
『層雲』層雲社 明治45年7月10日－平成4年8月1日 
・第66巻6号，昭和53年6月1日以降発行所が「層雲社事務室」に変更 
・第78巻1号，平成2年1月1日以降発行所が「層雲編集室」に変更 
第2巻 3・4号 明治45年7月10日 
第6巻 7-12号 大正5年10月1日－大正6年3月1日 
第7巻 1-12号 大正6年4月1日－大正7年3月1日 
第8巻 1-12号 大正7年4月1日－大正8年3月5日 
第9巻 1-12号 大正8年4月1日－大正9年3月1日 
第10巻 1-12号 大正9年5月1日－大正10年3月1日 
第11巻 1-12号 大正10年4月1日－大正11年3月10日 
第12巻 1-12号 大正11年4月1日－大正12年3月1日 
第13巻 1-12号 大正12年4月1日－大正13年5月1日 
第14号 1・2号,3-12号 大正13年6月10日－大正14年4月1日 
第15巻 1-12号 大正14年5月1日－大正15年4月1日 
第16巻 1-12号 大正15年5月1日－昭和2年4月1日 
第17巻 1-12号 昭和2年5月1日－昭和3年4月1日 
第18巻 1-12号 昭和3年5月1日－昭和4年4月1日 
第19巻 1-12号 昭和4年5月1日－昭和5年4月1日 
第20巻 1-12号 昭和5年5月1日－昭和6年4月1日 
第21巻 1-12号 昭和6年5月1日－昭和7年4月1日 
第22巻 1-12号 昭和7年5月1日－昭和8年4月1日 
第23巻 1-12号 昭和8年5月1日－昭和9年4月1日 
第24巻 1-12号 昭和9年5月1日－昭和10年4月1日 
第25巻 1-12号 昭和10年5月1日－昭和11年4月1日 
第26巻 1-12号 昭和11年5月1日－昭和12年4月1日 
第27巻 1-12号 昭和12年5月1日－昭和13年4月1日  
第28巻 1-12号 昭和13年5月5日－昭和14年4月5日 
第29巻 1-12号 昭和14年5月10日－昭和15年4月1日 
第30巻 1-11号 昭和15年5月1日－昭和16年3月1日 
第31巻 1-12号 昭和16年5月20日－昭和17年4月1日 
第32巻 1-12号 昭和17年5月1日－昭和18年4月1日 
第33巻 1-12号 昭和18年5月1日－昭和19年4月1日 
第34巻 1号,2・3号,4・5号,6・7号,8・9号 昭和21年6月1日－昭和22年6月1日 
第35巻 1-5号,6・7号,8-11号 昭和22年7月1日－昭和23年5月1日 
第36巻 1-12巻 昭和23年6月1日－昭和24年5月1日 
第37巻 1-3号,4・5号,6-12号 昭和24年6月1日－昭和25年6月1日 
第38巻 1-7号,8・9号 昭和25年7月1日－昭和26年3月15日 
第39巻 1-12号 昭和26年4月15日－昭和27年3月1日 
第40巻 1-12号 昭和27年4月1日－昭和28年3月1日 
第41巻 1-12号 昭和28年4月1日－昭和29年3月1日 
第42巻 1-12号 昭和29年4月1日 昭和30年3月1日 
第43巻 1・2号,3-12号 昭和30年5月1日－昭和31年3月1日 



