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山岳図書に掲載された東北地方の登山記事 

 

注：『斎藤文庫』に現存する山岳雑誌の中から発行年の古いと思われる年代から 

昭和５０年代まで掲載された記事内容を年代と雑誌名、投稿者を記録した。 

 

 ：『記号について』文中の記号は次のとおり。  

 文庫内書籍の書誌書目整理番号を示す。（４：２７）は第４部の２７番等 

 （清野：８）・清野書籍       （山渓：７８）山と渓谷書籍 

（太田：２９）・太田さん書籍    （岳人：１０９）岳人書籍等を表示する。 

 

番号 発行書籍名   発行年月日      発行・著者     書誌書目番号 

１）『和漢三才図会』 正徳二年（１７１２）   寺島 良安      ４：２７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    巻の五十六 山類・羽黒山他 

 

２）『飯豊乃山ふみ』 天保１１年１１月 泉崎賢親（米沢藩士）   清野：８８９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊山登山の一部始終を綴った紀行文（米沢・中津川・飯豊山往復） 

 

３）『日本地誌略』古書巻の二 明治７年８月  著者不明        ４：１３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    陸奥の国・陸前の国・陸中の国・羽前の国・羽後の国 

 

４）『日本地誌略』古書巻の二 明治８年１０月１８日 大槻 修二    ４：１４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    奥羽全図・奥羽 

 

５）『日本地誌要略』古書巻の一 明治９年６月 大槻 修二       ４：１８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    日本全国総論 

 

６）『風俗画報』古書 明治２２年２月１０日 東陽堂支店        ５：７０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    口絵：米沢地方群童の雪戦の図 

    米沢地方雪中の食物 
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７）『震災予防調査会報告』第八号 明治２９年３月９日震災予防調査会    ３：９９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    庄内地震に関する地質学上調査報文 

 

８）『羽黒山・月山・湯殿山・三山略縁起』明治３３年５月２２日 宮下正勝 ２：１２８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    三山沿革・三山神社略縁起標目・月山の巻・羽黒山の巻・湯殿山の巻 

 

９）『山水美論』 明治３３年５月２７日 佐藤 儀助           ４：６５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    九州と東北 

 

１０）『欧米小観』 明治３４年７月１４日 大橋新太郎         ４：１０９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    大橋乙羽とは米沢市出身（駅前の音羽屋旅館） 

    欧米管見・パリ万博・ブダペスト郊外・森の宮殿・付録 大橋乙羽外５項 

 

１１）『震災予防調査会報告』第四十四号 明治３６年８月２９日震災予防調査会 

 ３：１０１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    岩手山火山彙地質調査の件  

  

１２）『山 岳』第一号 明治３９年 日本山岳会 

岳第二十三年第二号総目次掲載）  １：１３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者  

    山岳第一年総目次 飯豊山行・飯豊山里程略図（石川光春） 

  

１３）『草 枕』明治３８年・明治４１年７月１５日四版 田山 花袋   １：１８６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者     

最上川・羽後の海岸・奥の細道今昔 

 

１４）『山 岳』第三号 明治４１年 日本山岳会 

（山岳第二十三年第二号総目次掲載）１：１３）  

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者  

    山岳第三年総目次 羽後富士鳥海山（山本嶺坊）・飯豊山（大平 晟） 

    岩手山頂上付近より不動平を望む・鳥海山・飯豊山刷込図 
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    八甲田・岩木山・岩手山登山案内 

 

１５）『山 岳』第四号 明治４２年 日本山岳会 

山岳第二十三年第二号総目次）   １：１３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者  

    鳥海山（大平 晟）・羽後の森吉山（山本嶺坊）刷込図鳥海山 

 

１６）『山 岳』第五号 明治４３年 日本山岳会 

山岳第二十三年第二号総目次）   １：１３） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者  

 磐梯山（大橋良一） 

 

１７）『山 岳』第六号 明治４４年 日本山岳会 

山岳第二十三年第二号総目次）   １：１３） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者  

    早池峰山（千葉悦弥） 

 

１８）『漫遊必携・続続紀行文綴り』 明治４４年７月１８日 本多 直次 ２：２３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

 羽前の国・羽後の国 

 

１９）『山 岳』第七号 明治４５年（大正元年） 日本山岳会 

（山岳二十三年総目次） １：１３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    磐梯山・吾妻山（大平 晟）  

 

２０）『日本の山水山岳大尾』 大正４年７月２５日 河東乗五郎    １：２８５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    諸国の名山  鳥海山他８編 

    

２１）『霧の王国へ』 大正５年５月１８日 別所梅之助         ２：９９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    一切経山・出羽の旅 
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２２）『日本山水論・付録』 大正５年７月１０日 松岡  達       ４：３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    鳥海山・月山・東北の山旅写真  

 

２３）『日記紀行集』 大正６年１０月４日 塚本 哲三        １：２２２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

 奥の細道 

 

２４）『信仰佛利二人行脚』 大正９年４月１日  不 明       ５：２１３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    発端から十六湯殿山街道、二十六鳥海山登山、三十七刈田岳噴火、五十二砲金まで 

 

２５）『登高行』第一年 大正９年６月２５日 松本信廣（慶応大山岳部）４：１８３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    紀行：東北朝日岳に登り黒俣沢を下る他８項       大島 亮吉  

（大島の朝日と宮川の飯豊の記事がある） 

 

２６）『山岳旅行案内』 大正９年７月５日 管  五郎         ２：１４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

 東北線・奥羽線・陸羽線 

 

２７）『登高行』第三年 大正１０年６月２０日 豊邊國臣（慶応大山岳部）４：１８４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：蔵王山のしらびそ樹林外 8景           豊邊 國臣   

    山岳と樹林                      白井光太郎 

    紀行：冬の蔵王越え                  早川 種三 

       東吾妻から高倉山へ               橋本 静一 

       春の西吾妻                   泥谷  哲 

 

２８）『山 岳』第十六年第一号 大正１０年７月２８日 日本山岳会    １：８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

 切合付近より望める大日岳               橋本欽四郎 

    地蔵（会津）山頂より飯豊本山・草履塚・種播山を望む  辻本 満丸 

    種蒔きより飯豊本山、草履塚を望む・御秘所の下段、本山より御西方面を望む 

                               辻本 満丸  

    飯豊山御秘所下段                   辻本 満丸 



5 

 

２９）『山とスキー』第一年 大正１０年６月から大正１１年５月１５号まで合本  

山とスキー１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊山の登路について外                板橋 敬一 

    写真：五色温泉付近 

 

３０）『武侠世界臨時創刊山岳踏破号』 大正１１年７月２０日 針重 啓喜  ：４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北絶景山寺案内                   白雲 道人 

    東北の温泉地帯                    福島 信夫 

 

３１）『山岳美』 大正１１年８月１日 山崎 彦摩           ５：１５８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    槇 有恒のアイガー東尾根初登攀談           槇  有恒  

 

３２）『日本山水大観』大正１２年６月１５日 浅田 彦一          ２：３０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    津軽の山水                      薄田 斬雲 

    十和田湖の勝景                    鳥谷 幡山 

    奥の細道の今昔                    萩原井泉水 

    東北の温泉地                     白鳥 省吾   

 

３３）『登高行』第四年 大正１２年７月 青木 勝（慶応大山岳部）    ４：１８５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    槙 有恒のアイガーの記事と吾妻の記事 

 

３４）『山とスキー』第３９号 大正１３年７月１日 佐々木政吉   山とスキー５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    船形山より泉岳へ外６項                額田  敏 

  

３５）『山の志津く』大正１３年９月１０日 別所梅之助        １：１１１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の旅・米沢へ 
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３６）『登高行』第五年 大正１３年１２月 大島亮吉（慶応大山岳部） ４：１８６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    冬の蔵王                       西川不二雄 

    五月の飯豊山                     岡本 信二 

 

３７）『山 岳』第２０号 大正１４年                 １：１３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

 飯豊山・飯豊山に登る、冬の朝日岳 

 

３８）『ＲＵＧＫＳＵＥＫ』第４号 大正１４年１１月１０日 藤田 信道 ４：２９５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    吾妻の稲門会記事 

 

３９）『登高行』第六年 大正１４年１２月 田中三晴（慶応大山岳部） ４：１８７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日岳より大鳥池へ                  田中 三晴 

    飯豊山より朝日岳を経て月山へ             國分 貫一 

    冬の吾妻                       漆山巳年夫 

    年報：飯豊山スキー登山                田中 三晴 

 

４０）『山を思う』 大正１５年１月２２日 酒井 由郎         ３：９７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日連峰・挿入絵：西朝日の雪渓より大朝日岳・中岳を望む他 安齋  徹 

 

４１）『山とスキー』第６０号 大正１５年５月１日 廣田戸七郎  山とスキー２６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    春の蔵王日記外３項                  柏木民次郎 

 

４２）『旅の霧』 大正１５年６月７日 松井 幹雄          ２：１２３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    栗駒山とその裾を巡る温泉 

 

４３）『山とスキー』第６３号 大正１５年８月１日 廣田戸七郎 登山とスキー２９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    春の東北朝日岳外５項                 原  忠平 
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４４）『山岳めぐり』 大正１５年８月５日 横井 春日         ４：５８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北線・岩木線：飯豊山他２項 

 

４５）『針葉樹』 第二号 大正１５年１２月１６日 吉澤一郎（一橋山岳部）４：１９８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北朝日岳：野川遡行                 村瀬和一郎 

         ：尾根伝いの記               村尾 金三 

         ：大鳥池より庄内へ             吉澤 一郎 

    八甲田と鳥海山                    五十嵐数馬 

    地図；野川上流水脈図外 

    スケッチ：竜門山より以東岳外４景 

 

４６）『山 懐』第二号 昭和２年２月５日 室田美能理（東京医大）  ４：３１７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日連峰より三面への登高外１９項           高瀬 吉次 

    写真：樹氷外１７景                  酒井 長寿 

 

４７）『ＲＵＧＫＳＵＥＫ』第５号 昭和２年２月２５日（早稲田山岳部） ４：２９６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北朝日連峰へ外１０項  後藤 幹次（学生の後藤幹事次さんの記事 

 

４８）『山 想』創刊号 昭和２年３月１５日 法制大学山岳部     ４：２１４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    粉雪の五色外１９項                  角田 吉夫     

 

４９）『わらじ』 昭和２年５月１０日 三原  清          ４：２８６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊紀行外１８項                   筧  素彦 

 

５０）『山とスキー』第７２号 昭和２年６月１日 廣田戸七郎   山とスキー３８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王日記                       額田  敏 
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５１）『山の湯』第一特別号 昭和２年７月２３日』 松井 幹雄    １：２６５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北ところどころ                   小池 新二  

    仙岩峠を越えて                    田沢 昌介 

 

５２）『日本地形概説』 昭和２年８月１０日』 工藤 暢須      １：１５１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山形県の地形 

 

５３）『山 岳』第二十二号第一号 昭和２年１０月３１日 日本山岳会   １：９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    奥羽第二 

    八甲田の思い出                    舘脇  操 

    八甲田山植物瞥見                   舘脇  操 

    岩手山御苗代付近の地形について            武田 久吉 

    岩手山                        舘脇  操 

    朝日連峰の縦走                    安齋  徹 

    雪の中尾根と大朝日岳の絶頂              安齋  徹 

    八甲田山。岩手山、早池峰山の図版多数掲載       武田 久吉 

    小朝日岳の頂上から連峰の一部と大鳥池         安齋  徹 

    小朝日岳の断崖と熊越の断層谷             安齋  徹 

    三月下旬に於ける大朝日岳絶頂と連峰の大観       安齋  徹 

    大鳥渓谷の一部泡滝・寒江山から東下する浸食渓谷    安齋  徹 

    飯豊川・センダク澤・烏帽子岳中腹より見たる石コロミ澤ノ頭 

    他の図版（写真）                   武田 久吉    

    八甲田高山植物園設置に関する披見           武田 久吉 

    羽後の国玉川渓谷の奥山                沼井鉄太郎 

    飯豊山彙への一登路                  福田 昌雄 

    羽後の山岳の見方                   山本徳三郎 

 

５４）『炉 辺』第四号 昭和２年１２月２７日 遠藤久三郎 （明大山岳部）４：２４０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    記録：東北飯豊朝日登山記事 
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５５）『尾根づたい』第二号 昭和３年４月２８日 堀江 徹（青山学山岳部）４：２０９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    以東岳紀行：大井澤川より障子が岳から以東岳      坂岡奈保志 

 

５６）『や ま』第２３号 昭和３年１２月１５日 酒井保雄（神戸商山岳部）４：２８１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    杁差岳より飯豊山へ外１５項              遠藤長四郎 

    飯豊山中津川の記事あり 

 

５７）『ＲＵＧＫＳＵＥＫ』 第６号 昭和３年１２月１８日 

  森田勝彦（早稲田山岳部） ４：２９７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    三月の吾妻山紀行                   石田 三郎 

    東北～北海道の旅                   山上 一夫 

 

５８）『山 岳』第二十三号第一号 昭和３年１２月２６日 日本山岳会  １：１２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    冬の大朝日岳付近                   別宮 貞俊 

    祝併山                        岩永 信雄 

    越後赤谷より飯豊連峰へ                藤島源太郎 

    赤鼻澤より祝併山を仰ぐ（図版）            岩永 信雄 

    朝日鉱泉より大朝日岳・熊越の雪庇           別宮 貞俊 

    朝日股澤よりクシノ峰を望む・下ノ大澤         別宮 貞俊     

    五本楢マエカタ峰の登路よりヨコフッケのガンガラ、袖朝日別宮 貞俊 

    百閒乗りの雪渓・小朝日のクログラ           別宮 貞俊  

    桂谷部落及び三體山・背面より望む桂谷部落・三體山南面 岩永 信雄 

    コウガイより木地山広河原を望む・丸森より大玉山を望む 岩永 信雄 

    丸森より祝併山を望む                 岩永 信雄 

    祝併山大玉尾根より・葉山神社             岩永 信雄 

    湯の平温泉付近の飯豊川・北股岳観音瀑         藤島源太郎 

    湯の平温泉浴槽と不動瀑と残雪             藤島源太郎 

    センダク澤下部・北股岳鞍部より見た烏帽子岳      藤島源太郎 

    雑 録 

     雪の岩手山                     上関 光三 

     朝日岳雑話                別宮貞俊・沼井鉄太郎 

     大平山、寒風山及び男鹿の本山            沼井鉄太郎 
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５９）『ヌタック』第１号 昭和４年１月２０日 大戸 昌雄      ４：３１９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    家形山(吾妻)スキー行外１８項             逸見 眞雄 

    写真：樹氷咲く朝外１３景               坂本 直行 

 

６０）『山 旅』第１号 昭和４年４月１０日 谷川一馬（京都医大）  ４：３２０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    八甲田から十和田湖へ外９項              亀田 貞一 

 

６１）『登高行』第７年 昭和４年７月１１日 齊藤長寿 （慶応山岳部）４：１８８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

     昭和２年 3月の飯豊山登山記録 

    飯豊山・大日岳外 7項                 本郷 常幸 

    大島亮吉の追悼記事あり 

    写真：御西岳より見た牛首と大日岳外９景        後藤伊平衛 

 

６２）『記 録』 第１号 昭和４年１１月２９日 成城高等学校旅行部 ４：２３６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    大正１４年春のつばくろ外１７項 五色の記事 

    大正１５年秩父の山旅外１９項 五色の記事    

    昭和２年朝日岳外２０項    朝日の記事 

    昭和３年吾妻山群外４８項   吾妻の記事 

 

６３）『氷 雪』昭和４年１２月１５日 加納 一郎           ４：７６） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

写真に『樹氷』が出てくる  

    図版：輝く樹氷外２９景 

    挿図：霧氷と樹氷外４０景 

    第１０図に霧氷と樹氷がある」 

 

６４）『静かなる山の旅』 昭和５年６月１日  河田  禎      ５：１２２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    栗駒山とそのかげの温泉 
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６５）『山 岳』第二十五号第二号 昭和５年６月３０日 日本山岳会   １：１９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊山の登路について                 二高山岳部 

    玉川渓谷より地蔵連峰を望む              佐々 保雄 

    梅花皮ノ瀑・蒜場山             佐々保雄・八十澤行正 

    地神山より杁差岳を望む                武田豊太郎  

    大尾根より蒜場、烏帽子、二ツ峰を望む         武田豊太郎                           

    地図 飯豊山海概念図               二高山岳部原図 

 

６６）『針葉樹』 第五号 昭和５年７月１日 芋川稔一（一橋山岳部） ４：２０１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北朝日連峰雑記外５項                小川 竹夫 

    地図：大鳥池及び茶畑山新道概念図           小川 竹夫  

  

６７）『や ま』 第２５号 昭和５年７月５日 小川  喬      ４：２８２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山想：飯豊蔵王の思い出外６項             大塚 恭二 

 

６８）『山岳旅行案内』 昭和５年７月５日 大橋 進一          ５：３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    登山総心得・登山の意義・登山の歴史・近代登山の始まり 横井 鶴城 

 

６９）『紀行文集』昭和５年１０月１５日 柳田 國男          ２：１５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    吾妻の路の記他１０編 

 

７０）『山と雪』第２号 昭和５年１１月１日 長野  寛        ３：４０）   

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    雑録：五色温泉宗川旅館の記録より            

 

７１）『岳連報告』第２号 昭和５年１２月１５日 上村        ４：２２３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    故倉持君の遭難外                   山形高等学校 

    会報：飯豊朝日の登山記事 
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７２）『アルピニズム』創刊号 昭和６年１月１日 小笠原勇八     １：３１０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王のスキーコースより                三浦 博雅 

    青木小屋日記より                   齊藤 陽吾 

 

７３）『山と渓谷』第５号 昭和６年１月１日 川崎 吉蔵        山渓：４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    スキー登山地案内（北海道・東北） 

 

７４）『山と雪』第３号 昭和６年１月１０日 長野  寛        ３：４１）   

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：五色温泉におけるウインクラー氏 

 

７５）『山と旅』１２月号 昭和６年２月１日 金子佐一郎       １：１１９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    吾妻山スキーキャンプ                 芳賀久メ治 

 

７６）『ＪＯＣＮ』 創刊号 昭和６年３月３日 戸田仁一郎      ４：２４３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    遺構：朝日岳ゾンメルシー生活計画外          岡  一男 

 

７７）『旅 衣』 昭和６年４月１９日 岩月信次郎         太田：４６０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：十和田湖を訪れて                菊池 勝美 

 

７８）『山に憩う』昭和６年４月２０日 河田  禎           ４：６１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    北上山地・大追町他４景 

 

