929/01/01 石川 善助　著作 1

瞳 第4巻第28号／純詩歌雑誌／文芸作品市場M,ﾋ 仙台詩人協会 1929/03/28 1

瞳 創刊号 文芸雑誌 M,ﾋ 麗人のひとみ社 1931/12/21 鈴木 明　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

氷河 第4号 詩誌 M,ﾋ 氷河発行所 1951/12/12 スズキ ヘキ　著作 1

氷河 第11号 M,ﾋ 氷河発行所 1956/04/07 石川 善助　著作 1

氷河 第13号 M,ﾋ 氷河発行所 1957/05/10 石川 善助　著作 吉田 文憲　著作 1

氷河 第14号 M,ﾋ 氷河発行所 1957/12/20 石川 善助　著作 1

評論東北 昭和28年3月号 M,ﾋ 東北評論社 1953/03/01 1

ひよこ　第14号 M,ﾋ ひよこの会 1923/07/07 都築 益世　著作 1

ヒヨドリ　第1号 M,ﾋ 綴方研究部 1932/03/ 2

風塵 No.1 THE FUJIN. M,ﾌ 風塵社 1955/06/ 3

船唄 大正12年5月号 M,ﾌ 船唄詩社 1923/05/15 土井 晩翠　関連資料 石川 善助　関連資料 1

船唄 新年号 第5巻第1号 M,ﾌ 船唄詩社 男澤よし江　著作 1

ふれあい 第2号 '87春季号 M,ﾌ 七十七銀行 1987/03/01 2

ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ 通巻第126号／ふれんどしっぷ M,ﾌ ふれんどしっぷ社 1965/09/10 1

ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ 通巻第137号／ふれんどしっぷ M,ﾌ ふれんどしっぷ社 1970/03/31 1

ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ 通巻第140号／ふれんどしっぷ M,ﾌ ふれんどしっぷ社 1970/08/05 1

ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ 通巻第141号／ふれんどしっぷ M,ﾌ ふれんどしっぷ社 1970/09/20 1

ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ 通巻第150号／ふれんどしっぷ M,ﾌ ふれんどしっぷ社 1972/02/11 1

文藝縁日 第1巻第1号／同人雑誌 M,ﾌﾞ 文藝縁日社 1932/01/20 石川 善助　著作 鈴木 幸四郎　著作 都築 益世　著作 1

文藝縁日 第1巻第2号／同人雑誌 M,ﾌﾞ 文藝縁日社 1932/04/20 スズキ ヘキ　著作 野口 雨情　著作 鈴木 幸四郎　著作 1

文芸集団 第1巻第2号 M,ﾌﾞ 佐藤秀雄 1950/11/25 渡辺 波光　著作 都築 益世　著作 1

文集 その一 少年／少年倶楽部 M,ﾌﾞ 天江 富弥　関連資料 1

文集 その二 少年 M,ﾌﾞ 天江 富弥　関連資料 1

文友 第1年第2号／童謡と民話改題 M,ﾌﾞ 北日本文友社 1934/09/05 1

文友 昭和9年11月号 第1年第3号 M,ﾌﾞ 北日本文友社 1934/11/05 1

別冊ふれんどしっぷ M,ﾌ ふれんどしっぷ社 1969 1

保育 昭和12年10月号 第7号 M,ﾎ 全日本保育聯盟 1937/10/15 1

北炎 第10号 M,ﾎ 北炎社 1979/03/30 天江 富弥　著作 1

北大文藝 昭和3年11月号 第13号 M,ﾎ 北海道帝國大學文藝部 1928/11/10 1

北大文藝 昭和5年7月号 第18号 M,ﾎ 北海道帝國大學文藝部 1930/07/20 1

北大文藝 昭和6年2月号 第19号 M,ﾎ 北海道帝國大學文藝部 1931/02/12 1

北大文藝 昭和6年5月号 第20号 M,ﾎ 北海道帝國大學文藝部 1931/06/01 1

北大文藝 昭和6年11月号 第21号 M,ﾎ 北海道帝國大學文藝部 1931/11/01 1

北大文藝 昭和7年6月号 第23号 M,ﾎ 北海道帝國大學文藝部 1932/06/15 1
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タイトル サブタイトル 請求記号 出版者 出版年月日 人物 人物 人物 冊数

