
東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1925/11/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 委員

1 編集 巻頭一信 熊谷太市 時/懐旧の情/団結の力/発表機関

2 詩歌 偶感 夏山繁村 〔夏山繁村＝関口先生(拠：艮陵第26号)〕

3～5 散文 Eine Bitte an die Jugend G.F. 〔GF＝布施先生(拠：艮陵第26号)〕

5～10 随筆等 山への愛着 中村兩造 日本アルプス/仁

10～28 随筆等 北支那遊記 高橋秀吾
朝鮮/奉天/長春/上海/ハルピン/大連/日華同仁病
院/同仁会/済南同仁病院/旅順/天津/北京

28 散文 筆沫 及川周 没常識/科学/アメーバ

29～31 随筆等 魂寥 隈合多逸 生命/魂

31～33 随筆等 芸術と環境 佐久間正一 実感/リアリティ/実生活/愛

34 散文 猥解 渡邊無明 親爺/遺言/家内

35～40 消息 消息

荒清/雑誌部/在京同窓会/稲葉龍三郎/艮陵会東京
支部会/小林専一/佐々木敏/高田蒔/澁谷正孝/須
田春男/佐々虎雄/内藤勝/佐藤邦雄/佐藤純一郎/
雑誌部/東北医学会支部/愛知医科大学/東京市療
養所

40～43 学術（医史） 昔の医学(和蘭内景医範提網鈔) 委員 神経/霊液/痱/癇/疼痛/不寐の症/睡眠/酒

44～46 随筆等 寿陵余子 他異痴 純情/物質欲/金

46～48 随筆等 美談の正体 松尾春雄 節約/綿衣/為政者/拝金主義/人民百姓

48～49 詩歌 南満旅中詠 村山行日 〔村山行日＝細谷助教授(拠：艮陵第26号)〕

49～51 詩歌 夏去秋来鈔 獏人

51 詩歌 夜の讃歌〔メリケ『夜の讃歌』より〕
メリケ（訳＝海輪利
光)

表題・巻号 備考

魂寥　創刊号 (編輯：熊谷太市）
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1925/11/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

52～53 学内報（部報） 学校たより　聞信会につきて 岩本正樹 法然/親鸞/蓮如/御一代記聞書

53～55 学内報（部報） 学校たより　集会所便り 大山七三郎 オバンチャン/十ヶ年勤続

55～56 学内報（部報） 学校たより　集会所内卓球部 長倉喜佐久 ピンポン/おばんちゃん

56～57 学内報（部報） 学校たより　競技部報 村上三郎 練兵場/対学部運動会

57 学内報（部報） 学校たより　野球部々報 佐藤千三郎 衰微/スポンヂ

58～59 学内報（部報） 学校たより　弓道部報 大友寧 精神陶冶/阿波研三

59～60 学内報（部報） 学校たより　蹴球部報 委員 集団/“野球の衰退”/“蹴球の繁栄”

60～62 学内報（部報） 学校たより　短歌会 高橋源二/松岡茂

医学部短歌会詠草鈔/飯島誠司/一見赳夫/細谷雄
二/渡邊武雄/横田義雄/高橋源二/高橋勝衛/大山
七三郎/熊谷太市/前島量一/松岡茂/深味三郎/荒
蒔義秀/遊佐良雄/宮本忠孝/引地義男

詩歌を含む。

63 学内報（部報） 学校たより　北溟会 高橋源二 琴古流尺八/邦楽

63～67 学内報 学校たより　学生自治会に就て 委員 〔雑誌部の誕生〕/自治会とは/医学部学生自治会/

67 学内報
学校たより　自治会々計報告(大正14年9月18
日調)

67～69 学内報 学校たより　雑誌部便り 熊谷太市
魂寥/〔予算の限界〕/先輩と後輩との連絡/おばん
ちゃん

69～72 学内報 学校たより　職員消息(大正14年4～9月) 委員

73～96 学内報 学校たより　会員名簿(大正14年10月現在)

97 学内報 学校たより　艮陵会大正十四年度役員

98～99 編集 編輯後記 熊谷太市 壱銭五厘

表題・巻号 備考

魂寥　創刊号 (編輯：熊谷太市）
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1926/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭の辞 佐久間正一
師弟の情義/先輩後輩の連鎖/各自の人生観/思想
の発表機関

2 編集 艮陵の意義に就いて 委員 “「艮」の漢字の意味”

2～6 随筆等 魂寥 隈合多逸 性/両性/妻

6～11 学内報 学生自治会に就いて 高橋秀吾
学生自治会の必要性/古本売買/辛酉会/雨傘貸出/
会費値上/自治会総会

12～13 学内報
学生自治会会計報告(大正14年9月18日以降大
正15年10月18日調)

津田

13～18 論説
社会生活に於ける医学の効用－社会的進歩の
促進への医学の参与について－

安部弘毅

学問的方面(生命に関しての科学的研究)/実際的方
面(生活の科学的統制)/事物の相関関係/現代の資
本主義化/現代への呪詛/過去への憧憬/社会的進
歩/科学の社会性

18～21 随筆等 凡夫医者 岩本正樹 不親切/名利/“自省”

22～26 創作 銀貨 山葉行日

26～33 随筆等 山だより 一見赳夫 “紀行＋詩歌”/松本/穂高岳/“事故”/行方不明

33～38 随筆等 松葉ぼたん 悪太郎 森の都/快楽/宗教 (途中欠)

38～41 随筆等 「黄金」と「頭がち地像」の由来 佐藤生 牛若丸/刈田岳

41～45 散文 おけらが鳴く 高木檠二 田舎/快男子

45～48 随筆等 音楽の為に SM生 学都/音楽熱/オーケストラ

48～50 創作 秋 佐藤薫 たましひ/心の落着

51～66 随筆等 ある手帳の楽書 三太郎 敷島/“授業中の落書”/悪太郎/チャンチュー

66～71 随筆等 艮陵会東京見学旅行記
記録係(委員佐久
間)

東大鉄門クラブ/森の都/正宗/北里柴三郎/東都見
物

71～72 散文 働秋 吉田松一

73 詩歌 文殻を焚く 山村周

表題・巻号 備考

艮陵　第貳号 （編輯：佐久間正一）

172



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1926/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

73～77 詩歌 短歌会詠草鈔

飯島誠司/井上俊二郎/濱田英吾/細谷雄二/大山七
三郎/渡邊武雄/横田茂雄/高橋源二/高橋勝衛/熊
谷太市/黒田理/前島量一/松岡茂/深味三郎/赤沼
茂芳/荒井浩治/志賀信一

77～78 詩歌 夏の頃 佐久間正一

78 詩歌 秋 順

78～79 詩歌 ゆくところ 冬野篁

79～80 詩歌 閼伽汲みて 鈴木直吉

80～81 詩歌 白窓を払ひて 櫻田正雄

81～82 詩歌 小久保平の秋 高木檠二

82～83 詩歌 春の灯 秋無草

83 詩歌 路次 木村圭一

83～84 詩歌 輪廻一鈔 獏人

85～86 消息 〔下記のほか4名〕

佐藤虎雄/澁谷正孝（愛知医科大学事務室）/講師/
施療寄付ベッド/小林専一（麹町病院）/中村両造（北
鮮にて）/岡崎克己（東北帝大理学部生物学教室勤
務助教授）/荒清/見舞状/母校

87～88
学内報（学内報（医
局））

医局たより　加藤内科便り 一医局員
〔医局の研究〕/〔医局同人間の空気〕/〔医局の年中
行事〕

88～90
学内報（学内報（医
局））

医局たより　産婦人科便り 引地 走馬燈/産婦人科/〔医局生活の洗礼〕

90～91
学内報（学内報（医
局））

医局たより　関口外科便り 漂人生 外科/〔他大学の医局との争奪戦〕

91
学内報（学内報（医
局））

医局たより　精神科便り 小峰記 精神分析学/教員の移動

92～93 学内報(部報） 学校たより　北溟会 高橋源二 尺八/琴古流/合同演奏会

93 学内報(部報） 学校たより　集会所便り 委員 学生会館/オバチャン

93～94 学内報(部報） 学校たより　庭球部 委員 世界的スポーツ/東京帝大鉄門クラブ

表題・巻号 備考

艮陵　第貳号 （編輯：佐久間正一）

173



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1926/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

95 学内報(部報） 学校たより　陸上競技部 村上 東京鉄門クラブ/〔対抗戦〕/秋季大会

95～96 学内報(部報） 学校たより　弓道部 大友
健康診断/テニスコート/柔剣道道場/陸上競技場/大
弓道場/国家の為

97 学内報(部報） 学校たより　柔道部 加藤 北海道遠征

97～98 学内報(部報） 学校たより　剣道部 若山雅三 武徳殿道場/早大剣道部選手武者修行/他流試合

98～99 学内報(部報） 学校たより　卓球部 佐藤
〔コートの確保に関する苦労〕/オリンピック/国際競技
/神宮競技

99 学内報(部報） 学校たより　蹴球部及籠球部 委員 〔鉄門クラブの来襲〕

99 学内報 学校たより　医学部卒業生送別会 学生会館/オデン屋

99～101 学内報(部報） 学校たより　雑誌部 佐久間
〔雑誌編集と経費問題〕/艮陵会設立当時意義(黒川
文学士)/〔東北帝大の時世への遅れ(新聞がない
等)〕

101～107 学内報
学校たより　職員消息(大正14年10月～15年9
月)

108～135 学内報 学校たより　会員名簿

136～137 学内報 学校たより　艮陵会大正十五年度役員

138～139 編集 編輯後記
〔医局便りの記載〕/木下杢太郎(新任)/〔柔道場・剣
道場・集会所の新築〕

編集 自治会販売部 〔学生・医局員の為に売店設立(学生会館内)〕

表題・巻号 備考

艮陵　第貳号 （編輯：佐久間正一）
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1927/11/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔巻頭言〕癇症 牛山活套

編集 〔版画〕艮陵学舎 古寺金剛

1～24 論説 日本文明の未来 太田正雄

新仮名使(文部省臨時国語調査会)/上田萬年/歴史
的伝統的日本の文章/ラテン語教育/デクレ/古典教
育の復興/国民思想/支那文明/東洋文明/〔東西文
明の接触〕/〔世界文明史〕/〔日本独創の文明と模
倣〕/文明の源泉

25～30 論説 生活と生存の意義 岩本正樹 慈善病院/名利心/親鸞上人/仏法/法然上人

31～38 論説 抒情詩の展開と短歌の本質 高橋勝衛 文字芸術/合唱/韻律/音数

38～42 随筆等 子犬を伴れて 磯崎宗一郎 芥川/〔強者と弱者〕

43～52 随筆等 牡鹿の夏 高橋源二
大崎耕土/桂林山禅昌寺/石巻/日和山神社/長濱海
水浴場/伊原津温泉/箱崎八幡宮/流燈会/萬石浦/
金華山軌道/女川港

53～57 随筆等 杜の都仙台の散歩 林喬 大仙台/遠藤庸治/見返りの柳/

57～62 創作 おとよ 佐藤馨 日かげもの/〔母の死〕

63～67 創作 臨終の町 荒井光治 軽便鉄道/老婆/〔息子の死〕

67～72 創作 三つの音信 高木檠二 肋膜炎

72～76 創作 雨のY橋 藤井敬三 労働/工場の閉鎖

76～79 創作 初めの一節 山村周 落雷

79～85 創作 弱さ 米谷正人 百合/白蛇/情熱の炎

85～88 創作 胸に挿れた花 古関三郎 ストライキ

88～90 詩歌 とむらひの歌〔「K多恵子」より〕
宮本忠孝（Tみやも
と）

91 詩歌 春雑詠 一見赳夫

表題・巻号 備考

艮陵　第三号 編輯：高橋源二
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1927/11/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

91～92 詩歌 会津羇旅 赤沼茂芳

93～94 詩歌 北陵雑詠 高橋源二

94～95 詩歌 夏より秋へ 藤井敬三

95～100 詩歌 二十四人集－短歌会詠草－

一見赳夫/飯島誠司/井上俊二郎/石田吉次/細谷雄
二/大西益太郎/岡田武夫/大野盛三/渡辺貞助/横
田義雄/高橋源二/高橋勝衛/田島吉郎/熊谷太市/
黒田理/前島量一/松岡茂/藤田敏彦/赤沼茂芳/荒
井光治/坂牧龍二郎/遊佐良夫/志賀都一/鈴木直吉

101～103 詩歌 医学生の詩より 吉田松一

103～104 詩歌 詩三篇(葉月の朝)
吉田序孝（のぶた
か・よしだ）

104～105 詩歌 山房残夢 獏人

105～106 詩歌 窓の小春 木村小太郎

106 詩歌 落葉松 畠山是好

107～110 創作 影 志野武 活動/金色夜叉/変態性欲者

110～113 随筆等 作麼生〔そもさん〕 高木檠二 〔関東大震災〕/ポリクリ/原阿佐緒

113～118 随筆等 産泊室たより 委員 陣痛/人工破水/初産/産声

118～123 編集 原稿募集に就いて 委員 教授/催促校正

123 編集 佐藤教授御令室の訃

123 編集 会員訃

123 編集 故引地孝二君を思ふ 肺炎/肺壊疽/競技部

124～131 学内報 学生自治会について 木田清吉
古本仲介部/販売部/集会所/学生委員会/学資融通
/貸傘

表題・巻号 備考

艮陵　第三号 編輯：高橋源二
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1927/11/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

132～134 学内報 学生自治会販売部売上報告 長尾資貞（委員）

134 学内報 学生自治会会計報告 高橋源二（委員）

135～136 学内報 東北帝国大学医学部学生自治会会則

6ノ1～2 消息 台湾だより
杉山九一（台湾総
督府台北医学専門
学校内）

総合大学/脳力労働者/筋力労働者

6ノ3～4 消息 釣スポーツ 荒清 山川内科/診療/釣道楽

6ノ5 消息 山形学長訓示の要旨筆記 東北農科大学大学予科/ドイツ語/ラテン語

6ノ4～6 消息 〔その他〕

遠藤浩治（町立志津川病院内）/寺坂源雄/坂田憲/
小林専一（東京帝大医学部薬物学教室・麹町病院）/
澁谷正孝（愛知医科大学事務室）/高田蒔（バイエ
ル・マイステルルヲス薬品合名会社）/稲葉龍三郎
（室蘭市立病院）/森田幸門/川北又十郎/斎藤次太
右衛門/相澤斎治（宇都宮市立病院内）

6ノ7～8 学内報(部報） 部報一束　総務部 各部委員
艮陵会の収入額/日本大学医学科/北海道帝大医学
部/大阪医科大学/東京帝大鉄門倶楽部

6ノ8～9 学内報(部報） 部報一束　短歌会便り 生命具足/生命の深所/純文学的同好会

6ノ9 学内報(部報） 部報一束　萬葉集研究会 艮陵短歌部/山田孝雄（法文学部教授）

6ノ9～10 学内報(部報） 部報一束　絵画部 絵画展覧会/生命の躍動

6ノ10～13 学内報(部報） 部報一束　音楽部
高橋源二・小野寺
（委員）ほか

洋楽部/オーケストラ/レコードコンサート/邦楽部/北
溟会/青風会/公開演奏会/尺八/山内鳴山（薬物学
教室）/氏家皎山（工学部）/佐藤鳴華

6ノ13～15 学内報(部報） 部報一束　陸上競技部 立教競技部/雄明大競技部

6ノ15～16 学内報(部報） 部報一束　野球部 委員
高等専門学校野球大会東北予選会/仙台体協球場
北海道帝大/四帝大野球リーグ戦

6ノ16 学内報(部報） 部報一束　柔道部
小野崎（柔道部委
員）

仙台一中/モダンボーイ/人格の低下

6ノ16～17 学内報(部報） 部報一束　剣道部
高野佐三郎/新入生歓迎大会/対北海道帝大剣道試
合/アマチュア大会/寒稽古

表題・巻号 備考

艮陵　第三号 編輯：高橋源二
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1927/11/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

6ノ17～18 学内報(部報） 部報一束　弓道部 鬼怒川親雄 昭和維新/宇宙の真理/新道場

6ノ18～19 学内報(部報） 部報一束　卓球部
卓球部独立/卓球道場/布施先生（前学部長）/那須
先生（艮陵会理事）/極東オリンピック大会

6ノ19～20 学内報(部報） 部報一束　庭球部 総代
〔冬期活動休止〕/新入会員歓迎試合/臨床講義室の
工事

6ノ20～21 学内報(部報） 部報一束　蹴球部、籠球部 矢部
ア式/ラ式/二高/秋田鉱山専門学校/新入生歓迎試
合/病院改築

6ノ21～23 学内報(部報） 部報一束　集会所 杉山ほか委員
学生会館/オバンチャン/二高会/フスマ会/二中会/
一中会/カルタ会/慰安所

6ノ23～25 学内報(部報） 部報一束　雑誌部 高橋源二 予算会議/社会医学研究会

6ノ25～26 学内報
東北帝国大学医学部艮陵学友会昭和二年度
役員

6ノ26～27 学内報
東北帝国大学医学部艮陵会会則（大正15年2
月改正）

6ノ28～32 学内報
職員消息（自大正十五年十月至昭和二年九
月）

6ノ33～53 学内報 会員名簿

6ノ54～59 学内報 在学生名簿

6ノ60 学内報 卒業生予餞園遊会 学生会館

196～198 編集 編輯後記 高橋源二 雑誌の体裁/雑誌部の改革/「艮陵」代50銭/東北人

表題・巻号 備考

艮陵　第三号 編輯：高橋源二
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1928/12/8

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔巻頭言〕 子華子

1～11 随筆等 グワルチエリイ著『日本使節記』の一節
グワルチェリイ（訳
＝太田正雄）

『日本使節の羅馬到着よりリスボナ出立に至までの
物語』/法王グレゴリオ/ジエズウ/長老会議/サンピ
エトロ

12～16 随筆等 満州の夏 佐藤馨 蘇家屯/カフェー

17～19 随筆等 峰を伝ひて 石田吉治

20～29 創作 手紙 ゆきさなだ 嫉妬

30～38 創作 黒紐 海野金一郎 都会/牡鹿半島/金華山

39～50 創作 悪霊の囁き 磯崎三太郎 刷毛/モガ/無頼漢/非人根性/汚点

51～54 詩歌 蓬来試筆 客寓東里(臨溟)

55～58 詩歌 理髪屋 あらはまうみべ

59～60 詩歌 花の雲 木村小太郎

60～62 詩歌 月見草 畠山是好

63 詩歌 実験室をりをり 細谷雄二

64～65 詩歌 野蒜の濱 赤沼茂芳

66～67 詩歌 折々の歌 内海静

表題・巻号 備考

艮陵　第四号 編輯：高橋源二
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1928/12/8

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

67 詩歌 憂愚庵海歌 志賀都一

68～69 詩歌 足跡 黒田理

69～75 詩歌 二十二人集－短歌会詠草－

一見赳夫/飯島誠司/石田吉治/細谷雄二/大原蔵之
助/大野盛三/岡田武夫/横田義雄/高橋勝衛/内海
静/野崎壽三男/黒田理/松岡茂/牧野正一/古澤宗
十郎/深味三郎/藤井敬三/赤沼茂芳/相田一男/坂
牧龍二郎/志賀都一/菅野忠男

76～81 随筆等 かはうそ・もち・くわん 山川教授(談) 北里研究所/文士/菊地寛

82～86 随筆等 花卉三昧 小柳教授(談) 菊/釣

87～96 学術 精神分析学夜話 古澤平作
冬期農閑期/ヒステリー患者/フロイド/催眠術/感情
転移/自我/精神哲学

97～103 学術 『フロイド』無意識界の弁証
フロイド（訳＝高橋
勝衛）

無意識性精神界/意識界/催眠/精神分析学

104～113 学術
ブロイレル教授の『医学に於ける現実無視的、
無規律的考慮とその克服』を読みて

丸井清泰（医学博
士）

ウィーン学派/医師の患者に対する態度/医術的能
力/治療医学/薬物学/電気療法/水治療法/心理学
恐怖症

114～118 編集 編輯後記
高橋・大森・田島・
堀川

〔創造的活動の欠如〕/編輯様式/〔「艮陵」と云ふ雑
誌は如何に進む可きか〕

表題・巻号 備考

艮陵　第四号 編輯：高橋源二
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1928/12/4

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

学内報 東北帝国大学医学部艮陵学友会会則

1 編集 賀表
井上仁吉（東北帝
国大学総長従三位
勲二等工学博士）

瑞穂ノ国/天皇陛下

2 編集 艮陵会々報刊行に際して
八木精一（艮陵会
長）

聖上陛下/広告の隆昌/一致団結/国家社会

3～6 随筆等 欧米見聞談 木村男也 ムッソリーニ主義/脱帽/男女平等/血闘

7～14 論説 求道 岩本正樹
自己の罪悪/苦悶/慈悲/仏陀の救済/『浄土真宗』/
『唯信抄』/懈怠/『愚禿悲嘆術懐』/『教行信証信巻』/
『感無量壽経』/法然/蓮如/親鸞/不浄の肉身

14～17 随筆等 運河の秋 高木檠二 稲田/運河/太公望/北上川/旧文明の遺物

18～26 随筆等 管弦楽の話 志野武

ビクター/コロムビア/ポリドール/木管楽器/金属管楽
器/弦楽器/東北帝大音楽部/ジャズバンド/新交響
楽団（近衛秀麿）/日本交響楽協会（山田耕筰）/国民
交響楽団（小松平五郎）/東京シンフォニーオーケスト
ラ/JOAKシンフォニーオーケストラ（ケーニッヒ）/陸軍
戸山学校軍楽隊/海軍軍楽隊/上野音楽学校/宝塚
交響楽団（ラスカ）/大阪フィルハーモニーオーケスト
ラ（メッテル）

26～27 随筆等 随想 濱田英伍 交際/恋愛/結婚

28 学術（医史） 医学制度の変遷
澁谷正孝（愛知医
大）

医学校/府県立医学校/私立医専

29～31 随筆等 医者受難問答 竹野小太郎 忘れ草/村井長庵/川柳

31 詩歌 古き歌稿より 一見赳夫

32～33 学内報(部報） 艮陵会概況　総務部 田中・玉城 昭和二年度艮陵学友会費収入支出決算報告

33～35 学内報(部報） 艮陵会概況　音楽部〔洋楽部・邦楽部〕 委員
オーケストラ/学友会/学生会館食堂/レコートコン
サート/マンドリンオーケストラ/北溟会/琴古流/都山
流/学友会音楽部/御大典記念邦楽大演奏会

表題・巻号 備考

艮陵会々報　第一号 編輯：大森守
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1928/12/4

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

35～36 学内報(部報） 艮陵会概況　絵画部 木下杢太郎/写生旅行

36～37 学内報(部報） 艮陵会概況　短歌部
斎藤茂吉/赤光/艮陵短歌会/アララギ/万葉研究会/
山田孝雄（法文学部教授）

37～39 学内報(部報） 艮陵会概況　剣道部
新入生歓迎会/寒稽古/市内中等学校選手権大会/
札幌市剣道研究会/試合の要諦

39 学内報(部報） 艮陵会概況　柔道部 有馬（委員） 柔道の醍醐味

39～40 学内報(部報） 艮陵会概況　弓道部 西条（委員） 弓道部の存在と其の意義/スポーツ全盛の時代

40～41 学内報(部報） 艮陵会概況　陸上競技部 委員 各教室対抗リレー/対北大競技戦

41～43 学内報(部報） 艮陵会概況　野球部 投手戦/対級試合

43～44 学内報(部報） 艮陵会概況　庭球部 委員 庭球の一般化/臨床講義室新築工事

44～45 学内報(部報） 艮陵会概況　蹴球部・籠球部 近藤 長谷部教授/ラグビー/東都クラブ

45～46 学内報(部報） 艮陵会概況　卓球部 門田 卓球大会/秋季大会

46 学内報(部報） 艮陵会概況　集会所部 宮田暎一 学生会館/囲碁/尺八/ヴァイオリン/ブラザー軒

46～48 学内報(部報） 艮陵会概況　雑誌部 帝大新聞

48 編集 銅鑼
〔『艮陵』第四号申込〕/〔『艮陵』第五号予約〕/〔寄稿
依頼〕

49～50
学内報（学内報（医
局））

教室近況　解剖学教室便り 山崎
修道院/池田助教授/長谷部教授/人類学会への進
出/岩手医専/児玉助教授/鈴木立男助教授/小川助
教授

50～51
学内報（学内報（医
局））

教室近況　病理学教室より 死藝留生 蝿/仙台弁

51～53
学内報（学内報（医
局））

教室近況　生理学教室近景 須貝 腐敗臭/図書室

53～55
学内報（学内報（医
局））

教室近況　衛生学教室助手室便り 坂
医専/急性伝染病/慢性伝染病/社会的施設/医業の
本質/衛生的社会/日給制度/月給制度

55～56
学内報（学内報（医
局））

教室近況　医局春夏秋冬
小太郎生（加藤内
科）

ドン/同窓会/医局報/病室総回診

表題・巻号 備考

艮陵会々報　第一号 編輯：大森守
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1928/12/4

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

56～61
学内報（学内報（医
局））

教室近況　五つの卵 先生/学究/喀血/総回診/貧者の一燈

61～62
学内報（学内報（医
局））

教室近況　山内内科便り 卓球決勝慰労会

62～64
学内報（学内報（医
局））

教室近況　杉村外科医局便り 琮 教室対抗野球戦/連合軍

64～65
学内報（学内報（医
局））

教室近況　耳鼻科医局だより 鼓膜の穿孔

65～67
学内報（学内報（医
局））

教室近況　小児科医局便り 朝倉生 専門医の需要/仏の供養/死亡診断書

67
学内報（学内報（医
局））

教室近況　精神科便り 精神分析

68～69 消息 会員寄書　高橋勝衛兄へ 熊谷太市 生存に直面/卒業試験

69～70 消息 会員寄書　満州便り
森元吉造（本渓湖
満鉄医院）

二階堂教授（奉天医科大学）/野崎講師（医科学）/瀬
戸助教授（解剖）/学閥/馬賊行為/張学良

71 消息 会員寄書　〔無題〕
渡部桂太郎（福島
県相馬郡小高町）

磐城共済病院

71 消息 会員訃
寺島尚俊/安部秋介/寺島礼三/宮崎胤治/畑通/高
橋久/加藤岩根

72～73 消息 会員寄書　〔寄書〕 伯林艮陵会/盛岡艮陵会

74 学内報 学部近況　雑纂

74～79 学内報 学部近況　職員異動

80～82 学内報 東北帝大寄宿舎昭和舎通信 大里
中島丁/寮生活/一個人の所有物（大学の所有でな
い）/貸家/寄宿舎

82～84 学内報 東北帝国大学医学部学生自治会便り
東北帝国大学医学部学生自治会会則/自治資金運
用細則/学生自治会販売部売上報告/学生自治会会
計報告

85～86 編集 編後に併せて
別刷編輯/『艮陵』一部参拾銭/『艮陵会会報』一部弐
拾銭

表題・巻号 備考

艮陵会々報　第一号 編輯：大森守
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1929/12/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～5 評論 「タイフーン」(颱風)の初演の劇評 杉村七太郎(教授) メルヒョル/レンギエル/戯曲

6～21 学術 埃及並に土耳古の視察談 加藤豊治郎(教授)
カイロ/貿易/エジプト及びトルコの風土・文化と病院/
コンスタンチノープル/トルコ風呂/維新

5月18日　東北医学会講
演/志賀信一筆記

21～31 学術 その頃 LBR 筥崎丸/ホエーベル教授/ドイツ留学の回想

31～37 学術
牡蠣の心臓に及ぼす二、三、棘皮動物の胃分
泌液の毒作用に就て

参木錦司 海盤類/胃分泌液/毒作用

37～39 随筆等 人生の或る見方 山田喜八郎 生/死

39～44 評論 宗教に対する観念唯物論的批判に就て 藤井敬三 哲学/無限と有限/フオイエルバッハ/神/宗教/実在

44～61 随筆等 煎燈夜話－医学部から青葉城まで－ 千野井孝輔
四谷堰/榴ヶ岡/近世の仙台市街とそれにまつわる物
語

62～65 随筆等 その頃を語る　そのⅠ 武藤助教授 創業時代の医学部・艮陵会

65～70 随筆等 その頃を語る　そのⅡ 井波助教授 在学当時の医学部・艮陵会・医局/試験制度

71 随筆等 その頃を語る　そのⅢ 中瀬助教授 艮陵/東都の艮/北條時敬

72～77 随筆等 その頃を語る　そのⅣ 中澤助教授
在学当時の医学部・艮陵会/山形仲藝/仙台スキー
同好会

78～79 随筆等 山の断片 一素人登山家 登山/浅間山/人生のクライマックス

79～83 随筆等 岬情景 石田吉治 黒潮/那智丸/航海/友情/結婚

84～87 随筆等 南洋雑話 長谷部言人教授 南洋諸島民俗(観)

88 詩歌 春宵 大原蔵之助

88 詩歌 日ごろ 大野盛三

88 詩歌 夏 牧野正一

表題・巻号 備考

艮陵　第五号 編輯：大森守
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1929/12/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

88～89 詩歌 彼岸すぎ 古澤宗十郎

89 詩歌 たらちね 志賀都一

89 詩歌 庭燎 藤井敬三

90 詩歌 霧 木村小太郎

90～91 詩歌 家 畠山是好

91～92 詩歌 秋季雑題 荒蕪節

92 詩歌 北海道への旅 矢部如翠

93 詩歌 十和田湖

94 詩歌 生活の中より 吉田序孝

95～101 創作 旅 佐藤馨 恋/汽車/感傷

102～108 創作 笑へない無智 新井浩二 息子/貧乏/戦争/革命/自由

108～119 創作 沼 海野金一郎 納税額/学校統一問題/部落民/収奪

119～121 創作 少女 山崎次夫 看護婦/死

122～126 創作 真夏に風邪をひく(ナンセンス) 内山貞三 救世軍/痴情

127～128 編集 編輯後記 T、S 検閲/イデオロギー/モダン

表題・巻号 備考

艮陵　第五号 編輯：大森守
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部雑誌部 1931/1/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 論説 予算会議を控へて ABC
会費（年額4円50銭）/送別会費（2円50銭）/学生の意
向

1 編集
本年度艮陵会予算会議に対する二年クラス会
の態度

予算請求書/クラス会議

1 論説 艮陵昨年度予算の再解剖 山口牧男 清算の気運/節減

1～2 論説 艮陵会の過去及将来とその帰趨 山田三太郎 艮陵会の使命/学生一般の支持/私的に利用

2 論説 艮陵会よ何処へ行く SHK
学生相互の親睦機関/学生の精神的連絡の機関/
〔会費値下げ〕

2～3 論説 改革を要する学生集会所 食卓の設備/思想善導費/ブラザー軒

3 論説 艮陵会問題に対する一考察 豊島達郎 社会的指導原理

3 論説 自治会問題に就て 伊藤正巳 報道機関/雑誌の大衆化

3 論説 自治会問題解決の原因とその意義 川村悟一 対策委員会/共済部設立運動

4 論説 自治会の今後について 支倉通夫 学生個々の要求/学生全体の積極的な支持

4 論説 売店の積極的活動を望む 学生消費組合

4～5 特集・座談会 雑誌部主催　学内生活中心の座談会 （艮陵会の）存在価値

5 論説 「艮陵」の新しい形式について 木崎木平 艮陵の更正

5 学内報(部報）
医学部学生の生活調査　雑誌部本年度最初の
事業として

〔雑誌部〕 学生の生活調査

5 学内報
断然多いクラインアツハ希望者　本年度卒業生
に見る新傾向

卒業後の希望方面

5 学内報 学医の記録に残つた本学部　学生の病名調査

表題・巻号 備考

艮陵　第六号 タブロイド判
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部雑誌部 1931/1/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

5 学内報(部報） 洋楽部便り 澁谷 仙台の音楽的理解/レコードコンサート

5 消息 地方艮陵会支部消息 東京艮陵会/朝鮮艮陵会支部

5 学内報(部報） 五色沼リンクと本学スケート部の陣容
仙台スケート協会/日本フィギュアスケート選手権大
会/

6 評論 文芸欄　艮陵第六号短評 XYZ 医業国営論/現実的な記事/核心/貧困/拙劣

6 評論 文芸欄　ゲエテ論
マルクス(内山貞三
訳)