７９）『アルピニズム』第３号 昭和６年５月２０日 小笠原勇八    １：３１２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真飯豊山のスキー他４編               広瀬 一次  

    雪の飯豊山                      広瀬 一次 
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８０）『山と旅』第１１年６月号 昭和６年６月１日 金子佐一郎    １：１２２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵 王 山                      斎藤助次郎 

 

８１）『羽陽山岳』昭和６年６月１５日 安齋 徹・橋本 賢助     １：２４５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    鳥海山・飯豊連峰・吾妻火山群・月山・朝日連峰・蔵王山 

    写真・雪の鳥海山他８編 

 

８２）『山岳写真大観』昭和６年７月５日 大橋  進         ３：１９５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日連峰の主脈縦走                  安齋  徹 

 

８３）『立教大学山岳部部報』第３号 昭和６年７月１５日 堀田 弥一 ４：２５０） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    五色温泉の記事 

 

８４）『一日二日の旅をして』昭和６年７月１５日 横井 春日      ４：５７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    日光線：大滝根山・安達太良山・吾妻山・蔵王山 

 

８５）『雲の旅』第２号 昭和６年８月１日 雲の旅         太田：４８６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    会津飯豊に登る：昭和３年の記録            根本 岳陽 

 

８６）『アルピニズム』第５号 昭和６年９月３０日 小笠原勇八    １：３１４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    詩歌二選・蔵王山                   結城哀草果  

 

８７）『山と旅』第１１年１０６号 昭和６年１１月１日 金子佐一郎  １：１２６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊山行                       佐瀬  亘 

 

８８）『山と旅』第１１年１０７号 昭和６年１２月１日 金子佐一郎  １：１２７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    奥羽線に沿って・五色温泉付近スキー場 
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８９）『登高行』第８年 昭和６年１２月１０日 長野清一（慶応山岳部）４：１８９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    記録：東北（昭和 4年 7，8月飯豊、大日岳記事） 

 

９０）『炉 辺』第五号 昭和６年１２月１５日 赤星 昌（明大山岳部）４：２４１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    船形の春外８項                  赤星  昌・村井 栄一 

 

９１）『ＢＥＲＧ－ＨＥＩＬ』第 7号 昭和６年１２月１５日 吉田 邦男 ４：３０８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊と実川遡行外２０項                津野 清也 

 

９２）『ネーベルメイヤー』創刊号 昭和６年１２月２０日 村崎 勝行  ：２１９） 

記事内容と真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    冬の蔵王外１０項                  織内信彦・村崎勝行 

    写真：蔵王のコーボルトヒュッテ外１１景       織内 信彦 

 

９３）『アルピニズム』第６号 昭和６年１２月２８日 小笠原勇八   １：３１５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    雪崩に巻き込まれ記（山形県白鷹山遭難回顧）      佐藤 清里 

 

９４）『山と雪』第２巻第２号 昭和７年１月２９日 長野  寛     ３：４８）   

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    日本山小屋誌（１）蔵王小屋              刈田 不忘 

    写真：蔵王小屋・蔵王小屋のトウテムポール       刈田 不忘 

 

９５）『山と旅』第１２年１０９号 昭和７年２月１日 金子佐一郎   １：１２９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    南面の肩より五色家形山他５編 

 

９６）『山と渓谷』第１２号 昭和７年３月１日 川崎 吉蔵       山渓：７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王の思い出                     村井 芳子 

    蔵王刈田岳遠望                    山口 成一 
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９７）『山小屋』第６号 昭和７年４月１日 高畑 棟材         小屋：６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    弘前だより                      丸山東美男 

 

９８）『登山とスキー』第８号 昭和７年４月２３日 甲斐伊之助     登山：２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    紀行：五月の月山と蔵王外１編             後藤 幹次 

 

９９）『山小屋』第７号 昭和７年６月１日 高畑 棟材         小屋：７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    三月の八甲田                     宮崎 武夫 

 

１００）『旅 衣』 昭和７年６月１２日 渡辺 寛威         太田：４６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    随筆：八甲田山                    立原 広林 

 

１０１）『登山とスキー』第９号 昭和７年６月２４日 甲斐伊之助     登山：３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山                       後藤 幹次 

 

１０２）『針葉樹』第六号 昭和７年８月１日 増山清太郎（一橋山岳部） ４：２０２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    記録：東北地方外６項 

 

１０３）『山 岳』第２７号第２号 昭和７年９月２０日 日本山岳会    ２：２２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北地方の山岳に関する文献索引       佐々保雄・八木沢行正 

 

１０４）『ハイキング』昭和７年１１月１日 第一巻十一号 小池利兵衛   ハ：７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    旅：東北の山旅                    松井 幹雄 

 

１０５）『ハイキング』昭和７年１２月１日 第一巻十二号 小池利兵衛   ハ：８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    津軽新城の林檎                    角田 節夫 
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１０６）『登山とスキー』第１２号 昭和７年１２月１日 小島 六郎   登山：６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    スキー場素描・五色温泉の横顔外１５編         黒田 米子 

 

１０７）『山小屋』第１３号 昭和７年１２月１日 高畑 棟材     小屋：１３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    野地温泉を想う                    波多野一郎 

 

１０８）『登山とスキー』一月号 昭和８年１月１日 小島 六郎     登山：７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：鳥海山外輪にて他２景              桜井 敏夫 

 

１０９）『ハイキング』昭和８年１月１日 第二巻一号 小池利兵衛      ハ：９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    津軽の印象                      角田 節夫 

    紀行：東北の温泉旅                  谷口喜代男  

 

１１０）『ハイキング』昭和８年２月１日 第二巻二号 小池利兵衛     ハ：１０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：東北の温泉旅                  谷口喜代男 

 

１１１）『東京市山岳部年報』第１号 昭和８年２月２８日 上原 六郎 太田：４７７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    五色温泉より信夫高湯へスキー行            松下浩三郎 

 

１１２）『山小屋』第１６号 昭和８年３月１日 高畑 棟材       小屋：１６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    紀行：吾妻より沼尻へ                 田中 信夫 

 

１１３）『山と渓谷』第１８号 昭和８年３月１日 川崎 吉蔵      山渓：１３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    三、四月の鳥海山                   箕浦 四朗 

    五色から沼尻へ                    黒田 初子 

    新しいスキー場巡り 磐梯山・霧ヶ峰他 
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１１４）登山とスキー』４月号 昭和８年４月１日 小島 六郎     登山：１１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    春・山の印象 蔵王の春外４編             渡邊 公平 

 

１１５）『岳』昭和８年４月７日 藤田 正光              １：３２４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    冬の飯豊山                      南山 光彦 

    写真：飯豊山 

 

１１６）『山小屋』第１８号 昭和８年６月１日 高畑 棟材       小屋：１８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山と谷                     安齋  徹 

 

１１７）『山小屋』第２０号 昭和８年８月１日 高畑 棟材      小屋：２０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者  

    口絵：飯豊連峰にて遭遇したる夫婦熊外         安齋  徹 

    岩木山に登る                     中村  謙 

 

１１８）『ハイキング』昭和８年９月１日 第一巻十一号 小池利兵衛   ハ：１６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    会津見物                    宮尾しげを・大槻 香圃 

 

１１９）『山と渓谷』第２１号 昭和８年９月１日 川崎 吉蔵     山渓：１４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の浅草岳                      小杉 源吉 

 

１２０）『登山とスキー』１１月号 昭和８年１１月１日 岩崎 四郎  登山：１５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北・岩井又沢遡行                  阿部 栄二 

 

１２１）『山と渓谷』第２２号 昭和８年１１月１日 川崎 吉蔵    山渓：１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東大巓の北面外４編                  最賀 栄一 
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１２２）『山 岳』第二十八号第三号 昭和８年１１月 日 日本山岳会  １：２９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日山麓三面村記                   高橋丈太郎 

    吾妻山における松枝角二氏の遭難顛末記         原田信次郎 

    東北の山々                      藤島 敏男 

    朝日山麓三面村（図版）                高橋丈太郎 

    吾妻山付近概念図 （挿図） 

 

１２３）『北大山岳部年報』４号 昭和８年１１月２５日 徳永 正雄 太田：４６５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    年表８４ページに鳥海山登山記事 

    年表８６ページに飯豊山・朝日登山記録、昭和８年７月２９日から山都～入山 

    小玉川～尻無沢～五味澤～平岩～朝日鉱泉～鮎貝～下山  

 

１２４）『山小屋』第２４号 昭和８年１２月１日 新島 章男     小屋：２４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：銀装の朝日連峰外                安齋  徹 

    銀装の朝日連峰を目指す人々のために          安齋  徹 

 

１２５）『北大スキー部部報』 第２号 昭和８年１２月１０日 三浦 義明 ４：２８５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    冬の蔵王山外２１項                  石井 盤根 

 

１２６）『ＺＺＧＳ年報』第２号 昭和８年１２月１５日 東鉄スキー部 太田：４８２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北朝日岳登攀記：昭和７年９月２３日から２６日    矢野喜意知 

    スキーで五色より沼尻へ                異 頭 生 

    安達太良山を懐かしみて                工藤 正恭  

 

１２７）『記 録』第二号 昭和８年１２月３１日 渡邊 兵力     ４：２３７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    昭和４年、５年：五色スキー 

    昭和６年東大巓から栂森へ 
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１２８）『ハイキング』昭和９年１月１日 第十九号 小池利兵衛     ハ：１９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    沼尻温泉スキー合宿の追憶               川崎 隆章 

    五色スキー場スケッチ                 吉岡 梓郎  

 

１２９）『山と渓谷』第２３号 昭和９年１月１日 川崎 吉蔵      太田：８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：五色温泉から横向きへ              斎藤 陽吉 

 

１３０）『ハイキング』昭和９年２月１７日 第二十号 小池利兵衛    ハ：２０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳴子温泉の一夜                    斎藤文一郎 

 

１３１）『山』３月号 昭和９年３月１日 石原  厳          関西：３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：コーボルトヒュッテ付近外            大島 幹義 

 

１３２）『山小屋』第２７号 昭和９年３月１日 新島 章男      小屋：２４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王よ友を返せ                    山梨 喬一 

    蔵王山遭難略図                    山梨 喬一 

 

１３３）『登山とスキー』３月号 昭和９年３月１日 岩崎 四郎    登山：１９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北のスキー場・山形・東根・五色           澤渡  章 

 

１３４）『山と渓谷』第２４号 昭和９年３月１日 川崎 吉蔵      太田：９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    晩秋の八甲田連峰                   稲葉  充 

 

１３５）『ハイキング』昭和９年３月１５日 第二十一号 小池利兵衛   ハ：２１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    女流ハイカーは語る：東北の山旅の想いで        澤  智子 
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１３６）『山』４月号 昭和９年４月１日 石原  厳          関西：４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春蔵王行                       額田  敏 

 

１３７）『山』５月号 昭和９年５月１日 石原  厳          関西：３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：五色沼外                    足立源一郎  

 

１３８）『登山とスキー』５月号 昭和９年５月１日 岩崎 四郎    登山：２１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山の随想                       結城哀草果 

 

１３９）『山』６月号 昭和９年６月１日 石原  厳          関西：６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    路 標                        結城哀草果 

 

１４０）『リュックザック』第７号 昭和９年６月１５日  

牛場陽太郎（早稲田山岳部）  ４：２９８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    西吾妻・東吾妻の記事 

 

１４１）『登山とスキー』７月号 昭和９年７月１日 岩崎 四郎    登山：２３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：東北の名峰鳥海山５態              安齋  徹 

    鳥海山秘話                      安齋  徹 

 

１４２）『山と渓谷』第２６号 昭和９年７月１日 川崎 吉蔵     山渓：１７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    秋田駒ケ岳の素描                   伊藤  欣 

 

１４３）『山』１０月号 昭和９年１０月１日 石原  厳       関西：１０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    高 原                        斎藤 茂吉 

    龍山高原                       結城哀草果  
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１４４）『紀行随筆・霧の旅』 昭和９年１０月１７日 松井 幹男     ４：２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    霧の旅：田沢湖と抱返り渓谷・出羽の山旅２７景 

    薫風帖：東北の山旅１０項 

    写真：鳥海山・月山他２０景  

 

１４５）『登山とスキー』１２月号 昭和９年１１月１日 岩崎 四郎   登山：２８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    スキー地としての東北の山々              後藤 幹次 

 

１４６）『山小屋』第３５号 昭和９年１２月１日 新島 章男     小屋：３５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    樹氷の蔵王とコーボルトヒュッテ            安齋  徹 

 

１４７）『わが山々』 昭和９年１２月２０日  深田 久弥      １：１６３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日連峰・大鳥池・吹雪く蔵王 

    写真目次・八甲田大池他２０編 

 

１４８）『ハイキング』昭和９年１２月２１日 第三十号 小池利兵衛   ハ：３０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    スキーハイキング：東北のスキー地をめぐりて      岡崎徳太郎 

 

１４９）『東京市山岳部年報』NO2 昭和９年１２月３１日  

東京市役所内 上原 六郎  ４：６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王遭難：後藤貞種・石塚虎雄・岡馬一雄 追悼号 

    吹雪く蔵王 

 

１５０）『登山とスキー』１月号 昭和１０年１月１日 岩崎 四郎   登山：２９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    アート：東北の面白山外２０景             後藤 幹次 

    随想：山の丹伊外                   結城哀草果 
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１５１）『ハイキング』昭和１０年１月２５日 第三十一号 小池利兵衛  ハ：３１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    輪かんじきのことども                 小林波瑠三 

 

１５２）『山小屋』第３７号 昭和１０年２月１日 新島 章男     小屋：３７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    スキーツアー 一切経吾妻山荘より吾妻小屋他１０編   仁平 光雄 

    土湯峠の印象外３編                  本間 正雄 

 

１５３）『山』２月号 昭和１０年２月１日 石原  厳        関西：１４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    凶作と山村                      結城哀草果 

 

１５４）『山小屋』第３８号 昭和１０年３月１日 新島 章男     小屋：３８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山村秘話：飯豊、朝日のマタギたち           大島  隼 

 

１５５）『山小屋』第３９号 昭和１０年４月１日 新島 章男     小屋：３９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊、朝日のマタギたち                大島  隼 

    春の南蔵王                      島田  巌  

 

１５６）『山小屋』第４０号 昭和１０年５月１日 新島 章男     小屋：４０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    『飯豊・朝日の狩人たち』               大島  隼 

 

１５７）『山と渓谷』第３１号 昭和１０年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：２１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王山ナンセンス                   三伏万之助 

 

１５８）『登山とスキー』７月号 昭和１０年７月１日 岩崎 四郎   登山：３３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    峠（歌）                       結城哀草果 

    蔵王火口湖お釜を探るの記               安齋  徹 

    朝日岳と飯豊山                    後藤 幹次 

    初夏の蔵王山                     土医 光舟 
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    八甲田山を語る                    小笠原松次郎 

    東北地方北部の山々：岩手山・岩木山・早池峰山     上関 光三 

    栗駒山行記                      中川千代子 

    ハーフトーン 月山頂上東北面の大雪田外２７景     後藤 幹次 

      

１５９）『山小屋』第４３号 昭和１０年８月１日 新島 章男     小屋：４３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊山と太興治のこと                 大島  隼  

 

１６０）『山小屋』第４４号 昭和１０年９月１日 新島 章男     小屋：４４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    紀行：田沢湖に遊ぶ外                 井上 康文 

 

１６１）『ハイキング』昭和１０年９月２０日 第三十九号 小池利兵衛  ハ：３９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    津軽十三湖と大崩山                  長津 一郎 

    磐梯山を囲む湖沼群                  鈴木 孝侑 

 

１６２）『嶺』 昭和１０年１０月１日 丸善共済会山岳部       ３：１４７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    紀行・踏跡（奥羽の旅）                植草 彦次 

 

１６３）『登山とスキー』１０月号 昭和１０年１０月１日 岩崎 四郎 登山：３６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    越後の山の秋                     藤島  玄 

 

１６４）『山小屋』第４６号 昭和１０年１１月１日 新島 章男    小屋：４６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    随筆：山の分教場・他２編               結城哀草果 

    

１６５）『山と渓谷』第３４号 昭和１０年１１月１日 川崎 吉蔵   太田：１２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    下北半島の山と渓                   森山 昌邦 

    会津駒ケ岳と大津絵林道                矢島 市郎 
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１６６）『針葉樹』第八号 昭和１０年１１月２５日 林 俊介（一橋山岳部）４：２０３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    桧山澤入り四月の飯豊山                斎藤正治・林 俊介       

    東北地方外１２項 

    写真：四月の飯豊連峰外１２景             林  俊介 

 

１６７）『登山とスキー』１月号 昭和１１年１月１日 岩崎 四郎   登山：３９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    冬の山村に居て                    結城哀草果 

 

１６８）『山小屋』第４８号 昭和１１年１月１日 新島 章男     小屋：４８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    五色温泉のスキー発祥（歴史経過）           仁平 光雄 

    

１６９）『中央大学山岳会年報』第２号 昭和１１年１月１０日 伊藤武治 ４：３２７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    昭和１０年６月朝日連峰縦走の記事 

 

１７０）『部 報』２号  昭和１１年１月２０日 山形高等学校山岳部  １：３７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊連峰種蒔山（写真）                安齋  徹 

    吾妻の探沼行                     安齋  徹 

    三月の月山（処女踏査）                櫻井圓南男 

    三月の鳥海                      三浦 博雅 

    厳冬の船形山                     武本 守正 

    三月の吾妻                      石塚 精一 

    三月の月山合宿                    内海 武夫 

    四月の月山                      石塚 精一 

    南蔵王縦走                      赤松  弘 

    朝日連峰             渡邊貞一・中山福男・奥平  浩                         

    梅花皮澤より飯豊山登行                小菅 彰男 

    朝日紀行                       岩動 洋二 

    十月の飯豊山                     鈴木 五郎 

    船形（御所）山                    田中 秀五 
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１７１）『登山とスキー』２月号 昭和１１年２月１日 岩崎 四郎   登山：４０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    グラビア：飯豊山地地神山を前にして外１２景      安齋  徹 

    蔵王の高湯から                    黒田 米子 

    熊を狩る雪国の山郷                  安齋  徹 

    深雪を冒して熊を狩る                 安齋  徹 

 

１７２）『山小屋』第４９号 昭和１１年２月１日 新島 章男     小屋：４９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    スキーツアー・五色温泉を中心として外８編       中村 貞治 

    

１７３）『雪艇弥栄』 昭和１１年２月２５日 立上 秀二       ５：２１８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    吾妻と蔵王 東北帝大ヒュッテ写真・慶応の登高行の関連記事 

 