星の家 第2輯 M,ﾎ 星の家社 1928/02/15 スズキ ヘキ　著作 野口 雨情　著作 1

星の家 第3輯 M,ﾎ 星の家社 1928/04/15 スズキ ヘキ　著作 都築 益世　著作 1

星のささやき M,ﾎ 1922/01/25 1

ほそみち 昭和5年4月号 第1巻第4号 M,ﾎ ほそみち社 1916/04/01 1

ほそみち 昭和5年5月号 第1巻第5号 M,ﾎ ほそみち社 1916/05/01 1

ほそみち 昭和5年6月号 第1巻第6号 M,ﾎ ほそみち社 1916/06/01 1

ほそみち 昭和5年11月号 第1巻第11号 M,ﾎ ほそみち社 1916/11/01 1

ほそみち 昭和5年12月号 第1巻第12号 M,ﾎ ほそみち社 1916/12/01 1

北方詩族 第1年第1冊／詩及歌謡研究 M,ﾎ 北方詩族所 1938/02/25 片平 庸人　著作 1

北方詩族 第1年第2冊／詩及歌謡研究 M,ﾎ 北方詩族所 1938/04/25 片平 庸人　著作 1

北方詩族 第1年第3冊／詩及歌謡研究 M,ﾎ 北方詩族所 1938/06/20 片平 庸人　著作 1

北方詩族 第1年第5冊／詩及歌謡研究 M,ﾎ 北方詩族所 1938/12/05 片平 庸人　著作 1

北方詩族 第2年第6冊／詩及歌謡研究 M,ﾎ 北方詩族所 1939/02/15 片平 庸人　著作 1

北方詩族 9 新線圖第3集 M,ﾎ 北方詩族所 1939/07/15 1

北方の町　1 M,ﾎ 「北方の町」同人 1970/12/12 佐藤 通雅　著作 あまん きみこ　著作 1

頬白 第5集 M,ﾎ 宮城県桃生郡北村尋常高等小学校1935/02/01 1

ポラン通信 第12号 こどもの本のひろば M,ﾎﾟ 子どもの本を読む会 1974/06/06 おてんとさんの会　関連資料あまん きみこ　著作 1

ポラン通信 第26号 こどもの本のひろば M,ﾎﾟ 子どもの本を読む会 1977/06/06 おてんとさんの会　関連資料あまん きみこ　著作 1

ポラン通信 第5号 こどものほんのひろば M,ﾎﾟ 子どもの本を読む会 1972/12/ おてんとさんの会　関連資料 1

ポラン通信 第17号 こどもの本のひろば M,ﾎﾟ 子どもの本を読む会 1975/06/ おてんとさんの会　関連資料あまん きみこ　著作 1

前沢文化 昭和31年8月号 第1号 M,ﾏ 前澤文化協会 1956/08/25 1

曼珠沙華 第1集 M,ﾏ 曼珠沙華社 1925/02/01 野口 雨情　関連資料 山村 暮鳥　関連資料 金子 みすゞ　著作 1

曼珠沙華 第2集 M,ﾏ 曼珠沙華社 1925/03/01 野口 雨情　関連資料 金子 みすゞ　著作 1

曼珠沙華 第5集 渡邊増三追悼号 M,ﾏ 曼珠沙華社 1925/10/20 1

曼珠沙華 第6集 M,ﾏ 曼珠沙華社 1925/12/30 1

三日月 第8集 童心雑誌 M,ﾐ 台中童謡劇協会 1928/11/02 1

南材木小学校 尋五作品集 第1号 M,ﾐ 1

ミヒカリ 第3巻第9号 M,ﾐ ミヒカリ社 1926/05/15 1

ミヒカリ　第1集 M,ﾐ 閖上コドモ会童謡部ミヒカリ社1926/11/13 北原 白秋　著作 野口 雨情　著作 2

ミヒカリ 第4巻第3号 M,ﾐ ミヒカリ社 1927/03/13 スズキ ヘキ　著作 1

ミヒカリ 第4巻第4号 M,ﾐ ミヒカリ社 1927/05/08 スズキ ヘキ　文献 1

ミヒカリ 第4巻第5号 M,ﾐ ミヒカリ社 1927/05/31 スズキ ヘキ　著作 野口 雨情　文献 1

ミヒカリ 第4巻第6号 M,ﾐ ミヒカリ社 1927/07/15 スズキ ヘキ　著作 野口 雨情　文献 1

ミヒカリ 第4巻第7号 M,ﾐ ミヒカリ社 1927/09/17 スズキ ヘキ　著作 1

ミヒカリ 第4巻第8号（部分） M,ﾐ ミヒカリ社 1927/12/11 1

ミヒカリ 第4巻第2号 M,ﾐ 閖上ミヒカリ社 1

ミヒカリ 特別号 第4巻第1号 M,ﾐ 閖上仏教日曜コドモ会 1927/01/09 1

宮城教育 第281号 M,ﾐ 宮城県教育会 1922/11/10 黒田 正　著作 千葉 春雄　著作 1

宮城教育 大正15年8月号 第326号 M,ﾐ 宮城県教育会 1926/08/01 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 志賀 直哉　著作 1