実生活

6～7 論説 文芸欄　トーキー論 KS生 シンクロニスムス/トーキー芸術

7 随筆等 文芸欄　偶感 吉野武 発展

7 詩歌 文芸欄　俳句

7 詩歌 文芸欄　このごろの短歌会から

7～8 随筆等 文芸欄　吾等の経済 海野金一郎
貧乏/授業料未納/除名/不良下宿/不当利得/〔仙台
の生活の不便〕

8 学内報(部報） 柔道部便り 合理化/武者修行

8 学内報(部報） 蹴球部便り 法文学部強立会/川村理事の改革案

8 編集 編集室便り 委員の改選/不況時代/広告料

表題・巻号 備考

艮陵　第六号 タブロイド判
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1931/2/20
掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 論説 その後に来るもの－艮陵会改革具体案－ 会則改正具体案/艮陵会改革

1 論説 汎々艮陵会員に檄す 自治会問題/艮陵会改革の大きな渦

1～2 論説 三年案への批判と私見(梗概) 田中義三 同窓会/卒業生/学生の要求

2 論説 何が委員をそうさせたか？ SI生 艮陵会の合理化/大衆性

2 論説 各部事業施行細則及び会計細則の制定を望む 艮陵会大会/金の支出

2 論説 艮陵会改革案(梗概) 水上哲太郎 経済恐慌/艮陵会経営計画

2 論説 艮陵会改革一私案(梗概) 澁谷秀雄 解散/法文強立会

2 論説 艮陵のために 一学生 改革の気運/忠実なる事務執行人

3 論説 事なかれ主義とことあれかし主義 ○○生 穏健/純理論的な議論/赤

3 散文 ノートの端から
解剖学教室/小児科学教室/法医学教室/病理学教
室/ナンセンス問答二つ

4 評論 学芸欄　芸術ノート
人間の感性/芸術的認識/人間の美的要求の満足/
社会的条件

4 編集 「艮陵」への註文 高校欄

5 評論 「艮陵」No.1の批判 木野生
艮陵会問題/自治会問題/艮陵会費の用途/艮陵会
の本質の再吟味/社会的問題

5 学術 東北医学会例会 水痘症/高松晃/前田実/鈴木立春/岩本正樹

5 学術 東北医学雑誌
脳膠質腫/赤星幸次郎/渡辺貞助/脳真珠腫/藤原一
郎/赤沼順四郎/高橋済二/海老名敏明/森繁春

5 学内報 学内ニュース理事級委員艮陵会問題相談会 委員 理事会予算査定法/会費値下案

5 学内報 学内ニュース　三年クラス会開催 艮陵会改革委員会

5 学内報 学内ニュース　一年艮陵会問題クラス会 艮陵会改革具体案

5 学内報 学内ニュース艮陵問題に対する二年クラス会 艮陵会改革問題

6 随筆等 ポリクリニック 結核と貧困/無智/過度の労働/粗食

6 学内報（部報） 昭和舎便り
寮の実際生活/昭和舎に於ける新しい試み/艮陵会
改革問題二年生座談会（在昭和舎二年生）/学校の
所有

6 学内報（部報） エスペラント研究会 世界語

6 学内報（部報） のどかなカルタ会のお話 医局リーグ戦

6 編集 編集室より 岩崎・山口 学芸的活動/会員自身の大衆的な学芸研究機関

表題・巻号 備考

艮陵　第七号 タブロイド判／編集：山口牧男
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1931/6/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

学内報 東北帝国大学医学部艮陵学友会々則

1～2 歓送迎 新入生歓迎を兼ねた艮陵会、自治会大会

艮陵会大会/自治会総会/〔艮陵会と自治会の相違〕
/艮陵会自治会新入生歓迎会/下宿問題/内職問題/
学資金の問題/会費値上げ/会則の改正/煙突男/開
会中の茶番/会報、検閲、策動、裏切等について

学内報・座談会を含む。

2 論説 艮陵会の進路 QQ生 艮陵の使命

2 学内報（部報） 集会所の改造に力瘤を入れる庶務部 学生会館/昭和舎/集会所

3 随筆等 山川先生をお訪ねして 委員 野口英世

3 学術 『病在膏肓』 熊谷教授(談) 中国の病理解剖学

4 編集 〔写真〕新総長本多光太郎博士

4 学術 皇漢医道 黒川惠寛 人種による病状の相違/治道

4～6 評論 マルクシズムと精神分析学 伊藤又之助 マルキシズム/フロイド主義/精神分析学

6 論説 エスペランドに就て エスペラント(言語)/エスペラント講習会

6 学内報 近代式設備を誇る病院の台所 特食

6 学術 秋には開かれるだろう医学史講義について 青城生
日本医史学会/国際医学史大会/医業国営論/富士
川游

6 消息 卒業生調査
昭和四年度卒業生/昭和五年度卒業生/昭和六年度
卒業生/医局/東京帝大医科本年度卒業生（参考）

6 学内報 竹友会発会 邦楽部

7～8 評論 精神分析学上より見たる宗教 古澤平作 トーテム共食/同一性

8～9 評論 宗教に対する認識
マルキシズム/真実生活/宗教生活/人道主義者/経
済的没落/現実社会

9 詩歌 昭和舎歌だより 吉澤/彦坂/大畑/K生/重野/櫻井

9 学術 医師覚え言葉 報酬/医者の名誉

10～11 創作 恋のファウスト けい坊 悠久/人道主義/初恋/人生の意義

10 詩歌 光禅寺のおもひで くりはらけい

10 編集 艮陵第九号原稿募集

10 消息 地方会員消息

表題・巻号 備考

艮陵　第八号 タブロイド判／編輯：海野金一郎
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

11 随筆等 はがき 石田吉治

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1931/6/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

11 論説 同志に YOSHIO生
芸術の発展/二科/新奇な作品/独立美術協会/造形
美術

11 詩歌 金華山行 高橋絃二

12 評論 主張　「艮陵」検閲制度批判 MBJ
不合理/艮陵会機関紙/弾圧/憲法第二十九条/学校
権力/代官政治/組織的な説教強盗

13 論説 艮陵会に対する余の切願 吉田□ 総合大学/大学新聞

13 論説 思想善導に於ける二つの方法 ABC 階級対立/真理の探究/真理なき大学

13 編集
先づ移動　カフェーの駆逐から…　期待される
医学部

近藤教授（新学生
主事）

移動カフェー

14 論説 全学的共済部を設立せよ 法文時報/大学新聞/世界恐慌/統制ある組織団体

14 論説 学生共済部の設立　断然不賛成 風見学生課長（談） 学生は学生らしく/経費の削減

14 論説 全学的共済部を持て!! S.O.S 経済恐慌/法文時報/大学新聞への要求

14 論説
恥ずるなきルンペン生　卒業旅行に不当な補助
支出

階級性/貴族的/個人的な旅行/合理化

14 随筆等 お坊ちゃんは考へる ES生 赤い思想/社会の一員/社会の怒濤

15 論説 二つの歓迎会 一新入生
国家に有用なる人物/一人前になる/思想係/官製校
友会

15～16 論説 新参者の考へ 丸山滋
ルーズな会則/校友会と学友会/会費の減額問題/艮
陵批判会

16 随筆等 感想　狐と午睡 三田次郎
紳士/学問の独立/病院経営/病院争議/ブルジョア
医制

16 論説 勤労者は何故不健康か 根岸三郎
〔労働者の致死原因〕/労働の悪条件/予防医学/職
業病

16 編集 特別原稿募集
宗教批判/医学社会化問題/共済問題/大学新聞ノ
本質及使命/艮陵第八号批判

17 学術 四ヶ年の問題 一四年生 非社会的な存在

17 学術 地方から　飛んで来た雀の言葉 阿耳子（卒業生）
（医者の）生産過剰/就職難/医師会/無産階級の病
院

17 学術 コレラ来る OO生（医学士） 青森/上海

18 論説 次ぎに考ふべき事 海島行雄（医学士） 昭和会

表題・巻号 備考

艮陵　第八号 タブロイド判／編輯：海野金一郎
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

18 随筆等 先生の手（熊内同窓会報より） K.S生 白菜

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1931/6/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

18～19 随筆等 朝鮮雑記
赤沼順四郎（京城
帝大助教授）

杜の都/塩釜連絡船/総督府/東北人

19～20 論説 スポーツの社会的機能 津川一男 階級闘争/スポーツ政策/青年獲得の問題

20 学内報(部報） 体育部報告 委員 委員は学生大衆のロボット

20 学内報(部報） 卓球 石崎 卓球クラスマッチ

20 学内報 新興医師連盟確立　無産医師団の全国的結成 ソヴィエト医療制度/新興医師連盟

20 学内報 全国学生消費組合運動資料
赤門学生消費組合/関東学生消費組合協議会/早稲
田消費組合/京大学生消費組合/学生大衆の経済生
活の利益/九大学消運動

20 学内報
艮陵卒業会員の専門科目調査（昭和六年現
在）

20 編集 寄贈大学新聞
九州大学新聞/関西大学新聞/東高時報/一橋新聞/
山口高商新聞/日本大学新聞/浦高時報/農大新聞

20 編集 特殊原稿募集
宗教批判/大学新聞ニ就テ/学生消費組合ニ就テ/学
都の潮音を聴く/医療社会化/艮陵第八号批判

学内報（学内報（医
局））

教室便り　第一報
T、吉松、蛙房生、
XYZ、H生、S生、
ZS、TI生ほか

熊内医局の窓から/先輩と後輩/日本内科学総会/北
六番町の医局より/精神分析/医科学教室/生理学教
室より/病理学教室/耳鼻科医局より/小児科教室漫
報/東北医学会/アルバイト/「杉村医局だより」に代
へて/眼科医局便り/理想主義

23 学内報 学部彙報　職員異動

23 学内報 学部彙報　学位授与 新卒業生の入局調べ

23 学内報 昭和舎炊事部紹介 炊事部委員 相互的扶助/食事材料費/材料第一主義/楽園

23 詩歌 〔無題〕

23 散文 医師覚え言葉

23～25 編集 編集後記
牧野、山口、木村、
海野

報道機関/言論機関/座談会/学生大衆の圧力/

24 編集 思想善導費＝酒代絶対反対!!

25 編集
新興艮陵会の前衛　「艮陵」第八号！　批判座
談会　進歩は批判から

学芸部

表題・巻号 備考

艮陵　第八号 タブロイド判／編輯：海野金一郎
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1931/10/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～2 評論 前号「精神分析学より見たる宗教」の批判 高橋賢一 フロイド/宗教/エディプスコンプレックス

2 論説 反宗教運動について 矢野三郎

〔宗教と支配、反動的階級闘争〕/来るべき戦争/階級
意識に目覚めた労働者農民/宗教的誘惑/外部的支
配と経済統制の必然性/反宗教闘争と階級闘争/物
質的利害による階級闘争の拡大

3 論説 秋の空想 LMN
〔営利主義と医師の立場〕/医療の社会化/利潤の獲
得/医業としての企業/時間割改正問題

3 論説 徹底せる根本療法！ 佐藤三郎
対処療法にとどまらない疾病の予防/大学のなかで
のみのアカデミックとそれに対する人類全体の幸福

4 評論 ソビエット同盟の医学(一) H.ハンパール
特定なる選抜/五ヶ年計画/対結核戦線/社会的健康
保護の体系

5 随筆等 欧州大戦勃発当時の回顧 加藤教授(談)
英墺の国交断絶と在墺の留学生への市民態度変化
/墺国脱出/ツェッペリン/戦争の気配、動機は口実に
過ぎない

5 編集 原稿募集広告　「艮陵」第十号

6 論説 自治会の犯せる誤謬 XYZ
学校当局と学生の対立/自治会の成立過程と存在意
義/支配権力下における自治権/学生日常の要求と
自治会との乖離

6 特集・座談会
医療制度は何処へ行く－夏の土産話を語る四
年クラス会(座談会)

対満武力干渉/地方公立病院と政党の勢力争い/各
教室間連絡の無統制

6 消息 名古屋青葉会/弘前艮陵会大阪艮陵会 会合の様子、会則など

7 創作 小品　未来の月給 赤木肇 選挙の費用/医者の失業

7 創作 無題 岸本和 慢性淋病/生命への冒涜

7 詩歌 親爺からの手紙 井上武治 繭と米/授業料

8 学術 関西旅行から GS生
〔卒業生紀念旅行での関西の大学・病院の状況〕/仙
台の消極性

8 論説 時間割改正問題に関して 田村文雄
不景気の深刻化/学校を出たらすぐに役立つような
実際的な教育/学生の立場の変化/合理的な制度の
希求

8～9 随筆等 不安 FT生
医者数の飽和/医術のコストパフォーマンス/個人の
力の限界/貧困の大衆化

表題・巻号 備考

艮陵　第九号 タブロイド判／編輯：海野金一郎
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1931/10/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

9 論説 「アカデミッシュに」とは 木澤藤平 大学の研究の自由/大学の〝没落〟

9 論説 宗教座談会について T.K 宗教の使命

9 論説 時間割問題と自治会委員会 林八郎
小田原評定/自治委員会への支持/自治委員会の不
信/学生大衆との離反

10 学術 石巻に於ける二十日間 K.S.T.I 石巻日赤病院

10 学内報(部報） 庶務部報告 上月 掲示板改築/営繕課

10 学内報(部報） 体育部報告 会の腐敗/一般会員の無関心

10 学内報 卒業送別会 庶務・学芸・体育合同の送別会

10 詩歌 夏休みのノートから くりはら・けい

10 詩歌 山の湯の思ひ出 豊川清

10 詩歌 秋闌探楓行 高橋絃二

11 学内報 学生食堂値下の裏面 値下げと経営主/食堂経営

11 学内報 体育連盟の一角に兆す解消の気運 官制スポーツ団体/会費納付

11 学内報 寮費値下げについて 寮委員 寮費移管

11 学内報 「艮陵」と発行費に就て 山口 デマゴーグ/総合委員会/「第八号」発行決算報告

11 消息 先輩通信

荒清/吉田太助(海軍軍医学校教官)/鈴木良一郎/高
谷鶏一(盛岡市民病院)/川口秀一郎/小峰茂三郎(東
京瀧野川小峰病院)/小川巌(愛知医大勝沼内科講
師・医学博士)

12 論説 学校の寺院からの分離 小西敏三(訳)
宗教批判/無智の確保/宗教的迷信/自由主義/宗教
的拘束

12 編集 編輯後記 海野 宗教/時間割改正

表題・巻号 備考

艮陵　第九号 タブロイド判／編輯：海野金一郎
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1931/12/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 学内報 艮陵会特別総会の記 時事問題/新聞紙法/検閲/供託金/親睦団体/

1 学内報 学校の検閲について 検閲/責任

1～2 論説 一友との会話 沖田桂治 艮陵会大会/学生/先輩

2 論説
湧き上る艮陵に対する批判　「艮陵」を大衆化
せよ

加藤学(学芸部委
員)

言論機関/「艮陵」の特性/原稿募集

2～3 論説
湧き上る艮陵に対する批判　雑誌「艮陵」の重
大性

ST生 七生会/合理化/

3 論説
湧き上る艮陵に対する批判　無責任なる発表を
排す

近藤正二 言論の自由/無責任なる発表

3 論説
湧き上る艮陵に対する批判　艮陵第九号を読
む

Y生(三年) 学芸部/思想の表現

3～4 論説
湧き上る艮陵に対する批判　四年委員の改選
について

井上節哉 委員の改選/時間割問題/級決議

3 随筆等 グラウンドの午 喜代

3 随筆等 運動会ゴシップ 体育部

4～5 論説 北米合衆国に於ける医学教育に就て
チエーズ／鈴木義
道

(独逸医学週報1931年第27号所載)　アメリカ/ドイツ

4 歓送迎 長谷川如是閑氏講演 芸術/座談会/文化連盟

5 歓送迎 艮陵会送別会の記 医局/木下杢太郎/不景気/満州事変/保証金問題

5 歓送迎 卒業生に贈る 江津路

5 論説 いやじゃありませんか N生 艮陵大会

6 歓送迎 卒業に際して GS生 矛盾/失望

6 歓送迎 卒業生を送る 一学生 インテリゲンチャ

6 歓送迎 断章 井上武治 卒業生送別会/運動会/思想善導/中条百合子

表題・巻号 備考

艮陵　第十号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1931/12/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

6～7 随筆等 カフェーにて L雄 資本主義社会

7～8 創作 兄妹 上野正
階級闘争/経済恐慌/産業合理化/共産主義/プロレ
タリア運動/インテリゲンチャ/商品としての女性/ロシ
ア革命

7 論説 我等の自由 凸坊 「自由」/迫害

8 創作 小さい秘密 三本木宏 搾取

8 詩歌 初冬の歌
(島木赤彦『十年』/斎藤茂吉『朝の蛍』/釈迢空『海や
まのめひだ』/土岐善磨『空を仰ぐ』/前田夕暮『原生
林』/若山牧水『野原の郭公』、より)

8 論説 文句の羅列 江野本光兒 時間割合理化問題

9 随筆等 一旧友の手紙 山本鉄也 東北の人間

9～10 随筆等 専売局見学記 高橋清 学都/煙草/五ヶ年計画

9 学内報 二年クラスニュース 親睦機関/言論機関

9 随筆等 花嫁
『女人芸術』十一月号よ
り

10 随筆等 ゴーリキー「母」より 抹殺/酒場

10 随筆等 裏急後重 スエマツ 一攫千金/理論と実際/人生行進曲

10 学内報 三年クラス会 懇談

10 随筆等 卑下的な余りにも

10 随筆等 「敗北の文学」より

11 随筆等 エスペラント書信一束 保木四郎 チリ/カタルーニャ/バルセロナ

11 学内報
文盲学習者への福音　文化の進歩確認さる　カ
ザクスタノの幼児教育　コーカサスに於ける発
掘物

レニングラード

表題・巻号 備考

艮陵　第十号 タブロイド判／編輯：木村元

195



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1931/12/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

11 詩歌 静かなるドン コサック古代民謡

11 学内報 寸感 佐藤一
臨時艮陵会大会/自治会存立問題/艮陵会合理化問
題/時間割問題

11 随筆等 新しき村 武者小路 河上肇「第二貧乏物語」

11 学内報 一年クラス会寄附金問題座談会 艮陵会大会/時間割問題実行委員会/出費

11 学内報 学内ゴシップ 木下杢太郎/昭和舎

12 随筆等 五龍背温泉まで 赤沼順四郎 泥棒市場/阿片/キムチ

12 論説 艮陵に対する謬見を去れ 海野金一郎 言論機関/編輯/艮陵会改革問題/同窓会/学友会

12 学内報 時間割改革委員会報告 委員会具体案 ニュース再録

13 学内報(部報） 体育部報告
秋季大運動会/秋季医局テニス大会/クラス野球リー
グ戦/秋季部内庭球大会/医局野球戦

13 学内報(部報） 庶務部報告 佐藤

13 学内報 学内雑報 〔職員異動〕/〔学位取得者〕

13 編集 お断り

13 編集 編輯後記 木村
保証金/時事問題/中条百合子/岡国男/雑誌の大衆
化

13 編集 クラス毎に「艮陵」の批評会をやりませう

13 編集 原稿募集

表題・巻号 備考

艮陵　第十号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1932/2/22

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 論説 現代医療制度批判　安田徳太郎氏講演要旨 安田徳太郎(講演)
盟休団/就職口/医者の市場価値/結核/〔ソヴィエト
と日本の労働条件比較＝疾病予防・治療の観点か
ら〕

2～3 論説 ダビンチの解剖学及び生理学に於ける功績(一) 新島守 レオナルド・ダ・ヴィンチ/形而上学/科学/芸術

2～3 随筆等 道庵先生と嗅覚 TU生

3 論説 世情診断 山名道夫
金輸出禁止/ストライキ/小作争議/学校騒動/医療機
関の都市集中化/病院の資本主義化

3 随筆等 臭、臭、臭 O生 屍臭

3～4 随筆等 折にふれて SN生 便法

4～5 学術 ソビエット同盟の医学(二)
H.ハンパール(相澤
訳)

児童療養所/新経済政策

4 学内報 教室ユウモア

4 学内報 寸言

5 随筆等 『藪医遂按』 こんの生 落語

5 学内報 学内ユーモア

5 学内報 有名になった東北帝大医学部 大学の反動化

5 学内報 文芸連盟から

5 学内報 断想 Z・N・S

6 論説 ブレーキ撤廃 水木三吉
時間割改正問題/経済問題/就職問題/医者の商品
化/ウンターアルツト/学生の貧困化

6 学術 民間療法に就いて S・K生 温泉療法

6～7 特集・座談会 座談会風景 渡辺居七 学都

7～9 論説
医療の社会化運動の必然と階級的医療組合運
動の意義

太田俊春

表題・巻号 備考

艮陵　第十一号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1932/2/22

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

7 論説 大学の顛落 中山生 入局禁止

7 随筆等 一学生 森六郎

8 詩歌 第一回三年短歌会詠草

8 随筆等 あすのない話

8 随筆等 笈の中より

8 論説 バーナード・ショウの皮肉 N生 ソビエート同盟

8 随筆等 教練所感 A・B・C

8 論説 困ること N生

9 随筆等 回顧 緒方巌 組織改革問題/実習費寄附問題

9 随筆等 寸言－自治の存在意義－ 木島通 軍縮会議/経済的負担

9 学内報 レコードコンサート

9 学内報 学校便り　東大
レーニンデー/日本赤色救援会/デモ/検束/処分軽
減嘆願/赤門学消/凶作地救済/授業料免除

9 学内報 学校便り　京大 学消問題/検束/処分軽減嘆願

9 学内報 学校便り　九大 共済部改革/廓清派

9 学内報 学校便り　大阪商大 盟休/講義中止

9 学内報 学校便り　北大 全日本学生スキー大会/優勝

10 創作 生徒達 稲垣徹 学生消費組合/学生の利益/団結/左翼の策動

10 詩歌 霜枯 豊川清

10 詩歌 父を憶ふ

表題・巻号 備考

艮陵　第十一号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1932/2/22

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

10 学内報 学校便り　明大 学内自主化/駿台新報/学内大衆運動/発行休止

10 学内報 学校便り　関西大学 学友会改革運動

10 学内報 学校便り　東京農大 満州慰問使

10～11 学内報 学校便り　高師 就職難//共済部/学生新聞

10 論説 自己を放つこと スエマツ 進化/自己

10 論説 色んな事 丸山生 懇談会

10～11 学内報 学校便り　山口高校 自治学生会新聞/教練採点法/資本主義的経済恐慌

12 論説 泡沫感 高橋賢一 総選挙/地盤協定/時間割問題

12～13 論説 教室の自由解放とは何か 次田滋
実際社会/思想先鋭/封建都市仙台/教室は真理の
探究所

12 学内報 学校便り　エスペラントに依る国際通信 保木四郎

13～14 論説 教室は自由解放されてるか X・Y・Z 不穏ビラ/階級的罪悪

13～14 学内報 学校便り　考へさせられる事 大江宏 就職委員会/入局希望者

14 論説 問題の発端 4年生総代 入居区制限

14 論説 認識の資料 小林一郎 国際連盟/〔学生交流〕/〔意見交換〕

14 学内報 学校便り　シャックリ止め妙薬あリ (歌聞から)

14 学内報 学校便り　新酒は嚢蟲を知るや ひもどき生 社会認識/学生大衆

15 論説 AとBとの会話 江良孝
時間割改正問題/農村疲弊/商工業界不況/社会の
経済制度と学制

15 論説 時間割問題に関し医局先輩諸兄へ 山本信二 時間割改革委員会

15 学内報 学校便り　艮陵会明日の課題 P・Q 自治会の再組織

表題・巻号 備考

艮陵　第十一号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1932/2/22

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

16 論説 ソビエット、ロシアの医学教育
ヘインズ(小林道雄
訳)

16～17 論説
エスペラント欄　国際語案先駆者としてのライプ
ニッツの一考察

鈴木幾多雄 国際語

16 学内報(部報） 学内便り　医学部 東北医学会第八十三回例会大学附属院集談会

16～17 学内報 学内便り　職員移動録

16 編集 原稿募集

16 編集 艮陵表紙募集

17 学内報 国際通信3つ 強制労働

17 詩歌 夢 赤木肇

17 詩歌 真の幸福
カステラーノ(エスペ
ラント原作)

岩木修平訳

17 詩歌 殻を取った思索
グレンカンプ(エスペ
ラント原作)

鈴木幾多雄訳

17～18 学内報(部報） エスペラント会報告 MES
〔活動紹介〕/東北帝大医学部小児科教室吉田松一
方医学部エスペラント会

18～19 学内報 学内便り　片平町より
法文学部の就職率/就職難/会費滞納問題/満蒙寄
附/凶作地飢饉座談会/反戦争気分

19 学内報(部報） 体育部報告 田村 予算編成

19 学内報 時間割問題に関する二年委員会報告 時間割問題/自治会/総代

19 学内報 考へついた結果 R生

19 編集 編輯後記 佐々木・木村

表題・巻号 備考

艮陵　第十一号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/4/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

2 歓送迎 歓迎の辞 金輸出禁止/経済恐慌

2 歓送迎
本年度の各部の事業は？　学芸部　皆が書き
皆が読む新聞艮陵

学内言論機関/出版法違反/新聞紙法違反/特高課

2 歓送迎
本年度の各部の事業は？　学芸部　講演会と
座談会　学内外の動きと正しい文化的要求の
満足に

艮陵の総合的批判/級別座談会

2 歓送迎
本年度の各部の事業は？　学芸部　サークル
活動は会員文化水準の向上と共同研究に

文化的会合/エスペラント会合

2 歓送迎
本年度の各部の事業は？　学芸部　音楽はレ
コード・コンサートを主に

オーケストラ

2 歓送迎
艮陵学友会の歴史　偶然でなかった改革運動
現下の不安は何か？

東北帝大学友会/自治会問題/艮陵会改革

2 歓送迎
本年度の各部の事業は？　庶務部　集会所は
私達の住居　会費は是非納入を

庶務部委員 艮陵会総合事務/学生集会所事務/学生会館

2 歓送迎
本年度の各部の事業は？　体育部　大衆的に
たのしむスポーツ　スポーツ座談会も

田村
会則改正/野球/庭球/卓球/旅行/籠球/排球/蹴球/
陸上/剣道/柔道/弓道/運動会

2 歓送迎 医学部　エスペラントテストより新入学生諸君に ザメンホフ/日本エスペラント学会

2 歓送迎 東北帝大洋楽部紹介 オーケストラ

2 学内報 新入生氏名

2 学内報 職員異動

3 歓送迎
新入学生を迎へて諸教授の感想は　医科学教
室

井上教授(談)

3 歓送迎
新入学生を迎へて諸教授の感想は　細菌学教
室

青木教授(談)

3 歓送迎
新入学生を迎へて諸教授の感想は　生理学教
室

佐武教授(談) 国家試験

3 歓送迎
新入学生を迎へて諸教授の感想は　薬学部教
室

八木教授(談)

3 歓送迎
新入学生を迎へて諸教授の感想は　医学部付
属病院長皮膚科教授太田正雄氏投

太田教授 医師清算

3 学内報 医者と満州新国家　満州は医者の新天地？ 学芸部（編） 日本之医界/医者の就職難

表題・巻号 備考

艮陵　第十二号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/4/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 学内報 大波瀾もなく新予算決定 学芸部（編） 賛成派と脱退派/原稿検閲

3 学内報
曝露された愛国学生連盟の正体　白テロ血盟
団に驚いて文部省周章して調査

学芸部（編）
学生運動/青年大衆/東京朝日/朱光会/七生社/猶
国会/瑞穂会/満州事変/愛国学生連盟/愛国青年連
盟/啓成社/神風正義党

3 論説 投稿欄　新聞艮陵の塁を守れ 大原三郎 先輩と学生の対立/大日本生産党/国民社会党

3 論説
投稿欄　教室自由解放論につきXYZ氏に反省
を促す

一先輩
スローガン/教授の任免/教授の権力/独裁/天下り/
教授の教室独占反対要求

4 学内報 自治会欄　統制のとれてきた自治会委員会

会則改正/時間割改正問題/委員会/庶務会計/会報
部/学生図書館/販売図書部/外交共済クラス係/級
総代/自治会/学生全般の意志/委員選挙/クラス委
員会/特殊委員会

4～5 歓送迎
自治会欄　諸君を待つ問題　経済恐慌が生ん
だ数々の矛盾

学生の政治的経済的利益

4 歓送迎
自治会欄　諸君を待つ問題　経済恐慌が生ん
だ数々の矛盾　一人前の医者に　学生大衆の
悲痛なる叫び　執拗に続く時間割問題

経済恐慌/貧困化/医局生活/就職/原稿時間割を合
理化/封建的徒弟制度

4 歓送迎
自治会欄　諸君を待つ問題　経済恐慌が生ん
だ数々の矛盾　結束の力で解散強要を撥ね返
す　医学部の誇り自治会は守らる

（『自治会史』より）
団体届/学内団体取締規定/自治会史/学生側の要
求

4 歓送迎
自治会欄　諸君を待つ問題　経済恐慌が生ん
だ数々の矛盾　逃げたがる当局　授業料免除
運動　一般に値下げせよとの声高まる

編輯員
授業料未納/大凶作/凶作地出身困窮学生/授業料
値下問題

4 歓送迎
自治会欄　諸君を待つ問題　経済恐慌が生ん
だ数々の矛盾　学生図書館のない医学部

学生の利益/販売部/消費組合/旧学友会基金処分
問題/大学新聞

表題・巻号 備考

艮陵　第十二号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/5/31

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 学術
熊谷先生発表の宿題「肺結核前後記」　四月名
古屋公会堂にて

海嶋 結核療養所/肺結核

1 随筆等 学内風景 N.M. 小児科講義

2 論説 「艮陵」の有機性 松尾生 親睦機関/連絡機関

2 論説 「艮陵私見」 一新入生 先輩対学生/同窓会/自治会報/親睦機関/発表機関

2、4～10 消息 学外先輩便り
学外諸先輩の消息
(艮陵学芸部)

片桐謙七郎/升木好文/中川政男/高橋源二/仁平弘
文/古澤宗十郎/吉田太助/本間吾市/矢部要三/大
石基一/小林佐和/内藤勝/高谷鴻一/大橋宏一/渡
邊宗治/住友勝一/渡部宗治

3～4 創作 讃歌
リユービン(岡本幾
志雄訳)

刑務所/クリスマス/婦人/〔主張〕

4 創作 従兄 三木房夫 社会運動/現状維持/無知/幸福

5～6 創作 春三信 秋野道夫 試験/光の街/愛国心

7 論説 新入生歓迎会に臨んで 若き先輩生 大学の独自性

7 随筆等 このごろ 一学生 早稲田野球部/国民全般の健康

8 随筆等 図書館の事其の他 新入ET生 図書館が無い

8 随筆等 入学試験に関する感想二つ S生 外国語/数学

8 随筆等 萬年書生 江野本光兒 基礎/高等普通教育

8 学内報 僕等への通信の一つ 医学部エス会提供 〔書籍譲渡に関して〕

9 詩歌 目的 山本鉄也

9 学内報 エスペラント会会報 医学部エス会 仙台エス会

10 創作 彼 石山武美 法律/農業恐慌

11～12 随筆等 大学行脚日記
自治会委員　谷・伊
藤・栗原

自治会/鉄門クラブ/時間割/学友会共済部

12 随筆等 二題 江津路 凶作地学生授業料免除問題

13
学内報（学内報（医
局））

医局便り１　新入局員より 加内JK生 基礎医学/真理探究

13
学内報（学内報（医
局））

医局便り１　耳鼻科教室風景
予診室/診察室/医局/手術室/生理室/細菌室/図書
室/無響室/教授室

表題・巻号 備考

艮陵　第十三号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/5/31

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

13～14
学内報（学内報（医
局））

医局便り１　皮膚科より 明石五郎

14
学内報（学内報（医
局））

医局便り１　精神科から 山村 北六番丁

学内報（学内報（医
局））

医局便り１　東京より

14 詩歌 春日雑詠 吉田甫

15～16、
23

学内報（学内報（医
局））

医局便り２　産婦人科より 産婦人科の領分

17～18 評論
最近の感想二つ三つ　艮陵に於る文学的活動
の契機として

秋元荘一郎
艮陵会改革問題/自治会会則削除事件/文学作品/
批評

18 学内報 国際通信紹介 鈴木幾多雄 詠むための言葉/エスペラント/国際連帯性

18 学内報(部報） 医学史同好会の誕生 佐武教授

18 学内報(部報） 昭和舎だより 昭和舎庶務委員 経済難

19 論説 学生問題私見 一新入生
学友会基金問題/大学新聞創設/凶作地出身学制授
業料全免及授業料引問題

20 論説 女性相談 A.B.C生 最高学府の学生様

20 編集 文芸連盟より 艮陵会歓迎会/純文芸講演会

21 随筆等 気の付いた事など T.B生 艮陵会改革問題/〔検閲〕

21 学内報(部報） ワンデルング

21～22 学内報(部報） 各部報告　体育部近況

22 学内報(部報） 各部報告　庶務部報告 一委員

22 学内報 昭和６年度学芸部予算報告

22 学内報 職員異動

22 散文 デモ風景

23 編集 編輯後記 鈴木、岡田 艮陵の大衆化

表題・巻号 備考

艮陵　第十三号 タブロイド判／編輯：木村元
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/7/12

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 論説 ダ・ビンチの医学的寄与(承前) 新島衛

1 編集 長谷部教授の御批評 法文時報/大学新聞

2～3、13 学術（医史） 廣濱教授を囲む座談会
市民病院/健康保険/医師会/医療国営/都会保護の
政策/愛国婦人会/済生会/五・一五事件/養蚕/輸出
禁止/金準備