１７４）『登山とスキー』３月号 昭和１１年３月１日 岩崎 四郎   登山：４１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    グラビア：姥南尾根より姥が岳を望む（月山）外４景   後藤 幹次       

    蔵王を背景として                   堀  修一 

    神宮スキー大会に於ける秋田県女学生軍の活躍の跡    成田 菊一 

 

１７５）『山と渓谷』第３６号 昭和１１年３月１日 川崎 吉蔵    山渓：２４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻と蔵王                      立上 秀二 

 

１７６）『部内雑記』 昭和１１年３月 東京帝大スキー山岳部     ４：３３１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    鳥海山の記事 

 

１７７）『登山とスキー』第４月号 昭和１１年４月１日 岩崎 四郎  登山：４２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    津軽の雪                       川森 時子 

    蔵王の映画撮影隊                   堀  修一 

    鳥海山スキー登山                   畠中 善弥           
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１７８）『山』４月号 昭和１１年４月１日 石原  厳        関西：２７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵 王 山                      結城哀草果 

 

１７９）『山岳講座』 第６巻 昭和１１年４月１８日 南條初五郎ｎ    ５：９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王・吾妻の記事 

 

１８０）『登山とスキー』第５月号 昭和１１年５月１日 岩崎 四郎  登山：４３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王と五色の旅                    上田安子・中辻幹子 

 

１８１）『山と渓谷』第３７号 昭和１１年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：２５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の会津駒ヶ岳他２４編                石川 七郎 

    紀行：春の会津駒ヶ岳と尾瀬の山他１編         川崎 精雄 

 

１８２）『山小屋』第５３号 昭和１１年６月１日 新島 章男     小屋：５４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    八 幡 平                      九法好太郎 

 

１８３）『山』３月号 昭和１１年６月１日 石原  厳        関西：２９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八甲田仙人                      野上 素一 

 

１８４）『山と渓谷』第３８号 昭和１１年７月１日 川崎 吉蔵    山渓：２６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山（１）初夏の蔵王山火口湖           安齋  徹 

 

１８５）『山岳講座』 第８巻 昭和１１年７月１８日 南條初五郎    ５：１０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山・奥羽、出羽、北上              安齋  徹 

    写真：朝日・鳥海・飯豊 

 

 

 



27 

 

１８６）『記 録』第三号 昭和１１年７月１５日 今井 幸彦     ４：２３８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    昭和８年：蔵王、青木小屋、五色温泉 

    昭和９年：飯豊、船形、不忘山   

    昭和１０年：蔵王外    

 

１８７）『登山とスキー』第８月号 昭和１１年８月１日 岩崎 四郎  登山：４７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    三 井 瀑                      結城哀草果 

 

１８８）『伝 記』９月号 昭和１１年 ９月１日 安藤        ３：１２６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    最上徳内特集：日本探検史における最上徳内の地位    横山 健堂 

 

１８９）『山と渓谷』第３９号 昭和１１年９月１日 川崎 吉蔵    太田：１４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：朝日連峰の雪蝕地形             安齋  徹 

 

１９０）『山と渓谷』第４０号 昭和１１年１１月１日 川崎 吉蔵   太田：１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：紅葉の吾妻群峰               安齋  徹 

 

１９１）『山小屋』第５９号 昭和１１年１２月１日 新島 章男    小屋：６０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    積雪期高山登攀用としてのスキーの価値         安齋  徹 

 

１９２）『嶺』昭和１２年１月１日 丸善共済会山岳部         ２：１３６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王スキー行                     中野  實 

 

１９３）『山と渓谷』第４１号 昭和１２年１月１日 川崎 吉蔵    山渓：２７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王・志賀・富士山麓                 袋  葉那子 

    北股岳・北飯豊連峰他                 安齋  徹 

    東北の山（ⅳ）銀装の飯豊連峰             安齋  徹 

    八甲田山の冬季登山                  三浦 敬三 
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１９４）『山小屋』第６１号 昭和１２年２月１日 新島 章男     小屋：６２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    紀行：蔵王難行                    長谷川 透 

    

１９５）『部 報』第３号 昭和１２年２月１５日 山形高等学校山岳部  ：３３３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    雪の飯豊大日岳処女行                 安齋  徹 

    コーボルトヒュッテ閉鎖に関する説明          慶松 光雄 

    大岩澤より飯豊山頂へ外１４項             渡邊 貞一 

    編集後記第一部２４ページ第２号に掲載あり 

 

１９６）『山小屋』第６２号 昭和１２年３月１日 新島 章男     小屋：６３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    雪の仙台カゴ登り                   安齋  徹 

 

１９７）『山と渓谷』第４２号 昭和１２年３月１日 川崎 吉蔵    山渓：２８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    銀雪の殿堂・春の蔵王外１８編             大森 三郎 

    東北の山・氷雪の鳥海山                安齋  徹 

    記録：谷内平紀行（春の吾妻山火群）          大谷 昌次   

 

１９８）『山と渓谷』第４３号 昭和１２年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：２９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の飯豊山中に熊を狩る他１４編            今泉 正路 

    東北の山・吾妻山・硬雪期新コース           安齋  徹 

 

１９９）『登山とスキー』第５月号 昭和１２年５月５日 小竹  弘  登山：４９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    新緑を装う東北の山                  安齋  徹 

    蔵王山遭難捜索に関して                堀  修一 

 

２００）『山小屋』第６６号 昭和１２年７月１日 新島 章男     小屋：６７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    夏の月山                       安齋  徹 
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２０１）『山と渓谷』第４４号 昭和１２年７月１日 川崎 吉蔵    山渓：３０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・岩手山上の水郷               安齋  徹  

 

２０２）『山の空』第４号 昭和１２年 仙台高工山岳部        ４：３３５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    鎌先より南蔵王縦走外９項               三澤 達一 

    

２０３）『ハイキング』昭和１２年８月２０日 第六十二号 小池利兵衛  ハ：５９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王登山記                      広瀬  温 

 

２０４）『地理学評論』 昭和１２年９月１日 佐藤  弘       ２：１１６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王山西麓の農村他 

 

２０５）『登山とスキー』第１０月号 昭和１２年１０月１日 小竹  弘登山：５２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    南蔵王踏査調査報告                 堀  修一・登坂信雄 

 

２０６）『山小屋』第７０号 昭和１２年１１月１日 新島 章男    小屋：７１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山の歌 二、三                    結城哀草果 

 

２０７）『関西山小屋』 昭和１２年１１月１日 新島 章男      関西：４４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山の歌二・三                     結城哀草果 

 

２０８）『山と渓谷』第４６号 昭和１２年１１月１日 川崎 吉蔵   太田：１７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：奥山寺の秋色                安齋  徹 

 

２０９）『山小屋』第７１号 昭和１２年１２月１日 新島 章男    小屋：７２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    ワカンの再認識                    安齋  徹 
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２１０）『登山とスキー』１２月号 昭和１２年１２月１日 小竹  弘 登山：５４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊敗戦記                      酒井 達雄 

    雪の蔵王越峰漫談                   安齋  徹 

  

２１１）『山小屋』第７２号 昭和１３年１月１日 新島 章男     小屋：７３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    案内：鳥 海 山                   畠中 善弥 

 

２１２）『山と渓谷』第４７号 昭和１３年１月１日 川崎 吉蔵    山渓：３２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩木山の冬期登山について               三浦 敬三 

    東北の山・雪の大朝日岳                安齋  徹 

 

２１３）『霊峰蔵王は知る』針生君追悼記念集 昭和１３年１月２０日  

菊池勝之助 １：７０） 

 

２１４）『山小屋』第７３号 昭和１３年２月１日 新島 章男     小屋：７４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    樹氷の音                       植草彦次郎 

    八甲田について                    千家 哲磨 

 

２１５）『登山とスキー』第３月号 昭和１３年２月１日 池田 秀一  登山：５６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王越え雑感                     K ・ T 氏 

 

２１６）『ハイキング』昭和１３年２月２０日 第六十八号 小池利兵衛  ハ：６４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の春                       岡崎徳太郎 

 

２１７）『山小屋』第７４号 昭和１３年３月１日 新島 章男     小屋：７５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    口絵：樹氷（八甲田）                 小倉 志郎 
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２１８）『山と渓谷』第４８号 昭和１３年３月１日 川崎 吉蔵     山渓３３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    雪煙上がる八甲田他１２編               三浦 敬三 

    五色温泉から沼尻へ                  大森 三郎 

    八甲田での山友達                   関本庄三郎 

    東北の山・冬の笹谷峠と雁戸山             安齋  徹 

    俳句紀行：雪の蔵王遊記                山本 蒼天 

 

２１９）『部 報６』 昭和１３年４月３０日 岩下 三郎       ４：２１２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    記録：五色より沼尻へ外７項              栗谷   潔 

 

２２０）『』と渓谷』第４９号 昭和１３年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：３４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    残雪期の蔵王山他１６編                安齋  徹 

    東北の山・早春の蔵王山                安齋  徹 

    紀行：吾妻山群・一切経・五色沼他１編         岩崎京太郎 

 

２２１）『登山とスキー』第７月号 昭和１３年７月１日 池田 秀一  登山：５９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    夏山案内：東北の山外６景               安齋  徹 

 

２２２）『山と渓谷』第５０号 昭和１３年７月１日 川崎 吉蔵    山渓：３５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山に高山植物を訪ねて他１１編          安齋  徹 

    東北の山・秋田駒ヶ岳                 安齋  徹    

 

２２３）『山小屋』第７９号 昭和１３年８月１日 新島 章男     小屋：８０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    鳥 海 山                      畠中 善弥 

 

２２４）『登山とスキー』第８月号 昭和１３年８月１日 池田 秀一  登山：６０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北地方に於ける夏の山々               三浦 圭三 

    夏の飯豊稜線を行く                  藤島  玄   
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２２５）『わが旅の記』 昭和１３年８月１０日 吉田紋次郎      ４：５５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    羽黒山合祭殿前にて 

    出羽三山行の旅 

    『おくのほそみち』を歩む 

                            

２２６）『山の達人』昭和１３年８月２０日 高橋文太郎        １：２１４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日山麓三面村記・熊がりの日記・秋田マタギの印象 

    会津の木地屋部落（弥平四郎の部落他） 

 

２２７）『山と渓谷』第７２号 昭和１３年９月１日 川崎 吉蔵    太田：１８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：八甲田毛無岱                安齋  徹 

 

２２８）『北大山岳部年報』６号 昭和１３年９月１日 葛西 晴雄  太田：４６６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    年表：９９ページに鳥海山登山、蔵王、早池峰山記録  

 

２２９）『山小屋』第８１号 昭和１３年１０月１日 新島 章男    小屋：８２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    酸ヶ湯にて                      黒田 初子 

 

２３０）『登山とスキー』第１０月号 昭和１３年１０月１日 池田 秀一 登山：６１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山村点描                    河上 寿雄 

 

２３１）『登山とスキー』第１１月号 昭和１３年１１月１日 池田 秀一 登山：６２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    月山を行く                      結城哀草果 

 

２３２）『山と渓谷』第５２号 昭和１３年１１月１日 川崎 吉蔵   山渓：３６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    十和田・八甲田の旅                  三浦 敬三 

    紀行：秋の吾妻連峰と磐梯山他４編           川崎 精雄 
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２３３）『山小屋』第８３号 昭和１３年１２月１日 新島 章男    小屋：８４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    樹氷と霜柱                      植草彦三郎 

 

２３４）『登山とスキー』第１２月号 昭和１３年１２月１日 池田 秀一登山：６３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：白銀の殿堂外９景・蔵王山三宝荒神        矢部  〇 

    全国スキー地案内 八甲田山の印象           角田 吉夫 

    蔵王のスキー地案内                  堀  修一 

    五色の素描                      黒田 米子 

 

２３５）『山小屋』第８４号 昭和１４年１月１日 新島 章男     小屋：８５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    案内：吾妻連峰縦走                  仁科 光雄  

 

２３６）『山と渓谷』第５３号 昭和１４年１月１日 川崎 吉蔵    山渓：３７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・雪の雁戸山登り               安齋  徹 

    翠の蔵王越え                     岩崎京二郎 

    銀装の船形山について                 橋本 常治 

    紀行：信夫高湯・家形山・雪の旅他５景         石  昌子 

 

２３７）『登山とスキー』第１月号 昭和１４年１月１日 池田 秀一  登山：６４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    八甲田書信                      伊藤 孝之 

 

２３８）『登山とスキー』第２月号 昭和１４年２月１日 池田 秀一  登山：６５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：八幡平外９景                  今泉 正路 

     

２３９）『山小屋』第８６号 昭和１４年３月１日 新島 章男     小屋：８７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    口絵：八幡平にて                   今泉 正路 

    蔵王越え                       岡野敬次郎 

    八甲田写生帖より                   加藤 泰三   
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２４０）『山と渓谷』第５４号 昭和１４年３月１日 川崎 吉蔵    山渓：３８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八甲田山櫛ヶ峰の東南斜面他１４編           三浦 敬三 

    東北の山・雪季飯豊大日岳               安齋  徹 

  

２４１）『登山とスキー』第４月号 昭和１４年４月１日 池田 秀一  登山：６７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    春の八甲田山                     小島 六郎 

    春の八幡平                      加藤喜一郎 

    カメラから見た樹氷の蔵王               中井 一鶴 

 

２４２）『山小屋』第８８号 昭和１４年５月１日 新島 章男     小屋：８９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    浅い春の日々から                   結城哀草果 

 

２４３）『登山とスキー』第５号 昭和１４年５月１日 池田 秀一   登山：６８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    阿武隈高原縦走・隠れたるハイキングコース       長谷川末夫 

    東北の山を巡って（座談会）              仙台鉄道局   

 

２４４）『山と渓谷』第５５号 昭和１４年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：３９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・早春の蔵王お釜を探る            安齋  徹 

  

２４５）『登山とスキー』第６号 昭和１４年６月１日 池田 秀一   登山：６９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山を巡って（座談会）              仙台鉄道局   

 

２４６）『山と渓谷』第５６号 昭和１４年７月１日 川崎 吉蔵    山渓：４０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・回春風景・小国峡              安齋  徹 

    秋田駒ヶ岳より八幡平へ                長谷川末夫 

    紀行：吾妻連峰より磐梯山へ              並木 國衛 

    青年岩手を行く                    川崎 隆章 
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２４７）『登山とスキー』第８号 昭和１４年８月１日 平田佐太雄   登山：７１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山を巡って（座談会）              仙台鉄道局   

 

２４８）『峠』昭和１４年８月５日 深田 久弥             １：５０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    関山峠                        長塚  節 

    山の分教所                      結城哀草果 

 

２４９）『山小屋』第９２号 昭和１４年９月１日 新島 章男     小屋：９３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    口絵：九月の磐梯山、押立鉱泉から           川崎 精雄 

    熊狩りの話                      平岩 米吉 

 

２５０『山と渓谷』第５７号 昭和１４年９月１日 川崎 吉蔵    山渓：４１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・峡低の仙境『三面峡』            安齋  徹 

 

２５１）『山と渓谷』第５８号 昭和１４年１１月１日 川崎 吉蔵   山渓：４２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・月山の東普陀落を探る            安齋  徹 

    北関東の桃源郷・白川布引山・秘境会津他        長谷川末夫 

 

２５２）『山小屋』第９５号 昭和１４年１２月１日 新島 章男    小屋：９６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    八幡平遭難記                     出口  競 

 

２５３）『登山とスキー』第１２号 昭和１４年１２月１日 平田佐太雄  登山：７４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：蔵王ザンゲ坂より置賜平野を望む他６景      堀  修一 

    全国スキー場ニュース外 蔵王の場合          堀  修一 

    東北の冬山                      仙台鉄道局 
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２５４）『やまなみ』第四号 昭和１４年１２月１５日 京都帝国大学学友会スキー部  

田：４６３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：陸奥八甲田登行                 藤原 廉作 

 

２５５）『山小屋』第９６号 昭和１５年１月１日 新島 章男     小屋：９７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    羽前の山々                      上泉 秀信 

 

２５６）『山小屋』第９８号 昭和１５年３月１日 新島 章男     小屋：９９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    輪かんじき                      久保 昌二 

    東北の風土                      蔵田 延男  

 

２５７）『山と渓谷』第６０号 昭和１５年３月１日 川崎 吉蔵    山渓：４３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・雪深い羽黒山上の霊祭            安齋  徹 

    会津桧枝岐のアイについて               星  義雄  

 

２５８）『登山とスキー』第４号 昭和１５年４月１日 平田佐太雄   登山：７８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王山の雪中異変                   安齋  徹 

 

２５９）『山と渓谷』第６１号 昭和１５年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：４４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・雪崩禍                   安齋  徹 

 

２６０）『奥羽の名山』 昭和１５年６月１５日 三田尾松太郎      ２：２４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    奥羽の山岳について 

    吾妻・磐梯縦走・安達太良山・飯豊山・大朝日縦走・湯殿山・月山・八甲田 

 

２６１）『山と渓谷』第６２号 昭和１５年７月１日 川崎 吉蔵    山渓：４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・東北朝日岳黒俣澤の大雪渓を辿る       安齋  徹    
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２６２）『山と渓谷』第６３号 昭和１５年９月１日 川崎 吉蔵    山渓：４６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    南会の山岳とその地形                 安齋  徹 

    南会津熊狩り雑記                   金子 総平 

    会津駒と桧枝岐                    町田 立穂 

    日光・尾瀬・会津の山案内               中村  謙  

 

２６３）『山小屋』第１０５号 昭和１５年１０月１日 新島 章男  小屋：１０６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王の古い印象                    早坂 一郎 

 

２６４）『山小屋』第１０６号 昭和１５年１１月１日 新島 章男  小屋：１０７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    会津だより                      栗山小八郎 

 

２６５）『山と渓谷』第６４号 昭和１５年１１月１日 川崎 吉蔵   山渓：４７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・蔵王火山記                 安齋  徹 

 

２６６）『山小屋』第１０８号 昭和１６年１月１日 新島 章男   小屋：１０９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：八幡平外                    今泉 正路 

 

２６７）『登山とスキー』第１２号 昭和１６年１月１日 平田佐太雄  登山：８０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：八幡平五合目外５景               仙台鉄道局 

 

２６８）『山と渓谷』第６５号 昭和１６年１月１日 川崎 吉蔵    山渓：４８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・月山へのスキー路              安齋  徹 

    雪山東北風景・鳥海山・朝日岳             上田 徹雄 

 

２６９）『登山とスキー』第１号 昭和１６年２月１日 平田佐太雄   登山：８１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：八甲田田茂萢岳の裾を行くスキーヤー他４景   生沼 忠明 
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２７０）『霧の山稜』昭和１６年２月１２日 加藤 泰三         １：４０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王通信 

