
広 告 原 稿 

  

①広告主名 

株式会社夢の友出版 

 

②著作物等のジャンル 

言語の著作物 

③著作物等の概要 

同人誌、詩歌集、自費出版、文学全集等（別添資料を参照願います。） 

 

④連絡先 

 社名  株式会社夢の友出版           担当者名  堀籠洋友 

住所  東京都新宿区白銀町6-1-812 

 TEL  03-3266-1075              FAX   03-3266-1075（電話と共通） 

 E-mail ytbizhof_sec@cf.em-net.ne.jp (編集部) 

⑤詳細 

 

弊社では、現在、『伊豆大島文学集』（仮題）の編集を進めておりますが、全220名余の著作者のうち、46名の著

作者又は著作権継承者の方の連絡先が不明です。これまでに、『文藝年鑑』『俳句年鑑』などの関係資料はもちろ

ん、わかる範囲で、版元の出版社、著作者の出身地の自治体、出身大学等への照会を行いましたが、現在まで判

明するに至っておりません。(著者名・作品名・掲載誌等の詳細は、別添の一覧表をご参照願います。) 

 

これらの著作者の文学作品は、詩歌や随筆、旅行記等すぐれたものが多く、伊豆大島にとっては誠に貴重なもの

となっており、なんとしても本書に収載したいと考えております。 

 

つきましては、何らかの手がかりだけでも結構ですので、ご存じの方は是非とも、上記連絡先にご一報ください

ますようお願いいたします。 
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*分類は小＝小説、俳＝俳句、歌＝短歌、随＝随筆・紀行記