4 論説 大学を藪にらみする 綿貫三郎 文部省国家機構/カンニング

4 随筆等 偶感 江津路

5～6 創作 決心 山本鉄也

5 詩歌 菜つぱ服など 吉田甫

6 論説 前進 三原正雄 生産力の増大/社会主義体制

6 編集 艮陵第十五号　原稿募集　懸賞作品募集

7 評論 逃避の芸術　近作を通じて見たルネ・クレール 秋元荘一郎 階級性

8 随筆等 麻雀回顧 杉山通郎 運命論者/日本人クラブ/邦人紡績会社クラブ

9～10 学術 訪問記(大崎無産者診療所) 山岸一郎 無産者診療所/無産者医療同盟

10 随筆等 ポ・プ・ラ・の・如・く 阿久地之未康世 札幌/徴集延期

10 詩歌 抗議 正木俊夫

11、22 論説 夏休みを前にして友に送る 松木徹 信仰の自由/製産手段の複雑化/宗教迫害

12～13 特集・座談会 「艮陵第十三号」第三学年批判座談会 委員 先輩との調和/〔艮陵の去勢〕

14 詩歌 桂子　ひとり言

14 学内報 一頁投稿欄　〔散文〕 M・E・S生 〔東北帝国大学医学部からの就職事情〕

14 学内報 一頁投稿欄　自由を我等に 法律/支配者階級

14 学内報 一頁投稿欄　医法より 五・二事件

表題・巻号 備考

艮陵　第十四号 タブロイド判／編輯：加藤十一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/7/12

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

14 学内報 一頁投稿欄　医法より 赤松克麿

14 学内報 一頁投稿欄　自治会会報型にせるは可 原稿不足

14 学内報 論文より芸術品を望む

15 論説
授業料値下問題に関して　艮陵前号所載「学生
問題私見」の一新入生に

森山三郎 中産階級/思想善導費/授業料値下問題

15 学内報（医局） 医局便り　関口外科
一新入局者より(S
生)

スポンヂボール

16 詩歌 無題のうた 桂

16 学内報 医学部北海道人会!!生る 四年KS生 青葉の都/北海道修学旅行

16 詩歌 第一回三年短歌会詠草

16 学内報 学内風景 進行性化骨性筋炎

17 特集・座談会 海軍軍医志望者のために 吉田太助 身体的条件/海上勤務

18 詩歌 艮陵俳句会夏季詠草

18 特集・座談会 艮陵俳句会の記

19 詩歌 梅雨時の憂鬱 正木俊夫

19～21 論説 経済国難克服の一案に関する相談 ET生 労働貨本位制度/相対価値

21 編集 学外先輩諸兄へ 艮陵会学芸部

22 学内報 昭和六年度艮陵会費収支決算報告

22 学内報 昭和六年度庶務部決算報告

22 学内報（部報） 体育部報告

22～23 編集 編輯後記 末松・岡田 原稿募集/休暇/誤植

表題・巻号 備考

艮陵　第十四号 タブロイド判／編輯：加藤十一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/10/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～3 創作 犠牲者達
ユリオ・バギー(森田
光太郎訳)

3 学内報 二年クラス便り
試験/病理組織実習/ブラザー軒/本多総長を囲む座
談会

4～7 創作
湖畔　Und　wenn der mensch in seiner　Qual
verstummt,Gab mir ein Got zu　sagen　was　ich
leide-Gethe

山崎進

5 詩歌 秋来る 吉田甫

6 散文 病める老農 水上桂

7 学内報（部報）

医学部エスペラント会報告－Kiam mi
konsideris,kiom da diferencajpri　unu　afero
povas　ekzisti，el　kiuj　chiu　trovas
defendanton　inter scienculoj,kaj ke nur unu
solael　ili　povas　esti　vera，tiam　mi
konvinkinghis:Chio,kio estas nur
vershajna,estas　vershajne　malghusta－
Descartes

仙台市中島町昭和
舎　東北帝大医学
部エスペラント会

機関紙Bulteno de MES

8 創作 何が彼女を自殺させたか 南坊 大正橋/紅葉館

9 随筆等 ナンセンス三題 大海ひろし ファッショ

10 創作 一昔半 玄々生

11 創作 代々色と近代色 秋山春雄 安部磯雄/賀川豊彦/

11 詩歌 夏から秋 阿古耶

12 創作 貼られた壁 藤本英

詩歌 第二回三年短歌会より

13 随筆等 ある貧民病院にて 稲垣徹

13 随筆等 使へる金 四年HS

14 随筆等 自炊 四年HIS生 自炊生活/下宿

15 随筆等 再び母校へ 海野金一郎 新自由主義/学生の大量処罰事件

16 随筆等 或る科学者の群 真木生 象牙の塔

17～18 創作 山田俊介の場合 三恵英二

表題・巻号 備考

艮陵　第十五号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1932/10/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

18 編集 学芸部日記
レコードコンサート/三年級座談会/二年級座談会/一
年級座談会/三年級短歌会/四年級短歌会/レコード
コンサート/開業医を囲む座談会/二年級座談会

18 編集 地方先輩諸兄へ 集金郵便に関して/通信に関して

18 消息 〔寄書〕

19～20、
26

創作 ワルデマア事件
エドガア・アラン・ポ
オ(温見早人訳)

21 学内報（医局） 衛生学教室より 須川温泉

21 学内報 レコード・コンサート

21 随筆等 映画「青の光」を観る 岡本幾志雄 田園の生活断片

22 学内報（医局） 山内新人風景

22 学内報 一頁投稿欄　艮陵会学芸部委員に呈す 桂 5.2事件/艮陵批判座談会

22 学内報 一頁投稿欄　第十四号について 高木低之助 艮陵批判座談会

22 学内報 一頁投稿欄 岡本生 中間層/オアシス

22 学内報 一頁投稿欄 F.S.生 卒業生送別会/卒業アルバム

23～24 特集・座談会 三年病院見学の経験を語る座談会 結核療養所/軽井沢避暑館

23 詩歌 病院見学中に得たる数首 YT生

24～25 特集・座談会 一年艮陵批判会

25～26 随筆等 戦の跡を顧りみて 体育連盟漕艇部 瀬田川遠征

27 特集・座談会 二年短歌会

27 詩歌 白魚網
福原大原病院　鈴
木鈴々子

28～29 学術 南洋医談 大西千曲生
デング熱/アメーバ赤痢/カンフル/モルヒネ/アッペ/
ヒステリー

29 編集 懸賞作品投票 艮陵会学芸部 一般会員の投票

29 編集 編輯後記 末松・岡田・佐々木 卒業生送別会/卒業記念号

表題・巻号 備考

艮陵　第十五号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1932/12/21

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 論説 前進・艮陵よ前進 石山三郎 反動化

1 特集・座談会 議論　太田教授を囲む座談会より 太田教授(談) 木下杢太郎

2 学内報
報告と学内ニュース　〔「艮陵」の現状と編集方
針/内容の非社会性を如何にして克服するか/
報導機関としての任務〕

艮陵大衆化/編集無方針/内容の非社会性

2 学内報
報告と学内ニュース　艮陵会再改革の為めの
総合委員会開かる

2 学内報 『懸賞作品募集』

2 学内報 武藤助教授独乙留学

2 学内報 KS鋼の由来

2 学内報 三年教授を囲む座談会

3 学内報 報告と学内ニュース　盛んだった卒業生送別会 卒業生総代の感想的答辞

3 学内報
報告と学内ニュース　先輩の間に艮陵会改革
問題起る

艮陵同窓会新設問題

3 学内報
報告と学内ニュース　米川正夫氏講演会中止
事件

文芸連盟/強立会

3 学内報
報告と学内ニュース　学生街頭デモ　文キネ争
議に同情して

藤崎百貨店/東一番丁

3 学内報
報告と学内ニュース　行きづまり独立会解散し
て　法文自治会　強力な学生の支持の下に生
る

会長独裁/自治会

3 学内報（部報） 二年竹六会 尺八

3 学内報（部報） 『二科展』を観る 鈴木

4～5 論説 明治維新経済史 土屋喬雄(講演) 資本主義発達史/貨幣経済/商品経済/都市生活

5、9 特集・座談会 漫談　加藤教授　座談会より 加藤教授(談) 医科大学/医専/欧州留学/洋装/制服

6～7 随筆等 南洋の話 長谷部教授(談) ヤップ/石貨/血族関係/褌

8 学内報（医局） 吾等の医局　婦人科 O生 共同生活

8 随筆等 研究余談 熊谷教授(談) インシュリン/結核研究

9 評論 吉田甫君の短歌に就ての二三の感想
石山武美(鈴木附
記)

表題・巻号 備考

艮陵　第十六号 編輯：加藤十一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1932/12/21

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

9 詩歌 近詠 吉田甫

10 創作 雨の日 松山豊

11 詩歌 疑惑 岡本幾志雄

11 創作 ピエロ たう坊 不快/家庭/彼女/最後の手紙

11 詩歌 平泉 RO生

12 論説 第二のパン 南條徹男 優生学/ホルモン/〔公娼と私娼〕

12 詩歌 秋休み雑詠 正木俊夫

12 詩歌 医学生の悲哀 志陽生

13 評論 写真展漫評 同好会田中生 スケッチ

13 詩歌 主観の英雄 斉捷

13 編集 学外先輩諸兄へ!!!　〔値上げのおことわり〕 〔1部10銭1年60銭から1部12銭1年1円に値上げ〕

14～15 学内報（部報） 四帝大柔道参加記
東北帝大柔道部(鈴
木千賀志)

武徳殿/学生柔道理論

14 詩歌 つれてゆかれた友 愛作

15 特集・座談会 二年体育座談会
軍教/団体競技/恩典/教練/年限短縮/追廻練兵場/
自由意志

15 随筆等 退屈論 岡本幾志雄 黴の生えた意識/〔艮陵の編集方針〕

16 詩歌 一年短歌会

16 詩歌 四年短歌会

17 詩歌 三年「短歌と俳句の会」

17 詩歌 二年短歌俳句会

18 論説 危機を孕む断想　先輩並に学生諸兄に訴ふ KS生
就職率/医学部所属の病院/〔仙台医専同窓生の会
員化〕/地盤

18 評論 艮陵Nr.15批判 委員会

18 消息 道頓堀の歓迎会 四年草野 〔寄書〕青葉会

19 編集 編輯後記 鈴木・末松

19 編集 原稿募集

表題・巻号 備考

艮陵　第十六号 編輯：加藤十一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1933/2/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　新卒業生への期待
特殊階級/非常時/第三期資本主義社会のインテリ
ゲンチャ/艮陵会問題/先輩脱退問題

1 歓送迎 卒業生への送別辞 杉村七太郎

1 歓送迎 馬のはなむけ 太田正雄

1 歓送迎 卒業生に呈する漫言 S教授

2 論説 艮陵会改革問題是非 風居壮太郎
艮陵改革/同窓会設立問題/インフレ/天下り式御用
同窓会

2 随筆等 家兎と蛭だちと 温見早人 実験室

3～4 随筆等 洋行回顧談 山川教授(談)
文明泥棒/〔入国の印象〕/ムーランルージュ/〔通用
言語〕/留学生/お土産

4 随筆等 問題の解消 高木低之助
生殖行為/唯物史観/カント/マルクス/森田光太郎/
翻訳

5 評論 艮陵短歌検討 土居おけら 表現法/斎藤茂吉

6～8 随筆等 台湾を語る 杉村教授(談)
愛玉子/阿里山/新高山/パイワン族/西郷従道/製糖
会社/開山神社/台南神社/〔台湾の風土病〕/虎酒/
蛇/気候風土への適合性

8～9 論説 我が光輝ある自治会に送る 竹内宗治 ブルジョア民主主義/五、二事件/図書部/金原書店

10～11 評論 拙稿に対する石山・鈴木両君の批評を評す 吉田甫 プロレタリア文学/〔過去一般に対する嫌悪感情〕

10 詩歌 明治神宮 吉田甫

11 散文 連想 岸白楊

12～14 創作 希望の客人
ナサニエル・ホー
ソーン(鳥海不二男
訳)

14 論説 付属病院看護婦の待遇に就いての考察若干 三井忠夫 〔検閲〕

15 随筆等 開業医雑談 真木三郎 サービス

15 詩歌 嵐 木曽太郎

16～18 随筆等 津軽海峡 吉藤次郎 北海道移住民/社会生活

16～18 消息 学外先輩諸兄へ 購読料

17 詩歌 この父この子－または流れ－ 鳴蛙亭

表題・巻号 備考

艮陵　第十七号 編輯：加藤十一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1933/2/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

18～19 詩歌 佐和ちやんへの便り 愛作

19 散文 学内風景

19 詩歌 二篇 ABC生

20 詩歌 短歌と俳句の会　医学部総合短歌会

20 詩歌 忘年短歌俳句会(三年)

20 詩歌 一年短歌会詠草抄

20 編集 先輩諸兄へ!!

21～22 論説 先輩との懇談会に於ける感想二三 堀口英助
〔純文芸同人雑誌的形態から報道及び言論発表機
関へ〕/〔艮陵に対する欲求と不満〕/就職戦線拡大強
化/〔艮陵廃止と言論封鎖〕

消息 〔寄書〕

22 論説 明るい艮陵よ　絶えず歩まう 大友周三 編集無方針/座談会

22 随筆等 ナンセンス まつ緒

23 学内報 艮陵会よ何処へゆく　艮陵会脱退問題その後
艮陵会改革問題/総合委員会/先輩学生間の連絡/
就職問題

23 学内報
学内の神聖を汚すものは誰か　疑獄事件に関
し学生間に浄化運動起る　医学部自治会法学
部自治会遂に立つ

東北帝大の疑獄事件/浄化運動

23 学内報
今迄の「艮陵」には編輯方針なし　隠れる非難
に対する学芸部委員間の意向

左傾/過激/編集方針

23～24 学内報
大新聞のもつデマ　昭和舎全員憤激し　記事取
消を迫る

不祥事件/取消要求

24 学内報 三二年会 緊密なる連絡交際/親睦

24 学内報（部報） エスペラント会報告

25～26 創作 或受験生の死 YZ生

25 詩歌 生命の群れ 岡本幾志雄

編集 昭和八年度艮陵会学生委員

26～27 編集 編輯後記
遠山秀一・塚本・高
橋

経済的逼迫/文化的活動/同窓会記事/評判

27 編集 附記 委員 購読料徴集/集金郵便

表題・巻号 備考

艮陵　第十七号 編輯：加藤十一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1933/4/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 歓送迎 歓迎の辞 艮陵会会員一同

2 観送迎 学芸部　問題の核心　「艮陵」は何処へ!!

2 観送迎
講演会と座談会　学内外の動きと正しい文化的
要求の満足に

2 観送迎 俳句会　初心者を歓迎

2 観送迎 我等の短歌会　名士招待も行ひます

2 観送迎
艮陵学友会の歴史　解消？分裂？　噴火山上
の現下情勢

2 観送迎 レコード・コンサート　邦楽も洋楽も又端唄も

2 観送迎 医学部　ｴｽﾍﾟﾗﾝﾁｽﾄより新入生諸君に告ぐ

2 観送迎 絵画部紹介　有志の参加を募る

2 観送迎 東北文芸連盟音楽部(洋楽部)

2 観送迎 医学部『ｶﾒﾗの会』に付て

3 観送迎
新入学生を迎へて諸教授は語る　いい医者に
なって！

医科学教室　井上
教授(談)

3 観送迎
新入学生を迎へて諸教授は語る　医者を自身
に移して

生理学教室　佐武
教授(談)

3 観送迎
新入学生を迎へて諸教授は語る　講義には矢
張り出るのがよい

薬物学教室　八木
教授(談)

3 観送迎
新入学生を迎へて諸教授は語る　新入生諸君
に

外科学教室杉村教
授

3 観送迎 新入学生を迎へて諸教授は語る　云ふ人きく人
衛生学教室　学生
主事　近藤教授

3 観送迎
新入学生を迎へて諸教授は語る　もつと親しみ
たい

病理学教室　那須
教授(談)

3 観送迎
新入学生を迎へて諸教授は語る　新入学生諸
君に告ぐ

皮膚科教室　付属
病院長　太田教授

3 観送迎
庶務部　大学生活は集会所から！　会費は是
非納入を

3 観送迎 合格者発表風景

3 観送迎 旅行部紹介

表題・巻号 備考

艮陵　第十八号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1933/4/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 観送迎 体育部

3 観送迎 乗馬倶楽部

3 観送迎 漕艇部紹介

3 観送迎 合格者氏名

4 歓送迎 自治会欄　歓迎の辞 相互扶助

4 学内報
自治会欄　学園の神聖を乱すものは誰か　学
内に浄化の叫びあがる

疑獄事件

4 学内報
自治会欄　五・二事件　委員会と会員の遊離
開校以来の大処分　自治会の生命　会則第四
条無視される

旧学友会基本金処分問題/大学新聞創立/全学的共
済部設立/凶作地出身学生授業料免除

4 学内報
自治会欄　法文自治会との提携　今や緊急切
実な問題

4 学内報 自治会欄　食堂直営をめざして 商人経営/学生監督下

4 学内報
自治会欄　図書館が建つとの噂　学生の希望
遂に当局を動かす

コンクリート/立派な図書館

4 学内報
自治会欄　一人前の医者に!　学生大衆の悲痛
なる叫び　今尚続く時間割問題

農村の窮乏化/時間割改正

4 学内報 自治会欄　経済恐慌の生める学内種々相
貧困生・一子生/L・
M・N

高い授業料/滞納者/中産階級

4 学内報 自治会欄　自治会の歴史を観る 除名

4 学内報 自治会欄　執銃に反対の叫び 吉松 軍事教練

4 学内報 自治会欄　標本の自由解放を

4 学内報 自治会欄　自治会とは
総合委員会/クラス委員会/庶務会計部/クラス外交
部/共済部/販売部/会報部

5 消息 先輩よりの音信と言葉と　入局一年後の所感 GS 感謝

5 消息 先輩よりの音信と言葉と　一隅からの声 一先輩 開業医/策動先輩

5 消息
先輩よりの音信と言葉と　昔から今までの「艮
陵」誌編輯委員たりし会員諸兄に

古き「艮陵」の委員 デマ

5 消息 先輩よりの音信と言葉と　通信 鈴木直吉（奉天） 生命ある成長

表題・巻号 備考

艮陵　第十八号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1933/4/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

5 消息
先輩よりの音信と言葉と　先輩竹内氏の艮陵会
に対する意見

自治会/東北帝大の向上

学内報 学内ニース〔マヽ〕
レントゲン研究部新設/学部長・学部主事更迭/図書
館遂に実現/新病院長は佐藤教授か

5 消息 新博士氏名

5 消息 職員異動

5 消息 本年度卒業生消息

5 論説
自治会・艮陵会の性質の相違及将来に関する
考察

〔学生の処分〕

論説 先輩有志諸兄へ 学芸部委員

5 論説 陸軍衛生部委託学生制度について 佐藤悦郎 兵籍編人届/学資補助

5 学内報（部報） 昭和舎紹介 学務委員 鉄筋コンクリート/中島丁

6 編集 医学部各教授近影〔記事に掲載された分は略〕

木村教授(病理学・学部長)/布施教授（解剖学）/青木
教授（細菌学）/石川教授（法医学）/加藤教授（内科）
/熊谷教授（内科）/山川教授（内科）/関口教授（外
科）/明城教授（産婦人科）/丸井教授（精神科）/佐藤
教授（小児科）/小柳教授（眼科）/和田教授（耳鼻科）

6 論説 医学生の悩み 松本徹一 農村の窮迫/貧乏人

6 編集 〔艮陵第十九号原稿募集〕

6 論説 英仏独語の学習に意を用ひよ
長谷部教授（解剖
学）

民衆の海外進出

6 論説 撓ゆまず惓まず 藤田教授（生理学）

6 学内報 昭和八年度庶務部予算

6 学内報 昭和八年度体育部予算

6 学内報 昭和八年度学芸部予算

6 編集 編輯後記
松尾・遠山・吉田・
末松

四面楚歌

表題・巻号 備考

艮陵　第十八号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1933/5/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 先輩学生協力して 艮陵の非常時/〔先輩と学生の分裂〕

1 論説
艮陵会会員諸君!　統一恒常的な『就職調査機
関』を作りませんか

近江周一
就職状態/群雄割拠の戦国時代/就職戦線統一拡大
/外敵/東北帝大医学部ナショナリズム

1 特集・座談会 先輩中心座談会
夜学生集会所/〔各教室に連絡統一の事務にあたる
委員を設置する要望〕

2 歓送迎
艮陵会自治会合同新入生歓迎会　四月二十日
学生会館にて

学生会館

2 学内報 エスペラント展覧会開かる 職員会館

2 学内報
佐藤教授進歩賞を授与さる　拔山工学部教授
と共に帝田発明協会より

マグノスコープ/電気聴診器

2 学内報
五二事件記念兼新入生歓迎茶話会　法文自治
会主催の下にブラザーにて

2 学内報
善積準平君マンドリン独奏会　帝大マンドリン倶
楽部主催学芸部後援

2 歓送迎 新入生宣誓式

2 学内報
処分発表さる　去五月一日学友五名三名は放
校二名は無期停学に

共産狩

3～4 学術 精神分析 丸井教授 強迫性神経症/催眠術/性教育

4～5 論説 論文に就て－艮陵に論文批評出でよ－ 秋野道夫 文芸春秋/検閲/

4 随筆等 随想二題

5、6 創作 アクロン号　あるヴァラエティー 松村龍二 資本主義/宣伝

6～8 創作
上越線　Katzenjammerの頭に九月の陽は暑過
ぎた

山崎進 湯澤/清水トンネル/本庄

7 詩歌 病臥十歌－奥村兄へ捧ぐ－ 吉田甫

8 創作 Sに与ふ 豊 共産主義社会/芸術/対位法

8 詩歌 二年短歌会詠草

9～10 特集・座談会
学生は映画をかく見る　モロッコ　制服の処女
人生案内

末松(記) 無声映画/トーキー

表題・巻号 備考

艮陵　第十九号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵会 1933/5/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

10 学内報 医史学同好会に就て 二年委員 佐武教授/藤浪鑑京大名誉教授

11 創作 或る生活層 三惠栄二 製糖会社

11～12、
14

詩歌 椿ころ 四年桂等

12 詩歌 病後 井上週次

13 学内報（部報） 今学期事業の大綱 艮陵会庶務部

13 学内報（部報） 部員募集 東北帝大漕艇部 宮城音五郎/塩釜貞山堀/松島湾

13 学内報（部報）
NACHRIGHT DES MEDIZINISCHEN
ESPERANTISCHEN　KLUBS

14 学内報 職員異動　昭和八年四月以降

14 学内報 艮陵会新委員

14～15 編集 編輯後記 高橋・末松 映画批判座談会/原稿難/会員の関心

15 詩歌 短歌 四年K.S.T.Y

15 編集 原稿募集　艮陵第二十号 学芸部

表題・巻号 備考

艮陵　第十九号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/6/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　「夏に呼びかくる」

1 編集 巻頭言　開校記念日祝賀会に際して

1 論説 艮陵会総会流会を見て会員諸兄の反省を促す 近江周
会則改正艮陵会大会/〔他人の如き態度〕/〔自分一
人の享楽の世界〕/大学疑獄事件

2 学内報
近づく開校記念日　大園遊会や運動会　扨は
ジャス、バンド出演の噂　本年最初の目論見と
して全学の期待集る

創立記念日/評議員会

2 学内報 医学部新潟県人会五月例会

2 学内報
出席者勿驚！四十名　会則改正艮陵総会流会
となる

2 学内報 医専の昔を偲ぶ　医学史同好会の集ひ

2 学内報
観衆堂に溢れ未曾有の盛会　学芸部主催学術
映画大会

2 学内報
待望久しかりし　帝大新聞実現か　学生間に専
らの噂

2 学内報 独逸語を学ばれようとする方のために

3 学内報
夏休みの豪華版　紺碧の大洋・半裸の原始生
活　熱帯植物薫る南海の島へ－医学部旅行部
懇親会－

3 学内報
学部長・学生主事公認決定か　長谷部・藤田両
教授　呼聲高し

3 学内報
東北帝大管弦楽団　演奏会　六月十日夜本学
講堂ニテ

3 学内報 レコード・コンサート

3 学内報 北大対本学陸上競技　本学の敗北に帰す

3 学内報 授業料納付ゴシップ

4 学内報
学園の自由を護れ　瀧川教授問題に法文学部
の活動目ざまし

〔瀧川事件〕/高代会議/高校会/全国大学の連帯的
活動

表題・巻号 備考

艮陵　第二十号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/6/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

4 学内報 更に東京京都に代表四名を派遣

4 学内報
椰子薫る国の紫外線は？　衛生学教室の夏休
の壮挙！

4 学内報 寄贈新聞雑誌

駿台新報（明大新聞学舎）/帝国大学新聞（東京帝国
大学新聞社）/北海道帝大新聞（北海道帝大新聞部）
/暁鐘寮報（水戸高校暁鐘寮）/医療組合運動（医療
組合運動社）/慈大愛宕新聞（慈大愛宕新聞社）/一
橋新聞（東京帝大一橋新聞部）/九州大学新聞（九大
法文会）/浦高時報（浦高学友会新聞部）

4 学内報
東北学生美術連盟　新入会員歓迎会　東一、
紅屋にて

4 学内報
混沌たる学内対抗リーグ戦　栄冠果して何れの
級に！

4 学内報
結城哀草果氏来る　六月十五日集会所階上に
て　結城哀草果を囲む短歌会

アララギ派/田園歌人

4 詩歌 一年短歌会詠草(六月十三日於学倒会館)

4 学内報（部報）
陣容整へる東北帝大クルー　塩釜に合宿覇権
を目指して猛習練中

5、6 特集・座談会 新興満州国より帰りて　森元先生を囲む座談会
森元吉造/政治的手腕/萬宝山事件/〔大学間の勢力
争い〕/〔自給自足〕

6 随筆等 話の辻褄
法文学部教授　廣
濱嘉雄

6 随筆等 『瀧川問題』風景ところどころ 〔運動と就職〕/法文高代会議/赤化教授/思想善導

7 論説 瀧川問題に関する感想 森山三郎

〔文部当局の取った方法は違法なる事〕/全国大学の
自由擁護/大学の自由/大学の管理者は国家権力で
あり知識階級を含めた人民大衆ではない/〔文化圧
迫と医学部〕

7 創作 きもぐら子いおん 麻朱似面 ナチス焚書

8～9 創作 あるさゝやかな生活の手記 瀧俊一

8 詩歌 五月雑詠　京大事件 正木俊夫

表題・巻号 備考

艮陵　第二十号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/6/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

9 詩歌 初夏五題 吉田甫

10～12 創作
ぢやんけん　喜劇風に　(煮えきらないものには
薪が必要だ)

秋野道夫

11 詩歌 ワンデルング 岡本幾志雄

13 創作 五月の即興 水澤周一 軍都仙台/博覧会

13 学内報 独マタドール映画「夢みる唇」

13 学内報 スピロヘータについて
ミューレンス氏講演会/ハンブルグ市公開病並びに熱
帯病研究所臨床部長

14 学内報（医局） 佐藤小児科は彩る 小児科吉田松一 古巣/仕事/肝臓解毒ホルモン/当直/思想

14～15 学内報（医局） 「レフレクトール」の孔から 耳鼻咽喉科N.H.生 専攻

15 学内報（医局） 山内天国 一医局員より

15 学内報（医局） 主治医の日課より
熊谷内科・ヘラレー
ト

16 学内報（部報） 昭和舎便り　小豆色の舎に住む人々 仁科廣

16 学内報（部報） 昭和舎便り　「布施さん」と昭和舎と 陸奥義男

17、24 随筆等 ワンデルング 須藤清五郎

南洋進出/風俗習慣/夏季ワンデルング紹介（定義温
泉・作並温泉・刈田温泉・鬼首温泉・秋保大滝・船形
山・蔵王山・飯豊山・磐梯山・仙台山形間徒歩旅行・
金華山・江ノ島・三陸津波跡・須川温泉・十和田湖）

18 特集・座談会 熊谷教授を囲んで　三年クラス座談会 松尾 有田ドラッグ/レントゲン

19 特集・座談会
先輩よ！手を繋いで進まう　三年艮陵批判座談
会

遠山 没落層/堕落/階級的同情

20 特集・座談会 佐武教授を囲みて　六月六日学生会館にて 〔ドイツの医学〕

21 座談会 三年短歌会　五、一三於集会所

21 評論 三年短歌会詠草評 吉田甫

表題・巻号 備考

艮陵　第二十号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/6/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

22 学内報（医局） その後 東次

22 詩歌 艮陵俳句会

22 散文 評判映画二、三

23 随筆等 蔵王をワンデるの記 温晃早人 仙台駅三等待合室/熊野岳/低山趣味

24 論説 矛盾 青木徹 支配階級/自力更生/思想善導

24 論説 艮陵 岡本幾志雄

24 詩歌 川柳五題・短歌三首 大場増蔵

24 随筆等 学内風景(その二)呑み込めない話

24 編集 先輩諸兄へ

25 学内報 スポーツ欄　医局野球リーグ戦便り

25～26 学内報（部報） スポーツ欄　新装なれるコートより　庭球部報

26 学内報（部報） スポーツ欄　籠球コート完成

学内報 昭和七年度艮陵会収支決算書

編集 職員異動

編集 新博士紹介

編集 原稿募集 学芸部

編集 編輯後記
遠山・末松・塚本・
高橋

表題・巻号 備考

艮陵　第二十号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/10/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　艮陵会の一大飛躍を欣ぶと共に

1 編集 巻頭言　新会長、新副会長を迎へて

1 論説
帝大新聞創刊提案　全国唯一の大学新聞なき
帝大、総合的大学新聞発刊を提案す

近江周 大学新聞/機関紙

2 随筆等 偶感
長谷川言一(解剖学
教授学部長)

2～3 論説 ことば漫談
中澤房吉(加藤内科
助教授)

「眠食」/「肝」

3 随筆等 満鮮を漫談る
小笠原彬(産婦人科
助教授)

満州/ダンスホール

4 随筆等 外遊余談
池田吉人(解剖学助
教授)

フランス/留学

5 随筆等 北樺太の話二つ三つ
田中時雄(関口外
科)

ロシア/万世丸/日露会社

6 学内報
艮陵会会則改正総会　提案満場一致可決　鮮
やかな長谷部さんの議長

6 学内報 解剖体祭施行 公会堂

6 学内報
満州事変勃発既に二年本学学生報国会の活
躍

愛国運動/慰問金

6 学内報
大学新聞実現はデマか　総長談話の責任は何
処

6 学内報 美術の秋　展覧会案内二、三
医学部絵画展覧会/東北学生美術連盟展覧会/学内
写真展覧会

6 学内報 本多熊太郎氏講演

6 学内報
非常時学生に痛棒　教練振興策に曰「不問既
往」　執銃教練も実施

幹部候補生

6 学内報 体育週間催し　連盟柔道倶楽部上京 旭紡績/赤化事件

6 学内報 医学部学生　検挙

6 学内報 教練実科　遂に始まる　ナンセンス風景 非常時

6 学内報 送別・懇親　運動会二つ 艮陵会卒業生送別会/辛酉会運動会

表題・巻号 備考

艮陵　第二十一号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/10/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