 

２７１）『山と渓谷』第６６号 昭和１６年３月１日 川崎 吉蔵    山渓：４９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・冬山の平凡な遭難              安齋  徹 

    鶴見宣信氏に物を聞く 青森５連隊の八甲田遭難他６編 

    記録：八甲田の雪煙他５編               川崎 隆章 

 

２７２）『山小屋』第１１０号 昭和１６年４月１日 新島 章男   小屋：１１２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    三月の山                       安齋  徹 

 

２７３）『山と渓谷』第６７号 昭和１６年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：５０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    阿武隈の屋根・大滝根山に新ルートを探る        長谷川末夫 

    記録：二日間の鳥海山行他４編             村崎 勝行 

 

２７４）『ハイキング』昭和１６年５月２０日 第百三号 向後  博   ハ：９３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    会津磐梯の旅                     牛島 敏子 

 

２７５）『山小屋』第１１３号 昭和１６年６月１日 新島 章男   小屋：１１４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北ところどころ                   足立 英夫 

    八幡平紀行                      馬渡  力 

 

２７６）『昭和日本名山図会』 昭和１６年６月２５日 矢野 文夫   ４：１０６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真版：鳥海山 

 

２７７）『山と渓谷』第６８号 昭和１６年７月１日 川崎 吉蔵    山渓：５１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・稲子峠から豪士峠へ             安齋  徹 

    記録：南会津朝日岳紀行他４編             川崎 隆章 
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２７８）『山小屋』第１１５号 昭和１６年８月１日 新島 章男   小屋：１１６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    磐梯山紀行                      伊沢 信平 

 

２７９）『登山とスキー』第８号 昭和１６年８月１日 平田佐太雄   登山：８４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の三山について・鳥海山・蔵王山・八幡平      平賀 文男 

 

２８０）『山小屋』第１１６号 昭和１６年９月１日 新島 章男   小屋：１１７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    秋田付近の山々                    伊藤 欣吉 

    盛岡付近の山々                    達増寛一郎 

    六角牛紀行                      関 登久他  

    秋の東大巓                      芳賀 辰治 

 

２８１）『山と渓谷』第６９号 昭和１６年９月１日 川崎 吉蔵    山渓：５２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山の湯                     安齋  徹 

    八甲田を囲む温泉郷                  三浦 敬三 

    秘境にある東北の湯場                 森山 昌邦 

    晩秋の朝日鉱泉を巡る山旅               原  全教 

 

２８２）『山小屋』第１１７号 昭和１６年１０月１日 新島 章男  小屋：１１８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

こまくさ、うすゆきそう               安齋  徹 

 

２８３）『登山とスキー』第１１号 昭和１６年１１月１日 平田佐太雄 登山：８５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    南会津の山村                     中村  謙 

 

２８４）『山と渓谷』第７０号 昭和１６年１１月１日 川崎 吉蔵   山渓：５３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    南会津沼田街道の惨状                 川崎 隆章 

    定義温泉より船形連峰縦走               長谷川末夫 
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２８５）『山小屋』第１２０号 昭和１７年１月１日 新島 章男   小屋：１２１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：五色温泉にて                  石川 輝之 

 

２８６）『登山とスキー』第１号 昭和１７年１月１日 平田佐太雄   登山：８７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    蔵王滞在記                      金子 憲夫 

    東北の錬成スキー場                  編 集 部  

 

２８７）『山と渓谷』第７１号 昭和１７年１月１日 川崎 吉蔵    山渓：５４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・東北の雪尾根                安齋  徹 

 

２８８）『山小屋』第１２１号 昭和１７年２月１日 新島 章男   小屋：１２２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    マタギ部落の印象                   石  一郎 

 

２８９）『登山とスキー』第３号 昭和１７年３月１日 平田佐太雄   登山：８８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    羽後のスキー行軍地                  編 集 部 

 

２９０）『山と渓谷』第７２号 昭和１７年３月１日 川崎 吉蔵    太田：１９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：吹雪の米坂線                安齋  徹 

    記録：春の月山スキー行                天利 文彦 

 

２９１）『山と渓谷』第７３号 昭和１７年５月１日 川崎 吉蔵    太田：２０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：山里の融雪期                安齋  徹 

    記録：春の鳥海山紀行                 鈴木 福司  

 

２９２）『登山とスキー』第７号 昭和１７年７月１日 平田佐太雄   登山：９２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    会津駒ヶ岳登山                    新倉  進 
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２９３）『山と渓谷』第７４号 昭和１７年７月１日 川崎 吉蔵    山渓：５５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・三體山の古道を辿る             安齋  徹 

 

２９４）『登山講座』 第一巻 昭和１７年７月１５日 川崎 隆章   ５：１２９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    グラヒック：飯豊のくまがり              塚本 閣治 

    造  山                       安齋  徹 

    山の歌集                       斎藤 茂吉 

    熊狩りの生活                     金子 総平 

 

２９５）『山頂 山麓』昭和１７年７月２０日 深田 久弥        ２：２７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    吹雪の八幡平・鳥海山の春 

 

２９６）『ハイキング』昭和１７年７月２０日 第百十四号 向後  博 ハ：１０２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北紀行：田沢湖より八幡平              沖  達 

 

２９７）『民間伝承』第８巻第６号 昭和１７年１０月５日 橋浦 泰雄  ３：１０６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    岩手県下における家族生活               尾河 和夫 

    奥州和賀郡諺                     飯盛紀伊智 

    会津民俗雑記                     五十嵐正巳 

 

２９８）『登山とスキー』第１１号 昭和１７年１１月１日 平田佐太雄 登山：９６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    温泉談義 （姥湯）                  岩崎京太郎 

    新秋の田代山と会津駒ケ岳               澤田 武志  

 

２９９）『山と渓谷』第７６号 昭和１７年１１月１日 川崎 吉蔵   山渓：５７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・紅葉の御所山                安齋  徹 

    檜原峠                        三澤鉄太郎 

    桧枝岐祭り                      川崎 隆章 

    安達太良縦走                     長谷川末夫 
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    越後赤谷口より飯豊山                 藤島  玄 

    記録：南会津七ヶ岳                  川崎 精雄   

 

３００）『登山とスキー』第１２号 昭和１７年１２月１日 平田佐太雄 登山：９７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    冬の八甲田                      小 斗 生 

 

３０１）『山と渓谷』第７７号 昭和１８年１月１日 川崎 吉蔵    山渓：５８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・東北の冬山                 安齋  徹 

 

３０２）『ハイキング』昭和１８年１月２０日 第百十八号 向後  博  ハ１０４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻の裏山                      佐々木喜一郎 

 

３０３）『登山とスキー』第２号 昭和１８年２月１日 平田佐太雄   登山：９９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    写真：家形山と一切経山外１景             宮田 恒雄 

 

３０４）『尾瀬と桧枝岐』 昭和１８年２月１１日 川崎 隆章 １：２４７・４：９３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    この時代の尾瀬に関するすべてが記載されている貴重本 ２冊あり。 

    尾瀬ヶ原・尾瀬を紹介した人と分・古文献と地図 

 

３０５）『徒歩旅行』 ３月号 昭和１８年３月１日 碓井 貫一     ５：４３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の春                       藤島 昌平  

 

３０６）『山と渓谷』第７８号 昭和１８年３月１日 川崎 吉蔵    山渓：５９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・雪の仙台カゴ                安齋  徹 

 

３０７）『山と渓谷』第７９号 昭和１８年５月１日 川崎 吉蔵    山渓：６０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・雪山に湯煙る銀山温泉            安齋  徹 

    蓬田岳縦走母畑鉱泉へ                 長谷川末夫 
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３０８）『山と渓谷』第８０号 昭和１８年７月１日 川崎 吉蔵    山渓６４１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・磐梯山に起きた山津波            安齋  徹 

    会津柳出より桧枝岐・尾瀬へ              茨木猪之助  

 

３０９）『日本暦学概説』 昭和１８年７月２０日 荒木 俊馬     ４：１０５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    日本の暦についての歴史が記載されている 

 

３１０）『岳』昭和１８年８月１５日 川崎 隆章            ２：５１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    御来光                        安齋  徹 

    飯豊山麓の木地小屋他３０編              山口弥一郎 

 

３１１）『山と人と生活』 昭和１８年８月２０日 高橋文太郎      ２：９５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山の生活・狩猟者・木地師・山の言葉・山の信仰・山の神秘 

 

３１２）『山と渓谷』第８１号 昭和１８年９月１日 川崎 吉蔵    太田：２１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北地方の地形と地質                 渡邊万次郎 

    東北の山ところどころ 

    東北山民の工作品                   田中喜多美 

    東北の山旅案内                    安齋  徹 

    飯豊頼母木川                     藤島  玄  

 

３１３）『山と渓谷』第８２号 昭和１８年１１月１日 川崎 吉蔵   太田：２２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：雨呼山の怪境                安齋  徹 

    

３１４）『登山とスキー』第七号 昭和１８年１２月３０日 産業報国会登山部 １：５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鞍掛山より飯豊連峰                  藤島  玄 

    飯豊奥川入長                     藤島  玄 

    飯豊山米沢越え                    藤島  玄 

     



44 

 

３１５）『山と渓谷』第８３号 昭和１９年１月１日 川崎 吉蔵    太田：２３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：八幡平・松尾鉱山              安齋  徹 

     

３１６）『山と渓谷』第８４号 昭和１９年３月１日 川崎 吉蔵    太田：２４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山：東北へのスキー行軍             安齋  徹 

    春のスキーツアー蔵王越え               編 集 部 

    紀行：鳥海山スキー行                 畠中 善弥 

 

３１７）『探 検』第５号 昭和１９年５月１日 新島 章男       ３：５８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    最上徳内の探検技術                  皆川 新作 

    幕末探検家の旅装                   赤羽 壮造 

 

３１８）『登山とスキー』第２号 昭和１９年９月１日 川崎 吉蔵  登山：１０２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    津軽の山                       金子 友次 

３１９）『登山とスキー』第４号 昭和２０年１月１日 川崎 吉蔵  登山：１０４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    岩手山展望                      中村清太郎 

 

３２０）『登山とスキー』第５号 昭和２０年３月１日 川崎 吉蔵  登山：１０５） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    面白山スキー雑記                  三浦 敬三 

 

３２１）『登山とスキー』第八号 昭和２０年４月３０日  

新潟鐵工産業報国会登山部 １：６）  

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊連峰特号・出征兵士に捧ぐ 

    新潟市より見たる飯豊本山、大日岳           藤島  玄 

    飯豊連峰登山地図                   藤島  玄 

    飯豊本山・大日岳・北股岳               藤島  玄 

    飯豊連峰を語る                    藤島  玄 

    二王子岳より飯豊本山                 藤島  玄  

    飯豊山一ノ戸口登山里程表                 同じ 
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    飯豊山赤谷口実測里程表                  同じ 

    秋の洗濯平・北股越え                   同じ 

    大日岳を巡りて 飯豊峡谷天狗沢登攀            同じ 

    牛首山・湯ヶ島下降                    同じ 

    前川遡行・烏帽子岳縦走                  同じ 

    牛ヶ首・八澤・笠掛山                   同じ 

    飯豊連峰登山文献抄                    同じ 

    飯豊連峰登山年表                     同じ  

    新雪直前飯豊行                    川崎 隆章 

    高校小林文平先生追悼                 藤島  玄 

 

３２２）『山と渓谷』第８６号 昭和２１年２月１日 川崎 吉蔵    山渓：６２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    奥の冬山                       安齋  徹 

 

３２３）『山と渓谷』第８７号 昭和２１年３月１日 川崎 吉蔵    山渓：６３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八甲田山初参見                    猪谷六合雄 

 

３２４）『山小屋』第１２６号 昭和２１年７月１日 新島 章男   小屋：１２７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    岳 妖 朝日の記事がある、鳥原の遭難         上田 徹雄 

 

３２５）『山小屋』第１２７号 昭和２１年８月１日 新島 章男   小屋：１２８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    岳 妖 朝日の記事がある、鳥原の遭難         上田 徹雄 

 

３２６）『山と渓谷』第９１号 昭和２１年７月１日 川崎 吉蔵    太田：２７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    羽前朝日岳に登る                   水田健之助 

 

３２７）『山小屋』第１２８号 昭和２１年９月１日 新島 章男   小屋：１２９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    学校山岳部のあり方                  安齋  徹 
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３２８）『山小屋』第１２９号 昭和２１年１０月１日 新島 章男  小屋：１３０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    晩秋の飯豊本山                    藤島  玄  

 

３２９）『山小屋』第１３１号 昭和２１年１２月１日 新島 章男  小屋：１３２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    樹氷林にて                      真壁  仁 

 

３３０）『山小屋』第１３２号 昭和２２年１月１日 新島 章男   小屋：１３３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    わかんじきの使用法について              勝田  

 

３３１）『山と渓谷』第９６号 昭和２２年１月１日 川崎 吉蔵    太田：３２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    雪洞実験を試して                   藤島  玄 

    蔵王山スキー合宿                   三浦 敬三 

 

３３２）『山と渓谷』第９７号 昭和２２年２月１日 川崎 吉蔵    太田：３３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王スキー合宿記                   三浦 敬三 

 

３３３）『山と渓谷』第９９号 昭和２２年４月１日 川崎 吉蔵    太田：３５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    みちのく春山                     岡田 喜秋  

 

３３４）『山小屋』第１３７号 昭和２２年６月１日 新島 章男   小屋：１３８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東大巓（短歌）                    松村 英一 

 

３３５）『山岳資料』１４号 昭和２２年６月２０日 関東山岳会   太田：４７８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行特集：飯豊連峰春の旅               峰 眞佐雄 

 

３３６）『山小屋』第１３９号 昭和２２年８月１日 新島 章男   小屋：１４０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    飯豊紀行                       前田鉄之助   
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３３７）『山と渓谷』第１０６号 昭和２２年１２月１日 川崎 吉蔵 山渓：６９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    戦後の東北スキー界                  安齋  徹 

 

３３８）『山と渓谷』第１０７号 昭和２３年１月１日 川崎 吉蔵   山渓：７０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻山群・青木小屋                  山川勇一郎 

 

３３９）『越後山岳創刊号』 昭和２３年２月５日 日本山岳会越後支部   １：１） 

     記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

早春の大日岳    昭和１７年 ３月１２日      笹原 藤七  

    高頭邸発起人会   昭和２１年１２月 ５日      青山 五郎 

    飯豊連峰スキー行  昭和１８年 ４月２５～２９    笹原 藤七 

    飯豊川をめぐる山旅 昭和 ８年 ７月３０～８月３日  佐久間惇一 

    飯豊山三県交歓会  昭和２２年            藤島  玄   

    飯豊山紀行                      北村 嘉助 

    飯豊山神社より                    神田 良重 

    飯豊山古文献                     井上 通泰 

    飯豊連峰文献抄（飯豊山関係書籍一覧表）        藤島  玄  

 

３４０）『山と渓谷』第１０９号 昭和２３年３月１日 川崎 吉蔵   山渓：７２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の越後・御神楽岳                  藤島  玄 

    船形山塊覚書                     岡田 喜秋 

 

３４１）『山小屋』第１４８号 昭和２３年５月１日 新島 章男   小屋：１４９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    作並温泉から                     渡邊 公平 

 

３４２）『越後山岳』第二号  昭和２３年９月３０日 日本山岳会越後支部 １：２） 

     記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊の初旅     昭和  年 ７月 ７～１４日   藤島  玄 

    飯豊峡谷から地神山 昭和１１年 ８月１８～２１日   佐久間惇一 

    飯豊山秋暮（二十一首）                川崎 隆章 

    飯豊山古文献（二）                新編会津風土記 

    神社明細帳・飯豊山神社より              神田 良重 
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    長者原山                       越野 修平 

    飯豊山三県交歓会                   主催山岳会 

    飯豊山交歓会手記                   藤島  玄 

    新発田１６連隊の飯豊山登山 明治４２年７月２０日入山 藤島  玄 

 

３４３）『山小屋』第１５３号 昭和２３年１０月１日 新島 章男  小屋：１５４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    北越雪譜について                   長谷川 勇 

 

３４４）『山と渓谷』第１１７号 昭和２３年１２月１日 川崎 吉蔵  太田：４３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    積雪期の朝日連峰初縦走                東大・山高山岳部 

 

３４５）『山と渓谷』第１１８号 昭和２４年１月１日 川崎 吉蔵   太田：４４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八甲田スキー生活                   佐藤  浄 

    冬の山村                       結城哀草果  

 

３４６）『山と渓谷』第１１９号 昭和２４年２月１日 川崎 吉蔵   太田：４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    冬の北上山地と外山高原                村井 正衛 

     

３４７）『山小屋』第１５８号 昭和２４年４月１日 新島 章男   小屋：１５９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    春の八甲田                      桜庭 則子 

 

３４８）『山』 昭和２４年９月１日 垣内 政彦           関西：３１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    山小屋：杁差と三面                  安齋  徹 

 

３４９）『山と渓谷』第１２５号 昭和２４年９月１日 川崎 吉蔵   太田：４８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海山が高くなる                   安齋  徹  
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３５０）『山と渓谷』第１２７号 昭和２４年１１月１日 川崎 吉蔵  太田：５０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山の湯と地質                     安齋  徹 

 

３５１）『冬山・夏山』 昭和２４年１１月１４日 渡邊 公平     ５：２１０） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    昭和６年蔵王の記事：コーボルトヒュッテの春外３９項 

 

３５２）『岳 人』第２２号 昭和２５年２月１日 伊藤 洋平      岳：２２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    越後の山                       藤島  玄 

 

３５３）『山と渓谷』第１２９号 昭和２５年２月１日 川崎 吉蔵   山渓：７８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：蔵王山の樹氷外２編               塚本 閣治  

 

３５４）『山と渓谷』第１３０号 昭和２５年３月１日 川崎 吉蔵   山渓：７９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    遭難後始末                      藤島  玄 

 

３５５）『山と渓谷』第１３１号 昭和２５年４月１日 川崎 吉蔵   太田：５２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海湖畔の怪異                    畠中 善弥 

    南会津朝日ヶ岳                    小瀧清次郎 

 

３５６）『山と渓谷』第１３４号 昭和２５年７月１日 川崎 吉蔵   太田：５３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏期登山案内：鳥海山                 畠中 善弥 

    記録：三面渓谷より以東沢を探る            伊藤  敬 

 

３５７）『山』昭和２５年１０月１日 新島 章男           関西：３３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    八甲田と奥入瀬                    棟方 志功 
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３５８）『新ハイキング』昭和２５年１１月１日 第４号 澤田 武志  ハ：１０８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    秋の磐梯山                      黒田 初子 