№ 作家名 読み 没年 経過年 作品名 分類 掲載誌等 発表年 出典・版元 発行年

1 青山宣紀 あおやま　のぶのり ？ 春の伊豆大島風物37首 歌 玉葱畑春景 ポトナム社 Ｓ3

2 アレクサンドル・ワノフスキー あれくさんどるわのふすき 1967 48 火山と太陽(一部) 随 ？ S30 元々社

3 猪谷六合雄 いがや　くにお 1986 29 三原山 随 雪に生きる S61 ベースボールマガジン社

4 井手秀雄 いで　ひでお ？ 御神火 歌 去来 S12 協和書院

5 伊藤疇坪 いとう　ちゅうへい 1973 42 伊豆大島紀行10句 俳 句集芦の芽 S3 本人出版/私家版 S37

6 稲田新一 いなだ　しんいち ？ 三原山お山を越えて 詩 S12 詩と歌謡の社

7 井上苔渓 いのうえ　たいけい ？ 大島遊草（中） 歌 冬柏4巻5号 S8

8 岩津資雄 いわつ　もとお 1992 23 伊豆大島 歌 S11
〃 いわつ　もとお 1992 23 事に触れて 歌 槻の木会 S14

9 上村占魚 うえむら　せんぎょ 1996 19 御神火 随 遠い島はるかな岬/浪漫 S48

10 宇澤甚吾 うざわ　じんご？ ？ 大島旅情の歌 歌 いづかし15号 S7

11 浦邊田鶴子 うらべ　たづこ？ ？ 島々を行く（三） 歌 冬柏10月号 Ｓ13

12 岡崎よね子 おかざき　よねこ ？ 下田と大島 歌 冬柏4巻6号 S8

13 尾形誠哉 おがた　せいや ？ 伊豆大島に遊ぶ 歌 尾形誠哉歌集徐行 S36 日本文芸社

14 岡部二葉 おかべ　ふたば 不明 伊豆大島 俳 句集林相/さいかち叢書 S31

15 加藤かけい かとう　かけい 1983 32 三原山9句 俳 浄瑠璃寺句集 S12 新日本出版 S22

16 加畑吉男 かばた　よしお 1971 44 三原山 俳 句集而立以後 S39 吉男第二句集刊行委員会 Ｓ50

17 川路英介 かわじ　えいすけ　 ？ 歌謡集別れ出舟 詩 S11 チップトップ社

18 小唄勝太郎 こうた　かつたろう 1976 39 御神火大島 随 S36 編集出版社不詳

19 坂田伸宏 さかた　のぶひろ？ ？ 大島・下田等百首 歌 いづかし７号 S7

20 島田一夫 しまだ　かずお？ ？ 大島・下田等百首 歌 いづかし7号 S7

21 白木楓葉 しろき　ふうよう ？ 島の便り 詩 S11 岐阜民謡社出版部
〃 しろき　ふうよう ？ 街の哀唱　 詩 S11 岐阜民謡社出版部

22 杉田鶴子 すぎた　つるこ ？ 伊豆大島 歌 歌集菩提樹　 S15 相模書房

23 鈴岡俊夫　 すずおか　としお ？ 伊豆大島 歌 初出歌集冬渚 S26 新星書房 S36

24 東郷久義 とうごう　ひさよし ？ 伊豆大島 歌 歌集海紅 S5 水甕社 S23

25 富永貢 とみなが　みつぎ 1995 20 伊豆大島 歌 歌集山の砂 S32 新星書房

26 中井克比古 なかい　かつひこ 1978 37 伊豆大島７首 歌 歌集やり梅 S6 墨水書房 S15

27 中野菊夫 なかの　きくお 2001 14 伊豆大島 歌 処女歌集丹青 S18 四季救護会出版部 S56

28 中村孝 なかむら　たかし ？ 伊豆大島 歌 中村孝歌集 S9 中村シヅコ S18

29 西川定子 にしかわ　さだこ？　 ？ 大島行 歌 朝光 S14 あさひこ短歌会 S23

30 羽方輝治 はかた　てるじ ？ 三原山ゆき 歌 筑波嶺歌集/東電短歌会 S11

31 パールバック ぱるばっく 1973 42 火山の島・大島の椿 小 アメリカ椿協会年鑑 S36

32 不二井滋　 ふじい　しげる ？ 三原山にて 詩 不二井滋詩集アルバム S11 私家版

33 藤川東瑛 ふじかわ　とうえい ？ 伊豆大島 歌 歌集音渓 S11 香蘭詩社 S17

34 藤田晋一 ふじた　しんいち ？ 伊豆大島行 歌 歌集街の切符 S8 白帝書房

35 藤森さと ふじもり　さと 2013 2 伊豆三原山登山 歌 椎の実 S12 カトリック中央書院

36 三浦木二 みうら　 1971 44 木二作6句 俳 椿春秋 S40 地球出版

37 村松ちゑ子 むらまつ　ちえこ ？ 大島ゆき 小 モダン都市文学「観光と乗物」 S7 平凡社 Ｈ2

38 望月春江 もちづき　しゅんこう 1979 36 波浮の春7首 歌 美之国7巻6号 S6

39 モーリスデコプラ もりすでこぷら 1973 42 椿のマドンナ 小 改造 S9

40 矢吹弘史 やぶき　ひろし ？ 伊豆大島5首 歌 歌集四季の太陽 S6 蒼穹社 S16

41 山内和弘 やまうち　かずひろ 2009 6 島めぐり 随 御神火大島 S36 編集出版社不詳

42 山田百合子 やまだ　ゆりこ 1995 20 伊豆大島行の船上より寄書を賜ふ　 歌 野路 S16 勁草社

43 吉田静代 よした　しずよ 1992 23 ひとつの流れ 随 T4 光風社書店 S52

44 吉田正俊 よしだ　まさとし 1993 22 伊豆大島 歌 吉田正俊全歌集 T14 札幌青磁社 S21
〃 よしだ　まさとし 1993 22 朱花片 歌 吉田正俊全歌集 ？ 札幌青磁社 S21

45 雷石楡 らい　？ 1996 19 三原山繁昌 歌 詩集沙漠の歌 前奏社 S10

46 渡邊寛 わたなべ　かん ― 大島紀行 小 日本浪漫派4月号 S11
*空欄は不明の部分です。

◆『伊豆大島文学集』（仮題）連絡先不明の著作者一覧