6 学内報 艮陵会職員委員

7 学内報
学校当局の公約は？　図書館設立漸く疑はる
自治会委員会の奮起を望む

7 学内報 学芸部先輩中心座談会　先輩出席者僅に四名

7 学内報 医学部南洋視察団帰る　近く収穫を発表せん 近藤教授

7 学内報（部報） 旅行部懇親会　南洋土産話の披露を兼ね

7 学内報（部報）
医学史同好会　目覚しき活躍　講演、講座、展
覧会等

富士川游

7 論説 外科的療法を 佐久間正
運動部費善導費/瀧川問題/学生大衆の大学の自由
自治擁護/非常時

7、9 論説 青年の艮陵よ 坂上和夫 自治侵害/学生検束

8 学内報
大学欄　学生課掲示細則決定　法文学生運動
に重圧倍加

瀧川事件

8 学内報
大学欄　瀧川問題の余波　本学処分者二十余
名　全国他大学に先がけ

瀧川事件

8 学内報 大学欄　山田孝雄博士　後進に道を開く

8 学内報
大学欄　農学部設置一頓挫　六県会議長会合
流会になり寄附金問題見込薄となる

農学部新設

8 学内報
大学欄　苦闘半年も空しく京大学生運動壊滅す
高代会議中央部解散し今後は合法的運動に移
る

瀧川事件

8 学内報 大学欄　ヴィタカムヒアの余潤

8 学内報 大学欄　東大医学部三教授　還暦之寿

8 学内報 大学欄　お上の仕事もやはり不景気

8 学内報 大学欄　「号令のかけ方」　京大で売出し

8 学内報 大学欄　京都に新図書館

表題・巻号 備考

艮陵　第二十一号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/10/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

8 学内報 大学欄　立命館京大のお株を奪ふ 京大免官教授の立命館大学入

9 学内報（部報）
スポーツ欄　必死の練習空しく　本学ボート部
敗戦

尾久レガッタ/隅田川

9 学内報（部報） スポーツ欄　常勝軍本学ラガー

9 学内報（部報） スポーツ欄　四帝大リーグ戦　本学第二位

9 学内報（部報） スポーツ欄　艮陵弓道部復興 高橋

10 随筆等 医専時代の話 栗原永之助(談) 第二高等学校医学部/仙台医学専門学校/宮城病院

11 学術（医史） 東北医人伝
富士川游(文学博
士・医学博士、講
演)

11 随筆等 よいことか悪いことか 雲想海 ヒットラー/ナチス/新刑法/〔安楽死〕

12 論説 会則改正成りての感 関平吾

12 随筆等 艮陵会の発展を祈りつゝ 江津路

13 論説 ファシズムとは何か C.I生

13 随筆等 関口教授の諧謔

14～15、
17

学術 素人の見た南洋医学(其の一) 須藤清五郎

16～17 学術 満州の印象 鈴木北夫

16～17 消息 〔寄書〕 奉天艮陵会

18 随筆等 サイパンの風物断片 正田享四郎

18 随筆等 モルモットカニンヘンの哲学

19、3 学術
島の珍客となるの記　十五濱村託児所児童健
康診断余話

遠山秀一

表題・巻号 備考

艮陵　第二十一号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/10/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

20 評論 景色 森野北一

21 詩歌 結城哀草果氏を囲みて

21 詩歌 蟷螂を見る 松尾漣

21 詩歌 嫩芽十人集

22～23 創作 空気銃 秋野道夫

22 詩歌 近郊風景春秋
９福島大原病院(Ｉ
鈴々子

23 論説 キモグラフィオン 麻・朱似面

24 評論 名画小紹介 小津監督/グラントホテル

25 随筆等 学内名物二つ三つ 松尾生

25 学内報 松田春雄氏(杉村外科)　二科展入選

25 論説 「山内天国」の著者何処？ 堤治雄 医局

25 学内報 安斉事務官逝去

25 学内報 泉治郎博士殉死

25、23 論説 凝視せよ 佐藤登 封建制/アジア的抑圧

26、24 特集・座談会 東京艮陵会報(臨床座談会) 斎藤茂吉/精神分析学

27 学内報 職員異動

27 学内報 昭和七年度艮陵会残金処分報告

27 消息 〔寄書〕 参拾弐年会

27～29 編集 編輯後記 委員(松尾・末松)

表題・巻号 備考

艮陵　第二十一号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　各地艮陵会支部設置提唱 艮陵会庶務部 艮陵会改革運動

1 評論 一九三三年回顧　「艮陵」同窓会報化の一年 学芸部委員

2 評論
一九三三年回顧　一九三三年の「艮陵」論壇概
観

近江周

3 評論 落穂拾ひ　艮陵二十一号について 新島守 会則改正

3 歓送迎 卒業生を送る 三年一学生

4 学内報
学内ニュース　全学生の待望実現　図書館工
事始まる　竣工の日は来春

4 学内報
学内ニュース　集会所付近歩道　補装完成　泥
濘より救はる

4 学内報 学内ニュース　晩秋の山野に遠乗会

4 学内報
学内ニュース　日本臨床医学大会　並東北医
学会総会　於仙台商工会議所

4 学内報 学内ニュース　艮陵俳句会

4 学内報
学内ニュース　毒瓦斯に関する講演会を開催
軍医学校長小泉博士を招き

4 学内報
学内ニュース　小川教授を囲み善導ピクニック
二年級

4 学内報 学内ニュース　レコード・コンサート二つ

4 学内報 学内ニュース　職員異動

4 学内報 学内ニュース　新博士紹介

4 学内報 学内ニュース　北大新総長高岡博士

5 学内報
学内ニュース　京大事件に活躍せし本学高代
会議解散　任務終了とともに

5 学内報
学内ニュース　県教育課より横槍一本　学生課
ご難

5 学内報
学内ニュース　鉄の本多　印度ナグピル大学よ
り博士論文審査依頼

5 学内報
学内ニュース　鉄の本多　本多総長病む　加藤
内科に入院

表題・巻号 備考

艮陵　第二十二号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

5 学内報
学内ニュース　佐藤教授京大出講　自由意志
教授会にて決定

5 学内報 学内ニュース　宣言留保付　処分 瀧川問題

5 学内報
大学たより　大学左翼学生処分　尚増加の途を
辿る　高校は減少す

5 学内報
大学たより　北大医学部でも　講義の職業化
就職開拓へ！　運動開始

5 学内報 大学たより　北大停年制確立　五教授勇退

5 学内報 大学たより　百号紀念　九大新聞

6 随筆等 軽い出来事
藤田敏彦(生理学教
授)

6～7 論説 ユウモア 杉山通 落語/洒落/夏目漱石/児玉勝美

7 随筆等 断想 晴雲柏樹 図書館/時間割改正/ヒットラー

8～9 論説 非常時検討 上村元治 資本主義/農奴的境遇

8 論説 平和 或比口 ヒットラー/純粋民族主義

9 論説 科学とは何か 小野誠 ブルジョワジー お断り

10～11 随筆等 満州国総裁 鈴木北夫 満州/ロシア/料理

12 随筆等 生命線 有耶生 カフェー/医局員/就職

12 随筆等 怪物 狂介

13 学術 紅斑量…(一) 古賀良彦(助教授) レントゲン

13 評論 映書漫評 前都尾 映画批評

14 論説 ロシヤ教育事情
ローセンタール(相
澤訳)

医学教育/教育制度/労働学校

14 随筆等 映画紹介 豊

15～16 学術 一つの問いと答へと 松永良之助 性的交渉/健康障害

16～17 学術（医史） 我国医学史の展望
富士川游(文学博
士・医学博士、講
演)

日本医史

表題・巻号 備考

艮陵　第二十二号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1933/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

18 特集・座談会 東北学生美術連盟展　批判座談会 (速記)

18 随筆等 左翼の登仙 瓊貔瑠 酒の効果/羽化登仙

19 評論 写真展漫評 吉岡謙吉

20～23 創作 蘇武と李陵 秋野道夫 漢/匈奴/單于

23～24 創作 「その後」－断片風に－ 山川豊 恋/理想の男性

24～26 創作 あるさゝやかな生活の手記 瀧俊一 手術室/追弔

27、34 創作 老年 山崎進 寄宿舎/修練場/

28 詩歌 艮陵歌壇　三年短歌会詠草

28 詩歌 艮陵歌壇　嫩芽十人集　その二

28 詩歌
艮陵歌壇　一年短歌会詠草　十一月二十四日
学生会館ニテ

28 詩歌 艮陵歌壇　あかるき秋日 平賀秀一

28 消息 艮陵会支部だより　東京艮陵会より

29 詩歌 艮陵歌壇　四年短歌会

29 詩歌 艮陵歌壇　昭和舎習作短歌会詠草

29 詩歌 艮陵歌壇　艮陵俳句会

29 消息 〔寄書〕 名古屋青葉会

30～31 学術
宮城医学校より東北帝国大学医学専門部まで
の生理学担当教授

大森守

32～33 学内報（部報）
スポーツ欄　三三年度柔道界展望　四帝大柔
道戦を顧みて

鈴木千賀志

33～34 学内報 スポーツ欄　しゆりつと・しゆう・らうふえん よしろう スケート

34 学内報 運動会
体育週間に於ける催し/学部対抗職員野球/市内高
等官野球

34 学内報 ウィンタースポーツの期来る！！
作並温泉/泉岳スキー場/青根スキー場/鳴子スキー
場

35 編集 〔卒業生に対する原稿募集〕 学芸部

35 編集 編輯者の言葉 医員(遠山・末松) 艮陵会員の意志/匿名

表題・巻号 備考

艮陵　第二十二号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1934/2/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔巻頭言〕 藤田敏彦 卒業

1 歓送迎 送別の辞 艮陵会の現在/会則改正

1 歓送迎 送別の辞 長谷部言人 義経

1 歓送迎 新卒業の諸君に寄す 杉村七太郎 加速度

1 歓送迎 卒業生を送るに際して 佐藤彰 報酬

2 歓送迎 学窓を巣立つ

2 歓送迎 学窓を巣立つ　雑感 関平吾 時局研究会

2 歓送迎 学窓を巣立つ　思ひ出すまゝ 佐藤悦郎 不帰の客

2 歓送迎 学窓を巣立つ　冬夜の情欲 塚本徳太郎 「五・二」事件/交友録

3 歓送迎
学窓を巣立つ　交友断片－学芸部の人々とそ
の印象－

末松富士郎

3 詩歌 四年短歌会詠草

3 詩歌 〔短歌〕 まさし(四年)

3 歓送迎 学窓を巣立つ　繰言 塚本徳太郎 俗人根性

4 学内報
学内ごよみ　講演と映画の夕べ　海綿と海猫を
聴く　生物・朴澤教授を招き

朴澤三二

4 学内報 学内ごよみ　本学漕艇部クルー分散会

4 学内報
学内ごよみ　飯田蛇笏氏来仙　歓迎句会開か
る

小宮豊隆

4 学内報 学内ごよみ　医学史同好会一月例会

4 学内報 学内ごよみ　東北医学会

4 学内報 学内ごよみ　職員進退

表題・巻号 備考

艮陵　第二十三号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1934/2/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

4 学内報 学内ごよみ　新博士紹介

5 学内報 スポーツ欄　秋季医局野球戦便り

5 学内報
スポーツ欄　庭球昭和八年度秋季学内トーナメ
ント

5 学内報 艮陵会通信

6 随筆等 うるさい事ども
藤田敏彦(生理学教
授)

イタリア/ベルリン

6 学術 紅斑量(二) 古賀良彦(助教授) 皮膚単位量

7～12 評論 1933年「艮陵」文壇回顧〔第17～22号〕 秋野道夫 復古的気分

12 詩歌 一年短歌会詠草 教育制度/青年運動

13、5 論説 ロシヤ教育事情(二)
ローセンタール(相
澤陵訳)

14～15 論説 艮陵会の社会的地位と其の将来性 関平吾 就職線/開拓拡大/各支部の結束

15 編集 艮陵No.25原稿募集 学芸部

15 論説
先輩会員諸兄特に新先輩たるべき卒業生諸兄
に希望す

山形敞一 大同団結運動

15 詩歌 新春二年短歌会詠草

16 編集 編輯瑣談 遠山秀一 〔原稿規則〕

16 詩歌 飯田蛇笏先生歓迎句会

17～18 特集・座談会 東京艮陵会臨床座談会 神経衰弱/匿名

17 詩歌 〔短歌〕 鈴木直吉(奉天)

18～19 編集 編輯後記
委員(遠山秀一・前
多)

19 編集
新しき先輩諸兄！　学窓を出て第一歩の感想
を！　艮陵に対する抱負を！

学芸部

表題・巻号 備考

艮陵　第二十三号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/4/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 「艮陵」第二十五号原稿募集！！ 学芸部

2 歓送迎 歓迎の辞 艮陵会会員一同

2 歓送迎 新進気鋭の新会員に我艮陵会を紹介す 庶務部

2 歓送迎 艮陵会内文化運動の中心 学芸部

2 歓送迎 スポーツの大衆化 体育部

3 歓送迎 医学部各教授近影

解剖学教室布施教授/病理学教室木村教授/病理学
教室那須教授/薬物学教室八木教授/法医学教室石
川教授/衛生学教室近藤教授/細菌学教室青木教授
/山川内科教室山川教授/熊谷内科教室熊谷教授/
加藤内科学教室加藤教授/小児科学教室附属医院
長佐藤教授/耳鼻咽喉科学教室和田教授/眼科学教
室小柳教授/産婦人科学教室明城教授/関口外科教
室関口教授/杉村外科教室杉村教授/皮膚病黴毒学
教室太田教授/精神科教室丸井教授

3 歓送迎 新入生諸君を迎へて
長谷部教授(解剖学
教授医学部長)

次号へ延期

3 歓送迎 新入学生を迎えて
藤田教授(生理学教
室学生主事)

3 歓送迎 医科学教室 井上教授(談)

3 歓送迎 入学試験成績発表の次の日
佐武教授(生理学教
室)

3 歓送迎
医学史同好会の紹介－新入生諸君の入会を希
望す－

東北帝国大学医学
史同好会

3 歓送迎 同好の士を募る
東北帝大文学連盟
音楽部

3 歓送迎 「囲碁」同好会小紹介

3 歓送迎
漕か■哉　春の海松島〔漕かん哉　春の海松島
カ〕

漕艇部

3 歓送迎 新入生諸君　柔道部を紹介す 柔道部

表題・巻号 備考

艮陵　第二十四号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/4/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 歓送迎 春はカメラに乗って 医学部写真同好会

3 歓送迎 剣道のおすゝめ 剣道部

3 歓送迎 喜びの人々－本年度合格者氏名－

3 歓送迎 本年度卒業生消息

自治会報（新入生歓迎特輯）

4 歓送迎 歓迎之辞

4 学内報
完全なる時間制へ　改正委員会の絶えざる努
力

4 学内報 図書閲覧室完成に近し！　要望達成の喜び

4 学内報
又もや方針変更あるか？　配属将校転勤非常
時下の教練

4 学内報 クラスニュース及び委員選挙に関して

4 学内報 売店盗難事件と販売図書部のことゞも

4 学内報 昭和九年度自治会予算

4 歓送迎 共済部より

4 歓送迎 基本金融通について 庶務委員

4 歓送迎 寮に入り給へ！(昭和舎紹介)

表題・巻号 備考

艮陵　第二十四号 編輯：松尾正孝
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/5/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　先輩委員の反省を乞ふ 自治体

1 論説 「艮陵」の将来に対する再吟味 前都尾 帝大新聞

1 学内報 本多現総長再選さる

2 学内報
杜都を彩る大学祭　第二回創立記念祭迫る
本年度当番学部は　医学部・工学部

医学部園遊会

2 学内報
盛な新入生歓迎会　本多総長も出席　四月二
十六日於学生会館

2 学内報（部報） 医学史同好会歓迎会

2 学内報（部報） 惜春賦を奏でる 旅行部

2 学内報（部報） 学生美術連盟

2 学内報 春らんまん医学部大相撲　勧進元・長谷部教授

3 学内報
百余の碩学が研究報告　初夏の学都賑はふ
日本社会学会第九回大会

日本社会学会大会

3 学内報 本多総長当選　総長改選

3 学内報 囲碁大会艮陵会主催

3 学内報 大同学院入学者決定　医学部よりは関平吾氏 満州国大同学院

3 学内報 本学総合グランド設置　評定河原埋立地に

3 学内報 大根足に御注意！

3 学内報
轟々たる世論の中に東大、体育協会支持　二
十八日激励文発表

極東選手権競技会

3 学内報 北大医学部就職状況

3 学内報 北大停年三教授　名誉教授に

3 学内報
東大に於ける奨学資金分布状態　法学部が筆
頭

表題・巻号 備考

艮陵　第二十五号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/5/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

4 論説 偶感 長谷部言人 人格/専門知識

4、6 学術 紅斑量(三) 古賀良彦 国際単位/国際放射線医科学会

5～6 随筆等 ドイツに於ける猶太系学舎排斥に関する小報 細谷雄二

6 随筆等 入学雑感 沖薫

6 学内報 東大医学部教授函館へ義捐金

7～8 特集・座談会 加藤さんと膝を交へて語る　四年座談会 就職/外国語/満州

8、14 論説 歴史上人物の小診断 赤沼茂芳 織田信長/明智光秀/末次信正

9～11 学術（医史） 徳川時代の科学者の苦難
藤浪剛一(慶応大学
医学部教授、講演)

10 詩歌 二年短歌会詠草

11 学内報 艮陵囲碁春季大会の記 ハンディキャップ

12～13 論説 役員論 柏薫 役員会/自治会

12 詩歌 ビルデング街 平賀秀一

13 学内報 陸軍衛生部依託学生制度について 昼間和男 軍医

14 学術（医史） 時代と人－木村壽禎氏解屍のことども－ 吉田秀一 蘭医/解剖

15 創作 スキー場 山川豊

16 創作 寸描 松村龍二

17 特集・座談会 映画欄　にんじん 都尾

17 詩歌 三年短歌会五月詠草

表題・巻号 備考

艮陵　第二十五号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/5/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

18～19 随筆等 雪の岩手登山 鈴木稔 冬の岩手/登山

19 詩歌 二年短歌会詠草評

19 編集 原稿募集

20 学内報
昭和九年度艮陵学友会予算概表　昭和九年度
艮陵会収入予算

20 学内報
昭和九年度艮陵学友会予算概表　昭和九年艮
陵会支出予算

20 学内報
昭和九年度艮陵学友会予算概表　昭和九年度
庶務部予算

20 学内報
昭和九年度艮陵学友会予算概表　昭和九年度
体育部予算

20 学内報
昭和九年度艮陵学友会予算概表　昭和九年度
学芸部予算

20 学内報 東北医学会

20 学内報 新博士紹介

20 学内報 第一回レコードコンサート　バッハを聴く

21 詩歌 嫩芽十人集

21 学内報 職員異動

21 消息 会員消息

武藤完雄（ウィーン）/湊谷武夫（秋田県大館町公立
大館病院内科）/黄丙丁（中華民国）/山口牧男（内外
科小児科山口医院）/佐藤正/巷野義信（斎々哈爾歩
兵第五十九連隊）/〔寄書〕湯澤艮陵会

22 編集 編輯後記

表題・巻号 備考

艮陵　第二十五号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/6/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　艮陵会の発展性 学生委員/艮陵会会則改正/就職委員会

1 論説 記念日を迎へての感想－論子の嘆息－ 近江周 職員委員/就職問題/東北軍団

2 学内報
第十九週年を迎へ盛大な園遊会　ビールに・お
でんに・運動会に・舞踊に

2 学内報 新緑の七ツ森を歩く 旅行部

2 学内報 東郷元帥を哀悼

2 学内報
細谷助教授歓迎会を兼ね艮陵会懇親会　お土
産フィルムも公開　六月一日於学生会館

2 学内報
衛生教室近藤教授　カムチヤツカへ進出　寒帯
紫外線研究に

2 学内報 体格検査終了 黒川助教授(談)

2 学内報 水澤に史蹟見学 医学史同好会

2 学内報 第二回レコードコンサート　ベートーベン

2 学内報 東北医学会

2 学内報 たゝり

3 学内報
片平町より　農学部問題進展す　庄司市議敷
地寄付申出

3 学内報 片平町より　満州より鰯来る

3 学内報
片平町より　試験成績を点数で採点　法文の既
定改正

3 学内報 片平町より　地震と鯰　畑井教授発表

3 学内報
片平町より　万国学術会議　四代表決定　本学
より二名

3 学内報 片平町より　西洋中世の文化展覧会 法文史学会

3 学内報 片平町より　理工の園遊会

表題・巻号 備考

艮陵　第二十六号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/6/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 学内報
大学の消息　学長任命問題紛糾　文部省狼狽
す　広島文理大

3 学内報 大学の消息　講義ボイコット　京大法学部

3 学内報
大学の消息　一周年座談会　有信会、二六会
の催し

3 学内報
大学の消息　長崎医大再建に九大台頭　長崎
医大

4～5 随筆等 遺蹟と伝説をたづねて　ラインの旅(一) 小柳美三 チヤムート/トーマ湖/フリムス/グランビュンデル州

5 編集 学内ゑはがき 学芸部

6 学術 欧羅巴の旅より帰りて 丸井清泰 精神分析学/フロイド/モスクワ

7～9 学術 満州奥地旅行記(七年前のナンセンス) 森元生 自警団/馬賊

9 論説 専門と余技(一) 藤田敏彦

10～11 随筆等 創刊号の思ひ出 熊谷太市 創刊号/阿部次郎/和辻哲郎

11 論説 就職戦線異状なきや 福田徹三 就職/地盤拡張/知識階級

12～14 論説
現代医療機構の概観及び一般勤労階級の健
康状態に就て－現代医療機構の矛盾を究明せ
んとして－

山口五郎
医師の過剰/仙台市に集中/社会保険/健康保険/共
済組合/財源/ソヴィエト/貧民階級/都市集中化

13 詩歌 夏へ 平賀秀一

14 随筆等 昭和舎三ヶ月 M.A.生 杜都/寮/処世修養の道

14 学内報 一頁投稿欄　休暇中のポリクリ 一四年生

14 学内報 一頁投稿欄　三年生諸君特に総代の方に！ 悠々生

14 学内報 一頁投稿欄　最近の某先生へ！ 一学生

14 学内報 一頁投稿欄　食堂の黒板利用に就き 食堂雀

表題・巻号 備考

艮陵　第二十六号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/6/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

15 論説 「艮陵」の将来に対する再吟味の再吟味 村上元治 非常時/労働階級/知識階級

15 随筆等 弓道部復興と学内競射大会 昌仁 古典武道

16 随筆等 兵営内だより
山口慶太郎(見習医
官)

藤崎/三越/軍医学/短期軍医幹部候補生

17 消息 大館より 貫吉

17 論説 大学を卒業して 佐藤悦郎より 〔大学は出たけれど〕

17 創作 御尤もな

18～19 随筆等 五月・新緑・ワンデルング 熊谷謙二
牛越の吊橋/亀岡神社/太白山/三居沢/作並街道/
權現森

19 学術 偶感 釜萢生 ラジウム

19～20 学術 医学について
安達太郎兵衛(一
年)

科学的医学/〔医学の社会的地位〕/応用自然科学/
文化的発展

20 創作 JOYK　密接すぎる

20 創作 JOYK　これは舌り

21 詩歌 艮陵会第二回総合短歌会

22 学術（医史）
宮城県病院時代の話(仙台市に於ける明示医
学会懐旧座談会)

桜田三六先生(談) 中目斉/赤星研三/石田真/共立病院/旧南堂

23 詩歌 アララギ六人集

細谷雄二/坂牧龍
二郎/吉田甫/小花
盛雄/菅野千秋/川
上平太郎

23 編集 先輩諸兄！！〔通信投稿募集〕 学芸部

23 編集 会員住所変更に就て

24 特集・座談会 廣濱教授を囲む　三年座談会 相互扶助/産業組合/済生会/日本赤十字

25、33 評論 「にんじん」を殺すな 小川操 トーキー/農村生活

表題・巻号 備考

艮陵　第二十六号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/6/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

26 特集・座談会 映画座談会　学生の見た「にんじん」

27～28 随筆等 日記の一節 久保信一 ゲーテ

28 特集・座談会 映画紹介 都尾 ドンキホーテ/卒業試験

29～31 創作 榊原喜代太の挿話(小説) 泉谷一郎

31 詩歌 伊太利亜詩の翻訳 岡野岸雄

32～33 創作 祖母の死 山崎進 猫

33 学内報
スポーツ欄　医局対抗野球優勝戦にグルンド東
軍堂々優勝　小児科軍善戦して敗る

34 学内報 スポーツ欄　第一回戦

34 学内報 スポーツ欄　第二回戦

34 学内報 スポーツ欄　準決勝戦

34 学内報
スポーツ欄　学生野球リーグ戦に四年軍優勝
す

34 学内報
スポーツ欄　対医局テニストーナメント始る　第
一回戦に熊内勝つ

34 学内報 スポーツ欄　学生テニストーナメントの幕開く

学内報 庶務部報告

35 学内報 庶務部報告　新博士紹介

35 学内報 庶務部報告　職員異動

35 学内報 庶務部報告　住所変更

35 編集 住所変更〔通知のお願い〕

35 消息 先輩通信 阿部良男/又重常雄/廣瀬速水（広島衛戍病院付）

35～37 編集 編輯室より
遠山秀一/斎藤/平
賀

表題・巻号 備考

艮陵　第二十六号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/10/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　就職機関を設置しやう 就職戦線開拓

1 編集 巻頭言　凶作と医師の覚悟

1 論説 影法師　「大学新聞」発刊の具体化を促す 平賀秀一

2 学内報
東都衛生施設見学　旅行計画具体化す　多数
参加を薦む

2 学内報 ヒュッテ祭挙行 蔵王

2 学内報
山の家・海の家　建設の為に学生動く　其金処
分問題を中心に

2 学内報 多年の要望実現　図書室完成す

2 学内報 阿部次郎氏講演会

2 学内報 艮陵会卒業生送別会　例年とは型破りの趣向

2 学内報 写真展覧会　学内風景懸賞写真募集

2 学内報 杉村外科病室工事着手

2 学内報 太田教授南京へ

2 学内報 学内緑化

2 学内報 レコードコンサート

3 学内報 八帝大水上連盟　第一回競泳大会

3 学内報 学生侮辱の国字　学生評判悪し

3 学内報 天文学講座増設　松隈助教授担当

3 学内報 本学惜敗す　対北大ラグビー

3 学内報 海洋水産化学研究所落成　女川町

3 学内報 微生物研究所成り　躍進する阪大医学部

表題・巻号 備考

艮陵　第二十七号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/10/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 学内報 北大　温泉療養所設置具体化

3 学内報 九大医学部工事進む コンクリート

4～7 随筆等 遺蹟と伝説をたづねて　ラインの旅(2) 小柳美三 ボーデン湖/バーゼル/林檎/フライブルク

6 論説 専門と余技(2) 藤田敏彦 職業野球団/餅は餅屋/蛇の道は蛇

7 随筆等 春の園遊会に感ずるまゝ 釜萢敏夫

8、11 学術 レントゲンの事ども 廉戸玄

9～11 学術 北満の診療生活(通信) 平山砂男 満鉄/狂水病/匪賊情報/ペスト

10 詩歌 短歌十五首 奉天　鈴木直吉

11 詩歌 渡欧詠草 細谷雄二

12～14 学術 カムチヤツカへの研究旅行
阿部弘毅（衛生学
教室）

14 詩歌 王城寺ヶ原 吉田甫

15 創作 空虚 Y生

15～16 随筆等 佐渡ヶ島漫筆 秋江地

16 随筆等 山の一日 鈴木稔

17 論説 ジヤン・メリエ　彼の悲劇的死、並びに其の思想 丸木礼二 自殺/社会的正義感

17 詩歌 一年短歌会詠草

18～20 学術 癩患者の生活　草津国立療養所見学記 遠山秀一 インテリ/人生観/予防法/自由療養地区

19 詩歌 二年短歌会詠草

20～22、
14

学術 満鮮の旅を語る 山形敞一
大連/忠霊塔/肺結核/南満州鉄道株式会社/東北大
学

表題・巻号 備考

艮陵　第二十七号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/10/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

22 編集 共済部資金借用　先輩へ告ぐ！ 自治会共済部 共済資金貸出事業

23～24 特集・座談会 杉村教授を囲む座談会(三年) 外科/ムンド/ドイツ

24 詩歌 三年短歌会詠草

25 学内報 四学部学生対抗　囲碁リーグ戦の記 日本棋院/対外的発展

25 学内報 艮陵彙報

25 消息 住所及勤務先変更

26 学内報 新博士紹介

26 学内報 職員異動

26 学内報（部報） 体育部より 野球/庭球/籠球

26～27 学内報（部報） 庶務部報告 山形生
活動予定/石原第四連隊/東京市内衛生施設見学旅
行/学友会基本金処分問題

27 編集 編輯室より 委員(遠山・平賀) 藤田先生の検閲/赤外線写真

表題・巻号 備考

艮陵　第二十七号 編輯：：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/12/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言　委員選挙に関して 学生融和/委員選挙

1 論説 不安の実相と学生生活 前都尾
社会的不安/失業洪水/知識階級/主導的役割/階級
的使命

2 学内報
阿部次郎氏講演会　明治末期の文学よりリベラ
リブムを説く

2 学内報
基本金処分委員会　いよいよ実現か　総長座
談会にて言明

2 学内報
思想善導　総長を囲む座談会　学生課総動員
にて風見課長赤化思想につき訓示

2 学内報
満州国へ赴任の伊藤伍一郎宮地貞夫送別座
談会　於学生会館拾一月拾四日　満州研究ね
ついよいよ旺盛

2 学内報 木村清壽講師訃

2 学内報
善積準平氏第二会マンドリン独奏会　十一月三
十日学芸部講演の下に

2 学内報（部報）
医学史同好会の活動　仙台医学館沿革と郷土
医家史実発表

2 学内報（部報）
東北医学会　木村、和田、丸井、山川の四教授
特別講演さる

2 学内報（部報）
学内有志写真同好会展　拾月廿三、廿四、廿
五三日間職員会館にて

2 学内報（部報） 有志絵画部の活動　展覧会に座談会

2 学内報 艮陵会々則一部変改さる

3 学内報
片平町より　学術振興会九年度後期補助　本
多博士の「鋼材」研究に新に特別小委員会設
置

3 学内報
片平町より　煙煤防止とパテント　工学部　宮城
博士考案

3 学内報 片平町より　東北帝大　音楽部秋季演奏会

3 学内報
片平町より　宗教復興の先駆　西蔵大蔵経の
総目録索引完成す　法文学部宗教学研究室の
苦心

表題・巻号 備考

艮陵　第二十八号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/12/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 学内報
大学欄　就職戦線異状あり　各大学今や大童
の活躍　文科系統の不振に比し理工系統の売
行旺

3 学内報
大学欄　来潮防止のホルモン成功　岡山医大
八木博士発表

3 学内報
大学欄　転校せる左翼学生に　復校許可の新
例開かる　北大学生の英断

3 学内報
大学欄　放射線科開講　東大医学部中泉博士
教授に昇進

3 学内報
大学欄　農学部移転と待望のグランド新設　東
京帝大、狭い敷地に頭痛

3 編集 学内ゑはがき 学芸部

4～6 論説 専門と余技(完) 藤田敏彦 全知全能/専門/懈怠/進歩向上

5 随筆等 感想 長谷部言人 東京見学旅行

6 学術 仏国医界 太田正雄
ダルソンヴァール/エミール・ルー/ルイ・マルタン/
シャルル・ニコル

7～9 随筆等 遺蹟と伝説をたづねて　ラインの旅(3) 小柳美三
ストラスブルク/伽藍/フロイデンシュタット/ハイデル
ベルヒ/ネッカール河/シュパイエル河

9 詩歌 滞欧小吟(1) 細谷雄二

10～11 学術（医史） 石川清人先生懐古談 仙台医学専門学校/ダブル補充科/軍医/生理学

11 学内報（医局） 医局便り　反射鏡問答 楠緒樹 医局/耳鼻科

11 編集 原稿募集２９号卒業生送別号

12～16 論説 独逸青年運動
エルンスト・ケンメル
(熊谷謙二訳)