 

３５９）『岳 人』第３２号 昭和２５年１２月１日 伊藤 洋平     岳：３２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵 王 山                      宮下 郷治 

 

３６０）『山と渓谷』第１３９号 昭和２５年１２月１日 川崎 吉蔵  山渓：８４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王山の樹氷                     安齋  徹 

 

３６１）『ＹＳＫ』２５年合報 昭和２５年１２月３０日 白石 栄三 ３：２９４）                   

     記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    国体米沢スキー大会に参加して             白石 栄三 

 

３６２）『岳 人』第３３号 昭和２６年１月１日 伊藤 洋平      岳：３３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    輪かんじきの話                    片桐盛之助 

 

３６３）『山と渓谷』第１４１号 昭和２６年２月１日 川崎 吉蔵   山渓：８６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    雪国夜話・熊狩り・吹雪の峠越え            丹野  正 

    雪の山村・雪堀・雪道仁義               結城哀草果 

    蔵王ドッコ沼雪景                   渡邊 公平              

    深雪脱出生還実記                   藤島  玄 

    安達太良山のスキー                  宮田 恒雄  

    鳥海山国体 

 

３６４）『山と渓谷』第１４３号 昭和２６年４月１日 川崎 吉蔵   山渓：８８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：南会津朝日岳登山                川上 晃良 

    畠中善弥の経歴 

    月山の春スキー                    村井 米子 
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３６５）『山と渓谷』第１４５号 昭和２６年６月１日 川崎 吉蔵   山渓：９０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    皇太子殿下の蔵王山スキー行               

    熊に襲われた男の話                  藤島  玄 

 

３６６）『山と渓谷』第１４６号 昭和２６年７月１日 川崎 吉蔵   太田：５５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八幡平を巡る山の湯                  酒井 菊雄 

    紀行：緑の早池峰山                  水田健之助 

 

３６７）『山と渓谷』第１４６号 昭和２６年８月１日 川崎 吉蔵   太田：５６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：会津駒と桧枝岐                 小瀧清次郎  

 

３６８）『山と渓谷』第１４８号 昭和２６年９月１日 川崎 吉蔵   太田：２０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八幡平の四日間                    村井 米子 

    記録：南会津丸山岳へ                 小瀧健之助 

 

３６９）『山と渓谷』第１４９号 昭和２６年１０月１日 川崎 吉蔵  山渓：９１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：岩手山新雪（八幡平見返り峠より）他 3編     生田  匡   

    紅葉の十和田湖と八甲田山               渡邊万次郎    

 

３７０）『東北大学山の会会報』復刻第１号 昭和２６年１０月２５日  

貴家 寛而４：３３９） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    紀行：積雪期飯豊登攀                 斎川慶一郎 

    冬の飯豊登山計画                   葛西 森夫 

    夏の朝日岳登攀                    橋本 徳朗 

    夏の飯豊川（赤渋澤遡行）               橋本 徳朗           

 

３７１）『山と渓谷』第１５０号 昭和２６年１１月１日 川崎 吉蔵  太田：５８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    天狗の相撲取り場                   丹野  正 
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３７２）『岳 人』第４５号 昭和２７年１月１日 伊藤 洋平      岳：４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海山西面 第７回国体登山地             畠中 善弥 

 

３７３）『山と渓谷』第１５２号 昭和２７年１月１日 川崎 吉蔵   太田：６０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    スキーツアー案内：吾妻山               二階堂哲三 

 

３７４）『山と渓谷』第１５３号 昭和２７年２月１日 川崎 吉蔵   山渓：９２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    スキーツアー案内・鳥海山・守門岳他          畠中 善弥 

 

３７５）『岳 人』第４７号 昭和２７年３月１日 伊藤 洋平      岳：４７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    月山：山形側及び庄内側                村上勝太郎 

    鳥海山メモ                      松井久之助 

 

３７６）『山と渓谷』第１５５号 昭和２７年４月１日 川崎 吉蔵   山渓：９４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の八甲田スキー日記                 三浦 敬三 

    口絵：春の八甲田他 3編                笹森 秀雄 

     

３７７）『山と渓谷』第１５６号 昭和２７年５月１日 川崎 吉蔵   山渓：９５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    グラフィック：裏鳥海・明神澤遡行           安齋  徹 

    澤こざき（渓谷遡行技術）               藤島  玄 

 

３７８）『山と渓谷』第１５８号 昭和２７年７月１日 川崎 吉蔵   山渓：９７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏期登山案内・飯豊山主稜縦走他 1１篇         藤島  玄 

 

３７９）『山と渓谷』第１５９号 昭和２７年８月１日 川崎 吉蔵   山渓：９８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山座談会                    安齋  徹 

    夏期登山案内・鳥海山新ルート他 7篇          石山 庄一 
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３８０）『山と渓谷』第１６０号 昭和２７年９月１日 川崎 吉蔵   太田：６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：只見川遡行記・会津から桧枝岐          結城哀草果 

 

３８１）『山と渓谷』第１６１号 昭和２７年１０月１日 川崎 吉蔵  山渓：９９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海火山の地学概要                  安齋  徹 

    鳥海山座談会                    後藤幹次・後藤恵治 

    第七回国体山岳部門スケジュール            藤島  玄 

    鳥海山の熊                      畠中 善弥 

    紅葉の山旅案内・磐梯山と湖沼めぐり他 7篇       菊本 保雄 

   

３８２）『山と渓谷』第１６３号 昭和２７年１２月１日 川崎 吉蔵 山渓：１０１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：八甲田より岩木山を遠望他８篇          生田  匡 

    雪の八甲田                      関野準一郎 

          

３８３）『山と渓谷』第１６４号 昭和２８年１月１日 川崎 吉蔵  山渓：１０２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    冬の山村雑記 南会津伊南村              小瀧清次郎 

 

３８４）『山と渓谷』第１６５号 昭和２８年２月１日 川崎 吉蔵  山渓：１０３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の八甲田連峰・秩父宮様と八甲田山          村井 米子 

    スキーツアー案内・八甲田山他 9篇           丹田 正一 

 

３８５）『昭和文学全集７』 昭和２８年２月１０日 志賀 直哉    ４：１２５）                   

     記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    暗夜行路・山形 

 

３８６）『山と渓谷』第１６６号 昭和２８年４月１日 川崎 吉蔵  山渓：１０４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：鳥海山麓の春他６篇               小合 正勝 
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３８７）『山と渓谷』第１６７号 昭和２８年５月１日 川崎 吉蔵   太田：６２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    十勝岳と八甲田                    麻生 武治 

    紀行：初夏の南蔵王                  大石 真人 

    記録：以東岳と八久和川遡行              原  全教 

 

３８８）『国立公園』３９号 昭和２８年６月２５日 田村  剛士   ３：２０３） 

     記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊雑感                       石原幹市郎 

    飯豊写生行                     春日部たくす 

 

３８９）『岳 人』第６３号 昭和２８年７月１日 伊藤 洋平      岳：６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊山とその周辺                   藤島  玄 

 

３９０）『山と渓谷』第１６９号 昭和２８年７月１日 川崎 吉蔵  山渓：１０６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：岩手山より八幡平他２篇             長沢 新一 

 

３９１）『山と渓谷』第１７１号 昭和２８年９月１日 川崎 吉蔵  山渓：１０８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：雲上の月山（鳥海山より）他７篇         船越 好文 

     

３９２）『山と渓谷』第１７３号 昭和２８年１１月１日 川崎 吉蔵 山渓：１１０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    晩秋の峠歩き・八甲田山、迷ヶ平他１７篇        藤森四似子 

 

３９３）『岳 人』第６８号 昭和２８年１２月１日 伊藤 洋平     岳：６６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八甲田山の記事 

 

３９４）『山と渓谷』第１７４号 昭和２８年１２月１日 川崎 吉蔵 山渓：１１１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    なまはげ（秋田県男鹿半島】             山野好男・遠藤金二郎 
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３９５）『山と渓谷』第１７５号 昭和２９年１月１日 川崎 吉蔵  山渓：１１２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻・磐梯山・安達太良山座談会            中川  新 

 

３９６）『岳 人』第７０号 昭和２９年２月１日 伊藤 洋平      岳：６８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    高校登山部の盲点を衝く                福田 文英 

 

３９７）『山と渓谷』第１７６号 昭和２９年２月１日 川崎 吉蔵  山渓：１１３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    輪かんじきについて                  佐野 正平 

 

３９８）『岳 人』第７１号 昭和２９年３月１日 伊藤 洋平      岳：６９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春山特集：東北の春山                 宮田 恒雄 

 

３９９）『山と渓谷』第１７７号 昭和２９年３月１日 川崎 吉蔵  山渓：１１４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：八甲田スキー行他１篇              笹森 秀雄 

    二王子岳雪洞の反省と批判               佐久間惇一 

 

４００）『山と渓谷』第１７８号 昭和２９年４月１日 川崎 吉蔵  山渓：１１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：春の鳥海山他２篇                光島  督 

    越後の熊狩り                     藤島  玄 

 

４０１）『山と渓谷』第１７９号 昭和２９年５月１日 川崎 吉蔵  山渓：１１６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    月山の万年雪                     安齋  徹 

    紀行：秋田駒・乳頭連峰縦走他１篇           吉川 信市 

    菱ヶ岳スキー登山遭難事情               藤島  玄 

    鳥海山スキー登山遭難生還記              畠中 善弥  

 

４０２）『山岳講座』 第２号 昭和２９年６月３０日 川崎隆章・近藤 等５：５８） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山登山案内                   安齋  徹   



56 

 

４０３）『山と高原』第２１７号 昭和２９年７月１日 新島 章男   山高原：５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    新コース特集：安達太良山外１１編           羽賀正太郎 

 

４０４）『山と渓谷』第１８１号 昭和２９年７月１日 川崎 吉蔵   太田：６３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海山の夏スキー                   兵頭 重見 

    夏山案内：鳥海山                   畠中 善弥 

 

４０５）『山岳講座』第３号 昭和２９年７月３０日 川崎隆章・近藤 等 ５：６１） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    沢登り技術                      藤島  玄 

 

４０６）『山と渓谷』第１８３号 昭和２９年９月１日 川崎 吉蔵   太田：６５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊山大又沢遡登漂流記                加藤 勝義 

 

４０７）『山岳講座』第５号 昭和２９年９月３０日 川崎隆章・近藤 等   ５：５９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    スキーツアー地紹介 鳥海山              畠中 善弥    

 

４０８）『山と高原』第２１９号 昭和２９年１０月１日 新島 章男  山高原：７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊山塊                       森谷 周野 

 

４０９）『山と渓谷』第１８４号 昭和２９年１０月１日 川崎 吉蔵 山渓：１１８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    秋の高原ハイキング・八幡平他９篇           本間栄太郎 

    遭難者救助訓練（蔵王）                熊谷 忠治 

 

４１０）『岳 人』第７８号 昭和２９年１０月１日 伊藤 洋平     岳：７５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北朝日に登る                    村上 金吾 
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４１１）『山岳講座』第６号 昭和２９年１０月３０日 川崎隆章・近藤 等５：５９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

  大朝日岳(短歌)                    結城哀草果 

 

４１２）『山と渓谷』第１８７号 昭和３０年２月１日 川崎 吉蔵  山渓：１２１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    奥羽の雪山（短歌）                  結城哀草果 

 

４１３）『岳 人』第８２号 昭和３０年２月１日 伊藤 洋平      岳：７９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩桜：春の朝日岳で 応募紀行             曽根 匡信 

  

４１４）『ＢＥＲＵＮＩＮＡ』No７ 昭和３０年２月１０日 ベルニナ山岳会 田：６５０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：朝日連峰                  細谷 一平 

 

４１５）『山と渓谷』第１８９号 昭和３０年３月１日 川崎 吉蔵  山渓：１２３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海山高校生の遭難記事 

    スキーツアー案内・吾妻山ツアー他６篇         宮田 恒雄  

 

４１６）『山と渓谷』第１９１号 昭和３０年５月１日 川崎 吉蔵  山渓：１２４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    五月の八甲田スキーツアー               斎藤 政雄 

    吾妻山座談会                     桜庭留次郎 

 

４１７）『越後山岳』第四号 昭和３０年５月１５日 日本山岳会越後支部   １：３） 

     記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    六月の御西岳より大日岳  ６月            藤島  玄 

    高頭仁兵衛に関する記事                越後支部 

    北股岳遭難生還記                   佐久間惇一 

 

４１８）『山と高原』第２２６号 昭和３０年６月１日 新島 章男  山高原：１４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊連峰                       藤島  玄  
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４１９）『山と渓谷』第１９２号 昭和３０年６月１日 川崎 吉蔵  山渓：１２５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    浅草岳雑記                      小林 智明 

 

４２０）『岳 人』第８８号 昭和３０年８月１日 伊藤 洋平      岳：８５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    高校山岳部の諸問題について 主として遭難について    伊藤 洋平 

    山形県山岳連盟『岳連報』１号について 

 

４２１）『山と渓谷』第１９４号 昭和３０年８月１日 川崎 吉蔵  山渓：１２６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏山案内・鳥海山他６篇                本間栄太郎 

 

４２２）『越後山岳』第五号  昭和３０年８月１日 日本山岳会越後支部    １：４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊本山                       藤島  玄 

    杁差岳南望                      藤島  玄 

    小林文平君の追悼に寄せて               沼井鉄太郎 

    飯豊朝日国立公園施設計画               佐竹 恭一  

    飯豊朝日国立公園施設計画 第二輯           佐竹 恭一 

    飯豊連峰視察登山報告書                佐久間惇一 

    赤谷口より北股岳                   杉浦 英午 

    実川口より大日岳                   田辺  修 

    大石口より杁差岳                   藤島  玄 

    杁差岳植物採取紀行                  尾崎 富衛 

    杁差岳植物採取品目録                 尾崎 富衛 

    赤津山から門内岳                   五十嵐篤雄 

    早春の烏帽子山より大日岳               横山 雪男 

    長走川源流より烏帽子岳                井本  巌 

    思い出の飯豊抄                    酒井 達雄 

    岩井又沢より西朝日岳                 北村 嘉助 

    三面川本流より以東岳                 斎藤 平七 

    初冬の祝併山                     小泉 喜重 

    月山紀行                       若月 朝吉 

    飯豊山古文献                     藤島  玄 
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４２３）『山と高原』第２２９号 昭和３０年９月１日 新島 章男  山高原：１７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵写真：飯豊山塊   

 

４２４）『山と渓谷』第１９５号 昭和３０年９月１日 川崎 吉蔵   太田：６７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：南会津黒谷川遡行坪入山へ            小瀧清次郎 

 

４２５）『ＫＯＢＯＲＵＴＯコーボルト』第７号 昭和３０年９月１０日 

 山形大学山岳部 ４：３４２） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    積雪期朝穂連峰初縦走外５項 

    エズラ峰登攀外６項 

    随想：朝日雑感外３項 

 

４２６）『岳 人』第９１号 昭和３０年１１月１日 伊藤 洋平     岳：８８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    霧氷 裏岩手                     生出  匡 

 

４２７）『山と渓谷』第１９７号 昭和３０年１１月１日 川崎 吉蔵  太田：６９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    斎藤茂吉のスイス紀行文                石渡  清 

    宮城県の山を語る 

 

４２８）『岳 人』第９３号 昭和３１年１月１日 伊藤 洋平      岳：９０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    厳冬期の飯豊山                    国分 英二 

 

４２９）『山と渓谷』第１９９号 昭和３１年１月１日 川崎 吉蔵   太田：７１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：元日の鳥海山                  兵頭 重見 

 

４３０）『山と高原』第２３３号 昭和３１年２月１日 新島 章男  山高原：２１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ツアーコース案内：八甲田と蔵王連峰外         三浦 敬三 
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４３１）『山と高原』第２３４号 昭和３１年３月１日 新島 章男  山高原：２２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：４月の鳥海山外  

    春雪の八幡平                     安藤 軍治  

 

４３２）『山と渓谷』第２０２号 昭和３１年４月１日 川崎 吉蔵  山渓：１２７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春山スキー案内；月山他２編              伊藤  敞 

    八甲田の猛吹雪・梅津又四郎氏の遭難           三浦 敬三 

 

４３３）『山と渓谷』第２０３号 昭和３１年５月１日 川崎 吉蔵  山渓：１２８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王におけるクラーク氏の遭難             麻生 武治 

 

４３４）『山と渓谷』第２０５号 昭和３１年７月１日 川崎 吉蔵  山渓：１３０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏山案内：栗駒山他１１編               高橋 長行 

    紀行：朝日連峰見附川を探る他１篇           伊藤  敞 

 

４３５）『山と渓谷』第２０６号 昭和３１年８月１日 川崎 吉蔵  山渓：１３１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    地方大学山岳部 山形大学山岳部            山形大学山岳部 

 

４３６）『山と高原』第２４０号 昭和３１年９月１日 新島 章男  山高原：２６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山々の概説                   安齋  徹 

 

４３７）『山と渓谷』第２０７号 昭和３１年９月１日 川崎 吉蔵  山渓：１３２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    初秋の山旅案内・鳥海山湯の台コース他２篇       是谷  光 

    紀行：浅草岳と守門岳他２篇              長谷川末夫 

 

４３８）『山と渓谷』第２０８号 昭和３１年１０月１日 川崎 吉蔵 山渓：１３３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    坂巻温泉雑記                     安齋 徹 
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４３９）『山と高原』第２４２号 昭和３１年１１月１日 新島 章男 山高原：２８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：蔵王ザンゲ坂を登るスキーヤー          関根 栄治  

 

４４０）『山と渓谷』第２０９号 昭和３１年１１月１日 川崎 吉蔵 山渓：１３４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：南会津六十里越え他１篇             皆川 完一 

 

４４１）『岳 人』第１０４号 昭和３１年１２月１日 伊藤 洋平   岳：１０１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵  王                       山川勇一郎 

 

４４２）『山と渓谷』第２１０号 昭和３１年１２月１日 川崎 吉蔵 山渓：１３５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    絵と文：雪の飯豊連峰他                笹岡 了一 

 

４４３）『山と高原』第２４４号 昭和３２年１月１日 新島 章男  山高原：３０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ツアーコース案内：東北地方を中心にして外       田  敏雄 

 

４４４）『岳 人』第１０６号 昭和３２年２月１日 伊藤 洋平    岳：１０３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王にて：応募紀行文                 大橋 克也 

 

４４５）『岳 人』第１０７号 昭和３２年３月１日 伊藤 洋平    岳：１０４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の八幡平                      荒巻 宏政 

    吾妻安達太良縦走                   宮田 恒雄 

 

