
 阿部静枝著作年表・戦後編（1945～） （Ⅰ）   ＜1945～1950＞          （内野光子作成）（2021年 3月現在） 

年・著書 短歌作品（歌数・掲載誌・月） 短歌評論ほか（掲載誌・月） 社会評論ほか（掲載・号・月など） 備考 

1945年 

（昭和20） 

戦塵9        （短歌研究9） 

野にありて10    （日本短歌10） 

この秋10      （短歌研究12） 

時評決戦下の日  々    （日本短歌2） 防空戦ふ空の下     （文学報国44号、１） 

空虚と飢餓を充たす者       （芸苑12） 

4月  

空襲にて池袋の自宅焼失、郷里 

にて終戦 

 

11月 

上京、間借り生活となる 

1946年 

（昭和21） 

街10        （人民短歌3） 

旅路5       （短歌研究4） 

夏畑11   （日本短歌7・8合併） 

作品8    （短歌新人創刊号8） 

進駐軍のいる風景・短歌ルポルタージ

ュ10         （八雲12） 

冬花6       （短歌研究12） 

 

近作自歌自釈  （日本短歌7・8合併） 

短歌新人詠草を評す（短歌新人創刊号8） 

民主戦線と友情           （交通3） 

○ア給料値上げの教員デモ     （日本教育3） 

小説・村のメーデー    （働く同志創刊号5） 

文化と政治と女性          （教養7） 

終戦一年を期して    （国民講座7・8合併） 

食糧と女の志操        （婦人と政治8） 

諸家短信女流作家への期待      （芸苑9） 

○ア国鉄に望む           （交通10） 

「女の嗜み」の反省   （女人評論創刊号10） 

対談・新しい娘教育（今日出海） 

（女性ライフ11・12合併） 

人間らしさ          （生活科学11） 

＊ 

高き人間としての女性へ 

（『新女性読本』協和出版社6） 

3月  

東京歌話会発足、世話人とな 

る。47年4月『短歌季刊』創刊 

に参画、49年8月解散 

 

労働基準局の委嘱にて、北海道

労働事情視察 

1947年 

（昭和22） 

7月 

『愛と孤独』

（太平社） 

9月 

『愛される女

性』（新紀元社） 

みやこ14    （短歌季刊創刊号1） 

あやめ5       （短歌研究9） 

北国5        （短歌往来9） 

濃紫10        （新日光10） 

自選歌十首集10   （短歌研究12） 

 

以下『くさふぢ』一部未見、『くさふぢ』

『ポトナム』に発表の短歌作品は省略

している 

川田順歌集『夕陽居歌抄』 

          （短歌季刊1号1） 

新人を創る歌壇 

（くさふぢ1） 

新しき歌と生活   （女性短歌4号3） 

女流短歌論       （短歌研究5） 

女の歌よみ       （短歌往来7） 

短歌と社会性 

（短歌季刊2号9） 

○ア短歌の将来     （短歌春秋10） 

私の生活科学          （生活科学1） 

対談・新しい恋愛と結婚（杉山清） （キング1） 

湖沼の風景          （楽園創刊号2） 

オール相談・引揚者に冷たい身内（女性ライフ2） 

女の幸不幸・武者小路先生に聴く（女性ライフ4） 

選挙と私たちの生活    （婦人生活創刊号5） 

新しい時代の手紙文      （女性ライフ6） 

インフレ経済の実相         （美貌6） 

暮らしやすい生活        （婦人生活6） 

女性生活の反省・女らしさの反省   （芸苑7） 

勤労女性の社会的地位        （彗星7） 

明るい生活へ          （婦人生活7） 

1月  

小泉苳三『くさふぢ』創刊 

 