ワンダーフォーゲル/有機的な国民概念/体操協会/
防御力運動/国粋主義/同盟

13 詩歌 十和田湖の秋 赤沼茂芳

14 詩歌 十和田湖 小花盛雄

15 詩歌 八木山散策 参郎生

16 詩歌 秋の旅路 中安清周

表題・巻号 備考

艮陵　第二十八号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1934/12/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

17 学術
艮陵会主催　東京衛生施設見旅行記(1)東京帝
大医学部

前多 須田町食堂/鉄門倶楽部

17 学術 東京艮陵会支部主催　歓迎会の記 前多 日本青年会館

18 学術 二日目　理研見学記 山形敞一 高峰譲吉/鈴木梅太郎/附属工場

18 学術 松澤病院見学記 平賀 芦原将軍

19、16 学術 聖路加病院見学記 鈴木北夫 伝染病研究所/博愛人道/公衆衛生部/衛生医学

20～21 学術 満鮮の旅を語る(続き) 山形敞一
ハルピン/白系露人/国都建設計画/新京/農事試験
場/浮碧楼

21 詩歌 アララギ六人集

22～23 創作 冬の挿話－亡きAに捧ぐ－ 松村龍二

23 評論 うそ・まこと－映画芸術に関する－ 山川豊 劇的境遇

24 創作 らくがき 山城生

24 編集 地方在住先輩各位 学芸部 購読料

25 学術 全生村を訪ふの記 法水正文 療養所/互恵会/相互扶助団体

26～27 創作 大島の雨 山崎進

27 学内報（部報） 有志写真　同好会展合評会記 芳日子(記)

28～29 学内報（部報） 貧しき楯を守るもの　有志絵画部だより 委員 展覧会/造型芸術

28 詩歌 第三回艮陵会総合短歌会詠草

29 学内報（部報） スポーツ欄　体育部だより 遠藤(記)
対医局テニストーナメントグルンド優勝/対学年テニ
ストーナメント三年軍再び優勝/対学年野球/対医局
野球/

29 編集 No.29　原稿募集 学芸部

30 消息 地方通信

30 学内報 新博士紹介

30 学内報 職員異動

31 編集 編輯後記
前多・平賀・遠山秀
一

学生の使命

表題・巻号 備考

艮陵　第二十八号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/2/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 送別の辞

1 編集 AULD LANG SYNE

1 歓送迎 諸教授の御言葉　卒業生諸子を送りて 本多光太郎(総長)

1 歓送迎 諸教授の御言葉　送別の辞
長谷部言人(学部
長)

1～2 歓送迎 諸教授の御言葉　新学士諸君へ 藤田敏彦 学士試験

2 歓送迎 諸教授の御言葉　卒業生を送るに際して 明城弥三吉 自我

2 歓送迎
諸教授の御言葉　卒業学生に筆答を以てする
送別の漫辞

佐藤彰(附属医院
長)

2 歓送迎 諸教授の御言葉　卒業生諸君に餞す 太田正雄

3 歓送迎 卒業生の言葉集　兄貴の鉄拳 藤原慶一郎 卒業生会員/学生会員/融和/解散

3 歓送迎 卒業生の言葉集　卒業に際して 中尾重綱

3 歓送迎 卒業生の言葉集　偶感 猪股伝二郎

3～4 歓送迎 卒業生の言葉集　偶感 鈴木北夫 エスペラント会

4 歓送迎 卒業生の言葉集　とりとめもなく なまけもの

4～5 歓送迎 卒業生の言葉集　無題 宍戸仙太郎

5 歓送迎 卒業生の言葉集　悲観と楽観 布川三之助 非常時

6 歓送迎 卒業生の言葉集　偶感 千葉正康

6 歓送迎 卒業生の言葉集　四年間を回顧して 伊藤聴文

6 歓送迎 卒業生の言葉集　旅行 正田亨四郎

6～7 歓送迎 卒業生の言葉集　あれやこれや 山野元

7 歓送迎 卒業生の言葉集　卒業片語 佐々木滋 産業組合五ヶ年計画/組合病院

7～8 歓送迎 卒業生の言葉集　旅漫録 須藤清五郎 就職委員会

8 詩歌 泉ヶ岳 小花盛雄

8～9 歓送迎
卒業生の言葉集　一九三一－一九三五艮陵街
を往く

松尾正孝(四年庶務
部委員)

9 歓送迎 卒業生の言葉集　卒業に際して 館田良七郎 ボート

表題・巻号 備考

艮陵　第二十九号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/2/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

9 歓送迎 卒業生の言葉集　所感 山本勝夫

9 歓送迎 卒業生の言葉集　無題 坂牧龍二郎 オバンチャン

9、27 歓送迎 卒業生の言葉集　学生生活よ!さようなら!
学芸部委員遠山秀
一

特権階級

10 評論 昭和九年度艮陵論壇回顧 近江周 文学/表現

11 評論 昭和九年に於ける艮陵歌壇回顧 坂牧龍二郎

12～14 評論
不健康な冬枯れ－一九三四年艮陵文壇への
寸瞥－

松村龍二 文学

13 詩歌 艇友を弔ふ 山形敞一

14 詩歌 上京雑詠 川上平太郎

14 詩歌 阿武隈の冬 参郎生

15～16 創作 帰省－古い日記帳から－ 水澤周二 継母

17～18 随筆等 渓愁抄 柏薫 高層建築/礎石/いけにえ

18 詩歌 艮陵会第四回総合短歌会詠草
中安清周/田崎参良/松岡茂/菅野千秋/赤沼茂芳/
前多豊吉/川上平太郎/細谷雄二/斎藤一雄/横田義
雄/平賀秀一/坂牧龍二郎/小花盛雄/山形敞一

18 学内報 昭和拾年度艮陵会予算

19～20 随筆等 篤ッちゃん 新井侃 松本篤/松島

21～22 随筆等 挨拶 武藤完雄 カフェー/ウィーン/ビール

22 学術 回顧 重野謙次 細菌学/顕微鏡

23 随筆等 急行七時間 吉田松一 ダンピング/東北冷害地

24 創作 廃人
モーパッサン(鈴木
北夫訳)

25 創作 リケーの考へ
Anatole France(鈴
木北夫訳)

26 学内報
学内ニュース　漕艇界未曾有の椿事　本学及
二高短艇選手十名遭難す

松本篤/石井吾郎/伊藤直清

26 学内報
学内ニュース　武藤、森元両氏を囲む送別座談
会

表題・巻号 備考

艮陵　第二十九号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/2/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

26 学内報
学内ニュース　艮陵界総会開催　会費納入問
題に対する規則改正さる

26 学内報 学内ニュース　本学総合グランド愈実現 文部省/大蔵省

26 学内報 学内ニュース　写真暗室成る

26 学内報 学内ニュース　本学農学部　実現の気運動く 冷害凶作

26 学内報 学内ニュース　レコードコンサート

27 学内報
学内ニュース　アイスホッケー本学快勝　対東
大定期戦

27 学内報 学内ニュース　学生卓球大会　三年優勝

27 学内報
学内ニュース　立大予科優勝　東北高専アイス
ホッケー大会

27 学内報 学内ニュース　職員異動

27 学内報
学内ニュース　勤続二十年の功成り松本おば
んちやん勇退

28 学内報（医局） 医局便り　小児科教室に居れば 吉田松一 荒川氏反応

28 学内報（医局） 医局便り　精神科医局より 吉松

28 学内報（医局） 医局便り　満州より 佐藤源太郎 満州に於ける医療機関

29～30 学術（医史） 仙台藩医学校とその初代学頭渡辺道可先生
高橋信次、玉手英
典

医史学同好会/養賢堂/大槻平泉/細井平州/佐々木
中沢/学派の対立

29 詩歌 三年忘年短歌会詠草

30 学内報 昭和九年度の庶務部を顧みて 山形生
新入生歓迎会/艮陵会先輩中心座談会/十九周年記
念懇親園遊会/第十七回卒業生送別会/会則改正/
東都衛生施設見学旅行/松島湾遭難

31 編集 編集後記　委員として級友諸兄へ
遠山秀一、杉浦、前
多、平賀

表題・巻号 備考

艮陵　第二十九号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/3/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 「艮陵」第三十一号原稿募集！！ 学芸部

2 編集 歓迎の辞 一大親睦団体

2 歓送迎
意気溌剌たる新会員に我艮陵学友会を紹介す
庶務部　会員諸兄の積極的参加を希望す

学友会的組織/精神的結合/一致団結/入会金全納

2～3 歓送迎

艮陵界　文化水準向上のため－新入会員の活
躍を待望－　学芸部　一雑誌発行　二短歌会の
紹介　三講演会、各種会合に就いて　四レコー
ドコンサート

ささき生 学友会の解散/団体/アララギ会/阿部次郎

2 歓送迎 本年度合格者氏名

3 歓送迎 医学部各教授近影

布施教授（解剖学教室）/木村教授（病理学教室）/那
須教授（病理学教室）/八木教授（薬物学教室）/石川
教授（法医学教室）/近藤教授（衛生学教室）/青木教
授（細菌学教室）/山川教授（山川内科学教室）/丸井
教授（精神科教室）/熊谷教授（熊谷内科学教室）/加
藤教授（加藤内科学教室）/佐藤教授（小児科学教
室）/和田教授（耳鼻咽喉科学教室）/明城教授（産婦
人科学教室）/小柳教授（眼科学教室）/関口教授（関
口外科教室）/杉村教授（杉村外科教室）/太田教授
（皮膚病黴毒学教室）/長谷部教授（解剖学教室）/井
上教授（医科学教室）/藤田教授（生理学教室）/佐竹
教授（生理学教室）

3 歓送迎
明朗　スポーツの春　野球に－庭球に－　体育
部

阿部源 創立二十周年紀念大運動会

3 歓送迎 エネルギーは大自然に!!!　ワンデルング紹介 委員

3 歓送迎 英語会(E.S.S)紹介

3 歓送迎
碁とは何ぞや　艮陵囲碁の現状と未来は？　歓
迎碁会に出場を希望す

小天狗

3 歓送迎
医学史に興味ある諸君へ　医学史同好会の紹
介

吉川生

3 歓送迎 冬来りなば　－本学スケート部紹介 Ｙ

表題・巻号 備考

艮陵　第三十号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/3/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 歓送迎 正しき造形芸術のために有志絵画部紹介 委員 造型芸術/東北学生美術連盟

3 歓送迎 「剣道部」を紹介す　剣道部

自治会報（新入生歓迎特輯）

4 歓送迎 歓迎之辞 自治会

4 歓送迎 事業内容の紹介　販売部

4 歓送迎 事業内容の紹介　共済部 高橋生 学資支出/食堂経営/下宿紹介

4 歓送迎 事業内容の紹介　昭和拾年度自治会予算内容

4 歓送迎 事業内容の紹介　級外交部 九島

4 歓送迎 事業内容の紹介　会報図書部 委員 閲覧室規則

4 歓送迎 事業内容の紹介　「図書購入」委員会後報 山形生

4 歓送迎 事業内容の紹介　調査部財産調査報告

4 歓送迎 事業内容の紹介　昭和舎を紹介 家庭的自治生活/年中行事

表題・巻号 備考

艮陵　第三十号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕学内の春

編集 〔写真〕武藤、森元両先輩送別会

1 論説 所感 長谷部言人
個人・国家の利益/形式的結束・有力な結束/各個の
努力を希望

2～4 論説 部分即全体 藤田敏彦 生命/機能/必要性/〔全体のための部分〕

5～12 随筆等 遺蹟と伝説をたづねて　ラインの旅(四) 小柳美三(教授)
マインツ/フランクフルト/猶太人/ルーテル/非常時/
宗教復興/憎悪/ゲーテ/〔紀行と考察〕

13～14 随筆等 宮古島を訪れて 福井文俊 〔沖縄県衛生成績の改善〕/亀甲型墓地/石垣島

15～21 評論
偶然と必然の問題－批判の型式に於て－　病
友の為に

丸木礼二 認識論/実践/弁証法/ヒューム/カント

21 編集 学内ゑはがきについて
〔学芸部より学内風景絵葉書を発行・販売〕/〔外国と
の通信も顧慮し独語注釈入〕

22～24 学術（医史） 東奥医学と建部清庵 寺野 大槻玄沢/宝暦の凶作/西洋医学

25～27 評論
「未完成交響楽」をめぐつて－映画をみての
種々なる感想と「未完成交響楽」について、記さ
れて雑多な記録の収録である－

山川豊
映画「未完成交響曲」/シューベルト/ウイリーフォル
スト

28～31 随筆等 渓愁抄 柏薫 個人主義的/新入生に対して

32～34 随筆等 随想二題〔蟹・甲羅・穴/球面収差〕 平賀秀一
アナクロニズム/北海道人会
短歌/主観と客観

34 編集 艮陵会会員諸彦に告ぐ!
〔1934/12/27、二高端艇部・コーチャーが松島湾で遭
難、慰霊記念事業を行う〕

35 詩歌 滞欧小吟(二) 細谷雄二

36 詩歌 アララギ七人集 細谷雄二ほか６名
細谷雄二/横田義雄/坂牧龍二郎/小花盛雄/菅野千
秋/山形敞一/川上平太郎

36 詩歌 冬のあを空 前多豊吉

37 詩歌 東海 川上平太郎

37 詩歌 春と情感 平賀秀一

38 詩歌 黄昏(古き日記より) 田崎参良

表題・巻号 備考

艮陵　第三十一号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

39 詩歌 級短歌会詠草　四年クラス短歌会 山形敞一ほか
山形敞一/斎藤一雄/橋本綱徳/前多豊吉/古和田周
助/川上平太郎

39 詩歌 級短歌会詠草　三年短歌会

39 詩歌 級短歌会詠草　二年短歌会

39 詩歌 級短歌会詠草　一年短歌会 大塚武司

40 詩歌 艮陵会第五回　総合短歌会詠草 長谷部言人ほか

長谷部言人/田崎参良/橋本綱徳/村山美之/山形敞
一/菅野千秋/水無瀬綱政/横田義雄/大塚武司/川
上平太郎/皆川武夫/細谷雄二/平賀秀一/坂牧龍二
郎/古和田周助/小花盛雄/前多豊吉

41～45 創作 大学生と鼻 絲岡正文 気まぐれ/『鼻』

46～53 創作 モナ・リザ－a fable 松村龍二 微笑

53 編集 原稿募集　艮陵三十二号 学芸部

54～59 随筆等 大島伊豆の旅から 山形敞一 アンコ/箱根

59 編集 艮陵先輩委員一部変更

60～61 学内報 学内静察 平賀 卒業式/新入生歓迎会

61 学内報 レコードコンサート 委員
〔オーケストラとレコードコンサートの違い〕/〔音楽的
関心・文化的欲求と西洋音楽〕

62～63 学内報
コンサート雑感－一般音楽的水準向上に対す
る覚え書－

岸本洋

64～65 学内報
縦横欄　一般会員の活発なる投稿を希望いた
します

M生ほか４名 フロイド/精神分析学/満州/新会員歓迎会

66 学内報 映画紹介 「小牧師」/「黒鯨亭」/「フアニー」/「外人部隊」

67 消息 学外先輩消息　室蘭市立室蘭病院より 医局係 〔医局員〕/〔室蘭近況〕

67～70 消息 学外先輩消息　満州便り
委員ほか差出人5
名

北鉄病院/満鉄病院/朝鮮艮陵会/ハルピン中央病
院/満州進出/阿片問題/ペスト防疫

70 消息 艮陵会支部消息 〔寄書〕神戸艮陵会/吟松亭/〔寄書〕一関艮陵会

71 学内報 新博士紹介 高橋源二ほか6名

72～74 学内報 職員異動 のべ114名

75～76 編集 編輯後記
前多、川上(平太
郎)、杉浦、平賀

新形式の艮陵/文化的水準の高揚による文化的使命
の変化/杜の都

表題・巻号 備考

艮陵　第三十一号
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/6/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕初夏

編集 〔写真・満州より〕

編集 〔写真〕新入生歓迎園遊会

編集 〔写真〕小宮豊隆教授講演会

1～8 随筆等 遺蹟と伝説をたづねて　ラインの旅(五) 小柳美三 マインツ/グーテンベルク/ドイツ再軍備/〔外国観〕

8 詩歌 狭き門 ジイド「狭き門」より

9～10 学術 計数余技　一致しさうで一致せぬ場合 雲想海生 〔計算の誤差〕

11～12 随筆等 宮古島を訪れて(追加) 福井文俊
大阪商船会社/博物館/墳墓/ドイツ皇帝から謝恩の
記念碑

13～17 学術（医史） 存真図腋と畠山仙江
大森守・長谷部言
人

渡邊道可/「存眞存腋」/解剖/畠山仙江/東東洋

18～19 評論 開業一年八ヶ月 古澤平作 精神分析

19 編集 二十週年記念号原稿募集 艮陵会学芸部

20～22 論説 一つの秘かなる願ひを 相山良之助 医学とは何者か/〔「病」の概念〕

22 詩歌 胎動 歌集『胎動』より

23～26 学術（医史） 医学の里程道しるべ　Doctor in History抄訳 法水正文 医学史/医学の進歩

26 編集 学内ゑはがきについて 絵葉書広告

27～30 随筆等 旅・雨・心 久保信一 能登半島/七尾港/琵琶歌/民族精神/民俗芸術

31～33 随筆等 随想三題 仙人掌 自尊心/芸術家/個性/機械文明

34～35 論説 雑感雑記 青山喬 宗教/家族

37 随筆等 蓬莱島 薫清課 台湾/土人/本島人

38 詩歌 伊豆吟 山形敞一

38 詩歌 春から夏へ 斎藤一雄

38 詩歌 旅 橋本綱徳

表題・巻号 備考

艮陵　第三十二号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/6/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

39 詩歌 窓 川上平太郎

39～40 詩歌 五月雨 神田階三

41～ 創作 ハル子の場合 大澤俊夫 交際/貞操観

44～45 創作 風景 淀壮夫 美術

46 特集・座談会 「映画外人部隊」を語る座談会 佐々木

47～49 評論
「外人部隊」について－映画批評の一形式とし
て－

前都尾 芸術品/資本主義社会/国民性

50～52 随筆等 アイヌを訪ねて 平賀秀一 〔アイヌ観〕/煙草の慣習/祭壇

53 学内報 学内静察　医学部 創立二十週年記念/謝恩

53 学内報 学内静察　自治会 学生生計調査/自治会不振

53～54 学内報 学内静察　日本大学 熊谷教授クリニック

54 学内報 学内静察　太田教授 伝染病研究所/糸状菌

54 学内報 学内静察　学芸部 小宮豊隆

54 学内報 学内静察　東北外科学会 関口外科/杉村外科

54 学内報 学内静察　学内開放

54 学内報 学内静察　五月廿五日 レコードコンサート

55 消息 学外先輩消息
新京艮陵会/藤原慶一郎（大同学院）/関平吾（満州
国政府国務院民生部衛生局）/森元吉造/赤沼茂芳/
加藤彰信（大同学院）/須藤清五郎

56～58 消息 大同学院便り

〔寄書〕満州艮陵会/須藤清五郎/山形敬一/満人/対
中国概念/匪賊/赤沼茂芳/藤原慶一郎（満州国新京
大同学院）/渡邊恒彦（大連市大連医院第一外科医
局）/高橋謹吾（大連市大連病院）/〔寄書〕

59～60 学内報 体育部便り　艮陵野球前奏 体育部委員 山内内科/艮陵野球/熊谷内科/杉浦外科

61～62 学内報 新博士紹介

62～63 学内報 職員異動

64～65 編集 編輯後記
平賀、杉浦、村上、
前多

〔原稿の積極的応募に期待〕

表題・巻号 備考

艮陵　第三十二号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/11/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕那須新学部長

編集 〔写真〕八木新学生主事

編集 〔写真〕学内公園ノ盛況(その一)

編集 〔写真〕学内公園ノ盛況(その二)

編集 〔写真〕長谷部学部長・藤田学生主事謝恩会

編集 〔写真〕学内公園ノ盛況(その三)

編集 〔写真〕開講二十週年記念園遊会風景

編集 〔写真〕石巻艮陵会支部発会式出席者

1 随筆等 就任に際して
教授那須省三郎
(談)

創立二十週年記念祭/学生控所

1～3 随筆等 偶感 教授八木精一(談) 帝都の東北

3～5 随筆等 創立二十週年を迎へて 教授井上嘉都治 東北一の大病院/立太子式

5～7 随筆等 気楽な二十年前 教授藤田敏彦 井上達一/オペラ/新潟医専

8 随筆等 艮陵会の誕生 教授杉村七太郎 大正5年

9～72 学術（医史） 東北帝国大学医学部前史
東北帝国大学医学
部医史学同好会編
(青木大輔)

大正4年/養賢堂/仙台共立社病院/宮城医学校/医
学講習会/宮城病院/宮城医学校附属病院/第二高
等(中)学校医学部/山形仲藝

73～78 評論 現代社会の浪漫性－一つの習作－ 丸木礼二 浪漫主義/偶然論/認識論/自我/行動/ファシズム

79～87 評論 我国青年の健康状態を論ず 高橋英次 ARZT/陸軍省医務局/徴兵検査/結核性疾患

88～89 特集・座談会
艮陵文化の足跡をたどる　医史学同好会創設
を回顧して

草野重孝 温故知新/蘭学/西洋医学

89 特集・座談会 艮陵文化の足跡をたどる　短歌会記事 飯島誠司 あらら木

表題・巻号 備考

艮陵　第三十三・四号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/11/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

89～90 特集・座談会 艮陵文化の足跡をたどる　短歌会の思ひ出 遊佐良雄

90 特集・座談会 艮陵文化の足跡をたどる　写友会記事 飯島誠司 記録写真・芸術作品

90～92 特集・座談会
艮陵文化の足跡をたどる　よどみ－有志絵画
部小史－

波多野 木下杢太郎

92 特集・座談会
艮陵文化の足跡をたどる　医学部有志写真同
好会史

鈴木

93 消息 地方艮陵会消息　東京艮陵会概況 小峰

93～94 消息 地方艮陵会消息　神戸だより 武藤完雄 阪大/青葉会/〔寄書〕神戸青葉会

消息 〔葉書〕鎮嶺艮陵会

94 消息 地方艮陵会消息　大満州艮陵会員近況

94～95 消息 地方艮陵会消息　石巻艮陵会支部例会 〔寄書〕艮陵会石巻支部

95～98 消息
地方艮陵会消息　大連医院の現況並に外科医
局生活

渡邊恒彦 大連委員/満鉄/経験

99～100 消息 地方艮陵会消息　弘前病院便り 釜萢敏夫 岩木山/秩父宮

消息 〔葉書〕

100～101 消息 地方艮陵会消息　秋田赤十宇病院便り 稲葉貞一

消息 〔寄書〕

101 消息 地方艮陵会消息　泉山病院便り 泉山幸吉ほか4人

消息 〔寄書〕湯澤艮陵会

102～104 学術
キヤノン教授講演概要　体制安定機構　Bodily
Organisation for Stabilitｙ－東北帝大医学部英
語会－

若生(東北帝大医学
部英語会)

アドレニン/インシュリン

105～106 随筆等 科学写真の紹介 星亀撤 乾板/露出

表題・巻号 備考

艮陵　第三十三・四号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/11/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

106 詩歌 四年短歌会詠草 山形敞一ほか5人
山形敞一/吉田秀一/橋本綱徳/斎藤一雄/前多豊吉
/川上平太郎

107～109 創作 乙女の秋 E生 仙石原/富士/箱根

109 編集 卒業生送別号原稿募集 学芸部

110～111 創作 小教員 松井久助 婚礼/生活費

112 詩歌 子の歌 遊佐良雄

112 詩歌 郭公
鈴々子(福島大原病
院)

113 詩歌 室蘭の海を憶ふ 平賀秀一

113 詩歌 街 中安清周

113 詩歌 旗 淀壮夫

114～115 創作 特別綺談－神様になりかけて儲けた話－ 那須健 Angina/医者商売

116～
118、115

学術 満州瞥見記 伊藤裕一 満州/大連医院/母校の名誉/盲腸炎

119～120 学内報 庶務部　艮陵会組織の変遷について 佐久間

120～121 学内報 学芸部　雑誌「艮陵」への婆心 熊谷太市 雑誌/パンフレット/新聞紙

121～122 学内報 艮陵第三号の編輯子 高橋源二 広告

122～124 学内報 昭和三、四年の頃 大森守 法文時報/東北活版社/校正

125 学内報 回顧 海野金一郎

125～126 学内報 「艮陵」と私 末松富士郎

126～130 学内報 学芸部への随想
遠山秀一(皮膚科教
室)

艮陵改革問題/満州事変/検閲/育った時代/日陰者
/

130 学内報 昔の集会所の事ども 山川内科大友寧 オバンチヤン

表題・巻号 備考

艮陵　第三十三・四号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1935/11/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

131～133 学内報（医局） 医局だより　解剖学教室の今昔 池田 代行/専門/分科

133～134 学内報（医局） 医局だより　法医学教室 K.Z生 専門/分科/野球

134～135 学内報（医局） 医局だより　小児科医局から 鈴木北夫 統制/野球

135 学内報（医局） 医局だより　加藤内科教室便り 澁谷 野球/塾

135～136 学内報（医局）
医局だより　艮陵会の如く医局を思ひ医局の如
く艮陵会を思ふ

婦人科松尾正孝 先輩後輩の情誼

137～138 学内報（医局） 医局だより　耳鼻科教室の回顧 教室員

138 学内報（医局） 医局だより　精神科便り 相沢

138～139 学内報（医局） 医局だより　医科学教室の一史科 岡村

139～140 学内報（医局） 医局だより　生理学教室より 教室員

140 詩歌 廿四人抄 一見赳夫ほか23人

一見赳夫/飯島誠司/井上俊二郎/石田吉次/細谷雄
二/大西益太郎/岡田武夫/大野盛三/渡辺貞助/横
田義雄/高橋源二/高橋勝衛/田島吉郎/熊谷太市/
黒田理/前島量一/松岡茂/藤田敏彦/赤沼茂芳/荒
井光治/坂牧龍二郎/遊佐良夫/志賀都一/鈴木直吉

「艮陵第三号より」

141～143 特集・座談会 創立二十週年記念式を終りて
艮陵会庶務部(太
宰)

山形仲藝/佐藤基 式典参加報告

143～144 特集・座談会 創立廿週年記念艮陵会園遊会
学芸部(委員佐々
木)

ビール 式典参加報告

145～146 学内報 学内静察 委員
学内公開/医学部開設二十週年/記念祝賀会/文化
の指導/象牙の塔/中央講堂

147～149 学内報（部報） 体育部便り　春季医局対抗野球戦補遺 体育部委員
山川内科準決勝に勝つ/グルンド東敗る/優勝盃を争
ひ杉村外科対山川内科戦ふ/

149～151 学内報（部報） 体育部便り〔上記以外〕 体育部委員 学年対抗庭球戦/医局対抗庭球戦始る

152～154 学内報 新博士紹介

154～156 学内報 職員異動

156～158 編集 編輯後記
平賀・杉浦・佐々
木・前多

国体の歴史/「艮陵」は我々のもの

表題・巻号 備考

艮陵　第三十三・四号 編輯：前多豊吉
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/1/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 巻頭言 農村疲弊/結核問題/消費階級/生産階級

編集 〔写真〕　冬煙(杉外新病棟)

編集 〔写真〕　第八十回卒業生送別晩餐会

編集 〔写真〕　細谷教授送別短歌会

編集 〔写真〕　細谷教授送別懇親会

編集 送細谷教授之台北

1 歓送迎 卒業生諸君に贈る言葉 本多光太郎(総長) 医学博士/最高学府

2 歓送迎 送別の辞
那須省三郎(学部
長)

社会施設

2～3 歓送迎 卒業生諸君を送るに際して
八木精一(学生主
事)

学士/愛郷心/愛校心/愛国心

3～4 歓送迎 卒業生諸君に寄す
丸井清泰(付属医院
長)

医学者/最高学府

4～5 歓送迎 卒業生諸君に 藤田敏彦(教授) 適当な療法

5～6 歓送迎 卒業生を送るに際して
長谷川言人(教授・
談)

ざっくばらん/技能向上

6 歓送迎 卒業学生に贈る送別の辞に代へて 佐藤彰(教授) ノートの活用法

7～10 歓送迎
艮陵生活四ヶ年を顧みて艮陵会の将来性に及
ぶ

山形敬一 艮陵意識/艮陵会の発展

10 詩歌 細谷教授送別短歌会 細谷雄二ほか10名

11～17 評論 1935年に於ける艮陵回顧 前多豊吉 唯物論/歴史的必然性/ファシズム理論

18～22 評論 艮陵歌壇回顧 川上平太郎 短歌会

23～24 随筆等 体育部あれやこれや 阿部源 医局対抗試合/大艮陵結成

24 詩歌 艮陵会総合短歌会詠草
川上平太郎ほか13
名

表題・巻号 備考

艮陵　第三十五号 編輯：平賀秀一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/1/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

25～35 学術
讃岐の名医合田強先生と最初の蘭方内科書
「紅毛医言」

大久保諶一 合田強

36 詩歌 満州行 山形敬一

36 詩歌 夏雲 川上平太郎

37 詩歌 遠枯山 橋本綱徳

37 詩歌 あるスナップ 前多豊吉

観送迎 学窓よ、さらば!!