４４６）『山と渓谷』第２１３号 昭和３２年３月１日 川崎 吉蔵   太田：７６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：積雪期飯豊山大日岳牛首尾根          エーデルワイス山岳会 

    スキーツアー案内：月山 
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４４７）『登高行』第１５号  昭和３２年３月３１日 福岡 靖雄     ４：１９５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻六華クラブについて記事 

 

４４８）『山と渓谷』第２１４号 昭和３２年４月１日 川崎 吉蔵   太田：７７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰雪崩遭難捜索報告（写真有）          山形大学山岳部 

 

４４９）『岳 人』第１０９号 昭和３２年５月１日 伊藤 洋平    岳：１０６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    磐梯山・八甲田 

 

４５０）『山と高原』第２４７号 昭和３２年５月１日 新島 章男  山高原：３３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

八甲田スキーと早春の十和田湖             柳沢須佐男 

    春の五色温泉                     藤江幾太郎  

 

４５１）『山と渓谷』第２１５号 昭和３２年５月１日 川崎 吉蔵   太田：７８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：大朝日岳岩魚釣行                遠藤 豊人 

 

４５２）『山と渓谷』第２１７号 昭和３２年７月１日 川崎 吉蔵  山渓：１３７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏山案内：西吾妻より東大巓他９篇           千田 岩男 

    紀行：飯豊の主稜線他２篇               藤島  玄 

 

４５３）『山と書物』 昭和３２年７月 小林 義正           １：７５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    本の収集と言うこと 

    明治年間の山の本 

    蔵書の行方 

 

４５４）『岳 人』第１１２号 昭和３２年８月１日 伊藤 洋平    岳：１０９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八月の飯豊山紀行                   村上 金吾 
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４５５）『山と渓谷』第２１８号 昭和３２年８月１日 川崎 吉蔵  山渓：１３８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏山登山案内・鳥海山他７篇              畠中 善弥 

    十和田湖と八甲田山                  朽木田竜三 

 

４５６）『山と高原』第２５１号 昭和３２年９月１日 新島 章男  山高原：３７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏の蔵王                       深田 久弥 

    飯豊／朝日連峰                    五百沢智也  

 

４５７）『山と渓谷』第２１９号 昭和３２年９月１日 川崎 吉蔵  山渓：１３９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    初秋の山旅案内・安達太良山他３篇           深澤 達治 

      

４５８）『山と渓谷』第２２０号 昭和３２年１０月１日 川崎 吉蔵 山渓：１４０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：酸ヶ湯の秋（八甲田山）他９篇          小合 正勝 

    岳書雑記・天狗の相撲取り場（朝日連峰）        鶴田 吾郎    

 

４５９）『や ま』２号 昭和３２１０月２１日 早稲田大学山の会  太田：４７４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊山集中：小国・中津川・赤谷・徳澤・関谷・山都・実川 

    鳥海山 

 

４６０）『山と渓谷』第２２１号 昭和３２年１１月１日 川崎 吉蔵 山渓：１４１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    口絵：八幡平の秋他１０篇               佐藤  浄 

    山の湯とその付近の山々・国見温泉と国見峠（秋田駒）他 登坂 信雄 

     

４６１）『岳 人』第１１５号 昭和３２年１１月１日 伊藤 洋平   岳：１１２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻連峰縦走                     登坂 信雄 

    八幡平から岩手山へ                  村上 金吾 
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４６２）『岳 人』第１１６号 昭和３２年１２月１日 伊藤 洋平   岳：１１３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王樹氷林 コーボルト付近              中沢 義直 

    吾妻・安達太良                    足立源一郎 

 

４６３）『山と高原』第２５４号 昭和３２年１２月１日 新島 章男 山高原：４０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：八甲田にて                   風見 武秀 

 

４６４）『山と渓谷』第２２２号 昭和３２年１２月１日 川崎 吉蔵 山渓：１４２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    絵と文・新雪の飯豊連峰他               春日部たすく 

 

４６５）『岳 人』第１１７号 昭和３３年１月１日 伊藤 洋平    岳：１１４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八幡平紀行                      鈴木 美雪 

    蔵王の記事  

 

４６６）『岳 人』第１１８号 昭和３３年２月１日 伊藤 洋平    岳：１１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    スキーツアー特集：蔵王越え宮城県側から        吉野 禎蔵 

 

４６７）『山と渓谷』第２２４号 昭和３３年２月１日 川崎 吉蔵  山渓：１４４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    樹氷隋談                       安齋  徹 

 

４６８）『岳 人』第１１９号 昭和３３年３月１日 伊藤 洋平    岳：１１６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊山塊大日岳幻影の初登頂 １９５７年の記録     小林 一裕 

  

４６９）『山と渓谷』第２２５号 昭和３３年３月１日 川崎 吉蔵   山渓：１４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春山の雪代水の危険                  藤島  玄 

    スキーツアー案内・岩木山他５篇            三浦 敬三      
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４７０）『アルプ』創刊号 昭和３３年３月 久保井理津男        アル：１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    磐梯山裏                       河田  禎 

 

４７１）『岳 人：１２０号』 昭和３３年４月１日 伊藤 洋平    岳：１１７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岳界ポートレート                   後藤 幹次 

 

４７２）『岳 人：１２２号』 昭和３３年５月１日 伊藤 洋平    岳：１１８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    月山の春スキー                    梅津  博 

 

４７３）『山と渓谷』第２２７号 昭和３３年５月１日 川崎 吉蔵  山渓：１４６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ゴールデンウイークの山飯豊山             江袋 賢二 

    残雪のスキー行 鳥海山                保坂 隆司  

  

４７４）『山と渓谷』第２２８号 昭和３３年６月１日 川崎 吉蔵  山渓：１４７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北朝日連峰の沢                   伊藤  敞 

    浅草岳・鬼が面山（越後に残された岩壁）        長岡山岳会  

    秋田駒ケ岳・乳頭山縦走                保坂 隆司  

    南蔵王縦走                      渡辺  博 

 

４７５）『山と渓谷』第２２９号 昭和３３年７月１日 川崎 吉蔵  山渓：１４８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    早池峰山                       出堀 宏明 

 

４７６）『飯豊・朝日連峰』 昭和３３年７月２５日 新島章男    清野：３２０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊・朝日連峰大観 

    飯豊山の人文・朝日の人文・藪は道なり・澤は道なり 
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４７７）『獨標登高会会報 獨  標』６３号 昭和３３年８月１５日 

 往古豊秀 ３：２２０）          

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    剣岳の標高３０００mを修正              五百沢智也  

 

４７８）『山と高原』第２６３号 昭和３３年９月１日 新島 章男  山高原：４９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    秋の表蔵王                      登坂 信雄 

 

４７９）『山と高原』第２６４号 昭和３３年１０月１日 新島 章男 山高原：５０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紅葉の山旅：八甲田山とその周辺外           風間 司郎 

    六十里越え                      往古 豊秀 

 

４８０）『岳 人１２７号』 昭和３３年１１月１日 伊藤 洋平    太田：９６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    亡き友・別宮貞俊氏                  沼井鉄太郎 

 

４８１）『たかね』第１号 昭和３３年１１月１日 高嶺グループ   太田：７０９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：朝日連峰・飯豊連峰            徳橋恒男・塩塚健二郎  

 

４８２）『や ま』５号 昭和３３年１１月２０日 早稲田大学山の会 太田：４７５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    残雪期飯豊連峰縦走                  山本 道明 

 

４８３）『山と渓谷』第２３４号 昭和３３年１２月１日 川崎 吉蔵 山渓：１５１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    祝併山（朝日連峰）                  江袋 賢二 

 

４８４）『山と渓谷』第２３５号 昭和３４年１月１日 川崎 吉蔵  山渓：１５２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    厳冬期朝日連峰祝併山                 長井山岳会 

    蔵王 雪山への招待                  伊藤  敞 
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４８５）『岳 人１２９号』 昭和３４年１月１日 伊藤 洋平     太田：９８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ラッセル技術                     藤島  玄 

 

４８６）『岳 人：１３０号』 昭和３４年２月１日 伊藤 洋平    岳：１２６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の雪山特集  

    積雪期の飯豊連峰                   藤島  玄 

    積雪期の鳥海山                    畠中 善弥 

    厳冬期の朝日連峰縦走                 江袋 賢二      

 

４８７）『アルプ』第１２号 昭和３４年２月１日 久保井理津男     アル：６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    油彩：蔵王の樹氷                   三輪  孝 

 

４８８）『山と高原』第２６８号 昭和３４年２月１日 新島 章男  山高原：４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八幡平と岩手山                    村井 正衛  

 

４８９）『山と渓谷』第２３５号 昭３４年２月１日 川崎 吉蔵   山渓：１５３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八幡平 雪山への招待                 山洞 義孝 

    会津駒から会津朝日岳                 川上 晃良 

 

４９０）『ケルン』第四号 昭和３４年４月１日 山崎安治・横川文雄外   ケ：５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    一測量官の生涯（父の思い出）             柴崎 芳博 

 

４９１）山と高原』第２７０号 昭和３４年４月１日 新島 章男  山高原：５６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：安達太良山沼の平外               風見 武秀 

 

４９２）『山と渓谷』第２３９号 昭和３４年４月１日 川崎 吉蔵  山渓：１５５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ４月のガイド・浅草岳の４ルート他４篇         酒井 哲也 
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４９３）『岩と雪』第４号 昭和３４年５月２０日 川崎 吉蔵      岩雪：４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    積雪期飯豊山大日岳（水晶・蒜場・大日岳）     新潟大学山の会・山岳部 

 

４９４）『ケルンに生きる』 昭和３４年５月３０日 藤木九三・三田幸夫５：２２０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰の谷深く                   佐々木健巳 

    昭和３０年１２月山大生の遭難記事 

 

４９５）『岳 人』第１３４号 昭和３４年６月１日 伊藤 洋平    岳：１３０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊山紀行 東北の名山                藤島 敏男 

 

４９６）『山と高原』第２７２号 昭和３４年６月１日 新島 章男  山高原：５８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊・朝日連峰                    江袋 賢二 

 

４９７）『山と高原』第２７３号 昭和３４年７月１日 新島 章男  山高原：５９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：夏雲・飯豊山塊より磐梯山外           太田  潔 

 

４９８）『山と渓谷』第２４２号 昭和３４年７月１日 川崎 吉蔵  山渓：１５８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北朝日連峰縦走                   柳瀬 留治 

 

４９９）『岳 人１３５号』 昭和３４年７月１日 伊藤 洋平    太田：１００） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山野珍味・月山の清水                 村井 米子 

 

５００）『山と渓谷』第２４３号 昭和３４年８月１日 川崎 吉蔵  山渓：１５９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    オールカモシカ山行・飯豊山他６篇           沖田 虎吉         

 

５０１）『山と高原』第２７５号 昭和３４年９月１日 新島 章男  山高原：６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    日本百名山  朝日岳                 深田 久弥 
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５０２）『岳 人』第１３８号 昭和３４年１０月１日 伊藤 洋平   岳：１３４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    厳冬期清太岩尾根より朝日連峰             黒百合登高行  

 

５０３）『山と渓谷』第２４５号 昭和３４年１０月１日 川崎 吉蔵  山渓：１６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    会津朝日岳とその岩壁                 読売新聞別動隊 

    みちのく耳の旅                    石川 正夫 

 

５０４）『山と高原』第２７７号 昭和３４年１１月１日 新島 章男 山高原：６３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山と人                     片桐 英司 

 

５０５）『岩と雪』第６号 昭和３４年１１月１０日 川崎 吉蔵     岩雪：６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    南会津朝日岳合宿記録                 東雲山岳会  

 

５０６）『山と高原』第２７８号 昭和３４年１２月１日 新島 章男 山高原：５９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の人と山                     片桐 英司 

 

５０７）『山と人』４月号  昭和３４年１２月１０日 萩原  玲   ３：１６９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    活動の報告：杁差と飯豊山               遠藤長四郎 

    

５０８）『山と渓谷』第２４８号 昭和３５年１月１日 川崎 吉蔵  山渓：１６４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    グラフ・八甲田の印象他６篇              白川 義員 

 

５０９）『山と渓谷』第２４９号 昭和３５年２月１日 川崎 吉蔵  山渓：１６５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩手山周辺                      村井 正衛 
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５１０）『山と高原』第２８０号 昭和３５年２月１日 新島 章男  山高原：６５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：樹氷・八甲田外                 白川 義員 

    東北の山と人                     片桐 英司  

 

５１１）『らんたん』１８月号 昭和３５年２月２９日 土肥英夫・高橋 進３：１７３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥 海 山 

 

５１２）『続山と書物』 昭和３５年３月 小林 義正            １：７６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    羽黒・月山・湯殿三山雅集三巻  

 

５１３）『山と高原』第２８１号 昭和３５年３月１日 新島 章男  山高原：６６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王に魅せられてより                 棒葉 英治 

 

５１４）『山と渓谷』第２５０号 昭和３５年３月１日 川崎 吉蔵  山渓：１６６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    グラフ：八甲田（カラー）他５篇            白川 義員 

 

５１５）『山と渓谷』第２５２号 昭和３５年５月１日 川崎 吉蔵  山渓：１６８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    五月の飯豊連峰                    江袋 賢二 

 

５１６）『山と高原』第２８５号 昭和３５年６月１５日 新島 章男 山高原：７０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：吾妻有料道路と小富士外             太田  繁 

 

５１７）『岳 人：１４７号』 昭和３５年７月１日 伊藤  汎    岳：１４２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    剣岳山頂で発見された錫杖 明治四十年         柴崎 芳博 

 

 

 

 



71 

 

５１８）『ハイカー』第５８号 昭和３５年８月１日 山下喜一郎   ハ：１１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：吾妻スカイライン                多川 精一 

    フォットガイド 秋田駒ヶ岳と乳頭山          羽賀正太郎 

 

５１９）『ハイカー』第５９号 昭和３５年９月１日 山下喜一郎    ハ：１１６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    特集：秋のムードを楽しむ姥湯・吾妻山縦走 １８編   木下 正也 

 

５２０）『岳 人１４９号』 昭和３５年９月１日 伊藤 洋平    太田：１０７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩登りゲレンデ案内：祝併山              江袋 賢二 

 

５２１）『ＢＥＲＵＮＩＮＡ』No１０ 昭和３５年９月 ベルニナ山岳会 太田：６５２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：安達太良山                 村松  清 

 

５２２）『山と渓谷』第２５８号 昭和３５年１０月１日 川崎 吉蔵   山渓：１７３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の地形地質と温泉                 安齋  徹 

    東北の山旅・飯豊山他８篇               木下 正也 

    南会津の山々                     小滝清次郎 

    ここにこんな山が・阿武隈山脈大滝根山         古池源五郎  

 

５２３）『山と高原』第２８９号 昭和３５年１１月１日 新島 章男  山高原：７３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    日本百名山 会津駒ヶ岳                深田 久弥 

 

５２４）『岳 人：１５１号』 昭和３５年１１月１日 伊藤  汎   岳：１４６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰のクマタカ 鳥の歳時記            中西 胡堂 

    谷川岳のザイル銃撃事件 真相を語る          横浜蝸牛山岳会 

 

５２５）『岳 人：１５２号』 昭和３５年１２月１日 伊藤  汎   岳：１４７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    厳冬期飯豊連峰縦走 １９６０年１月の記録       立川 重衛 
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５２６）『アルプ』第３５号 昭和３６年１月１日 久保井理津男     アル：８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：八甲田仙人岱                  三木 慶介 

 

５２７）『山と渓谷』第２６２号 昭和３６年１月１日 川崎 吉蔵  山渓：１７６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    厳冬期飯豊連峰縦走                  江袋 賢二 

 

５２８）『山と渓谷』第２６３号 昭和３６年１月１５日 川崎 吉蔵 山渓：１７７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻山スキーツアー遭難生還              二神 明子 

    栂峰スキーツアー遭難生還記              木村重太郎 

 

５２９）『山と高原』第２９３号 昭和３６年２月１日 新島 章男  山高原：７７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：暮れゆく八甲田                 長谷川吉夫 

    日本百名山 八甲田山外                深田 久弥   

 

５３０）『山と渓谷』第２６４号 昭和３６年２月１日 川崎 吉蔵  山渓：１７８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王樹氷原写真記事 

    特選山岳スキーコース・西吾妻他８篇           

 

５３１）『山と渓谷』第２６５号 昭和３６年３月１日 川崎 吉蔵  山渓：１７９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    続・山岳スキーコース蔵王山他４篇           渡辺正臣・編集室 

 

５３２）『山と渓谷』第２６６号 昭和３６年４月１日 川崎 吉蔵  山渓：１８０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    みちのくびんぼう旅行記 （米沢）           北村 武彦 

 

５３３）『アルプ』第３９号 昭和３６年５月１日 久保井理津男    アル：１１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    月山の春スキー                    八木 健三 
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５３４）『山と渓谷』第２６７号 昭和３６年５月１日 川崎 吉蔵  山渓：１８１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    みちのくびんぼう旅行記                北村 武彦 

 

５３５）『スポーツマガジン』 昭和３６年６月２５日 池田 恒雄   ３：２０４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    越後の山、東北の山、飯豊連峰縦走外          木頭   博  

 

５３６）『山と高原』第２９９号 昭和３６年８月１日 新島 章男  山高原：８２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：安達太良山から裏磐梯を望む外          内田 耕平 

    特集：東北の山々 飯豊連峰外１２景          川俣 俊一 

    温泉ハイキング 東北地方               伊能  考 

 

５３７）『岳 人：１６２号』 昭和３６年１０月１日 伊藤  汎   岳：１５７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山を巡って                   村上 金吾 

    西吾妻の山々                     芳賀久メ治 

    鳥海山 秋田県側のコース               保坂 隆司 

    飯豊山の登路 川入り口と梶川峰            東北大学山岳部 

    東北朝日岳主集中登山                 原子燃料公社山岳部 

 

５３８）『岳 人：１６４号』 昭和３６年１２月１日 伊藤  汎   岳：１５９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王樹氷原コース                   江袋 賢二 

 

５３９）『岳 人：１６７号』 昭和３７年３月１日 伊藤  汎    岳：１６２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の吾妻連峰ツアー 西、中吾妻を巡る         登坂 信雄 

 

５４０）『東北の山』 昭和３７年６月１日 川崎吉蔵        清野：３２１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    奥会津・磐梯山・吾妻連峰・朝日連峰・飯豊連峰・八幡平・八甲田山 

    岩木山・岩手山・早池峰山・安達太良山・蔵王連峰・鳥海山 
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５４１）『山 想』５６号 昭和３７年６月１０日  

富士重工業三鷹製作所山岳部 太田：６７３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：飯豊山紀行                 川合 一嘉 