第44巻 1-12号 昭和31年4月1日－昭和32年3月1日 
第45巻 1-12号 昭和32年4月1日－昭和33年3月1日 
第46巻 1-12号 昭和33年4月1日－昭和34年3月1日 
第47巻 1-12号 昭和34年4月1日－昭和35年3月1日 
第48巻 1-12号 昭和35年4月1日－昭和36年3月1日 
第49巻 1・2号,3-12号 昭和36年5月1日－昭和37年3月1日 
第50巻 1-12号 昭和37年4月1日－昭和38年3月1日 
第51巻 1-5号,6・7号（2部）,8-12号 昭和38年4月1日－昭和39年3月1日 
第52巻 1-12号 昭和39年4月1日－昭和40年3月1日 
第53巻 1-12号 昭和40年4月1日－昭和41年3月1日 
第54巻 1-12号 昭和41年4月1日－昭和42年3月1日 
第55巻 1-6号,7・8号（2部）,9-12号 昭和42年4月1日－昭和43年3月1日 
第56巻 1-12号 昭和43年4月1日－昭和44年3月1日 
第57巻 1-12号 昭和44年4月1日－昭和45年3月1日 
第58巻 1-12号 昭和45年4月1日－昭和46年3月1日 
第59巻 1-9号 昭和46年4月1日－昭和46年12月1日 
第60巻 1-11号 昭和47年1月1日－昭和47年12月1日 
第61巻 1号-12号（1号のみ2部） 昭和48年1月1日－昭和48年12月1日 
第62巻 1-12号 昭和49年1月1日－昭和49年12月1日 
第63巻 1-12号 昭和50年1月1日－昭和50年12月1日 
第64巻 1-12号（1-11号は2部、12号は3部） 昭和51年1月1日－昭和51年12月1日 
第65巻 1-12号（1-4号,6-12号は2部、5号は3部） 昭和52年1月1日－昭和52年12月1日 
第66巻 1-12号（各2部ずつ）昭和53年1月1日－昭和53年12月1日 
第67巻 1-12号（1-4号は2部） 昭和54年1月1日－昭和54年12月1日 
第68巻 1-4号,5・6号,7-12号（5・6号,9-12号は2部）昭和55年1月1日－昭和55年12月1日 
第69巻 1-12号（1,2,4-7号は2部、3号は3部） 昭和56年1月1日－昭和56年12月1日 
第70巻 1-12号（4,6-8号は2部、5号は3部） 昭和57年1月1日－昭和57年12月1日 
第71巻 1-12号  昭和58年1月1日－昭和58年12月1日 
第72巻 1-12号（10-12号は2部） 昭和59年1月1日－昭和59年12月1日 
第73巻 1-12号（各2部ずつ） 昭和60年1月1日－昭和60年12月1日 
第74巻 1-12号（3-12号は2部、2号は3部） 昭和61年1月1日－昭和61年12月1日 
第75巻 1-12号（各2部ずつ） 昭和62年1月1日－昭和62年12月1日 
第76巻 1-7号,8・9号,10-12号（1-3号,5-12号は2部、4号は4部）昭和63年1月1日－昭和63年12月
1日 
第77巻 1-12号（1-4号,6-12号は2部） 昭和64年1月1日－平成1年12月1日 
第78巻 1-12号（1-3号,5-12号は2部） 平成2年1月1日－平成2年12月1日 
第79巻 1-12号（1-4号,6号は2部、9号は9部） 平成3年1月1日－平成3年12月1日 
第80巻 1-8号 平成4年2月1日－平成4年8月1日 
 
『層雲社通信』層雲社 1992（平成4）年9月－1997（平成9）年5月1日 
・19号，平成7年9月1日以降雑誌タイトルが『層雲自由律』、発行所が「層雲自由律の会」に変更 
1号,3号,5-8号,12-29号 



 
『層雲六百号記念大会詠草』層雲社1966（昭和38）年10月27日 
『層雲秋季大会詠草』層雲社 1964（昭和39）年11月1日 
『層雲春季大会詠草』層雲社 1965（昭和40）年2月28日 
『層雲春季大会互選結果』層雲社 1966（昭和41）年5月3日 
『層雲春季大会詠草』層雲社 1967（昭和42）年5月5日 
『層雲六百五十号記念秋季大会互選結果』層雲社 1967（昭和42）年11月3日 
『層雲春季大会詠草』層雲社 1968（昭和43）年4月28日 
『層雲秋季大会詠草』層雲社 1968（昭和43）年9月8日 
『層雲春季大会詠草採点結果』層雲社,泉の会 1969（昭和44）年4月27日 
『層雲秋季大会詠草』層雲社 1969（昭和44）年11月2日 
『層雲秋季大会詠草（採点記入）』層雲社 1969（昭和44）年11月2日 
『層雲春季大会詠草』層雲社,泉の会 1970（昭和45）年5月10日 
『層雲春季大会詠草結果』層雲社,泉の会 1970（昭和45）年5月10日 
『層雲春季大会詠草』層雲社,松の会 1971（昭和46）年5月2日 
『層雲春季大会詠草（採点記入）』層雲社,梨の花の会 1972（昭和47）年6月11日 
『秋季層雲大会詠草』層雲社 1972（昭和47）年11月5日 
『層雲大会詠草』層雲社,泉の会 1973（昭和48）年5月3日 
『秋季層雲大会詠草』層雲社 1973（昭和48）年10月28日 
『春季層雲大会詠草』層雲社 1974（昭和49）年6月16日 
『層雲秋季大会詠草（採点）』層雲社,泉の会,淡海の会 1974（昭和49）年11月23日 
『層雲秋季大会詠草（互選結果）』層雲社 1975（昭和50）年10月5日 
『層雲全国大会詠草採点』層雲社,周防一夜会 1986（昭和61）年5月18日 2部 
『層雲全国大会詠草（選句結果）』層雲社,松の会 1987（昭和62）年5月24日 
 
 
『いずみ』いずみ社 1978（昭和53）年4月15日－1985（昭和60）年8月25日 
1-22号,24号,25号 
 
 
『一真実』田原一郎 1978（昭和53）年10月－1984（昭和59）年7月 
・14-17号，昭和57年1月-昭和57年10月の間発行所が「一真実社」に変更 
1-24号 
 
 
『絵馬』絵馬社 1963（昭和38）年6月1日－1966（昭和41）年12月10日 
1-14号 
 
 
『視界』視界発行所 1968（昭和43）年3月1日－1976（昭和51）年3月1日 
第1巻 1-12号 昭和43年3月1日－昭和44年2月1日 
第2巻 1-12号 昭和44年3月1日－昭和45年2月1日 