38 観送迎 私の切実な今 太宰六郎 古巣への愛惜/先輩学生融和問題

39～40 観送迎 蒼穹 前多豊吉 芸術写真/芸術の国民性/映画

40～41 観送迎 無題 高橋慶蔵

42 観送迎 ふるさと 佐谷正輝 冷害と凶作/東北の文化

42～43 観送迎 三角形の二篇の和は一遍より長いか？ 川上平太路 馬鹿

44 観送迎 試験粛正 高橋英次 選挙粛正講演会/カンニング

45 観送迎 自嘲笑 新井侃 学術の蘊奥/青年期の揺籃の夢

45～47 観送迎 学芸部の人々 斎藤一雄

47～48 観送迎 思ひ出づるまゝ 秋月源二 三十六年会/二高会/大艮陵会の建設

48 観送迎 別かれに際して 西尾新 森の都仙台

48～49 観送迎 氷雨降る夜に 吉田秀一 学生の聴講生活/卒業記念誌

49～50 観送迎 申し訳に 加藤邦五郎

50～51 観送迎 学生会員四年間 佐々木武一郎 解剖実習/艮陵会の事業

51～52 観送迎 四とせの思ひ出 山田千里 仙台人

表題・巻号 備考

艮陵　第三十五号 編輯：平賀秀一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/1/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

52～54 観送迎 独白 橋本綱徳 Mの襟章/修養の時代/最高学府の学生様

54～55 観送迎 たはごと 遠藤金助 芭蕉/お坊ちゃん

55～56 観送迎 希望二題 河西助蔵 教授に欠礼

56～57 観送迎 集会所の碁 松永藤雄 教室対抗戦

57～58 観送迎 学窓生活を去るにあたりて 山形敬一 東北的/自己の鍛錬

58 観送迎 無題 根本和

編集 寄贈雑誌

『フラテ』(北海道帝国大学医学部学友会)/『薬窓誌』
(京都薬学専門学校薬窓会)/『工明会誌』(東北帝国
大学工学部)/『学友会雑誌』(日本大学医学部)/『学
友会雑誌』(福岡高等学校文芸部)/『学友会雑誌』(熊
本医科大学学友会)/『医学研究』(福岡大道学館出版
部)/『京都府立医科大学雑誌』(京都府立医科大学学
術研究会)/『北辰会雑誌』(第四高等学校文芸部)

59～60 消息 地方先輩消息欄
盛岡組合病院便り/東京艮陵会昭和二年組クラス会
/神戸艮陵会

61～62 学内報 学内静察
大学新聞/選挙粛正/レコードコンサート/四年生送別
会/細谷教授送別短歌会

63～69 学内報 体育部便り
医局対抗野球戦記/学生学年対抗野球/秋季対医局
庭球戦/秋季対学年庭球試合経過

70～72 学内報 新博士紹介

72～73 学内報 職員異動

74 編集 編輯後記 鮒橋・平賀

表題・巻号 備考

艮陵　第三十五号 編輯：平賀秀一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/3/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 歓送迎 歓迎の辞 特権/艮陵閥

1～2 歓送迎
艮陵閥確立へ　新入生諸君の積極的参加を望
む

庶務部
親睦機関/修養機関/精神的団結/会費前納制度/職
員会館/集会所

2～3 歓送迎
艮陵会－文化水準向上のため－　新入会員の
活躍を待望す

学芸部
就職戦線/学内文化水準/社会主義思想/大学新聞/
大衆医師の反映/太田正雄教授/レコードコンサート

3 歓送迎 野球に－庭球に－　明朗スポーツの春 体育部
野球/庭球/卓球/柔道/剣道/ワンデルング/スキー/
スケート/五色沼リンク/バスケット/弓道

4～5 歓送迎 医学部各教授近影

布施教授(解剖学)/木村教授(病理学)/那須教授(病
理学)/八木教授(薬物学)/石川教授(法医学)/近藤教
授(衛生学)/青木教授(細菌学)/山川教授(山川内科
学)/丸井教授(精神科)/熊谷教授(熊谷内科学)/加藤
教授(加藤内科学)/佐藤教授(小児科学)/和田教授
(耳鼻咽喉科)/小柳教授(眼科学)/明城教授(産婦人
科学)/太田教授(皮膚病黴毒科)/関口教授(関口外
科)/杉村教授(杉村外科)/長谷部教授(解剖学)/藤田
教授(生理学)/井上教授(医科学)/佐武教授(生理学)

4 歓送迎 合格者氏名

歓送迎 学内団体紹介

5 歓送迎 E.S.S　より広■見解を　英語会紹介 大塚 ドイツ語/英語/長谷部教授/佐藤教授/佐武教授

5 歓送迎
有意義な大学生活を送りたい諸君へ　医史学
同好会紹介

玉手 佐武教授/長谷部教授

6 歓送迎 春はカメラに乗って　医学部写真同好会 仙台写真会

6 歓送迎
囲碁党よ！来りて味へ　静中動ありの境地
を！！　艮陵囲碁同好会組織の強化

委員 年中行事/長谷部教授/古賀助教授/松永先輩

6 歓送迎
ワンデルングの旗の下に　医学部ワンデルング
会

近藤教授/ワンデルング精神

7 歓送迎 たった一つのもの－有志絵画部紹介－ 東北画壇/太田正雄教授(木下杢太郎)

7 歓送迎 剣道部 福井教授/対北大戦

7 歓送迎 陸上競技部 長谷部教授/全学の学生/北海道遠征

7 歓送迎 柔道部 委員 寒稽古/高専大会

7 歓送迎 宿所の心配はないか？昭和舎紹介 一寮生 自治寮昭和舎/布施教授/年中行事

表題・巻号 備考

艮陵　第三十六号 艮陵会特別紹介号　編輯：平賀秀一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/6/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕　青葉に近く

編集 〔写真〕　桂助教授渡欧送別会

編集 〔写真〕　瀬戸教授陞任祝賀会(満州艮陵会)

編集 〔写真〕　新入生歓迎会(於新中央講堂)

編集 〔写真〕　新入生歓迎園遊会

1 編集 巻頭言　大学と学生－独自性の喪失－ 封建的社会/資本主義の発達/産業準備軍/独自性

2～4 小論 満州に行くには 長谷部言人 〔労働条件〕/〔給与標準〕/満州艮陵会

4 詩歌 接骨木の新芽 利玄「立春」より

5～11 学術 欧米旅行小話

和田徳次郎(五月十
五日於中央新講堂
東北医学会例会講
話)

ユダヤ人排斥問題/為替管理法/ブタペスト/杉浦兼
松/ラヂウム

12～21 論説 文明の性道徳と現代の神経衰弱
フロイド(木村廉吉
訳)

二重の道徳/一夫一婦制/神経衰弱/性的倒錯/ノイ
ローゼ/〔性道徳観〕/〔貞操観〕

22～23 学術（医史） シーボルトについて
医史学同好会(富士
川游博士講演抄録)

鳴滝塾/「日本」

24～31 論説 正しい認識論の追求のために－Eine Übung－ 丸木礼二
徒花/不確定性原理/認識論/唯物論/観念論/現象/
弁証法/実践的過程

32～34 論説 生理学者パヴロフと科学界 崎尾博(訳) 条件反射

35～39 創作 救はれぬ話 松村龍二 肉親/不合理/結核/虚無/社会性

39 編集 艮陵第三十八号原稿募集 艮陵会学芸部

40 詩歌 嫩葉の頃 大塚武司

40 詩歌 あまりりす 平賀秀一

表題・巻号 備考

艮陵　第三十七号 編輯：平賀秀一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/6/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

41 詩歌 遠海の憶 中安清周

41 詩歌 艮陵総合短歌会詠草
村山・遠藤・大塚・皆川先生・館山・守屋・坂間・笠原・
松岡先生・山形先生・荒井・平賀・田崎・清野/昭和十
一年五月十四日於学生会館二階

42～43 随筆等 漫歩 坂正三 疑問の解決/普遍妥当性

44 学内報 Ａ自然科学と哲学の分離 N・H生 自然科学的思惟/資本主義的社会制度/神秘主義

44 学内報 Ｂ復古主義への傾向 T・M生 「進歩的」復古主義

44～45 学内報 Ｃ新批評家の出発 K・F生 社会主義的リアリズム

45 学内報 Ｄ教室を厳粛にしよう S・T生 初めての経験

45 学内報 E無題 卒業生 創立二十五週年/艮陵

46～49 特集・座談会 マヅルカ
松村龍二・伊豆二
郎・□口恭二・丸木
礼二

ウィリー＝フォルスト/心理的リアリズム/客観的リアリ
ズム/国策映画

50～51 評論 記録映像とリアリズム 緑川謙 リアリズム/芸術映画/記録映画

52～54 評論
医史学研究の骨董趣味化に就て－K氏の手紙
の形式にて－

谷川徹夫 正確な史実の蒐集/史的唯物論/方法論的貧弱さ

54～57 学術 旅の寸描－四年北陸関西旅行記－ 平賀秀一
新潟医大/結核病患率/就職委員会/金沢医大/京大
医学部/京都府立医大/大阪帝大医学部/艮陵閥

58～61 特集・座談会 東京艮陵会総会恒例座談会報
青木信夫・阿部良
男

ホルマリン消毒/精神発達

62～64 消息 先輩消息欄

満州だより/艮陵会郡山地方部会/東京赤十字病院
□東北帝大医学部会/平壌艮陵会/□港青葉会/和
田先生を迎へて/満州艮陵会四平街支部/□□艮陵
会/大満州艮陵会

表題・巻号 備考

艮陵　第三十七号 編輯：平賀秀一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/6/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

65～67 学内報 学内雑報 村山
原稿難/新入生宣誓式・歓迎会/運動会・園遊会/レ
コードコンサート/フロイド研究会/艮陵総合短歌会/
東北医学会例会/東北帝大新聞

67 学内報 艮陵会々員諸彦に告ぐ 〔年６回発行していた「艮陵」の年４回発行への変更〕

67 学内報 寄贈図書

新潟高校文芸部雑誌/テラピー/帝国大学新聞/新戸
商大新聞/暁鐘寮報/医界展望/北辰会雑誌/松山高
商新聞/医療組合新聞/北海道帝大新聞/名古屋医
大新聞/九州帝大新聞/駿台新聞/神戸商大新聞/城
大医学同窓会会誌/金沢医大会報/京都府立医大新
聞/浦高時報/國學院大學新聞/大倉高商新聞/岡山
医大学友会報/茲大愛宕新聞/関西大学学友会新聞

68 学内報（部報） 体育部便り 戦況予想/野球

69～70 学内報 昭和拾壱年度艮陵会予算

71～73 学内報 新博士紹介

73～75 学内報 職員異動

76～77 編集 編輯後記
平賀・杉浦・鮒橋・
大塚

原稿難/マンネリズム

表題・巻号 備考

艮陵　第三十七号 編輯：平賀秀一
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/11/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕冬近く

編集 〔写真〕艮陵会懇親会(於飯坂温泉)

編集 〔写真〕武田麟太郎氏講演会

編集 〔写真〕山川・太田両教授歓迎弘前艮陵会

編集 〔写真〕加藤教授歓迎湯沢艮陵会

編集 巻頭言　学生と人民戦線
インテリゲンチャ/マルクシズム/五・一五事件/ファシ
ズム

2～9 随筆等 タッパン社のことども 福井文俊 台北/嘉義駅/高砂族/昔のよい歌/出草

10～13 学術 臨床に於ける自己批判 渡辺宗治
病歴作成/病的所見/平衡状態の回復/「人間機械
論」

14～16 随筆等 津軽雑記 遠山秀一
津軽弁/東北奥地の貧困/東北振興電力株式会社/
近視眼

17～19 論説 ヒポクラテス
北大教授医学博士
今祐(飯野太郎・医
師学同好会)

20～29 評論 ゴールキイとソヴィエート文学(イ・ヌシノフ)
イ・ヌシノフ(丸木礼
二・松村龍二訳)

バルザック/ゾラ

29 詩歌 艮陵総合短歌会詠草

昭和十一年十一月六日於学生会館小日本間/中安
清周/清野/大塚武/新野新一/村山美之/松岡茂/結
城哀草果/平賀秀一/山形敞一/館山健/金沢正し/
長谷川・菅野千秋/坂間弘

30～32 論説 ヒューマニズム管見 丸木礼二 人間性/ヒューマニティー

33～37 創作 大手町 坂正三 小父さん/学問好き/母

38～40 創作 夢遊行 糸岡正文 本能/若後家/憲法

41～43 特集・座談会 細谷教授を囲む座談会 艮陵会庶務部 仙台医専/台北/マラリア/チフス

44 詩歌 誘蛾燈・飯坂温泉常樹別邸三句 福島　鈴々子

44 詩歌 病棟・岩手の町 川上平太郎

表題・巻号 備考

艮陵　第三十八号 編輯：鮒橋虎万生
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1936/11/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

45 詩歌 秋寥・亡き義兄に捧ぐる歌 中安清周

45 詩歌 薄明・雑詠(於熱海) 参郎生

45 詩歌 夕けむり・雑 大塚武司

46～48 随筆等 映画昔噺(無声映画時代の追憶) 杉茂杜男 浅草仲見世/常設館/活動/新宿武蔵野館

48～49 随筆等 魯迅と仙台 丸木生

49～50 論説 日本文学の現状
武田麟太郎氏(講演
要略)

混乱/文芸復興/ヒューマニズム/大衆文学/文芸懇
話会/リアリズム

51～52 論説 医師の覚書 田中正治 徴兵適齢/結核/農奴制/部屋労働/人間売買

52～53 論説 自然科学は資本主義と矛盾するか？ K・F生 現状否定/知識編重

53 論説 頭隠して尻かくさず N・H生 スペイン/人民戦線対ファシズム

54～55 学内報 学内雑報 村山

東北帝大二十五周年記念祭/東北帝大新聞発刊/解
剖祭/東北医学会総会/体育週間/飯坂旅行/レコー
ドコンサート/艮陵短歌会/秋季講演会/写真展覧会/
細谷台北帝大教授を囲む座談/石川教授渡欧/関口
外科病棟落成

56～59 消息 先輩消息欄
前多生・婦人科教
室松尾など

神戸便り/青森艮陵会/三十五年会生る！/〔寄書〕神
戸青葉会/〔寄書〕青森艮陵会/〔寄書〕湯澤艮陵会/
〔寄書〕艮陵会大懇親会

59 学内報 寄贈新聞雑誌

東京帝国大学新聞/北海道帝国大学新聞/九州帝国
大学新聞/工業大学蔵前新聞/明大駿台新報/大倉
高商新聞/名大学友会報/慈大愛宕新聞/医療組合
新聞/山口高商新聞/松山高商新聞/神戸商大新聞/
成城学園新報/國學院大學新聞/浦高時報/龍谷大
学新聞/千葉医大学友会報/関西大学新聞/暁鐘寮
報/日本医科大学雑誌/三高嶽水会雑誌/医会展望/
岡山医大学友会報

60～62 学内報（部報） 体育部便り 春期対医局庭球戦/春期対学年庭球戦

62～64 学内報 新博士紹介

64～66 学内報 学内移動

66～67 編集 編輯後記 鮒橋・杉浦・平賀 アカデミズム/新聞紙法/失効

表題・巻号 備考

艮陵　第三十八号 編輯：鮒橋虎万生
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/2/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

書
名

編集 表紙 松村龍二

編集 目次カット 村上直衛

編集 〔写真〕石川哲郎教授歓迎満州艮陵会

編集 〔写真〕卒業生送別会(於中央講堂)

1 編集 巻頭言　医師とヒューマニズム 生計/医術の営業的性格

2 歓送迎 卒業生諸君に送る言葉 本多光太郎(総長) 人格者/職務

3 歓送迎 送別の辞
那須省三郎(学部
長)

個人の質の向上

3～4 歓送迎 艮陵送別会に於ける送別の辞
八木精一(学生主
事)

元服

4～5 歓送迎 卒業生諸君に寄す 加藤豊治郎(教授) 同窓会/親和連絡/先輩との団結

5 歓送迎 卒業生諸君に 長谷部言人(教授) 製造所/〔医者の配給〕

6～8 論説 医学第一歩 相山良之介 歴史的な医学発達の展望/自然的世界像/人間精神

8 詩歌 卒業生送別総合短歌会詠草
清野祐彦/長谷川幸之助/皆川武夫/栗林一郎/石井
次郎/平賀秀一/荒井政雄/田崎参良/松岡茂/山形
敞一/大塚武司/坂間弘/窪田利根男

9～12 学術（医史） ヂギタリス〔Digitalis〕の歴史
八木教授(述・医史
学同好会)

利尿薬/浮腫

13～16 評論 「艮陵一九三六年」あまねく友人たちに 杉浦章
大衆性/アカデミズム/方法論のない歴史研究/指導
精神

17～20 評論 艮陵歌壇の一年 大塚武司 アララギ/水甕/歌と評論/覇王樹/芸術活動

表題・巻号 備考

艮陵　第三十九号 編輯：鮒橋虎万生
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/2/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

20～21 随筆等 四年間の艮陵回顧 佐久間千万亀 準統制形態/会の発展

22～23 詩歌 詩篇 松村龍二

24～25 随筆等 仙台医学時代の魯迅 飯野太郎 周樹人/山形仲藝

26～27 学術 結核と天才
エドガー・メーヤー
(村上直衛訳)

暇/精神的活動/肉体を支配

28 詩歌 大原講堂句会詠草 鈴々子(福島)

28 詩歌 残雪 大塚武司

29 詩歌 ゆきずりの人 小川芳雄

29 詩歌 秋より冬へ 荒川政雄

30 論説 主張と批判　三七年を覗く 河村圭三
物価騰貴/生活困難/防共協定/医者の無産化/個々
の利害/全一体の任務/医療組合

30～31 論説 主張と批判　学閥確立論是非 A.R 艮陵閥の確立/生存競争/学閥打破

31 論説 主張と批判　医政に参与せよ 世相

31 論説 主張と批判　患者は学生の為に有るか G.S生 人間性の欠陥

32～35 創作 山田君 坂正三 仏教青年会/エスペラント/参禅

36～40 創作 陰蝨 絲岡正文 インキン/性病/遊興

40 学内報（部報） 体育部便り 卓球クラスマッチ/医局対抗卓球試合

41～45 創作 暗い道 丸木礼二 思想善導/共産主義

45 編集 訂正申込

46 消息 先輩消息欄
満州便り/艮陵会あて年賀状/青森艮陵会/石川先生
を迎えて

47～48 学内報 新博士紹介

48～49 学内報 学内異動

49 編集 編輯後記 荒井・鮒橋 文学的な傾向

表題・巻号 備考

艮陵　第三十九号 編輯：鮒橋虎万生
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/3/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

歓送迎 歓迎の辞 艮陵会員一同
才能の成果/同窓会的存在/東北文化のプロモー
ター/マンネリズム/進取の意気

1 歓送迎 新会員の活躍を待望しつゝ　我艮陵会を紹介す 庶務部
艮陵イズム/総合事務/会計事務/教授還暦記念事
業/集会所事務

1 歓送迎
艮陵の燈火　学芸部紹介　艮陵文化への主動
者　艮陵意志の発表機関

学芸部
雑誌発行/講演会及び座談会/短歌会/レコードコン
サート

2 歓送迎 皆んなで楽しくスポーツの明朗化 体育部 野球/庭球/卓球/ワンデルング/武道/其他

歓送迎 新入生諸君を迎ふる学内諸団体紹介

2 歓送迎 医史学とは　医史学同好会 玉手 富士川游/〔会費年額一円〕

2 歓送迎 艮陵会絵画部紹介 部員一同 漫画/展覧会

2 歓送迎 ハイル・ワンデルング　医学部ワンデルング会 ワンデルング精神/〔会費年額五十銭〕

2 歓送迎 カメラマンに告ぐ 飯塚 写真/暗室

2 歓送迎 木下杢太郎を囲む「森鴎外」の会紹介 M 太田正雄教授

2 歓送迎
御入学の御祝に加へて　東北帝大基督教青年
会

3 歓送迎 各教授御近影

加藤教授(加藤内科学教室)/長谷部教授(解剖学教
室)/木村教授(病理学教室)/布施教授(解剖学教室)/
藤田教授(生理学教室)/井上教授(医化学教室)/山
川教授(山川内科学教室)/和田教授(耳鼻咽喉科学
教室)/杉村教授(杉村外科学教室)/佐藤教授(小児
科学教室)/八木教授(薬物学教室)/太田教授(皮膚
病黴毒科学教室)/青木教授(細菌学教室)/熊谷教授
(熊谷内科学教室)/丸井教授(精神科教室)/近藤教
授(衛生学教室)/関口教授(関口外科学教室)/石川
教授(法医学教室)/明城教授(産婦人科学教室)/小
柳教授(眼科学教室)/那須教授(病理学教室)/佐武
教授(生理学教室)

3 歓送迎 演劇鑑賞会に就て

3 歓送迎
東北帝大マンドリンオーケストラ紹介及会員募
集

表題・巻号 備考

艮陵　第四十号 編輯：荒井政雄

270



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/3/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

3 歓送迎
E.S.S　世界的日本医学は博き語学力より　英
語会紹介

3 歓送迎 映画芸術の正しき理解へ　映画鑑賞会 客観的批判制度/学生文化運動

3 歓送迎 来り給へ!!　囲碁の醍醐味を　囲碁同好会

3 歓送迎 医は仁術か　帝大仏教青年会 良心/講演会/参観会

3～4 歓送迎 柔道部に来れ　柔道部 高専校柔道大会/大観覧試合

3 歓送迎 合格者氏名

4 歓送迎 卒業生動向

4 歓送迎 漕艇部紹介 塩釜/〔会費年額一円〕

表題・巻号 備考

艮陵　第四十号 編輯：荒井政雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/6/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 村上直衛

編集 目次カット 善積柴夫

編集
〔写真〕太田教授送別会(艮陵会主催・於中央講
堂)

1 編集
巻頭言　艮陵ナショナリズム批判　学閥抗争に
ついて

太田教授留任運動/東大学閥/艮陵閥/閥一般の有
利性/就職難の打開/学術研究の競争的発展/ギルド
的殻内

2 歓送迎 院長に就任して 教授杉浦七太郎

3～9 評論 『国家衛生学』を繙きて後藤新平先生を憶ふ 高山端彦

10～13 論説
医学と其の学生への一反省と手記　主に艮陵
をめぐって

坂正三 実用性/偏狭/エスプリの不振

14～15 随筆等 かはづ漫筆 槇□三 河鹿

16～18 論説 医学への反省と批判 西山安雄 プランク/実利主義

18 編集 学生閲覧室より先輩諸氏へ
医学部自治会会報
図書部

〔不用書寄贈のお願い〕

19～23 随筆等 外国文学に描かれた女性の心理 冬木稔夫 モーパッサン/不可思議な心理

20～23 特集・座談会 最前線に聞く

〔先輩諸兄への質問と回答〕/一、現行医療制度の長
所短所について/二、本学部発展の具体的方策あり
や/三、学生は広き教養を積むべきか専門にのみ没
頭すべきか/前多豊吉(青森市東青病院)/海野金一
郎(宮城県七郷村)/開業医制度/医療組合/国民健康
保険/阿部良男(東京松澤病院)/細谷雄二(台北帝大
医学部生理学教室)/今井寅雄(室蘭市)/佐藤隆平
(神戸県立病院外科)/阿部辰夫(岩手県気仙病院)

23 編集 寄贈図書

新潟高校文芸部雑誌/テラピー/帝国大学新聞/神戸
商大新聞/暁鐘寮報/医会展望/北辰会雑誌/松山高
商新聞/医療組合新聞/北海道帝大新聞/名古屋医
大新聞/九州帝大新聞/駿台新聞/神戸商大新聞/城
大医学同窓会会誌/金沢医大会報/京都府立医大新
聞/浦高時報/國學院大學新聞/大倉高商新聞/岡山
医大学友会報/慈大愛宕新聞/関西大学学友会新聞

表題・巻号 備考

艮陵　第四十一号 編輯：荒井政雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/6/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

24 詩歌 逝く春 鈴木鈴々子(福島)

24 詩歌 生活拾遺 前多豊吉

24 詩歌 忽忘草 中安清周

25 詩歌 白藤 村住太郎

25 詩歌 近詠数種 西山安雄

25 詩歌 岡邊 加藤慶三

25 詩歌 出動部隊を送る 大塚武司

26～31 創作 悲しき愛情 丸木礼二 優柔不断/無責任

31 詩歌 艮陵会総合短歌会詠草
岡本精一/大塚武司/栗林一郎/山形敞一/大西益太
郎/西山安雄/佐久間脩/松岡茂/小川芳雄/長谷川
幸之助

32 論説 主張と批判　艮陵ナリオナリスムス H.F(庶務委員) 地盤/艮陵会の内部的団結/コロニー

32～33 論説
主張と批判　太田教授留任懇請運動の最後の
味噌

S.I生 太田教授留任懇請運動

33 論説 主張と批判　学生と休養 石辰雄 インテリゲンチャの本質

33 論説 主張と批判　雑誌『艮陵』に望む H.K

34～40 随筆等 旅を素描する、四年旅行記 杉本元祐
東山/飯盛山/会津城址/若松/新潟/金沢/山中温泉
/永平寺/京都/造幣局/大阪城/大阪帝大医学部/人
形浄瑠璃文楽座/大阪青葉医会/神戸/神戸青葉会

41～43 特集・座談会 太田教授留任懇請運動経過報告
藤田・荒井・梅津８
太田教授留任懇請
実行委員)

東大転任/日本医事新報/研究所設立/社会的価値/
新地盤の開拓

44～45 特集・座談会 渡満希望者へ
撫順満鉄委員森元
吉蔵

満鉄直営/一級医院/二級医院/三級医院/特殊医院
/艮陵会満州支部/満鉄医院取扱患者数/

表題・巻号 備考

艮陵　第四十一号 編輯：荒井政雄
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発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/6/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

46 消息 先輩消息欄

青森艮陵会だより/満州艮陵会異動/第二回三五年
会開催/〔寄書〕弘前歩兵第三十一連隊艮陵会/〔寄
書〕大阪青葉医会/〔寄書〕艮陵会及会津青葉会懇親
会/〔寄書〕第二回三十五年会

49～50 学内報 学内雑報

日本民族衛生学会学術大会/〔附属委員長就任〕/学
生大会/新入生宣誓式/新入生歓迎会/皮膚科泌尿
器科科学会/太田教授送別式及記念講演会/東北医
学会/艮陵短歌会/ニールス＝ボーア/東北文化の高
揚

50 編集 原稿募集

51～54 学内報（部報） 体育部便り
医局卓球試合/春季対医局野球戦/医局対抗庭球戦
/

55 学内報 新博士紹介

55～57 学内報 学内移動

58～59 学内報 昭和十二年度艮陵会予算

59～60 編集 編輯後記 村上・大塚・荒井 表装

表題・巻号 備考

艮陵　第四十一号 編輯：荒井政雄
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発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/11/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙・扉 村上直衛

編集 目次カット 善積柴夫

編集 〔写真〕初秋

編集 〔写真〕新任伊藤教授講演会

編集 〔写真〕東京艮陵会(昭和十二年七月七日)

阿部良男/斎藤西洋/木村廉吉/田中五郎/柳川重雄
/瀧沢道夫/吉松捷五郎/木村茂/小松嘉右エ門/佐
藤勉/秋間泰造/津田一彦/古澤平作/小島逸郎/坂
田憲/笹尾節造/北村雄二郎/石川含/斎藤健吉/関
根真一/遊佐良雄/安田忠次郎/三浦修/水島輝文/
小峰茂三郎/飯島直/前広至朗/鈴木雄平/太田正雄
/遠山郁三/小川茂敏/柴山幸一/三友義雄/木村謙
次/荒蒔義秀

編集 巻頭言　日誌事変に処して 日章旗/銃後

2 歓送迎 挨拶
伊藤実(皮膚科教
授)

3～4 歓送迎 挨拶に代へて
池田吉人(長崎医大
教授)

5～13 論説 淘汰・逆淘汰 高山端彦 自然淘汰/近視/〔体毛と疫病〕/狭窄骨盤/哺乳能力

14～28 論説
演劇に於けるリアリズム　芸術に対する認識論
的発展を基調として

三沢健吾
旧劇/活動写真/新劇/造型美術/〔芸術の役割〕/多く
の勘定の総合的発展/芸術性/本質/リアリズム

29～33 論説
精神現象に関する諸問題　主としてレムケの心
理学説に対する批判

西山安雄 脳活動/意識/〔哲学と医学〕/ベルクソン

34～35 学術 尾去沢鉱山訪問記 木山渡
ダム決壊/ダイナマイト/肺炎/労働者/医療費/団体
保険

36 詩歌 北海道行 村住太郎

37 詩歌 雑詠 清野祐彦

38～41 学術（医史） 露西亜医学の歴史と医師の訓練に就て T.M.T(訳)
農奴解放/医学教育/大学研究科/衛生官吏/社会保
険制度

41 詩歌 艮陵総合短歌会
岡本精一/松岡茂先生/平賀秀一先生/大塚武司/山
形敞一先生/長谷川幸之助/西山安雄

42～44 論説
東北地方に於ける組合病院概況(其一)　岩手
県の巻

三澤
〔図表〕医薬事業ニ関スル損益計算/医療組合運動/
三土会

表題・巻号 備考

艮陵　第四十二号 編輯：荒井政雄
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発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1937/11/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

45～49 論説 ヂツドの「背徳者」に就いて 藤原留造 プルースト/転向

49 編集 原稿募集 艮陵会学芸部

50～55 学術 小児分析の心理学的基礎
Melanie Klein(小川
芳雄訳)

夜間恐怖症/エディプスコンプレックス/児童の自我

55 編集 医学書委託販売開始 学生自治会販売部

56～57 論説
主張と批判　内容と形式の矛盾の悪戯　医局よ
りの感想

XYZ(皮膚科泌尿器
科教室)

泌尿科学/国民保険

57 論説 主張と批判　文化講演談義 M.M 日本文化講義/学術映画会

57 論説 主張と批判　医史学会に望む A.B 医師学会

57 論説 主張と批判　非常時と絵 N.M 学内絵画展

58～59 消息
艮陵会支部消息欄　八戸市に於ける艮陵会史
部発会式

熊谷
〔寄書〕艮陵会八戸支部発会/〔寄書〕東京艮陵会　遠
山先生還暦祝賀会・太田先生歓迎会

60 消息 戦死傷会員氏名

60 学内報（部報） 庶務部便り 教授還暦祝賀事業に就いて/応召会員に対して

61～66 学内報（部報） 体育部便り

昭和十二年度春季医局対抗庭球試合/昭和十二年
度春季庭球クラスマッチ/秋季医局対抗庭球試合/秋
季庭球クラスマッチ/秋季医局対抗野球戦報告/学年
対抗野球リーグ戦/学部対抗野球戦

66～67 学内報 艮陵日誌

小川教授渡米/伊藤教授講演会/瀬戸八郎教授を囲
む座談会/学術映画大会/艮陵会総合短歌会/駐日
医学使節パテー博士講演会/艮陵会総合委員会/総
長訓示並に座談会/県衛生課長講演会/京都府立医
大学生の見学/東北医学会

67 消息 会員住所異動

67 編集 購買者募集　自治会会報 学生自治会会報部 二ヶ年間購読料壱円

68～69 学内報 新博士紹介

69～73 学内報 職員異動

73～74 編集 編輯後記
大塚武司・鮒橋・荒
井

アララギ/独創的な文章が必要/原稿の検閲

表題・巻号 備考

艮陵　第四十二号 編輯：荒井政雄
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発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1938/3/7

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙・扉 村上直衛

編集 目次カット 善積柴夫

編集 口絵(学内風景) 山口東吾

編集 〔写真〕春浅

編集 〔写真〕井上教授近影

編集 略歴(井上教授)

編集 〔写真〕青木教授近影

編集 略歴(青木教授)

編集 〔写真〕長谷部教授近影

編集 略歴(長谷部教授)

1 歓送迎 卒業生を送る 近藤正二(学部長) 支那事変/戦死者/国民保険法

2～4 歓送迎 本学を去るに当りて 長谷部言人(教授) 布施教授/南洋視察団/人類学/体位向上

4～5 歓送迎 長谷部教授を送る 布施現之助(布施) 京都帝大

6～7 論説 これからの医者
一見赳夫(仙台市立
病院長)

国民健康保険法案委員会/国民保険組合/組合病院
/〔病院の種別と報酬既定〕

7～9 論説 卒業委員会に就て 二瓶泰(新卒業生) 就職斡旋/卒業委員会

10～11 評論 艮陵回顧　「艮陵」論壇回顧 秋山二郎
「艮陵」の低級化/雑誌の大衆化/社会的情勢/実利
主義/優生学/断種法

12～14 評論 艮陵回顧　「艮陵」創作私観 川上宏一 学生一般の悩み/社会の生産関係

15～16 評論 艮陵回顧　艮陵歌壇一年の回顧 青山裕

16 編集 原稿募集 艮陵会学芸部

表題・巻号 備考

艮陵　第四十三号 編輯：小澤昌夫
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発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1938/3/7

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

17～18 歓送迎 多幸なりし艮陵四年の生活を顧みて 荒木忠（新卒業生） 創立二十週年紀念事業/艮陵会館

18 詩歌 艮陵総合短歌会
加藤慶伍/高山寛/岡本精一/大塚武司/栗林一郎/
清野祐彦/松岡先生/山形先生/小川芳雄/長谷川幸
之助

19～21 学術
露西亜に於ける結核使節　サナトリウム及類似
施設に就て

S.A　Newsbolme
and　J.A　Kingsbuy
（M.M.T訳)

結核統制局/太陽光線治療科/結核協会/児童健康
相談所

22 詩歌 雁 村住太郎

22～23 詩歌 雪の村 白雲生

23 詩歌 雑詠 清野祐彦

23 詩歌 冬日 新生節

24～28 創作 茶柱 糸岡正文
〔古い陸軍中尉で村長〕/アスピリン/コンクリート橋/
珈琲/芸術の階級性/ストーム

28 編集 訂正 編輯室

29～41 創作 混迷 西山安雄
水呑百姓/書生っぽ/信用組合/脚気/アイスクリーム
/〔学資〕/投資/追立

42～43 随筆等 映画「若い人」を見て 松本信一 小説の映画化/映画の大衆性/社会的影響

43 編集 第拾回日本医学会会員募集
京都帝国大学医学
部事務室内（事務
所）

44～47 学術
東北地方の組合病院概況表　其の２青森県の
巻

48 散文 主張と批判　講演会を開け！ X.Y.Z 学芸部の働き

48～49 散文 主張と批判　艮陵庶務の行方 Y.Z生 国民精神総動員運動/自治会食堂

49 散文 主張と批判　時代・学徒・良心 A.B.C
象牙の塔/国策協力/寡頭独裁政治/国民の戦争/国
内不安

50 学内報（医局） 医局便り　小児科 平賀 〔小児科年間行事の紹介〕

表題・巻号 備考

艮陵　第四十三号 編輯：小澤昌夫
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発行者 発行年月日

東北帝大医学部艮陵学友会 1938/3/7

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

50 学内報（医局） 医局便り　熊谷内科 非常時/応召

51 学内報（医局） 医局便り　葉書回答
柳橋元利（仙台市本荒町）/佐藤熈（岩手医専生理学
教室）/海野金一郎（名古屋医大斎藤外科）/東北気
質/懸田克躬（東京府三鷹村井ノ頭病院）