 

５４２）『十和田・八甲田・岩木山』 昭和３７年７月１日 三浦 敬三 ２：１１２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八甲田連峰・岩木山・十和田国立公園 

 

５４３）『アルプ』第５３号 昭和３７年７月１日 久保井理津男    アル：１７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    阿武隈の散歩                     田村 豊幸 

 

５４４）『岳 人』第１７２号 昭和３７年８月１日 小島 一一    岳：１６７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山岳雑誌の変遷                    斎藤 一男 

    指導員制度について                  鎌田  久 

 

５４５）『関西学生山岳連盟報告』第１２号 昭和３７年９月１０日  

宇田 宏成  ４：２６４） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北の山特集                     京都大学・神戸大学 

    東北の山について 

 

５４６）『日本山岳名著全集５』 昭和３７年９月２５日 大島 亮吉  ４：１４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    板倉が五色温泉でレポルドウインクルからスキーの指導を受ける・ 

    山と雪の日記：吾妻温泉スキー日記           板倉 勝宣 

 

５４７）『ベレー・モンターニュ』第６号 昭和３７年１０月１日  

小泉 辰夫  ３：２０７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東吾妻連峰スキーツアー 

    八甲田山の春スキー 

    四月の鳥海山を滑る 
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５４８）『岳 人：１７４号』 昭和３７年１０月１日 伊藤  汎   岳：１６９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山仕度ついて：南蔵王七ヶ宿付近            菅野 新一 

 

５４９）『岳 人：１７５号』 昭和３７年１１月１日 伊藤  汎   岳：１７０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    樹氷に恵まれた雪質 蔵王スキー場           江袋 賢二 

 

５５０）『岳 人：１７６号』 昭和３７年１２月１日 伊藤  汎   岳：１７１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ツアー案内家形山周辺 東吾妻のツアースキー      登坂 信雄  

 

５５１）『日本山岳名著全集６』 昭和３７年１２月１５日 大島亮吉外 ４：１４６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    霧の旅：出羽の山旅                  松井 幹雄 

 

５５２）『部 報』５号  昭和３８年２月２３日 日本車両山岳部  太田：６７１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：吾妻連峰の旅                川合 一嘉 

 

５５３）『岳 人：１７９号』 昭和３８年３月１日 伊藤  汎    岳：１７４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    春の鳥海山：風雪から解放された白銀の峰        畠中 善弥 

    三月の樹氷：蔵王地蔵岳                堀  修一 

 

５５４）『青 稲』８号 昭和３８年３月３１日  早稲田大学青稲会 太田：５５１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：６２年度合宿報告飯豊連峰 

 

５５５）『岳 人：１８２号』 昭和３８年６月１日 伊藤  汎    岳：１７７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：遥かなる飯豊                赤羽 忠之 

 

５５６）『山と高原』第３２２号 昭和３８年６月１日 新島 章男  山高原：８５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    十和田紀行                      中河 興一 
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５５７）『岳 人：１８３号』 昭和３８年７月１日 伊藤  汎    岳：１７８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：和賀山塊縦走 岩手・秋田県境縦走        跡部一博・蓮尾尚志 

 

５５８）『雪包香』 第３号 昭和３８年７月１５日 大盛  勉   わらじ：３２） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    記録：大朝日小屋日記・西俣沢・中俣沢初遡行      牧  恒夫 

    厳冬期の祝併山                    川崎 邦二 

 

５５９）『アルプ』第６７号 昭和３８年９月１日 久保井理津男    アル：２６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    恐山裏山道                      河田  禎 

 

５６０）『岳 人：１８６号』 昭和３８年１０月１日 伊藤  汎   岳：１８１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山特集：秋のみちのく山の良さ 

    朝日と飯豊：主としてその根拠地            登坂 信雄 

    東北の山：グループとして         仙台山想会 早坂 善治 

    史上最大の遭難：青森五連隊八甲田遭難をめぐって    伊達光太郎 

 

５６１）『山岳展望』創刊号 昭和３８年１０月１５日 山岳展望の会   ３：８０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山岳雑誌の変遷・山岳雑誌今昔             斎藤 一男 

 

５６２）『アルプ』第６９号 昭和３８年１１月１日 久保井理津男   アル：２８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の峠路                      真壁  仁 

 

５６３）『ＨＯＲＵＮ』第３号 昭和３８年１１月１日 京都ホルン山岳会 太田：５１０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩手の山と人                     安田 敏雄 

 

５６４）『岳 人：１８９号』 昭和３８年１２月１日 伊藤  汎   岳：１８２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：ふぶく鳥海：ある単独            奥村 清明 
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５６５）『たかね』第２号 昭和３８年１２月１日 高嶺グループ   太田：７１０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：朝日連峰・飯豊連峰            間島勝利・河井浩二郎       

 

５６６）『長堀堰史』 昭和３８年１月 長堀堰土地改良区      清野：６６３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    緒言・長堀堰略史・長堀堰略史『穴堰』・『穴堰工事概略』 

 

５６７）『岳 人１９１号』 昭和３９年２月１日 伊藤  汎    太田：１４６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    桧枝岐ルポ：あしなか草紙               岩科小一郎 

 

５６８）『ＯＡＣ会報』１３ 昭和３９年３月２０日 大阪山の会     太田：６２７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：東北朝日岳                 石川 清二 

 

５６９）『山と渓谷』第３０１号 昭和３９年４月１日 川崎 吉蔵  山渓：１８３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    モノクロ：八甲田春スキー・吾妻越え・至仏山の思い出   

    三月のスキーツアー 蔵王・樹氷原と主稜        江袋 賢二 

 

５７０）『岳 人：１９４号』 昭和３９年５月１日 伊藤  汎    岳：１８７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：飯豊にて・本峰より温身平へ         本山 方史 

    新潟飯豊連峰国体登山の構想              新潟県山岳協会 

    飯盛山・栂峰縦走                   長谷川末夫 

 

５７１）『アルプ』第７５号 昭和３９年５月１日 久保井理津男      アル：３４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    桧枝岐紀行拾遺                    川崎 精雄 

 

５７２）『山岳展望』第３号 昭和３９年５月１５日 山岳展望の会    ３：８２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    大朝日岳周辺の沢                   雪苞香山の会 
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５７３）『アルプ』第７６号 昭和３９年６月１日 久保井理津男    アル：３５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真・連作 飯豊連峰                 白幡 史郎 

 

５７４）『岳 人』第１９６号 昭和３９年７月１日 早坂千代夫    岳：１８８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏山特集：東北の夏山・焼石岳・早池峰山        村上 金吾 

 

５７５）『日本百名山』  昭和３９年７月２０日 深田 久弥     １：１３７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩木山・八甲田山・八幡平・岩手山・早池峰山・鳥海山・月山・朝日岳 

    蔵王山・飯豊山・吾妻山 

 

５７６）『岳 人』 昭和３９年７月   伊藤 政一         ３：３４９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行き報告（朝日連峰縦走）         

 

５７７）『雪包香』４号 昭和３９年８月１日 牧 恒夫       太田：７５４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：大朝日岳周辺の沢             

 

５７８）『東遊雑記』  昭和３９年９月１０日 大藤 時彦       ２：５３）  

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    奥羽・松前巡私記・板谷・米沢・小松・小国・高畠・山形 

 

５７９）『部 報』６号  昭和３９年９月 日本車両山岳部     太田：６７２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：飯豊山紀行                 川合 一嘉 

 

５８０）『登高行』 第１６号 昭和３９年１１月３日 山田 二郎   ４：１９６）  

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東吾妻慶応ヒュッテの火災 

 

５８１）『針葉樹』 第１３号 昭和３９年１１月１０日        ４：２０７） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    記録：北海道・東北外６項 
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５８２）『岳 人』第２０４号 昭和４０年３月１日 早坂千代夫    岳：１９５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    積雪期飯豊連峰クサイグラ尾根より大日岳        岩手大学山岳部 

 

５８３）『越後の山』 昭和４０年４月１日 川崎 吉蔵        １：２７９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真石転び沢他３編・飯豊連峰 

 

５８４）『岳 人：２０６号』 昭和４０年５月１日 伊藤  汎    岳：１９７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    五月の八幡平と鳥海山                 青海 西蔵 

 

５８５）『岳 人：２０７号』 昭和４０年６月１日 伊藤  汎    岳：１９８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    南八幡平                       村上 金吾 

 

５８６）『岳 人：２０８号』 昭和４０年６月２０日 伊藤  汎   岳：１９９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北南半 那須・吾妻                 宮田 恒雄 

    東北北半 月山・鳥海                 村上 金吾 

 

５８７）『岳 人：２０９号』 昭和４０年７月１日 伊藤  汎    岳：２００） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：飯豊山                   高城 律子 

 

５８８）『大島亮吉・登高者』昭和４０年７月３０日 安川 茂雄    １：１３４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北朝日岳に登り黒俣沢を下る 

 

５８９）『岳 人：２１０号』 昭和４０年８月１日 伊藤  汎    岳：２０１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者  

    山岳の頌：高山国                   斎藤 茂吉 

    応募紀行：初秋の吾妻連峰               羽賀 克己 
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５９０）『山書研究』４号 昭和４０年９月１日 水野  勉・小野 敏之山書：４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    登山史研究：山岳雑誌『山小屋』の変遷         斎藤 一男 

   

５９１）『山 想』６２号 昭和４０年９月１日  

富士重工業三鷹製作所山岳部 太田：６７４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：飯豊山                   長谷田茂雄 

 

５９２）『岳 人：２１２号』 昭和４０年１０月１日 伊藤  汎   岳：２０３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：回想の岩手山                羽賀 克己 

 

５９３）『東北大学山の会会報』第７号 昭和４０年１０月１日  

片桐建一郎   ４：３４０） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日連峰冬山合宿                   阿部 郁夫 

 

５９４）『岳 人：２１３号』 昭和４０年１０月１５日 伊藤  汎  岳：２０４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    １０代スキー場 蔵王スキー場  

 

５９５）『岳 人：２１４号』 昭和４０年１１月１日 伊藤  汎   岳：２０５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    雪国の仲間達：秋田の山と食物             小池  仁 

 

５９６）『磁 石』５月号 昭和４０年１２月２５日 鈴木 茂徳   ３：１６６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    国体報告：飯豊連峰：第１９回新潟国体         山口 克己 

 

５９７）『岳 人：２１６号』 昭和４１年１月１日 伊藤  汎    岳：２０７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    猫魔が岳・雄国山：裏磐梯のスキーツアー        三浦 敬三 
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５９８）『岳 人：２１８号』 昭和４１年３月１日 伊藤  汎    岳：２０９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    三月の鳥海山                     畠中 善弥 

 

５９９）『ＯＫＡＲＩＮ』１１号 昭和４１年３月 オカリナ山岳会  太田：５５８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：雨の吾妻連峰                中村直江・忠隅恭子 

 

６００）『岳 人：２２１号』 昭和４１年６月１日 伊藤  汎    岳：２１２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    北八甲田のスタッフ                  村上 金吾 

 

６０１）『岳 人：２２２号』 昭和４１年７月１日 伊藤  汎    岳：２１３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩手山から八幡平                   新妻 喜永 

 

６０２）『ＯＡＣ』会報』１３ 昭和４１年９月２０日 大阪山の会    太田：６２８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：東北朝日岳                 石川 清二 

 

６０３）『岳 人：２２６号』 昭和４１年１０月１日 伊藤  汎   岳：２１７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    秋山紀行：晩秋の八幡平                三原 洋子 

 

６０４）『岳 人：２２７号』 昭和４１年１０月２０日 伊藤  汎  岳：２１８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    蔵王スキー場用地周辺図 

 

６０５）『山岳展望』第９号 昭和４１年１２月 山岳展望の会      ３：８８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    冬の早池峰山                     池田 晴夫 

 

６０６）『山書研究』７号 昭和４１年１２月１５日 水野  勉・小野 敏之 山書：７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    剣岳の柴崎測量官の苦労                松村  寿 
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６０７記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：春の鳥海山                 齊藤 孝雄 

 

６０８）『岳 人：２３４号』 昭和４２年５月１日 伊藤  汎    岳：２２５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    北八甲田・南八甲田                  中野哲次郎 

    五月の鳥海山                     秋田高等学校山岳部 

    五月の早池峰山                    村上 金吾 

    飯豊山：胎内口                    佐藤 一栄  

 

６０９）『山と渓谷』第３４２号 昭和４２年５月１日 川崎 吉蔵   太田：８２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    連休の全国推薦の山：安達太良連峰縦走 

    グラフィック：飯豊連峰                緒形 圭介 

 

６１０）『岳 人：２３５号』 昭和４２年６月１日 伊藤  汎    岳：２２６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    下北から津軽へ                    村上 金吾 

 

６１１）『岳 人：２３６号』 昭和４２年６月２０日 伊藤  汎   岳：２２７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    田沢湖高原・裏磐梯 

 

６１２）『岳 人：２３９号』 昭和４２年８月１日 伊藤  汎    岳：２２９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：安達太良山                 大和田輝夫 

 

６１３）『岳 人：２４０号』 昭和４２年１０月１日 伊藤  汎   岳：２３１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山の達人：秋田奥山日誌                伊藤 雅義 

    私の愛蔵品                      畠中 善弥 

 

６１４）『岳 人：２４１号』 昭和４２年１０月２０日 伊藤  汎 太田：１８９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    徹底的蔵王案内                    編 集 部 
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６１５）『日本街道総覧』 昭和４２年１２月１０日 宇野 修平     １：８４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    奥州道 

 

６１６）『岳 人：２４５号』 昭和４３年２月１日 伊藤  汎    岳：２３６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    スキーツアー特集 

    蔵王・刈田：宮城県側                 高橋 二義 

    吾妻山・八甲田 

 

６１７）『岳 人：２４６号』 昭和４３年４月１日 黒河内俊夫    岳：２３７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    屏風岳・不忘山・三月の南蔵王             仙台山想会 

    応募紀行：三月の八幡平                三原 洋子 

 

６１８）『岩と雪』第１１号 昭和４３年４月２５日 川崎 吉蔵     岩雪：８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山バリエーション                雪包香山の会 

 

６１９）『雪包香』 第７号 昭和４３年５月１日 大盛  勉    わらじ：３３） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    朝日連峰の今昔                    今野 久司 

 

６２０）『岳 人：２５０号』 昭和４３年６月２０日 黒河内俊夫   岳：２４１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    紀行：八幡平：岩手山：花と池塘の旅          三原 洋子 

 

６２１）『岳 人：２５３号』 昭和４３年９月２０日 田沢 重之   岳：２４４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    夏油川を下る：焼石から経塚山を経て          村上 金吾 

    飯豊山胎内川源流１９６７年８月の記録         渓 嶺 会 

    南会津・洗戸川とその支流              市川学園山岳部 OB会 

    東北朝日岳                      木賀 加奈 
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６２２）『岳 人：２５４号』 昭和４３年１０月１日 田沢 重之   岳：２４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩手山北麓：秋の目倉清水               三原 洋子 

 

６２３）『本の手帳』 昭和４３年１０月１日 森谷  均       ２：１１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    斎藤茂吉の山（スイス ユングフラウ）         真壁  仁 

 

６２４）『一高旅行部五十年』 昭和４３年１２月１５日 一高旅行部  ４：３４７） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    吾妻の昭元山に由来記録記事 

 

６２５）『岳 人：２６１号』 昭和４４年４月１日 田沢 重之    岳：２５０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    会津朝日岳より燧岳 １９６７年４月から５月      わらじの仲間 

 

６２６）『山岳展望』第１３号 昭和４４年４月１５日 山岳展望の会   ３：９２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岩手山の沢と岩                    渥美 秀樹 

 

６２７）『山と渓谷』第３６８号 昭和４４年５月１日 川崎 吉蔵   太田：８３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊の自然                      徳永 重元 

 

６２８）『最上川』歴史と文化 昭和４４年５月２５日 原田 吉男     ４：７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    最上川歴史と文化 

 

６２９)『岳 人：２６５号』 昭和４４年７月１日 田沢 重之   太田：２１１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    やぶこぎ・その準備と計画実際まで           藤島  玄 

    木地屋のくらし                    向山 雅重 

  

６３０）『岳 人：２６８号』 昭和４４年１０月２０日 田沢 重之  岳：２５７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：会津駒の秋                 佐々万太郎 
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６３１）『山と渓谷』第３７８号 昭和４４年１１月１日 川崎 吉蔵  太田：８４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    初冬の飯豊連峰縦走                  峡彩山岳会 

 

６３２）『大島亮吉全集』 昭和４４年１２月２５日 本郷常幸・安川茂雄 １：２６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北朝日岳に登り黒股澤を下る 

    五色温泉を中心としての登山１８編 

 

６３３）『大島亮吉全集第一巻』 昭和４５年２月１５日 大島 亮吉   ２：１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北朝日岳に登り黒股澤を下る 

    五色温泉を中心としての登山１８編 

 

６３４）『岳 人：２７３号』 昭和４５年３月１日 田沢 重之    岳：２６２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

   スキーツアー裏岩手連峰                 三原 洋子 

  

６３５）『飯豊連峰』総合学術調査報告書 昭和４５年３月２０日  

山形県総合学術調査会 清野：１１）                                 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    １）飯豊の地質                    今田  正 

    ２）飯豊連峰の植物                  結城 嘉美 

    ３）飯豊連峰とその山麓開発              米地文夫・星野武雄 

 

６３６）『早池峰物語』 昭和４５年１０月６日 大迫町教育委員会  清野：４６０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    早池峰の地形・早池峰神社と妙泉寺・早池峰神楽 

 

６３７）『山書研究』１５号 昭和４５年１２月１０日 小野 敏之   山書：１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    日本山岳会の誕生と山岳の解説             武田 久吉 

 

６３８）『雪包香』１０月号 昭和４６年５月１日 雪包香同人 太田：７５８わらじ３４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：Ｙ字雪渓登行朝日の各沢の写真外         早川 輝雄 
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      ：厳冬期黒伏南壁 

    朝日紀行：エッセイ・特別寄稿・記録外 

 

６３９）『山と渓谷』第３９２号 昭和４６年５月１日 川崎 吉蔵   太田：８６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊・門内・飯豊本山                 亀田山岳会 

    朝日・以東・大朝日岳                 中条山の会 

     

６４０）『山と渓谷』第３９３号 昭和４６年６月１日 川崎 吉蔵   太田：８７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    秋田駒ヶ岳                      三川 清広 

    早池峰・鶏頭山                    瀬川 経郎 

 

６４１）『日本山岳ルーツ事典』 昭和４６年７月１日 野口恭一郎  清野：３６７） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    古代山名・山岳名解説・山形の山 