第3巻 1-12号 昭和45年3月1日－昭和46年2月1日 
第4巻 1-12号 昭和46年4月1日－昭和47年2月1日 
第7巻 6号,11号,12号 昭和49年8月1日－昭和50年2月1日 
第8巻 1号,2号,11号,12号 昭和50年3月1日－昭和51年2月1日 
第9巻 1号 昭和51年3月1日 
 
 
『新俳句』新俳句社 1962（昭和37）年11月10日－1979（昭和54）年10月25日 
31号,44-17号,49-62号,64号 
 
 
『随』随発行所 1956（昭和31）年10月15日-1972（昭和47）年11月1日 
・第4巻1号,第5巻2号,第6巻1,4号 昭和34年1月1日-昭和36年4月1日の間発行所が「大泉園」に変
更 
第1巻 10号 昭和31年10月15日 
第2巻 1号,8号 昭和32年1月15日,昭和32年8月15日 
第3巻 1号 昭和33年1月15日 
第4巻 1号 昭和34年1月1日 
第5巻 2号 昭和35年2月1日 
第6巻 1号,4号 昭和38年1月1日,昭和36年4月1日 
第8号 1-12号 昭和38年1月1日－昭和38年12月1日 
第9巻 2-12号 昭和39年2月1日－昭和39年12月1日 
第10巻 1-12号 昭和40年1月1日－昭和40年12月1日 
第11巻 1-12号 昭和41年1月1日－昭和41年12月1日 
第12巻 1-12号 昭和42年1月1日－昭和42年12月1日 
第13巻 1-12号（1号,3号は2部） 昭和43年1月1日－昭和43年12月1日  
第14巻 1-12号（10号は2部） 昭和44年1月1日－昭和44年12月1日 
第15巻 1号，3-12号 （9号に附録「井泉水近什」第３集） 昭和45年1月1日－昭和45年12月1日 
第16巻 1-12号 昭和46年1月1日－昭和46年12月1日 
第17巻 1-10号,11・12号 昭和47年1月1日－昭和47年11月1日 
 
 
『井泉』短詩研究会 1986（昭和61）年3月15日－1991（平成3）年7月20日 
・19号，平成1年2月23日以降発行所が「井泉編集室」に変更 
11-15号,17号,19-21号,23号,27号 
 
 
『早春』早春句会 1963（昭和38）年12月7日－1968（昭和43）年11月25日 
86-105号 
 
 
 



『大耕』大耕舎 1967（昭和42）年8月10日－1990（平成2）年3月10日 
第21巻 8号,9号 昭和42年8月10日,昭和42年9月10日 
第22巻 8号,10-13号 昭和43年7月10日－昭和43年12月10日 
第23巻 1号 昭和44年1月10日 
第26巻 3号,4号 昭和47年3月10日,昭和47年4月10日 
第27巻 11,12号 昭和48年11月10日,昭和48年12月10日 
第28巻 1-12号 昭和49年1月10日－昭和49年12月10日 
第29巻 1-12号 昭和50年1月10日－昭和50年12月10日 
第30巻 1-12号 昭和51年1月10日－昭和51年12月10日 
第31巻 1-12号 昭和52年1月10日－昭和52年12月10日 
第32巻 1-12号 昭和53年1月10日－昭和53年12月10日 
第33巻 1-12号 昭和54年1月10日－昭和54年12月10日 
第34巻 1-12号 昭和55年1月10日－昭和55年12月10日 
第35巻 1-12号 昭和56年1月10日－昭和56年12月10日 
第36巻 1-12号 昭和57年1月10日－昭和57年12月10日 
第37巻 1号,3-13号 昭和58年1月10日－昭和58年12月10日 
第38巻 1-3号,5-13号 昭和59年1月10日－昭和59年12月10日 
第39巻 1-3号,5-13号 昭和60年1月10日－昭和60年12月10日 
第40巻 1-7号,9-13号 昭和61年1月10日－昭和61年12月10日 
第41巻 1号,3-13号 昭和62年1月10日－昭和62年12月10日 
第42巻 1号,2号 昭和63年1月10日,昭和63年2月10日 
第43巻 3-13号（13号は通常版と特集増刊号の2冊） 昭和63年2月10日－昭和63年12月10日 
第44巻 1号,3-13号 平成1年1月10日－平成1年12月10日 
第45巻 1-3号 平成2年1月10日－平成2年3月10日 
 
 
『大泉』大泉園 1934（昭和9）年7月1日－1937（昭和12）年6月11日 
第1-36巻 
 
 
『種田山頭火ノオト』種田山頭火研究会 1981（昭和56）年12月3日－1994（平成6）年11月20日 
1-10号 
 
 
『短詩』短詩研究会 1975（昭和50）年9月15日－1981（昭和56）年9月30日 
1-7号,10号 
 
 
『俳句日本』俳句日本社 1944（昭和19）年6月1日－1946（昭和21）年11月10日 
第1巻 1-12号 昭和19年6月1日－昭和20年10月1日 
第2巻 1-3号 昭和20年11月1日－昭和21年1月1日 