51 編集 医学書依託販売開始 学生自治会販売部

52 消息 艮陵会支部消息欄 湯澤艮陵会忘年会

53 学内報（部報） 庶務部便り S.A 退職記念会/還暦祝賀事業

54～57 学内報（部報） 体育部便り
昭和十二年度秋季野球戦報告/学年対抗野球リーグ
戦/昭和十二年度秋季医局対抗低級組合せ/庭球ク
ラスマッチ/医局対抗卓球戦/学年対抗卓球戦

55 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌
ボース氏講演会/ヨット倶楽部誕生/学生主事布施教
授に決定/卒業生送別会/桂助教授送別会/総合短
歌会/長谷部教授送別会/艮陵予算総会

57 消息 艮陵彙報　会員住所移動

58～59 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

59～61 学内報 艮陵彙報　職員異動 入営

61～62 編集 編輯後記 小川・阿部・小澤 学芸部ルーム/紙代騰貴

表題・巻号 備考

艮陵　第四十三号 編輯：小澤昌夫
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1938/3/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 歓送迎 新会員を迎へて 艮陵会員一同 文化団体/補助団体

1 歓送迎 新入学者氏名

2 歓送迎 我艮陵会を紹介す
庶務部（板原・室
野）

〔学生自治会と艮陵会〕/旧学閥の牙城/総合事務(新
入生歓迎園遊会・先輩中心座談会・東京見学旅行・
名簿発行・卒業生送別晩餐会)/会計事務/集会所事
務/教授還暦祝賀記念事業

3 歓送迎 艮陵の動脈　艮陵文化の推進力 学芸部
菊倍判/講演会/座談会/短歌会/レコードコンサート/
レコード鑑賞会

4～5 歓送迎 医学部各教授近影

布施教授（解剖学教室）/木村教授（病理学教室）/那
須教授（病理学教室）/石川教授（法医学教室）/和田
教授（耳鼻咽喉科学教室）/佐藤教授（小児科学教
室）/加藤教授（加藤内科学教室）/熊谷教授（熊谷内
科学教室）/山川教授（山川内科学教室）/近藤教授
（衛生学教室）/佐竹教授（生理学教室）/藤田教授
（生理学教室）/丸井教授（精神科教室）/小柳教授
（眼科学教室）/明城教授（産婦人科学教室）/関口教
授（関口外科教室）/杉村教授（杉村外科教室）/伊藤
教授（皮膚科黴毒学教室）

4 歓送迎
艮陵会々員親睦の具現　春の凱歌はスポーツ
より

体育部
新入生歓迎園遊運動会/野球/庭球/卓球/武道/ス
キー/スケート

5 歓送迎 学内団体紹介　森鴎外の会 文化への欲求/太田元教授/河野助教授

5 歓送迎 学内団体紹介　文芸連盟音楽部 藤田教授/演奏会

6 歓送迎 学内団体紹介　英語会 委員

6 歓送迎 学内団体紹介　医史学同好会 木村 蘭学事始/佐武教授/熊谷教授/山川教授

6 歓送迎 学内団体紹介　絵画部 太田教授/東北学生連盟

6 歓送迎 学内団体紹介　写真同好会 展覧会/全国帝大写真連盟

表題・巻号 備考

艮陵　第四十四号 編輯：小澤昌夫
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1938/3/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

7 歓送迎 学内団体紹介　囲碁同好会
戦場/春季新入生歓迎碁会/学年対抗囲棋大会/秋
季卒業生送別碁会/卒業生対在校生選抜軍碁会/各
学年クラス碁会/長谷部教授/古賀助教授

7 歓送迎 学内団体紹介　ワンデルング会 近藤教授

7 歓送迎 学内団体紹介　体育連盟漕艇部 松島湾/貞山堀

7 歓送迎 学内団体紹介　東北帝大ヨット倶楽部 出来たばかり

8 歓送迎 学内団体紹介　柔道部 梅原

8 歓送迎 学内団体紹介　剣道部 北門/高野範師/医科大学剣道連盟

8 歓送迎 学内団体紹介　帝大基督教青年会
室野（委員・医学部
三年）

石原謙教授/聖書研究会

8 歓送迎 学内団体紹介　帝大仏教青年会 藤田（委員・四年）
象牙の塔/橋田教授（東大生理学）/鈴木幸寿/古賀
助教授

表題・巻号 備考

艮陵　第四十四号 編輯：小澤昌夫
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1938/7/7

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙・扉 善積柴夫

編集 目次カット 善積柴夫

編集 口絵（学内風景） 山口東吾

編集 〔写真〕初夏

編集 〔写真〕新入生歓迎園遊会

編集 巻頭言 教養/身体雑事

2～5 論説 弱体と文化 高山瑞彦
日支事変/国民の体位向上問題/非常時/弱体近衛
氏/結核/近代文化

6～13 論説 知能史の逸話 木村八郎
論理/知識/ダーウィン/進化/神霊/神話/哲学/信仰
/迷信/新興科学

14～16 特集・座談会
長谷部教授歓迎東京艮陵座談会(於東京医師
会館)　支那事変に関する話

盧溝橋事件/大山事件/病院船/〔寄書〕長谷部先生
歓迎東京艮陵会/憲兵隊検閲済

16 学内報 医局便り　皮膚科 満州診療団/国民保険

17～23 学術（医史） 仙台藩医学校学頭原玄杏について
横山文雄（東北帝
大医学部医師学同
好会研究原稿）

伊達世臣家譜/小西利兵衛/大槻盤渓/法運寺過去
帳

24 詩歌 殉職 松岡茂 敗血症

25 詩歌 臨汾城吟 及川蓬庵

25 詩歌 日常小吟 大塚武司

25 詩歌 近詠抄 加藤慶伍

26～46 創作 人間的なる朝 姉崎哲夫 遊蕩/社会的地位/震災/戦死/愛国婦人会/遺骨

46 詩歌 艮陵総合短歌会詠草
松崎/長谷川/大塚/高山/山形先生/岡本/加藤/松
岡先生/清野

47～48 随筆等 自然科学に対する断片 磯部信吉 人間社会関係

表題・巻号 備考

艮陵　第四十五号 編輯：清野祐彦
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1938/7/7

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

48 詩歌 艮陵総合俳句会詠草 高山寛/細谷憲一/伊藤教授/菊地金男/藤井貞夫

49～55 随筆等 仙台から九州まで
加賀美・日野・坂
田・木村

強羅/熱海/名古屋/京都府立医大/京都御所/比叡
山/〔寄書〕青葉医会/三井寺/虎屋旅館/道頓堀/大
阪帝大医学部/微生物病研究所/宮島/大本営跡/金
力比羅宮/県立神戸病院/甲南病院/出島/大浦天主
堂/シーボルト屋敷趾/長崎医大/浦上天主堂/阿蘇
山/九大温泉研究所

55 編集 医学書依託販売開始 学生自治会販売部

56～61 消息 艮陵支部消息欄　機構改正後の満鉄病院
森本吉造（敦化満
鉄医院長）

機構改正/日満一如/五族協和/満鉄病院/台北艮陵
会/〔寄書〕新京艮陵会/〔寄書〕一関艮陵会/〔寄書〕
函館艮陵会/ほか

62～63 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り 鈴木ほか
旧学友会々費分配使途に関する件/還暦祝賀事業/
満州国診療団派遣の件/青木先生還暦祝賀会/新入
生歓迎会

64～65 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り
野球/昭和十三年度春季医局対抗野球/昭和十三年
度春季学年対抗野球/庭球

65～66 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌

満州巡回診療班/入学式/捧ぐる一分の黙祷/鴎外の
会/東北帝大銃後会発会式/ウーレン・フート氏講演
会/艮陵総合俳句会/青木名誉教授還暦祝賀会/金
研見学/新入生歓迎艮陵園遊会/艮陵総合委員会/
祝徐州陥落学生大行進/瀬戸教授開講/艮陵総合短
歌会/医学部絵画展(於三越ホール)

67～68 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

68～71 学内報 艮陵彙報　職員異動

71 学内報 艮陵彙報　昭和十三年度艮陵学友会予算

71 学内報 艮陵彙報　昭和十三年度庶務部予算

71～72 学内報 艮陵彙報　昭和十三年度学芸部予算

72～73 学内報 艮陵彙報　体育部予算

73～74 編集 編輯後記 西山ほか
文芸雑誌化/医学雑誌的要求/一般教養機関/満州
診療団/講演会

表題・巻号 備考

艮陵　第四十五号 編輯：清野祐彦
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1938/11/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙・扉・目次カット 善積柴夫

編集 口絵「窓」 山口東吾

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　往路満州丸上

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　新潟来船

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　診療光景

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　耳鼻科診療

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　患者待合

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　(五常県)向陽山にて

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　(五常県)太平山にて

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　克山にちかく

特集・座談会
東亜大陸診療団スナップ　(青岡県)七排八井に
て

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　鉄道決壊(拉哈にて)

特集・座談会 東亜大陸診療団スナップ　克東へ

1 編集 巻頭言 知識階級/歴史的必然/科学的把握

2 歓送迎 母校の教授に就任して
瀬戸八郎（解剖学
教授）

自然の眺め/欠席

3～9 論説 同位元素の話
理学部教授大久保
準三

物質の構造/ポンプ/電子/放射性物質/電離/質量ス
ペクトル/

10～16 学術（医史）
ルイス・デ・アルメイダ及び大分医学校－日本
に於ける西洋医学の濫觴－

窪田利根男
フロイス/日本渡来/メンデスピント/パレエ/育児院/
伝道

16 詩歌 艮陵総合俳句会
細谷憲一/菅原六夫/伊藤教授/三浦先生/黒澤英夫
/山村先生/中条先生/菊地金男/野村先生/高山寛/
矢野薫夫/水無瀬綱政/藤井宏侑

17～22 学術 内南洋に於ける島民人口減少問題 大友惣吉
人口減少/不衛生な風習/魚類の接種法/豚/衛生思
想の涵養

表題・巻号 備考

艮陵　第四十六号 編輯：清野祐彦
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1938/11/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

22 学内報（医局） 医局便り　病理教室 K生

23 詩歌 新秋吟 佐久間脩

23 詩歌 旅日記抄 高山寛

23 詩歌 近詠抄 加藤慶五

24～25 詩歌 満州盛夏 伊藤実（教授）

26 詩歌 自由律一年 藤井宏侑

特集・座談会 東亜大陸診療団報告記

29 特集・座談会 第一回東亜大診療団報告
伊藤実（団長・教
授）

30～31 特集・座談会 内科小児科診療報告　内科疾患について

石橋嘉久蔵（内科）
/武藤正一（内科）/
宇留野勝正（小児
科）

結核性疾患/胃腸疾患/呼吸器病/脚気/急性伝染病
/カシンベック氏病/克山病/阿片

31～32 特集・座談会 内科小児科診療報告　小児科的観察

石橋嘉久蔵（内科）
/武藤正一（内科）/
宇留野勝正（小児
科）

淋巴腺結核/消化不良症/栄養障害/佝僂病/カシン
ベック氏病/マラリヤ/回虫/赤痢

32～33 特集・座談会 外科的診療報告　外科的方面

伊藤実（外科皮膚
科）/岩間幹男（外
科皮膚科）/野口元
（婦人科）/米沢堡
（婦人科）

運動器病/カシンベック氏病/結核/皮膚病/膿痂疹/
慢性湿疹/黄癬/白癬/膿皮症/性病/地方病性皮膚
炎/トラコーマ

33 特集・座談会 外科的診療報告　外科的方面

伊藤実（外科皮膚
科）/岩間幹男（外
科皮膚科）/野口元
（婦人科）/米沢堡
（婦人科）

月経不順/月経困難症/会陰破裂/頸管破裂/子宮下
垂/膣脱出/流産/死産/子宮筋腫/卵巣嚢種

33 特集・座談会 耳鼻咽喉科的診療報告 白幡克二

慢性穿孔性中耳炎/耳漏/耳節外聴道栓塞/咽喉炎/
急性中耳炎/鼻中隔彎曲症/鼻炎/咽頭結核/喉頭咽
頭黴毒/井出氏反応/難聴/欧氏管狭窄/口腔アフテ
ン/歯■膿瘍/壊血病性口内炎/副鼻腔炎/蓄膿症

34～38 特集・座談会 満州雑観 高橋英次
牡丹江/哈爾濱/移民事業/飲料水/五族協和/結核/
女尊男卑/屯墾病/移民地診療所/県立病院

表題・巻号 備考

艮陵　第四十六号 編輯：清野祐彦
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1938/11/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

37 特集・座談会 東和仁和会準備経過報告 診療団渡満/大陸艮陵会

38 特集・座談会 巡回診療病種統計

38 特集・座談会 巡回診療成績の地理的統計

39～42 特集・座談会 行動記録　全般及び第一班報告 各班記録係
盟邦民衆の苦痛/座談会/彌栄村/トラホーム/夜盲
症/関東軍/大同学院/移民衛生/満州地方病

42～54 特集・座談会 行動記録　第二班報告 各班記録係
旅順博物館/満鉄保養院/満鉄社員クラブ/黒台移民
部落/クレオソート/強制買収/〔寄書〕満州艮陵会/大
丸旅館/匪賊/電灯

54～58 特集・座談会 行動記録　第三班報告 各班記録係 天守堂/第二師団

58～59 特集・座談会 行動記録　診療団の編成表

60 消息 艮陵会支部消息欄　学生諸君へ
武藤完雄（神戸県
立病院）

見学旅行/川崎造船所/〔寄書〕台北艮陵会/〔寄書〕
新京艮陵会

61 消息 艮陵彙報　〔訃報〕

61～62 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り
教授還暦祝賀事業/満州巡回診療団/満州艮陵会/
亜細亜大陸艮陵会

62～64 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り 野球

64～65 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌

艮陵総合委員会/誤報「雑誌‘艮陵’休刊」/青木名誉
教授逝く/大久保教授講演会/学術映画大会/クラス
ヴアンデルンク/漢口陥落祝賀大行進/艮陵総合俳
句会/レコード・コンサート/艮陵絵画展/艮陵総合短
歌会/阿部次郎教授講演会/艮陵写真展覧会

66～67 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

67～70 学内報 艮陵彙報　職員異動

70 編集 編輯後記 荒井・清野・板橋 「艮陵休刊」のデマ/物資統制

表題・巻号 備考

艮陵　第四十六号 編輯：清野祐彦
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1939/3/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙・扉・目次カット 善積柴夫

編集 口絵「早春」 大原嘗一郎

編集 〔写真〕明城教授

編集 明城教授略歴

編集 〔写真〕藤田教授

編集 藤田教授略歴

1 編集 巻頭言 無気力/互助連環/東亜共同体

2 歓送迎 〔写真〕今が大切 本多光太郎

2 歓送迎 卒業生に送るの辞 本多光太郎（総長）
卒業生送別会/支那事変/新政府の建設/最高学府/
今が大切

3 歓送迎 挨拶
内野仙治（医化学
教授）

灯火管制/戦時体制/伝統的精神

4～5 歓送迎 杜都所感
黒屋政彦（細菌学
教授）

ハイデルベルヒ/仙台時間

6～7 随筆等 筆のまま 可兒泰通 ショーペンハウエル

8～10 随筆等 滞米所感 小川鼎三 シカゴ演説/キリスト教/日支親善/入学の難関

11～19 論説 人口上より見たる日本の立場 高橋瑞彦
寒暖の相違/民族自決/列国国勢要覧/帝国統計年
鑑/植民地再分配論/国際正義/経済不況/出生力低
下/流入人口/東北農村

20～31 創作 元旦日誌 梢葉三 ライカ

31 編集 内職を求む
医学部自治会共済
部

32～33 詩歌 寒夜 三浦文男

34 詩歌 冬磯 村住太郎

表題・巻号 備考

艮陵　第四十七号 編輯：西山安雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1939/3/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

34 詩歌 滑氷場風景 佐久間脩

35～36 随筆等 「青い花」の医学 刀嶺夫 浪漫主義/ノヴァーリス

37 随筆等 艮陵会一年間の回顧 実川泉二
諸政改革/経費不足/大陸への関心/東亜仁和会/武
運長久

38～39、
43

評論 艮陵論壇回顧 麻生精二
社会機構/映画批評/医史学同好会/骨董趣味/自分
の経験/文化意識の反映/社会意識の低下/歴史と
現実

40～43 評論 艮陵創作私観 金井省三 自己のもの/表現の形式/人生に対する熱情

44～45 評論 艮陵歌壇回顧　先づ個別論を 小川芳雄 社会的関心

46～50、
58

評論 艮陵総合俳句会一年回顧　俳句以前の観念 桑果生
伝統俳句/写生主義革新運動/新傾向俳句/無季語
自由律の運動

51～52 特集・座談会 林芙美子の印象(座談会覚え書きより) N.M 精神力/戦争文学

52 編集 医学書依託販売開始！ 学生自治会販売部

53 学内報（医局） 医局便り　皮膚科便り 岩間 デルマ

53～54 学内報（医局） 医局便り　小児科医局春秋記 平賀 〔医局員減少〕

54 学内報（医局） 医局便り　婦人科のガラス窓

55 学内報（医局） 医局便り　生理教室

55 学内報（医局） 医局便り関口外科医局便り

55～56 学内報（医局） 医局便り　眼科医局たより 銃後の護り/軍人精神

56～57 学内報（医局） 医局便り　加藤内科

57 学内報（医局） 医局便り　衛生学教室便り 教室委員

58 消息 先輩消息欄　祝辞
森元吉造（亜細亜
大陸艮陵会）

東北仁和会/支那事変/八紘一宇/亜細亜大陸艮陵
会

表題・巻号 備考

艮陵　第四十七号 編輯：西山安雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部 1939/3/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

58 消息 先輩消息欄　中支より 田中寛助

59 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り 教授還暦祝賀事業/東亜仁和会

59～61 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り
昭和十三年度秋季学年対抗野球/秋季医局対抗野
球/学部対抗卓球/医局対抗卓球/艮陵スキー大会
記

61 学内報 艮陵彙報　寄贈図書

医界展望/医療組合/医学ペン/大学文化/名大学友
会報/FrATE/北辰界雑誌/鉄門/睦月/熊谷内科同窓
会報/関口内科同窓会報/東北帝大産婦人科同窓会
報/加藤内科医局報/東京帝国大学新聞/北海道帝
国大学新聞/九州帝国大学新聞/工業大学蔵前新聞
/文理科大学新聞/神戸商大新聞/明治大学駿台新
報/関西大学新聞/龍谷大学新聞/水戸高校暁鐘寮
報/府高時報/松山高商新聞/東医時報/関西学院新
聞

61 学内報 艮陵彙報　艮陵日記

東和仁和会結成式/卒業生送別会/新旧委員懇談会
/林芙美子を囲む座談会/黒屋教授講演/艮陵総合
委員会/満州国民政部保健体育課長理事官富田直
次氏を囲む座談会/藤田明城両教授還暦祝賀会並
に晩餐会

62 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

62～63 学内報 艮陵彙報　職員異動

63～64 編集 編輯後記
西山・野川・阿部・
板橋

論文/インテリ/内閣更迭/東大経済学部問題

表題・巻号 備考

艮陵　第四十七号 編輯：西山安雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会学芸部

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

表題・巻号 備考

艮陵　第四十八号 （欠本）

290



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1939/6/2

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 善積柴夫

編集 〔写真・無題〕

編集 〔写真〕おぺらちおん

1 編集 巻頭言 日満支三国/日本民族/白人的帝国主義/昭和維新

2～3 随筆等 所感
篠田糺(産科婦人科
教授)

杜の都/学都

4 随筆等 母校を辞するに際し 小笠原彬 国家/健康

5～26 評論 実証論と医学 飯田一夫
自然科学と哲学/機械的自然観/歴史的世界観/実
証的精神論/社会哲学/汎学的法則/実験医学/実験
の認識論的意義

27～37 論説 天文学夜話　地動説の成立について 鈴木■一
ギリシャ哲学/スコラ哲学/チホ・ブラエ/ガリレオ/ケプ
レル/相対性理論

38～40 詩歌
訳詩六片〔孤独への通/夏の夜の燈/乙女に寄
す/何処/影/悩み〕　ヘルマン・ヘッセ詩集より

佐々一

41～48 評論 新万葉集に於ける医学者の短歌雑感 高山寛 改造社

49 詩歌 このころ 藤井宏侑

50～57 創作 武太夫様御往生事 和田恒吉

58～60 詩歌 詩とスケツチ〔ある旅の思ひ出〕
J.P.ヤコブセン、道
原佐(訳)

61～78 学術 南洋紀行 大友惣吉
河北新報/ヤップ島/南洋庁/男尊女卑/貨幣/月経ハ
ウス/南洋興発/南洋貿易会社/タガレン水道/人口
減少問題

79 詩歌 海〔ヨッチング/本牧/葉山〕 伊藤実

表題・巻号 備考

艮陵　第四十九号 編輯：西山安雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1939/6/2

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

80～89 学術 京阪ところどころ　四年旅行記 長谷川/松田正尚 甲南病院

編集 艮陵五十号記念　懸賞募集

90～95 特集・座談会 土を語る　座談会
山本嘉一/小杉勇/村田知栄子/立花久子/風見章子
/碧川道夫/長塚節/内田吐夢

96 詩歌 夕霧・六月の曇天 三浦文男

97～98 学内報（医局） 医局便り　生理教室こぼれ譚 藤田教授/応召/大和民族/徴兵検査

98～99 消息 戦地通信 庶務部
宮本忠孝軍医少佐/鈴木千賀志氏/大場源三氏/在
大陸出征会員慰問事業

100～101 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り

101～104 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り 昭和十三年度冬季卓球戦報告/戦時体制/ゴム制限

105～107 学内報 艮陵彙報　昭和十四年度艮陵学友会予算

107～108 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

108～114 学内報 艮陵彙報　職員異動

114～115 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌 祖国/艱難/国民/責任

115～116 編集 編輯後記 西山、阿部 菊版/紙の節約

表題・巻号 備考

艮陵　第四十九号 編輯：西山安雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1940/1/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 善積柴夫

編集 〔写真〕樹 林克実

編集 〔写真〕蔵王 大原嘗一郎

1 編集 巻頭言 商業的資本技術/国民大衆/保健衛生

2～14 論説 東亜共同体の理念と其の根拠 西山安雄
欧米資本主義/半植民地化/自由貿易/保護貿易/国
民党/東亜新秩序/尾崎秀実/土豪劣紳/人口資源/
計画経済/日本国民/非圧迫民族の解放/聖戦

15～25 評論 独歩の目に映じたる月 鈴木■一 武蔵野/建礼門院/右京太夫

26～32 詩歌 アプラクサスの憂愁　ヘルマン・ヘッセ詩集抄訳
ヘルマン・ヘッセ（疋
田久策訳)

33 詩歌 梅の実 藤井宏侑

34～44 特集・座談会 座談会　ブルグ劇場 フォルスト/ファウスト

45～94 創作 塵道（懸賞当選創作） 和田恒吉 教員/愁嘆場/心臓麻痺/狭心症/醜聞/寄附/現実

95～108 創作 田舎の医者（懸賞佳作壹席創作） 士木四郎
浮腫/国民保険/仁術/社会的野望/医者は役人にな
る/脳溢血

109 詩歌 戦線へ贈る 杉田繁雄 宮本忠孝軍医少佐

110 詩歌 白日・須川短唱 佐久間脩

111～112 詩歌 満州行 西山安雄

112 詩歌 雑詠 松崎繁雄

大陸特輯

112 特集・座談会 大陸特輯　大陸グラフ

表題・巻号 備考

艮陵　第五十号 編輯：西山安雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1940/1/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

113～125 特集・座談会
大陸特輯　興亜青年勤労報国隊の印象と北満
の衛生雑感

伊勢重久
東亜大陸診療団/満州国/巡回診療/満炭会社/土龍
山事件/日満共存共栄/指導向上/花柳病/断種法/
興亜事業

125 詩歌 春季艮陵俳句会
伊藤教授・三浦先生・山本先生・沖田先生・桜岡幾
代・佐藤つる子・野川・遠藤・安部・高山・菅原・黒澤

126～144 特集・座談会 大陸特輯　報国隊日記 三浦文男
国防婦人会/羅津駅/スパイ/匪賊/朝食が全部食へ
る/国境

144 詩歌 秋季艮陵俳句会
伊藤先生・山村先生・沖田桂治先生・高山・藤井・湯
目・忍田・安部・黒澤・菅原・野川・飛島

145～153 特集・座談会
大陸特輯　興亜青年勤労報国隊北史及蒙彊班
報告

伊藤博
文部省派遣報国隊/蒙古連盟自治政府/ノモンハン
第二次戦闘/挙国一致

154～167 特集・座談会
大陸特輯　蒙彊地域の政治的意義と新生蒙古
連合自治政府の新生について

飯田一夫
蒙古連合自治政府/防共/徳王/赤色ルート/最高行
政組織図/大同炭田/蒙彊連合委員会

168～182 特集・座談会 大陸特輯　満鉄実習大陸旅行記 岩渕憲次郎
日支事変/皇軍の使命/ハルピン/灯火管制/チチハ
ル/満州里

183～184 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り Ｓ 報国隊歓迎会/大陸事情座談会

184～192 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部報告 鈴木
時局下統制/ボール配給難/昭和十四年度春季医局
対抗野球/〔道具の不足〕/昭和十四年度秋季学年対
抗野球/庭球

192～193 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

193～200 学内報 艮陵彙報　職員異動 〔入営〕

200～201 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌

独ソ協定成立/平沼内閣桂冠/新秩序建設/護国神
社造築奉仕/報国隊義勇軍隊員歓迎報告会/体育週
間/解剖祭/聖旨拝受記念演習/艮陵絵画展/第一回
体力検定/文化講義/明治説拝賀式/軍教査閲/医学
史料展覧会/皇后陛下御令旨奉読式/艮陵俳句会/
艮陵写真展/レコードコンサート

201～203 編集 編輯後記 西山・黒沢・野川
映画「ブルグ劇場」座談会/艮陵俳句会/艮陵短歌会
/〔広告増加〕

表題・巻号 備考

艮陵　第五十号 編輯：西山安雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1940/1/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙創作カット 飛鳥正

編集 大陸カット 大原嘗一郎

編集 〔写真〕朝 宮嶋晃

3 編集 巻頭言 個人医学/集団医学/ヒューマニズム

4～10 随筆等 満支旅行感あり 可兒泰通 歴史的に日本より古い/同善堂/仙台憲兵隊検閲済

11～18 随筆等 一科学者の観たる上海の今昔 黒屋政彦
外務省文化事業部/上海自然科学研究所/新城所長
/日支文化提携/資料整理委員会/放送協会

19～25 詩歌 詩　大陸紀行 濱野洋太郎 勤労報国隊

26～40 創作 築山 小嶋正 〔父の死〕

41 詩歌 俳句　病床日記 藤井宏侑

42～44 詩歌 秋の日に 三浦文男

45～62 特集・座談会 満州座談会
〔満州医療機関への医師募集〕/地方自治団体/満鉄
病院/赤十字病院/満拓会社/鈴木梅太郎/医師の任
免権

62 学内報 寄贈図書

医界展望/医療組合/名大学友会報/大学文化/北辰
会雑誌/協和/熊谷内科同窓会報/北海道帝国大学
新聞/みちのく/工業大学蔵前新聞/東北文陣/神戸
商大新聞/医学ペン/関西大学新聞/大学文化/東京
帝国大学新聞/FATE/九州帝国大学新聞/鉄門/文
理科大学新聞/睦月/明治大学駿台新報/三四会雑
誌/東医時報/水戸高校暁鐘寮報/松山高商新聞/関
西学院新聞

62 編集 内職を求む 学生自治会共済部

62 編集 医学書委託販売開始 学生自治会販売部

63 詩歌 起源二千六百年頌歌 高山寛

表題・巻号 備考

艮陵　第五十一号 編輯：野川辰夫

295



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1940/1/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

64～72 創作 道草 戸沢敬介 実社会

73～76 評論 艮陵短歌・俳句・詩壇回顧 清野祐彦 中心感動

77～80 随筆等 艮陵学友会一年の回顧 佐久間脩
東亜仁和会/教授還暦祝賀事業/「艮陵ナショナリズ
ム」/艮陵会・自治会合併問題/出生会員

81～88 特集・座談会 座談会　格子なき牢獄 感化院/日の出(劇場)

89～90 消息
艮陵支部便り　艮陵学友会仙台支部結成に際
して

一見赳夫

90～91 消息 艮陵支部便り　艮陵会仙台支部誕生報告 引地義男 艮陵会仙台支部会則

92 消息 先輩通信　撫順便り
遠山秀一(満州国撫
順市満鉄医院皮膚
科)

92～93 消息 先輩通信　牡丹江便り 室井胤次郎

消息 先輩通信　〔寄書〕四平街艮陵会

93～94 消息 先輩通信〔上記の他〕
森元吉造/伊藤真行/明石靖夫/高橋弥三郎/森元未
野/渡辺勇/濱上正/須山志洋(岩手医専)/鈴木克也
(日本医大)/明石清夫/〔寄書〕

95～96 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り 早川
日本文化/還暦祝賀事業/和田教授追悼講演会/卒
業生送別会/仙台艮陵会

96～99 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部報告
艮陵スケート大会/艮陵スキー大会/滑降レース/卓
球

99～100 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

100～103 学内報 艮陵彙報　職員異動

103～104 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌
故和田教授追悼式/生理学開講/医学映画の会/艮
陵送別会/謝恩会/艮陵スケート大会/映画座談会/
艮陵予算総会/艮陵仙台支部発会

104～105 編集 編輯後記 野川・安部・菅原 紀元二千六百年

105 編集 艮陵第五十二号　原稿募集

表題・巻号 備考

艮陵　第五十一号 編輯：野川辰夫
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1940/7/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙扉 飛鳥正

編集 口絵 宮島晃

編集 〔写真〕氷のうへ 飛鳥正

1 編集 巻頭言 全体主義/国民性の改造/封建的割拠主義/革新

2～8 学術 大学に於ける医学教育 本川弘一
基礎的修行/研究的態度/〔試験重視による教育の不
完全〕/実習の重視

9 詩歌 俳句 藤井宏侑

10～19 随筆等 「生活と思想」の覚書 濱野洋太郎
木下木太郎/黛玲子/自己中心の鼻もちならぬ人間
観/五十歩百歩/黄口児

20～23 詩歌 春余悲曲 宮城正俊

24～29 学術 愛生園印象記
鶴見謬一・大友芳
郎

国立癩療養所/光田反応

30 詩歌 短歌　春の淡雪 大友節

31 詩歌 春潮 村住太郎

32～42 学術 津軽新城（蝦夷紀行より） 滔河生 北部保養院/癩病/北條民雄

43～45 詩歌 艮陵春季俳句会記 新しい感覚

45 学内報 寄贈図書

医界展望/医療組合/名大学友会報/大学文化/北辰
会雑誌/協和/熊内同窓会報/北海道帝国大学新聞/
工大蔵前新聞/神戸商大新聞/医学ペン/関西大学
新聞/東京帝国大学新聞/FLATE/九州帝国大学新
聞/鉄門/文理科大学新聞/睦月/明大駿台新報/三
四会雑誌/東医時報/水戸高校暁鐘寮報/松山高商
新聞/関西学院新聞

46～
69(以降

欠)
学術 処女地－学生衛生隊員の手記－ 西川安雄

佐渡/少年義勇隊/理論/ノモンハン/ソ連の潜水艦/
〔ドイツの鉄道敷設計画〕/新京の都市計画/自警団

表題・巻号 備考

艮陵　第五十二号 編輯：野川辰夫
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1940/7/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

以降欠頁。よって、目次から題名のみを記載。分類に
ついても題名からのみ判断している(P70～145)