 

６４２）『十和田・八幡平』 昭和４６年７月１０日 松田  清   清野：３２３） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    プランニング・シーズン・交通・宿泊・アドバイス 

 

６４３）『岳 人：２９４号』 昭和４６年１２月１日 田沢 重之   岳：２７０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ある日あるとき 飯豊開拓のころ            藤島  玄 

 

６４４）『東北の旅』 昭和４７年 山崎 廣幹            ４：３７４） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北への誘い・東北ドライブ・東北の味 

 

６４５）『東北の旅』 昭和４７年 川崎 吉蔵           清野：３２２） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    東北への誘い・東北の味・磐梯山・会津盆地・仙台盛岡・十和田湖下北 

    秋田能代 
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６４６）『雪包香』１１月号 昭和４７年６月１日 雪包香同人     わらじ３５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：谷の史実・朝日連峰黒俣沢奥野院の瀧       早川 輝雄 

    ガイドブックにない山：神室連峰・初遡行を主として 

 

６４７）『岳 人：３０１号』 昭和４７年７月１日 田沢 重之    岳：２７５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰・出谷川流域                 雪包香山の会 

 

６４８）『岳 人：３０６号』 昭和４７年１２月１日 田沢 重之   岳：２８０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：ある冬山飯豊山にて             〇木  豊 

 

６４９）『岳 人：３０８号』 昭和４８年２月１日 田沢 重之    岳：２８２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    みちのくの秘境 朝日連峰 八久和渓谷遡行       木村喜代志 

 

６５０）『岳 人：３０９号』 昭和４８年３月１日 田沢 重之    岳：２８３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    安達太良山スキー登山推薦コース            鈴木 松三 

    応募紀行：秋田駒ケ岳・春の雪を踏んで         佐々万太郎 

 

６５１）『積雪期飯豊連峰』７０～７２年のまとめ 昭和４８年３月  

川西山の会  清野：１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    隊員紹介・行動写真 

    積雪期の飯豊連峰登行調査を終えて  川西山の会 会長 高橋 和男  

    第一次行動日程から座談会：積雪期飯豊連峰登行調査を終えて 

 

６５２）『岳 人：３１０号』 昭和４８年４月１日 田沢 重之    岳：２８４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：五月の山会津朝日岳にて           戸田  章 

 

６５３）『山と仲間』５号 昭和４８年５月１日 松島 正光       ３：６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    八甲田で食った茸                   高橋 伸行 
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６５４）『ＡＮＳＩＲＥＮ』１５月号 昭和４８年５月１日 雪包香同人 わらじ３６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ７２年夏山合宿・朝日連峰朝日川流域 

 

６５５）『雪包香』１２月号 昭和４８年５月１５日  

藤本 浩人 太田：７５９ わらじ３７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ガイドブックにない山 須金岳周辺・朝日川流域初遡行記録を主に 

     

６５６）『岳 人：３１３号』 昭和４８年７月１日 田沢 重之    岳：２８７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山村の組曲・語られざる阿武隈山地          岡田喜八・渡辺  瑛 

    応募紀行：飯豊連峰                  佐々万太郎 

 

６５７）『岳 人：３１４号』 昭和４８年８月１日 田沢 重之    岳：２８８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海山・八月のスキー                 太野 禎郎 

 

６５８）『岩と雪』第３２号 昭和４８年８月２０日 川崎 吉蔵    岩雪：２８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    岳界展望 山形大学                  高橋  照 

 

６５９）『岳 人：３１５号』 昭和４８年１０月１日 田沢 重之   岳：２９０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊・朝日の自然                   江袋 賢二 

 

６６０）『岩と雪』第３３号 昭和４８年１０月１日 川崎 吉蔵     岩雪２９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    地域別登行記録抄 ①南会津・駒―朝日山群―      佐藤  勉 

 

６６１）『六 峰』６号 昭和４８年１１月 六峰山岳会       太田：５２１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰いそぎ旅                   村杉 家隆 

    早池峰山の名花を訪ねて                村杉 家隆 
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６６２）『雪包香』１３月号 昭和４９年４月１日 藤本 浩人     わらじ３８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ガイドブックにない山 神室連峰大沢流域 

    特集：東北の岩場 

 

６６３）『登高行』 第１７号 昭和４９年７月１日 大森弘一郎    ４：１９７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    吾妻(東吾妻)山荘報告                 中条 恒三 

 

６６４）『岩と雪』第３８号 昭和４９年８月１日 川崎 吉蔵     岩雪：３３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日遭難（山商事件） 

 

６６５）『岩と雪』第３９号 昭和４９年１０月１日 川崎 吉蔵    岩雪：３４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    カラー口絵：ビジョラヒウンチュリ           山形大学山岳部 

    ビジョラヒンチュリ初登頂               山形大学山岳部 

 

６６６）『山村小記・続山村小記』 昭和４９年１０月２５日 向山 雅重１：１９０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山のわらじ・かんじき・わらじ覚書 

 

６６７）『岩と雪』 昭和５０年２月１日 川崎 吉蔵         岩雪：３６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰・障子が岳東面開拓              仙台海外登山研究会 

 

６６８）『厳冬期飯豊連峰登山報告クサイグラ尾根初登攀』 昭和５０年３月１日  

川西山の会  清野：２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    計画概要・行動記録・隊員レポート・ルート図 

 

６６９）『岳 人：３３６号』 昭和５０年６月１日 田沢 重之    岳：３１０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    特集：初夏の東北 

    東北の初夏：朝日・飯豊の残雪と新緑          江袋 賢二 

    朝日連峰のイヌワシ                  戸川 幸夫 
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    朝日連峰のメインコース                木村喜代志 

    飯豊連峰のメインコース                後藤 克祐 

    西吾妻のメインコース                 武藤 清次 

    早池峰のメインコース                 出堀 宏明 

    八甲田連峰のメインコース               松島 清吾 

  

６７０）『雪包香』１４月号 昭和５０年７月１日 藤本 浩人      わらじ３９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真：神室山麓                    菊池  弘 

    紀行：厳冬の飯豊連峰                 熊谷 正巳 

       大朝日岳との出会い               鈴木  孝 

    特集：虎毛万瀧 

    ガイドブックにない山 早池峰山バリエーション       

 

６７１）『ＫＡＣ会報』  昭和５０年７月１日 関東山岳会      太田：５６３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：みちのくの旅：西吾妻            柴田 雅郎 

 

６７２）『雪包香』１４号 昭和５０年７月１日 藤本 浩人     太田：７６０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：厳冬の飯豊連峰・大朝日岳との出会い     熊谷正巳・鈴木 孝 

                

６７３）『岳 人：３３９号』 昭和５０年９月１日 田沢 重之    岳：３１３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    黒伏山南壁 D左フェース１９７５，５月の記録      蒼山会同人 

 

６７４）『岳 人』 昭和５０年１１月９日 東京岳人倶楽部     太田：７４４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：朝日連峰の四季 大井沢診療所        竹森 謙一 

 

６７５）『岳 人：３４３号』 昭和５１年１月１日 田沢 重之    岳：３１７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北・朝日連峰荒川流域                雪包香山の会 
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６７６）『岳 人：３４５号』 昭和５１年３月１日 田沢 重之   太田：２５７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    宮城・山形境県境縦断 １９７４年３月の記録   県立酒田北高等学校山岳部 

 

６７７）『岳 人：３４９号』 昭和５１年６月１日 田沢 重之    岳：３２２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    随想：飯豊は遠く重い                 藤島  玄 

 

６７８）『岩と雪』第４９号 昭和５１年６月１日 川崎 吉蔵     岩雪：４４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    地域別研究 那須・猪苗代湖・南会津駒止湿原      坂本 知忠 

 

６７９）『岳 人：３５２号』 昭和５１年１０月１日 田沢 重之    岳：３２６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    仙台近郊の山 二口山塊                早坂 善治 

 

６８０）『岳 人：３５３号』 昭和５１年１１月１日 田沢 重之    岳：３２７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：八甲田山にて 雪の来る前          高橋 祐司 

 

６８１）『雪包香』１５月号 昭和５１年１１月３日 藤本 浩人    わらじ４０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ガイドブックにない山 朝日連峰荒川流域 

 

６８２『吾妻小屋日記』 昭和５２年２月１日 二階堂匡一朗      ５：１５９） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    吾妻小屋日記                     伊藤弥十郎 

 

６８３）『岳 人：３５７号』 昭和５２年３月１日 田沢 重之   太田：２６６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    南・北八甲田群縦走                  小宮山鉄郎 

 

６８４）『青と緑と白と』 昭和５２年４月 山形山岳会       清野：２８５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    再発刊に寄せて                    後藤 幹次 

    裏蔵王・八方澤・飯豊合宿に想う・山小屋日誌より 



92 

 

６８５）『山のはなし』 昭和５２年７月１日 五十嵐 力      清野：１０３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊青の尊と飯豊山 

    特別寄稿・藤島  玄・平田 大六他 

 

６８６）『岳 人：３６２号』 昭和５２年８月１日 田沢 重之     岳：３３５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：黒伏山南壁 Dフェース  

 

６８７）『岳 人：３６４号』 昭和５２年１０月１日 田沢 重之   岳：３３７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    青森国体 

 

６８８）『人と文学』 昭和５３年２月１５日 若山牧水・斎藤茂吉   ５：２０６） 

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    斎藤茂吉集：赤光外７項 

 

６８９）『岳 人：３７２号』 昭和５３年６月１日 田沢 重之    岳：３４５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    厳冬期八甲田連峰全山縦走               むつ山岳会 

 

６９０）『岳 人：３７３号』 昭和５３年７月１日 田沢 重之    岳：３４６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山学散歩：飯豊連峰                  五百沢智也 

 

６９１）『長堀堰史』 昭和５３年８月 長堀堰土地改良区      清野：６６４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    長堀堰略史・長堀堰の改組・圃場整備 

 

６９２）『岳 人：３７５号』 昭和５３年９月１日 田沢 重之    岳：３４８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    ツブ沼から焼石岳 東北の山稜             佐々木郁夫 

   人形石・東大巓から姥湯                武藤 清次 
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６９３）『新選復刻日本の山岳名著解題』 昭和５３年９月１日  

西堀栄三郎    ４：１５５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

   明治以前の山の本と資料                山崎 安治 

 

６９４）『岳 人：３７６号』 昭和５３年１０月１日 田沢 重之   岳：３４９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山形と鶴岡を結ぶ六十里越街道             青野 恭典 

    東北飯豊連峰北部                   五十嵐 力 

      

６９５）『岳 人：３７８号』 昭和５３年１２月１日 田沢 重之   岳：３５１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：冬の吾妻連峰縦走 昭和４８年１２月       吾妻山の会 

    

６９６）『都庁山岳部・部 報』NO１７４ 昭和５３年１２月９日  

東京都庁山岳部  太田：５８１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山行報告：月山 

 

６９７）『岳 人：３８１号』 昭和５４年３月１日 田沢 重之    岳：３５４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    記録：飯豊～安達太良スキー縦走 ７７年３月から４月  ゼヒルス山の会 

 

６９８）『厳冬期飯豊連峰完全縦走への道』五段山から大石まで １９７１～１９７８年 

              昭和５４年３月１７日 川西山の会  清野：５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真・主峰大日岳・縦走の記録 

    厳冬期飯豊連峰完全縦走への記録 

１） 記録篇・全山完全縦走の記録            清野  孝  

２） 資料編・技術報告                 清野  孝 

３） 寄稿篇・第８次サポート隊記録           新野 邦昭  

４） 終わりに 

 

６９９）『岳 人：３８５号』 昭和５４年７月１日 田沢 重之    岳：３５８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：飯豊本山                  木浪 考一 
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７００）『岳 人：３８８号』 昭和５４年１０月１日 田沢 重之   岳：３６１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山学散歩：東北の山氷河地形              五百沢智也 

 

７０１）『岳 人：３９０号』 昭和５４年１２月１日 田沢 重之   岳：３６３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    駅前広場：峠・奥羽線                 国松 俊英 

 

７０２）『岩と雪』第７１号 昭和５４年１２月１日 川崎 吉光    岩雪：６４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北・北海道の岩場巡り雑感              大内 尚樹 

 

７０３）『山の民俗史』 昭和５５年１月３１日 高須  茂       ２：６４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

   なぜ石を積むかーケルンを巡る（八甲田の雪山事件） 

 

７０４）『山』わが登頂記 昭和５５年８月２５日 吉澤 一郎    清野：１６２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

   昭和１４年頃の吾妻スキー行きの記事 

 

７０５）『岳 人』第３９９号 昭和５５年９月１日 百瀬 和男    岳：３７２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    初秋：東北の山と澤 

 

７０６）『日本登山体系北海道・東北の山』 昭和５５年９月１８日  

中森秀雄  清野：１０１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山・白神山地他１３項 

 

７０７）『天狗山の話』 昭和５５年１０月 大富 國雄       清野：２１２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    写真集・天狗山の位置・天狗山の登山コース・天狗山実話収録集 
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７０８）『新岳人講座』第５号 昭和５５年１１月１０日 真野 義人   １：７１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊連峰と朝日連峰                  藤島  玄 

    飯豊開拓の頃                     藤島  玄 

    

７０９）『岳 人：４０３号』 昭和５６年１月１日 百瀬 和男    岳：３７６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    正月の飯豊を行く ７９、１２月の記録         今野 岳志 

 

７１０）『鳥海山日記』 昭和５６年２月５日 佐藤  康      清野：１５７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海山日記：昭和２７年から３６年他 

 

７１１）『新岳人講座』第１号 昭和５６年３月１０日 真野 義人    １：７３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰八久和渓谷遡行                木村喜代志 

    宮城・山形県境尾根縦走           県立酒田北高校山岳部 

 

７１２）『雪包香』１６月号 昭和５６年６月１日 藤本 浩人     わらじ４１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

写真：ガッコ沢                    早川 輝雄 

    特集：朝日連峰三面川岩井又・ガッコ沢 

 

７１３）『岳 人：４１０号』 昭和５６年８月１日 百瀬 和男    岳：３８３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    特集：花・池塘・残雪の朝日連峰  

 

７１４）『岩と雪』第８６号 昭和５７年２月１日 川崎 吉蔵     岩雪：７９） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    黒伏山の岩場                    仙台ＲＣＣ・相沢晶一 

 

７１５）『岳 人：４１７号』 昭和５７年３月１日 百瀬 和男    岳：３９０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    朝日連峰の片隅・摩耶山周辺              木村喜代志 
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７１６）『岳 人：４２１号』 昭和５７年７月１日 百瀬 和男    岳：３９４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    新幹線で行く東北の山・吾妻連峰外           山倉 洋一 

 

７１７）『第４７回山形国体山岳競技会場地適地調査報告書』 昭和５７年９月３０日 

         清野：４４０）    

記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    調査目的・調査期間・調査内容・調査場所・調査結果・その他 

 

７１８）『岳 人：４２４号』 昭和５７年１０月１日 西山 暉大   岳：３９６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    栗子山・蔵王峰入り 

 

７１９）『日本岳連史』昭和５７年１１月３日 高橋 定昌       １：１８４） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    山形県山岳連盟史が掲載 

 

７２０）『岳 人：４２６号』 昭和５７年１２月１日 西山 暉大   岳：３９８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    応募紀行：安達太良山                 高橋 祐司 

 

７２１）『岳 人：４２８号』 昭和５８年２月１日 西山 暉大    岳：４００） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    鳥海山：風雪の間隙をぬってモンスターの山頂へ     佐藤  要 

 

７２２）『岳 人：４２９号』 昭和５８年３月１日 西山 暉大    岳：４０１） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊連峰主稜縦走                   わらじの仲間 

 

７２３）『あずま』 昭和５８年４月 県立米沢東高校山岳部     清野：２０８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    あずま：特集号の発刊について             小野 庄士 

    全国高校総合体育大会（屋久島）に参加して       甘木 由美 

    厳冬期飯豊登山の経験から               清野  孝 
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７２４）『岳 人：４３１号』 昭和５８年５月１日 西山 暉大    岳：４０３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

   朝日連峰                        佐藤  要 

   宮城蔵王左衛門沢                    熊谷  櫃 

 

７２５）『岳 人：４３３号』 昭和５８年６月１日 西山 暉大    岳：４０５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    不遇の山：阿武隈山地の南部              奥田  博     

 

７２６）『蔵王に学ぶ』 昭和５８年６月２０日 蔵王温泉子供育成会 清野：２８７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    まえがき・山を知ろう・歴史を知ろう・動物を知ろう 

 

７２７）『岳 人：４３５号』 昭和５８年８月１日 西山 暉大    岳：４０７） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    地元の山・南蔵王の愛着                深野 稔正 

 

７２８）『鳥海山登行山男のひとりごと』 昭和５８年８月１日 斎藤清吉 清野：８８） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    初めての鳥海山 

    初期のスキー登山 

    戦争直後の朝日連峰 

    鳥海国体の思い出から 

 

７２９）『日本の名山飯豊・朝日と東北の山』 昭和５８年８月２０日  

ぎょうせい清野：１９０） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山岳地理 

    朝日連峰・出羽三山 

 

７３０）『山 童』 昭和５８年１１月３０日 天童山岳会      清野：３９６） 

     記事内容と写真 投稿と撮影年           作 者・撮影者 

    記念誌発刊によせて・冬山合宿の記録・故郷の山々・年表 
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７３１）『日本の名山尾瀬と日光南会津の名山』 昭和５８年１２月２０日 

ぎょうせい清野：１９２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    東北の山岳地理 

    朝日連峰・出羽三山 

 

７３２）『岳 人：４４３号』 昭和５９年５月１日 西山 暉大    岳：４１３） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    新緑と残雪の飯豊連峰・石転び沢を登る         佐藤  要 

 

７３３）『岩と雪』第１０３号 昭和５９年６月１日 川崎 吉光    岩雪：９２） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    安達太良山・胎内岩                  渡辺 能久 

 

７３４）『岳 人：４４５号』 昭和５９年７月１日 西山 暉大    岳：４１５） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    焼石連峰縦走                     郡司 直衛 

    二ノ滝から鳥海山                   三笠喜美夫 

    大又沢～飯豊本山                   わらじの仲間 

     

７３５）『岳 人：４４６号』 昭和５９年８月１日 西山 暉大    岳：４１６） 

記事内容と写真  投稿と撮影年          作 者・撮影者 

    飯豊・浅茅・越後・上越の沢              わらじの仲間 

    良き時代の終焉：佐藤久一郎さん逝去          湯浅 道男 

    日山協とんだ遭難騒ぎ                 佐瀬  稔 

 

 昭和５９年１２月までの記録を記載した。 