民間傳承 創刊号 第1巻第1号 M,ﾐ 民間伝承学会 1932/03/10 1

民間傳承 第1巻第2号 M,ﾐ 民間伝承学会 1932/05/10 1

民俗藝術 昭和4年3月号 第2巻第3号 M,ﾐ 地平社書房 1929/03/01 1

民謡 昭和2年2月号 第3巻第1号通巻12号 M,ﾐ 民謡社 1927/02/01 渡辺 波光　著作 野口 雨情　著作 刈田 仁　著作 1

民謡 昭和2年3月号 第3巻第2号通巻13号 M,ﾐ 民謡社 1927/03/01 渡辺 波光　著作 1

民謡 昭和2年4月号 第3巻第3号通巻14号 M,ﾐ 民謡社 1927/04/01 渡辺 波光　著作 北原 白秋　著作 1

民謡 昭和2年5月号 第3巻第4号通巻15号 M,ﾐ 民謡社 1927/05/01 渡辺 波光　著作 1

民謡 昭和2年6月号 第3巻第5号通巻15号 M,ﾐ 民謡社 1927/06/01 渡辺 波光　著作 1

民謡 昭和2年9月号 第3巻第8号通巻19号 M,ﾐ 民謡社 1927/09/30 渡辺 波光　著作 1

民謡 昭和2年10月号 第3巻第9号通巻20号 M,ﾐ 民謡社 1927/10/30 渡辺 波光　著作 1

民謡 昭和2年12月号 第3巻第11号通巻22号 M,ﾐ 民謡社 1927/12/01 渡辺 波光　著作 1

民謡 昭和3年1月号 第4巻第1号 M,ﾐ 民謡社 1928/01/01 渡辺 波光　著作 1

民謡音楽 昭和5年2月号 第2巻第2号 M,ﾐ 民謡音楽発行所 1930/02/01 野口 雨情　著作 石川 善助　著作 草野 心平　著作 1

麦の芽 大正2年12月号 VOL.1 NO,12 M,ﾑ 麦の芽詩社 1923/12/01 1

むぎばたけ 第7号 童謡誌 M,ﾑ 宮沢章二 1965/04/01 1

牟尼 創刊号 M,ﾑ 不動堂佛教青年会 1929/07/12 スズキ ヘキ　著作 1

牟尼 第2号 M,ﾑ 不動堂佛教青年会 1930/09/30 スズキ ヘキ　著作 1

牟尼 第8号 M,ﾑ 不動堂佛教青年会 1931/10/08 スズキ ヘキ　著作 1

牟尼 1・2月号 第10号 M,ﾑ 不動堂佛教青年会 1932/01/21 1

木馬 第10号 童謡号 M,ﾓ 木馬編集所 1921/11/05 北原 白秋　著作 野口 雨情　著作 西條 八十　著作 1

木馬 第13号 私の童謡童話 M,ﾓ 木馬社 1922/03/05 都築 益世　著作 1

木馬 第14号 私の童謡童話 M,ﾓ 木馬社 1922/04/05 都築 益世　著作 1

木馬 第15号 私の童謡童話／第2童話号 M,ﾓ 木馬社 1922/06/05 都築 益世　著作 島木 赤彦　関連資料 北原 白秋　関連資料 1

木馬 第16号 私の童謡童話雑誌／童話ばかり集めた号M,ﾓ 木馬社 1922/09/05 1

木馬 第18号 私の童謡童話雑誌 M,ﾓ 木馬社 1923/01/05 スズキ ヘキ　著作 1

森の聲 創刊号 M,ﾓ 宮城県女子師範学校 附属小学校1925/07/25 島崎 藤村　著作 1

野外童謡集　第1号 雲のまき。 M,ﾔ さくらんぼ社 1922/06/11 1

よう いの巻 ヘキ・富弥―雑記帖 M,ﾖ 1959/08/30 スズキ ヘキ　著作 天江 富弥　著作 1

よう ろの巻 M,ﾖ 1959/12/20 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　文献 草野 心平　著作 5