←

随筆等 旅の思ひ出 水野日出夫 欠頁（目次から採取）

詩歌 化粧 草川信之 欠頁（目次から採取）

特集・座談会 艮陵絵画展　誌上展覧会 欠頁（目次から採取）

学内報 三教授還暦祝賀会報告 欠頁（目次から採取）

消息 先輩通信 欠頁（目次から採取）

学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り 欠頁（目次から採取）

学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り 欠頁（目次から採取）

学内報 艮陵彙報　新博士紹介 欠頁（目次から採取）

(以前
欠)146～

147
学内報 艮陵彙報　職員異動 欠頁（目次から採取） ←

147～148 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌

欧州の戦局/ドイツの電撃的進撃/入学式/艮陵総合
委員会/新入生歓迎園遊会/宣誓式/新生園見学/ス
ケッチ会/還暦祝賀会/勅語奉読式/俳句会/熊谷総
長就任/抗酸菌研究団第一回集談会/アンデパンダ
ン絵画展

148～149 編集 編輯後記 野川・高瀬
新党運動/国民再編成/インテリゲンツ/臨時附属医
学専門部

表題・巻号 備考

艮陵　第五十二号 編輯：野川辰夫
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵学友会 1940/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 飛鳥正

編集 〔写真〕大場鎮 杉山武司

1 編集 巻頭言 昭和維新/八紘一宇/新体制

2～5 学術 江戸時代の解剖 藤波剛一 山脇東洋/解屍/(同好会講演の摘要)

6～26 評論 映画の医者 澤田誠
日本映画/検閲/「荒城の月」/小津安二郎/豊田四郎
/癩病院/五所平之助

27 詩歌 秋・愁 須藤莉生

28～29 詩歌 凍魚・年輪 有村祐

30～52 創作 黄浦港まで－訪滬記第一部－ 林克己 航海/ゲエテ/サナトリウム/長江/上海

52 詩歌 艮陵俳句会

53～68 学術 満鉄医院実習記 大沼・泉・高瀬
奉天神社/撫順/満鉄撫順病院/廊下に唾/露天掘/
性病/住宅難/脚気/結核/勤労報国隊

69 詩歌 破船 大友節

70～82 学術 防疫班の生活－報告隊記－ 早川光久 協和会/不潔/不安/石炭酸/ペスト

83 詩歌 岩みち 藤井宏侑

84～95 論説 満鉄の事業と保健機関の活動 千種峯蔵
医師の大量採用/医師不足/国防機関/給与/短期軍
医/細菌学/伝染病/職業病

96～98、
116

消息 先輩通信
〔寄書〕亜細亜大陸艮陵会（3点）/〔写真〕新京大和ホ
テルにて/〔寄書〕満州国北案艮陵会

99～100 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り M.H
世界新秩序/新体制の樹立/全学統一的な団体/還
暦祝賀会

100～108 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り 横山・若林
春季医局対抗野球戦/昭和十五年度秋季学年対抗
野球/本国学部対抗野球戦/学年対抗庭球

108～110 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

110～115 学内報 艮陵彙報　職員異動

115～116 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌

聖戦/創立記念医学部一般公開/熊谷新総長就任式
/勤労奉仕/北白川宮御葬儀/総合委員会/勤労奉仕
隊報告/絵画展/本川・立川両教授就任講演会/満鉄
医師招聘座談会/杉村教授還暦祝賀会/医師学会/
査閲/秋季艮陵俳句会/抗酸菌学会/写真展

117 編集 編輯後記 野川・高瀬
皇紀二千六百年/自治会の発展的解消/艮陵再編成
/執筆者紹介

表題・巻号 備考

艮陵　第五十三号 編輯：野川辰夫

299



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1941/5/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 飛鳥正

歓送迎 〔御略歴・写真・山川教授〕

歓送迎 〔御略歴・写真・石川教授〕

歓送迎 〔御略歴・写真・杉村教授〕

歓送迎 〔御略歴・写真・布施教授〕

歓送迎 〔御略歴・写真・関口教授〕

1～2 論説
論語読みの論語知らず(昭和16年3月15日述、
最終講義の終りに代へて)

石川哲郎 教育勅語/聖徳

3～7 随筆等 山川先生を憶ふ 黒川利雄 山川教授/追悼記

8～10 随筆等 恩師に送る言葉 海野金一郎 停年/後継者/国民の革新的再編成

11 消息
先輩通信　亜細亜大陸艮陵会華北支部（昭和
十五年度ニュース）

12～13 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り 学園の新体制/新艮陵会

13～14 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り 大場・及川 艮陵スキー大会/昭和十六年度冬季学年対抗野球

15～16 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

16～19 学内報 艮陵彙報　職員異動

20 学内報 艮陵日誌
総合委員会/自治会解消/レコードコンサート/山川教
授学部葬/独逸文化映画会/布施教授最終御講義/
石川教授最終御講義

20 編集 編輯後記 高瀬・遠藤 学内学友会の改組

表題・巻号 備考

艮陵　第五十四号 編輯：高瀬勁
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1941/9/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 飛鳥正

編集 〔写真〕内科　海老名教授

編集 〔写真〕外科　武藤教授

編集 〔写真〕外科　桂教授

編集 〔写真〕内科　黒川教授

編集 〔写真〕法医　村上教授

編集 〔写真〕解剖　山崎教授

1～3 歓送迎 着任の辞
外科学教室　桂重
次

金沢

4 歓送迎 所感
外科学教室　武藤
完雄

最高学府青年学徒

5 詩歌 現し身 小林静一

6～22 学術（医史）
仙台に於ける種痘の沿革について－藩政時代
－

医史学同好会　青
木大輔

ジェンナー/牛痘種法/篤志家

23～32 随筆等 奢侈品禁止令など 竹庵居士
棉種/国民服/農民の衣服/農民の住宅/都市と農民
生活/宮沢賢治

33 詩歌 忘却 宮城正俊

34～37 詩歌 雪の夜に・讃歌 佐賀道郎

38～40 学術 北満の奥地に感ずる
北安省衛生調査隊
松尾正孝

北安省衛生調査局/青年義勇軍訓練所/内地と満州
/東亜新秩序

41～54 学術 北満衛生調査の記 早川光久 衛生調査/海倫/防諜

55～78 学術 北満紀行 松崎繁男
渡満/国歌合唱/開拓村/満鉄病院/哈爾/マントー反
応

79 詩歌 四窓荘詠草 松崎繁男

80～82 詩歌 黄家の娘 須藤莉生

表題・巻号 備考

艮陵　第五十五号 編輯：高瀬勁
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1941/9/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

83～95 学術 大学への春の旅-四年修学旅行記- 若山徳三郎
伝染病研究所/東京大学/名古屋大学/京都帝国大
学/大阪帝国大学/各大学の現状での取り組みと東
北大学の今後の取り組みについて

95～99 学術 九州班 S.O生 九州大学/長崎医大

100 詩歌 冬の修道院にて 大友節

101～135 創作 「街燈」　親友K.Hに。 鍬形登
生きる権利/ガンジー/動物の命と医学/感傷/机上の
空論/生存本能/べルナール/選ばれた者/悩みと抜
け道

136～137 消息 先輩通信
〔寄書〕北安艮陵会/〔寄書〕大陸艮陵会/〔寄書〕本渓
湖艮陵会/〔寄書〕内山部隊軍医団

138～146 特集・座談会 東北帝国大学報国会
東北大学報国会規程/東北帝国大学報国会中央会
規則/報国会役員氏名/東北帝国大学医学部艮陵会
会則及び解説

147～148 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り 庶務部委員 予算審議/同窓会基金問題

148～159 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り 及川・小林・伊藤 新入生歓迎大運動会

159～162 学内報 艮陵彙報　職員異動

162～164 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

164～170 学内報 艮陵彙報　クラス便り 佐藤克也・総代・ 慰問袋

171 学内報 艮陵彙報　艮陵日誌 委員

172～173 編集 編輯後記 高瀬、須藤 大陸認識

表題・巻号 備考

艮陵　第五十五号 編輯：高瀬勁
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1941/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 表紙 善積柴夫

編集 扉カット 神津康雄

編集 〔写真〕 遠藤信夫

1～2 論説 屋上にて 山崎正文 複雑怪奇

3 詩歌 “闘魚” 須藤莉生

4～9 随筆等 古き時代と新しき時代 早川光久 自由主義/第二次近衛内閣/新体制の中での大学

10～11 詩歌 艮陵総合短歌会詠草 義男/薫/繁男/静一/喜内/雅人/大辻/橋本

12～14 特集・座談会 東北帝国大学医学部艮陵美術展〔附評〕 松島一郎（評）

15～23 学術 無医村診療の報告　秋田班(仙北郡白岩村) 角館町/無料診断/マントー氏反応

23～30 学術
無医村診療の報告　宮城班(柴田郡富岡村/桃
生郡橋浦村)

31～45 創作 濤聲－ある日の良信－ 宮城正俊 石川良信/故郷なる老父母

46 随筆等 マスケラーデ　「艮陵」へ 英霊奉安所

47～49 歓送迎 故山川教授追悼講演会　三高時代の山川君 佐武教授 双蘇庵

49～51 歓送迎 故山川教授追悼講演会　故山川教授追悼会 熊谷岱蔵

51～52 歓送迎
故山川教授追悼講演会　仙臺へ来てからの山
川君

加藤教授

53～56 歓送迎 故山川教授追悼講演会　恩師を偲びて 黒川教授

56～62 歓送迎 故山川教授追悼講演会　故山川教授を憶ふ 木村教授 多聞通

同窓会報　創刊号

同窓会報　編集 〔写真〕創立総会総長祝辞

同窓会報　編集 〔写真〕創立総会会長挨拶

65
同窓会報　特集・座
談会

第一回総会　祝辞
熊谷岱蔵（東北帝
国大学総長）

66～67
同窓会報　特集・座
談会

第一回総会　祝辞
加藤豊治郎（東北
帝国大学医学部附
属医院長）

67～68
同窓会報　特集・座
談会

第一回総会　祝辞 木村辰次

表題・巻号 備考

艮陵　第五十六号 編輯：高瀬勁
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1941/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

68～71
同窓会報　特集・座
談会

第一回総会　東北帝国大学医学部同窓会結成
に至る経過報告

一見赳夫 五城医会/報国団/五城区会/仙台学派

71～74
同窓会報　特集・座
談会

第一回総会　〔祝辞〕 赤羽操

74～75
同窓会報　特集・座
談会

第一回総会　〔祝辞〕
原田基（広島県三
原市港町）

新体制/国体精神

75～76
同窓会報　特集・座
談会

第一回総会　〔祝辞〕
山田源吉（北海道
釧路国弟子屈温泉
市街）

山形仲藝

77～78
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　東北帝国大学医学部同窓会新教
授新入会員歓迎会に於ける祝辞

藤田愛次郎（八戸
市）

78～79
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　東北帝国大学医学部同窓会自己
紹介の言辞

藤田愛次郎（八戸
市）

79～80
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　〔祝辞〕
菅野重誠（福島県
松川町）

80～81
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　東北帝大医学部同窓会創立総会
の記

81～82
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　第二回同窓会総会記事

82～88
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　同窓会本部報告 艮陵会誌を同窓会誌と合同発行

同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　〔医学部開講二十周年祝賀記念
事業残務整理委員会〕

教授還暦祝賀記念事業会計報告

同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　急告！！〔会費納入等のお願い〕

89～90
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　東北帝国大学医学部同窓会々則

91～94
同窓会報　特集・座
談会

第二回総会　会費納入者名簿

95～104
同窓会報　特集・座
談会

記念講演会　荒川氏反応と断乳及び其他 佐藤教授(速記) 人乳の良否/食塩含有量/B剤/脚気

104～112
同窓会報　特集・座
談会

記念講演会　急性外科的腹部疾患の診断に就
て

武藤完雄 急性腸閉塞/急性化膿性腹膜炎/S字結腸/

113～121
同窓会報　特集・座
談会

記念講演会　脳手術の現在及将来 桂教授(工藤速記) 脳腫瘍/脳震盪

122～123 同窓会報　消息 先輩通信 〔寄書〕奉天艮陵会/〔寄書〕大陸艮陵会/〔寄書〕

124～132 学内報 艮陵彙報　職員異動

133～135 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

136 編集 編輯後記 須藤・高瀬・遠藤 卒業期繰上げ/夭折

表題・巻号 備考

艮陵　第五十六号 編輯：高瀬勁
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1942/5/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕古賀先生

1 歓送迎 関口先生を偲びて

2～8 歓送迎 関口先生を憶ふ 桂重次

9～13 歓送迎 関口先生の憶出
福島市大原病院研
究室大原八郎

医局

14～21 論説 国民医療法案に就て
仙臺市立病院長一
見赳夫

新体制/国民体力向上→医療普及・人的資源確保→
(目下)無医村対策/皇国医道/医会新体制/医師会/
医員徴用令/日本医療団/国民医療法案

22～23 論説 医学徒の性格 古賀良彦 放射線医学講座

詩歌 万葉集から

24～30 論説 日本科学への道－科学的精神に就て－ 斎藤高明 日本人の一員

30 散文 吉村冬彦著「椽の実」

31 歓送迎 小柳教授停年御退職

32～36 特集・座談会 無医村問題　無医村と学徒診療班 九島生 無医村対策

36～39 特集・座談会 無医村問題　農村医療の現状 高橋実 結核撲滅/日本医療団

39～41 特集・座談会 無医村問題　無医村派遣班に参加して 高世幸弘 甲種合格/無医村対策

41～46 特集・座談会 無医村問題　無医村雑感 T.S生 国策医学研究会/旧暦/衛生思想/国策協力

47～48 特集・座談会 無医村問題　妊娠調査岡田村班之記 鴨井清一 人口問題

48～49 特集・座談会 無医村問題　無医村診療記
安納利男、伊藤文
雄

医学得業士

50～54 随筆等 高麗犬 村上次男 虚実/八紘一宇/御敵退散/慴伏

特集・座談会 学内風景　扉（写真）
絵・美術研究会会
員/文・学芸部委員

表題・巻号 備考

艮陵　第五十七号 編輯：高瀬勁
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1942/5/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

56 特集・座談会 学内風景　抗酸菌研究所（絵・文）
絵・専二　小宮山
淑/文・I.E

57 特集・座談会 学内風景　航空医学研究室（絵・文）
絵・学一　神津康雄
/文・S.K

結核/国辱的烙印

58 特集・座談会 学内風景　オペラチオン（絵・文）
絵・学三　深瀬鴻一
郎/文・N.E

航空気圧/加速度/潜水艦

59 特集・座談会 学内風景　中庭（絵・文）
絵・学一　松野清/
文・S.K

60 特集・座談会 学内風景　グランド（絵・文）
絵・学一　山上次郎
/文・Y.O

61 特集・座談会 学内風景　病院側（絵・文）
絵・学二　宮森昭/
文・T.S

軍国

62～65 随筆等 戦争と音楽 荒清 音楽情操

65～67 随筆等 吾が同級生諸君 柳橋元利(仙臺)

67～70 随筆等 同窓会成立裏面史の一挿話
満州国斎々哈爾満
鉄病院皮膚科遠山
秀一

同窓会創立趣意書/艮陵の現在・存在意義

70 編集
文部省推薦図書(医学に関係ありと重はるゝも
の)

71～92 学術
胃及び十二指腸潰瘍の診断と治療(関東連合
会発会式記念講演)

東北帝大医学部教
授黒川利雄

癌制変化/レントゲン

93 詩歌 艮陵総合短歌会詠草

94～98 編集 会費納入者名簿

99～100 消息 同窓会各地便り　同窓会本部報告 医道刷新

100～102 消息 同窓会各地便り　東京支部便り 安藤龍雄 東北帝国大学医学部同窓会東京支部会則

102～103 消息 同窓会各地便り　兵庫支部便り 鈴木靖 東北帝国大学医学部同窓部兵庫支部青葉会会則

消息 同窓会各地便り　〔寄書〕会津青葉会

103～104 消息 同窓会各地便り　関東支部便り 須田卓爾 関東連合会会則

104～105 消息 同窓会各地便り　青森県八戸地方支部便り 会則

表題・巻号 備考

艮陵　第五十七号 編輯：高瀬勁
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1942/5/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

105～107 消息 同窓会各地便り　台湾支部便り 大塚武司
〔寄書〕台湾支部発会/東北帝国大学医学部同窓会
台湾支部会則案/東北帝国大学医学部同窓会台湾
支部役員

107 消息 同窓会各地便り　盛岡支部便り 大場増蔵 〔寄書〕同窓会盛岡支部発会式

108 消息 同窓会各地便り　新潟支部便り 吉川重虎

108 消息 同窓会各地便り　土浦支部便り 清水浄

108～109 消息 同窓会各地便り　仙臺支部便り
東北帝国大学医学部同窓会仙台支部会則/仙台支
部役員

109 編集 艮陵五十八号　原稿募集

110～114 学内報（医局） 教室便り　細菌学教室 藤原 エンドトキシン

114～115 学内報（医局） 教室便り　桂外科教室 及川

115～116 学内報（医局） 教室便り　産科婦人科の全貌

116～117 学内報（医局） 教室便り　武藤外科教室 実川

117 学内報（医局） 教室便り　眼科教室

117～118 学内報（医局） 教室便り　病理学教室

118～120 学内報 東北帝国大学医学部艮陵会会則及ビ解説 庶務委員

120 学術（医史） 太田見良
近世畸人伝(伴嵩
蹊)

121～122 学内報（部報） 艮陵彙報　庶務部便り

122～127 学内報（部報） 艮陵彙報　体育部便り

127～132 学内報 艮陵彙報　職員異動

132～135 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

135 学内報 艮陵彙報　長壽壮健奇談の事

136 編集 編輯後記 小林静一

153～137 散文
Zum Tode S.Sekiguchis. Nachruf gｅｗｉｄｍｅｔ　ｖ
ｏｎ　ｓｅｉｎｅｍ　ａｎａｔｏｍｉｓｃｈｅｎ　Ｆｒｅｕｎｄｅ

表題・巻号 備考

艮陵　第五十七号 編輯：高瀬勁

307



東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1942/9/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕正宗一教授

編集 〔写真〕林雄造教授

1～11 学術
医学、医術及び医道(東北帝国大学医学部同
窓会講演)

熊谷岱蔵（東北帝
国大学医学部同窓
会講演）

東北帝国大学医学部同窓会関東連合会/医界刷新
運動/国賊/医術の実践/動乱

12 歓送迎 仙臺に着任して 三木威勇治 松島旅行

13～29 学術（医史） 仙台藩と独逸医学 山形敞一
和親条約/大槻玄沢/湊長安/高野長英/石川櫻所/
渡辺道可/佐々木中澤/小関三栄

30～33 論説 日支事変と大東亜戦
陸軍々医中将松浦
光清

軍医/血管結紮法

34～47 随筆等 京洛風物史雑考 大塚康良 京都弁/東山/紅葉/長楽寺/竜安寺/修学院離宮

48～56 特集・座談会 満州建国十周年記念座談会
満州の保健衛生/五族協和/交通省/建国大学/阿片
/厚生院/

56 散文 医師の倫理
エーリッヒ・パイペル
著「医家」より

57 詩歌 母の胸 三千夫伊藤巳市良

58～73 創作 落葉の諸相　共に語り共に歩みし人へ 若峰淳 結婚/応召

73～77 創作 傲慢な男の遺書－K.Uの為に－ 鍬形登 次元

77～85 創作 燃えるトラツク 工藤貞一郎

86～87 学内報 同窓会各地便り　同窓会本部報告

表題・巻号 備考

艮陵　第五十八号 編輯：武藤完雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学報国団医学部艮陵会 1942/9/30

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

87～93 消息 同窓会各地便り〔関東連合会（第一回）〕

期成関東大会合同新学友会/協議会概況/趣意書/
仙台母校合同新学友会期成関東大会/関東連合会
発会式創立大会/発会式/創立大会/懇親会/創立大
会出席者氏名/関東連合会則/

93～98 消息 同窓会各地便り〔関東連合会（第二回）〕

第二回関東連合会/〔写真〕第二回関東連合会秋季
大会/第二回関東連合会出席者氏名/関東連合会申
合せ/東北帝国大学医学部同窓会関東連合会/関東
連合会「申合せ」について

98～99 消息 同窓会各地便り〔東海支部〕
〔寄書〕東北帝大医学部同窓会東海支部/東海支部
結成報/東北帝大医学部同窓会東海支部規約

99 消息 同窓会各地便り〔秋田県支部〕 秋田県支部結成報告

100～102 学内報（医局） 艮陵彙報　教室便り　医科学教室 高橋

102～103 学内報（医局） 艮陵彙報　教室便り　黒川内科教室

103～107 学内報 艮陵彙報　職員異動

107～110 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

110 編集 編輯後記 小林

1～31 〔附〕 糖蛋白体化学史
東北帝国大学医学
部教授正宗一

表題・巻号 備考

艮陵　第五十八号 編輯：武藤完雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1943/8/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～10 学術 脳電流に就いて
東北帝国大学教授
本川弘一

大脳皮質/増幅器

11～21 学術 内分泌腺に関する外科 丸田公雄 甲状腺疾患/基礎代謝/バセドー氏病/

22～53 学術（医史） 日本医学の発達とその特質(上)

東北帝国大学医学
部黒川内科教室助
教授医学博士山形
敞一

緒言/神代の医学とその特質/大和朝時代の医学と
その特質/奈良朝時代の医学とその特質/平安朝時
代の医学とその特質/鎌倉時代の医学とその特質/
吉野朝・室町時代の医学とその特質/安土・桃山時代
の医学とその特質/江戸時代前期の医学とその特質
/江戸時代中期の医学とその特質/江戸時代後期の
医学とその特質/結

53 詩歌 寒波 山家藤石

54 詩歌 解剖 冬木敢

55～62 創作 随想　古い日記より 森富

62～64 論説 転進
仙臺市立病院永井
泰

ガダルカナル島/大転進/手術時転進

64 編集 艮陵六十号記念懸賞募集

65 詩歌 海 関三都緒

66～72 学術（医史） レントゲン線発見の当時 黒川利雄

74～87 消息 級便

木村辰次（明治二十三年卒業生）/亀卦川英吾（明治
廿八年第八回・仙臺市）/大井司(小池・明治四十四
年卒在高雄)/廣瀬季雄/遠藤敏三（大正三年組・浦
和市）/国本亮平（大正三、四年室蘭市）/石田公平
（大正五年卒業・仙臺市連坊小路）/菅野弘（大正六
年卒業仙臺市小田原山本丁二七）/大石基一（大正
十五年卒業）/永井泰（昭和五年卒業・仙臺支部）/岡
捨巳（昭和九年卒業）/九島勝司（昭和十一年卒業）/
高橋（昭和十三年度卒業）/和田/宮（昭和十七年九
月卒業）

78 詩歌 卒歌－撃ちてし止まむ－

表題・巻号 備考

艮陵　第五十九号 編輯：武藤完雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1943/8/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

81 詩歌 進まぬ友よもろともに 加藤信克

87～93 消息
学部一年級便り・西郡/学部二年級便り・浅田/学部
三年級便り・鈴木/学部四年級便り・赤石/専門部三
年級便り・及川/専門部四年級便り・安住

94～106 随筆等 京洛風物史雑考 大塚康良
京名物/水菜/女/染物/みすや針/お寺/豆腐/鰻/松
茸/茶/餅

107 詩歌 春愁 伊藤巳市良

108～114 創作 行春 平井信良

115～124 創作 段丘 宗隆

125～131 学術 放射線と臨床 古賀良彦 X腺診断/人工放射能/自然放射能

131～136 学術
革新体制下に於ける医療制度の考察(第三回
関東連合会演説)

升田廣 開業医制度/個人主義/営利思想/日本医療団

136～143 学術
遺伝性精神疾患頻度の地域的動揺並にその要
因に就いての考察(第三回関東連合会大会講
演)

阿部良男 人口構成/大都市

144～146 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　第二生理
第二生理学教室遠
藤

146～147 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　武藤外科 実川 応召者続出

147 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　眼科医局

147～148 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　整形外科教室

148～150 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　熊谷内科教室

150～153 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　加藤内科

153～154 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　産婦人科教室 人的資源

154～155 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　桂外科

表題・巻号 備考

艮陵　第五十九号 編輯：武藤完雄
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東北帝国大学学友会誌記事目録(3)　艮陵

発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1943/8/10

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

155 学内報（医局） 艮陵彙報(教室便り）　放射線

156～157 学内報（部報） 庶務部便り 園遊会

158 学内報（部報） 体育部便り

158～159 学内報 新博士紹介

159～164 学内報 職員異動

164 編集 艮陵六十号　原稿募集

165～171 消息
同窓会各地便り　第三回関東連合大会　秋闌
なる名勝に展開する同学協和の絵巻　貴重の
講演に建学の熱弁に艮陵精神発揚

厚生報国運動に就て（橋本欽治）/第三回関東連合
会出席者氏名

171～173 消息
同窓会各地便り　東北帝国大学医学部同窓会
室蘭支部会則

173～174 消息
同窓会各地便り　東北帝国大学医学部銅像会
山形県支部会則

消息 〔寄書〕
東北帝大医学部同窓会東海支部/篠田黒屋両教授
歓迎会

175～184 学内報 昭和十七年度収入支出決算書

186 編集 編輯後記 関野

表題・巻号 備考

艮陵　第五十九号 編輯：武藤完雄
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1944/5/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

編集 〔写真〕佐藤三郎教授

編集 〔写真〕航空医学研究所

編集 〔写真〕抗酸菌研究所

1 編集 巻頭言 武藤完雄
「艮陵」の廃刊/勝つ為の一助/聖戦へと「艮陵」を捧
る

2～16 学術（医史） 旧藩政時代に於る飢饉と疾病 小林静一
東北農民/封建制度/貨幣経済/飢饉と疾病/藩政時
代の飢饉と経済制度、農村の荒廃/仙台藩の人口減
少/伝染病の流行/代用食/高野長英

16～39 論説 日高アイヌ雑考 浦上輝彦
純粋アイヌの減少/衛生観念の欠如/死因・肺結核死
亡率・梅毒死亡・乳幼児死亡/内地農家とアイヌ農家

40 詩歌 日本一の橋 佐藤久夫

41 詩歌 須川岳 佐藤久雄

42～50 学術 BCGに依る結核予防接種
岡捨巳(東北帝国大
学助教授抗酸菌病
研究所員医学博士)

BCG予防接種/熊谷岱蔵/人的資源培養/結核予防
会/製法及び保存法の問題点/ツベルクリン反応

50～91 学術（医史） 日本医学の発達とその特質(下)
山形敞一(東北帝大
助教授医学博士)

僧医/梶原性全(浄観)/灸治と湯治/医業・開業医の
形態/国民的自覚/西洋医学/仏教と儒教と医学/曲
直瀬道三/曲直瀬玄朔/名古屋玄医/後藤艮山/温泉
/後世家・古法家と折衷派/大槻玄沢/寛政異学の禁
/皇国医道/尚歯会事件/西洋医学教育/皇国に奉仕

92～93 編集 〔同窓会賞・艮陵会賞(決定発表・経緯・選評)〕
東北農民/民衆の苦労の本質/無医村対策の要/大
東亜の盟主/衰滅しつつある民族の経過と民族衰滅
の予期予防/戦時下学徒

94～104 特集・座談会 学徒勤労報国隊記　無医村集団検診記
石川敏行、美野眞
一

青森県三戸郡浅田村/通訳/祈祷師/青森県下北郡
東通村/多産と夭逝

104～106 特集・座談会 学徒勤労報国隊記　志波姫村診療班記 宇都宮健 模範的農村/村民の熱心さ

106～107 特集・座談会
学徒勤労報国隊記　不動堂村トラホーム診療
班記

澤口貞蔵 健民健兵/トラホーム

表題・巻号 備考

艮陵　第六十号 創刊60号記念号　編輯：武藤完雄
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発行者 発行年月日

東北帝国大学医学部艮陵会 1944/5/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

108～111 特集・座談会 学徒勤労報国隊記　大館公立病院班記 熊谷新八郎 痛飲/夜間の盲腸炎/リンゴ/コンパ

112～115 特集・座談会 学徒勤労報国隊記　日景、矢立班記 土井清 陣場駅/赤湯

115～117 特集・座談会
学徒勤労報国隊記　満州に感ず－夏季実習
ノートより－

瀧澤正 旅順の戦跡/ハルビン/撫順満鉄本院外科

118～119 詩歌 捷報 斎藤堯

120～128 学術 窒息死に就て 石川悊朗 飯田助教授/鯤鵬会/動静脈結紮

129～141 創作 支那犬 吉澤行雄 支那犬と国民性/衛生問題と病気/粟粒/出征

141 詩歌 句 錦織凡童

142～147 消息 同窓会報告

同窓会本部報告/東北帝国大学医学部同窓会十勝
支部会則/東北帝国大学医学部同窓会青森支部/東
北帝国大学医学部同窓会茨城支部規約/寄書(八戸
市同窓会・マニラ艮陵会・十年会ほか3団体)

147～149 消息 大原先生と野兎病の業績を偲ぶ 太田一郎
京大教授戸田正三/大原八郎/野兎病/鞭毛を繞ぐる
日米戦争/東北人特有たる粘着性

149～150 消息 吾が同級生諸君 函館　竹田侃一郎 決戦態勢/国策遂行

150～151 消息 三十七年会(昭和十二年度卒業) 宗像千萬亀 宮古川/八百粂/同窓会強化

152～157 学内報（医局） 艮陵彙報　教室便り 黒川内科/耳鼻科/皮膚科・泌尿科/精神科

157～161 学内報 艮陵彙報　職員異動

161～163 学内報 艮陵彙報　新博士紹介

163～165 編集 編輯後記 関野/浦上

学術（医史） 日本救癩小史
抗酸菌病研究所
佐藤三郎

癩病/悲田院/施薬院/フランシスコザビエル/東京市
養育院/財団法人癩予防協会/国立癩療養所

表題・巻号 備考

艮陵　第六十号 創刊60号記念号　編輯：武藤完雄
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発行者 発行年月日

東北大学医学部・東北学生会文化部 1947/10/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 編集 巻頭言 敗戦の事実/人間性の追求/艮陵の『再生』

2～4 随筆等 随想 大里俊吾 年齢の相違/天分と努力と環境/「仁」

4～6 随筆等 病中記 吉田富三 俳諧/日本的芸術/民族的苦境/精神的課題

6～8 評論
美について－新らしき人間性考察への一試論
－

堀内敏男
堀辰雄/肉体/人間性の探求/戦争文学/人間性の美
しさ/宗教と科学

9 詩歌 ブルタァニュのイヴォンヌ
アアネスト・ダウス
ン(林克己訳)

10～11 学内報（医局） 艮陵彙報　臨床教室往来 委員

武藤外科/桂外科/整形外科/大里内科/黒川内科/
中澤内科/耳鼻科/小児科/放射線/眼科/婦人科/皮
膚科/精神病学/各教室の現状/青森医専/アルバイ
ト

12～13 学内報（医局） 艮陵彙報　グルンド断相

山本・森・八木・山
口・赤石・加藤・石
田・岩間・高垣・鶴
見

解剖学/病理学/薬物学/法医学/衛生学/細菌学/本
川生理学/和田生理学/医化学/環境医学/東北防疫
研究所

13～14 学内報 艮陵彙報　教室員組合報告 上条 野球大会/大運動会

14～16 学内報（部報）
艮陵彙報　学内会報(総務部々報/文化部報/
運動部報/厚生部報)

委員・片見 衛生課

16 学内報 艮陵彙報　医専消息 高橋 進駐軍/女子学生/〔自らの型〕

17 詩歌 詩二篇 森富

18～25 詩歌 青嵐 艮陵俳句会 (隅田迦公ほか各教室などから16名)

詩歌 浅葱 艮陵短歌会 欠頁（目次から採取）

随筆等 布施先生といふ人 和田恒吉 欠頁（目次から採取）

26～29 創作 夜嵐 佐久間嶽夫 女子医専/憎悪/不可避な相克

29～33 創作 哄笑 長良三之介 紀勢東線/紀勢西線/帰郷/官能/情念/無為/

33 学内報 同窓会報 庶務
１９４１(昭和16年)同窓会発足の同窓会再建について
/〔総会開催・会費変更・講演会寄付・艮陵復刊など
についてのお知らせ〕

33 編集 医学祭

34 編集 編輯後記 内藤・三浦・佐藤 廃刊/復刊/森鴎外（孫・森富）

艮陵　復刊第一号 編輯：内藤成雄

表題・巻号 備考
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