3月 

池袋2－208の自宅焼失跡にバ 

ラックを建築 



座談会・生きている貞操と死んでいる貞操 

（堀文子ほか）        （女性ライフ7）                  

今の世の母ごころ          （婦人8） 

○ア女性より男性へ         （キング8） 

美しい生活             （陽光9） 

名作『復活』のこと        （家の光9） 

誘惑を抜けて          （宮崎春秋9） 

新しい時代の手紙文第3講   （女性ライフ9） 

座談会・民主的な生活のあり方 （主婦と生活9） 

運命に負けた結婚      （婦人ライフ10） 

真実を求めて         （婦人生活10） 

災害とたから         （婦人生活11） 

産児制限と避妊について   （女性ライフ10） 

座談会・愛情と結婚の問題（高見順ほか） 

（婦人倶楽部10）          

読書案内・愛と孤独     （女性ライフ11） 

○ア私の子供教育・社会人として 

（家の光11・12合併） 

鼎談男女同権のいろいろ（松谷天光光ほか） 

（新文庫12） 

男女交際論          （青年文化12） 

愛される女性         （婦人生活12） 

月影（小説）        （友愛創刊号12） 

1948年 

（昭和23） 

11月 

『新しい結婚』 

（通信教育振

興会） 

夜8       （短歌季刊3号2） 

帰住12        （短歌研究6） 

層雲8      （短歌季刊4号6） 

夏草18      （短歌季刊5号9） 

雪影15        （短歌主潮9） 

婦人と短歌       （短歌研究1） 

○ア歌壇の新人は誰か     （真人1） 

歌集『北溟』読後      （遠天3） 

北海道の旅と友の歌    （原始林3） 

明日の短歌の在り方 （短歌季刊4号6） 

女流歌人の視界－何が新しいのか   

（日本短歌8） 

短歌と生活態度－若い女性の歌 

 （短歌往来8・9合併） 

『山径』（安藤佐貴子）感想 （遠天10） 

座談会・新礼法平和日本建設のために 

（伊藤道郎ほか)   (女性ライフ1) 

ヤミと闘って敢然死       （婦人生活1） 

座談会・若い娘の性教育はどうすればよいか 

（加藤シズエほか） （女性ライフ2）            

子を育て得ぬ母の悲劇      （婦人生活2） 

新しい恋愛に生きる人妻の道   （婦人生活3） 

愛恋の岐路に立つ女の立場    （婦人生活4）                           

ヤミと闘って敢然死の道を選んだ山口判事 

（日本の窓4）           

新家庭へのはなむけ      （文化と家庭4） 

座談会・恋愛と結婚テクニック（丹羽文雄ほか） 

           （女性ライフ4） 

3月～ 

『友愛』（全繊同盟）「読者文

芸欄・短歌」の選が始まる 

（5，6，7，8，9，11月） 

 

9月  

日本歌人クラブ創立、幹事とな 

る 

9月28日 鉄道輸送地方協議 

会委員会委員（肩書：女性ライ 

フ編集顧問、西部協同組合理 

事）出席 

 



   窓口の風            （労働時報4） 

悩みある婦人のために開かれた道   （婦人5） 

わが家の新憲法          （キング5） 

母情と恋愛に迷う未亡人     （婦人生活5） 

ヤミの悲劇     （ニッポンダイジェスト5） 

女性の拓きゆく分野       （蛍雪時代6） 

座談会・新しき女性を語る（新妻いとほか） 

（生活科学6） 

運不運             （ひろしま6） 

座談会・阿部静枝先生を囲み、恋愛結婚職業を 

語る              （現代婦人6） 

座談会・拙速よりも巧遅：知性を基礎に 

（西清子ほか)          (生活文化6） 

生みの親か育ての親か      （婦人生活6） 

座談会・恋愛の自由と母性愛（新居格ほか） 

（婦女界6） 

戦災の火傷ゆえに捨てられた妻  （婦人生活7） 

美貌と文才の驕りから転落へ   （婦人生活8） 

戦争未亡人は如何に生き何を求めているか 

（婦人8）            

わが子のへの愛を世界の子へ     （婦人8） 

誌上討論・教育勅語を廃止した小学校は何に 

よって児童を導くか      （日光創刊号9） 

妻ある恩師との恋愛に悩む女性  （婦人生活9） 

男性の魅力を語る女ばかりの座談会（松谷天光 

光ほか）           （女性ライフ9） 

誌上討論・今の子供はどうして不良になるか 

（日光10） 

恋愛感情の行方          （美貌10） 

婚約の破滅に悩む女性     （婦人生活10） 

あなたの幸福な結婚のために （女性ライフ11） 

誌上討論・青年男女の風紀と犯罪  （日光11） 

○アだいどころマイクロホン   （家庭燃料11） 

愛を貫いた未亡人の道     （婦人生活11） 

帝銀事件容疑者―何が彼をそうさせたか 

（婦人生活12） 

12月 

『女性の友』（公友社）創刊号よ

り読者相談欄回答担当続く 

 