幼稚園 昭和16年6月号 第10巻第1号 M,ﾖ 小学館 1941/06/01 小川 未明　著作 1

幼年ブック 創刊号 第1巻第1号 M,ﾖ 1947/01/01 1

揺籃 大正12年9月号 第3集／詩と童謡の雑誌 M,ﾖ 揺籃発行所 1923/09/01 野口 雨情　著作 1

揺籃 第6集／第2年第2号／詩と童謡と M,ﾖ 揺籃発行所 1924/05/01 野口 雨情　著作 山村 暮鳥　著作 北原 白秋　文献 1

裸象 大正12年10月号 第2巻第10号 M,ﾗ 裸象社 1923/10/01 石川 善助　著作 1

裸象 大正13年5月号 第3巻第5号 M,ﾗ 裸象社 1924/05/01 1

裸象 昭和3年7月号 第7巻第7号 M,ﾗ 裸象社 1928/07/01 1

らてれ 創刊号 M,ﾗ らてれの会 1957/06/01 都築 益世　著作 1

らてれ 第4号 M,ﾗ らてれの会 1958/03/30 都築 益世　著作 1

らてれ 第5号 一周年記念号 M,ﾗ らてれの会 1958/06/01 都築 益世　著作 刈田 仁　著作 水上 不二　著作 1

らてれ 第6号 M,ﾗ らてれの会 1958/09/20 都築 益世　著作 水上 不二　著作 1

らてれ 第7号 幼児のうた特集号 M,ﾗ らてれの会 1958/11/20 都築 益世　著作 1

らてれ 第8号 M,ﾗ らてれの会 1959/03/01 都築 益世　著作 水上 不二　著作 1

らてれ 第9号 M,ﾗ らてれの会 1959/05/01 都築 益世　著作 1

らてれ 第10号 M,ﾗ らてれの会 1959/07/01 都築 益世　著作 1

らてれ 第11号 M,ﾗ らてれの会 1959/09/01 都築 益世　著作 1

らてれ 第12号 M,ﾗ らてれの会 1959/11/01 都築 益世　著作 水上 不二　著作 1

らてれ 第13号 M,ﾗ らてれの会 1960/02/01 都築 益世　著作 水上 不二　著作 1

らてれ 第14号 M,ﾗ らてれの会 1960/03/01 都築 益世　著作 水上 不二　著作 1

らてれ 第15号 M,ﾗ らてれの会 1960/05/01 都築 益世　著作 1

らてれ 第16号 M,ﾗ らてれの会 1960/07/01 都築 益世　著作 1

らてれ 第17号 M,ﾗ らてれの会 1960/10/25 都築 益世　著作 1

らてれ 第18号 M,ﾗ らてれの会 1960/12/15 都築 益世　著作 1

らてれ 第19号 M,ﾗ らてれの会 1961/01/25 都築 益世　著作 水上 不二　著作 1

らてれ 第21号 M,ﾗ らてれの会 1961/07/30 都築 益世　著作 富田 博　著作 1

らてれ 第22号 M,ﾗ らてれの会 1961/10/05 都築 益世　著作 富田 博　著作 1

らてれ 第23号 選集メロンとらくだ刊行記念 M,ﾗ らてれの会 1961/12/25 都築 益世　著作 1

らてれ 第24号 M,ﾗ らてれの会 1962/03/25 都築 益世　著作 1
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らてれ 第27号 M,ﾗ らてれの会 1962/11/20 都築 益世　著作 1

らてれ 第28号 M,ﾗ らてれの会 1963/03/15 都築 益世　著作 富田 博　著作 1

らてれ 第30号 童謡誌 M,ﾗ らてれの会 1963/09/10 都築 益世　著作 1

らてれ 第33号 童謡誌 M,ﾗ らてれの会 1963/09/10 都築 益世　著作 1

らてれ 別冊 安藤徇之介追悼集／童謡誌 M,ﾗ らてれの会 1962/12/25 都築 益世　著作 安藤 徇之介　文献 1

らりるれろ 第7集 御大典記念 百人一篇号 M,ﾗ らりるれろ社 1928/12/01 スズキ ヘキ　著作 石川 善助　著作 都築 益世　著作 1

りべらる　昭和21年創刊号 第1巻第1号 M,ﾘ 太虚堂書房 1946/01/01 舟橋 聖一　著作 1

林檎の木 第1巻第1号 M,ﾘ 林檎の木・童心藝術社 1928/01/25 都築 益世　著作 織田 秀雄　著作 1

六号文学 昭和7年11月号 第1巻第2号 M,ﾛ 六号文学社 1932/11/15 1

六号文学 昭和8年1月号（新年号）第2巻第1号通巻第2号 M,ﾛ 六号文学社 1933/01/15 渡辺 波光　著作 1

蘆笛 大正12年2月号 M,ﾛ 蘆笛詩社 1923/02/28 1

ロビン 第2冊 M,ﾛ 吉川書店 1937/01/25 巽 聖歌　著作 1

若人 創刊号 第11月1輯 M,ﾜ 若人詩社 1920/11/25 スズキ ヘキ　著作 千葉 春雄　著作 1

若人 大正10年1月号 第2巻第2輯 M,ﾜ 若人詩社 1921/01/01 スズキ ヘキ　著作 1

若人 大正10年2月号 第2巻第3輯 M,ﾜ 若人詩社 1921/01/01 スズキ ヘキ　著作 1

渡り鳥 第1号 民謡と童謡 M,ﾜ 都外川 勝 1926/07/17 1

渡り鳥 第2号 民謡雑誌 M,ﾜ 都外川 勝 1926/08/21 1

渡り鳥 第4号 民謡雑誌 M,ﾜ 都外川 勝 1926/11/15 1

渡り鳥 第6号 民謡雑誌 M,ﾜ 都外川 勝 1927/02/15 1

渡り鳥 第8号 民謡雑誌 M,ﾜ 都外川 勝 1927/06/25 1

わらべうた 創刊号 M,ﾜ 日本わらべうたの会 1968/10/15 1

わらべうた 第2号 第1巻第2号 M,ﾜ 日本わらべうたの会 1969/01/15 1

わらべうた 第3号 第1巻第3号 M,ﾜ 日本わらべうたの会 1969/07/15 1

わらべうた 第4号 第1巻第4号 M,ﾜ 日本わらべうたの会 1969/12/01 1
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