女の幸福        （洋裁デザイナー12） 

キリストの生涯         （家の光12） 

結婚相談・年齢の違いすぎる夫ほか 

（女性の友創刊号12） 

妻ある恩師との恋愛に悩む女性 

（ニッポンダイジェスト12） 

母と子のページ・むだづかひ   （新婦人12） 

1949年 

(昭和24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年3         （友愛１） 

雪の虚構７     （歌学6号１） 

海辺の村にて7   （日本短歌2） 

雪景8   （短歌季刊6号終刊号3） 

春寒16       （短歌研究6） 

春朝5        （日本短歌6） 

雑草8     （女人短歌1号9） 

雑草5       （国民576号8） 

夏草15   （短歌研究11・12合併） 

北国住まひ10 （女人短歌2号12） 

 

 

 

 

 

二十三年歌壇考察    （短歌雑誌3） 

女人作品評Ⅰ   （女人短歌1号9） 

女の叙情歌       （新日光10） 

男の短歌に見る男と夫 

         （女人短歌2号12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因習の家庭を逃れて元九条公爵令嬢賢子さん 

（婦人生活1） 

テス物語―悲しき恋に哭く若き女性の一生 

（女性ライフ1）          

対談・日本婦人の幸福と生き方 

（婦人ライフ創刊号1） 

座談会・共稼ぎ結婚への設計（阿部真之助ほか） 

          （女性ライフ1） 

座談会・結婚難と性愛（宮田重雄ほか） 

（女性ライフ1） 

宮城の雑煮           （婦人朝日1） 

愛情の育ち        （洋裁デザイナー1） 

誌上討論・男女同権と離婚の問題   （日光1） 

結婚相談・年下の男子との結婚ほか 

（女性の友1、2、5、6、8、10） 

1月 

『くさふぢ』選者制をとり、頴

田島一二郎・小島清とともに選

者となる 

 

１～5月、8、10月 

『友愛』「読者文芸欄・短歌」選

者 

 

4月 

女人短歌会、第1回総会、発起

人となり、9 月『女人短歌』創

刊、北見らと編集委員となる 

 

4月            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  座談会・女の幸福を開く七つの扉（芹沢光治良 

ほか）             （婦人生活2）                 

私の好きな乙女           （友愛2） 

誌上討論・現代青年の悩みは解決できるか 

（日光2） 

○ア衣料切符について         （装苑2） 

新しい嫁              （田園2） 

座談会・これからの性生活・性病予防と避妊 

(林髞ほか)           （にっぽん2） 

夫を待ちつつ・引揚者涙の苦闘の物語  

（家庭生活2） 

女性の敵      （ニッポンダイジェスト2） 

座談会・恋愛と貞操       （女性の友2） 

対談・近頃の母と娘（生方誠） （婦人ライフ2） 

春ふたたびめぐり来ぬ妻、洋裁店を営む板垣元大将

夫人             （婦人生活3）                

幸福の贈り物          （洋裁の友3） 

相談室・夫への幻滅をどうするか（主婦と生活3） 

幾山河越ゆる愛の手記・若き戦没学生の手記 

（家庭生活3） 

幸福への途           （洋裁の友4） 

私の春あなたの春新婚家庭報告会 （家庭生活4） 

座談会・恋愛と結婚の技巧（丹羽文雄ほか） 

（女性ライフ4） 

三角関係の責任と処理       （美貌4） 

子供と学校         （日書ニュース4） 

子供に聞かせる話・世界の童話から（良い家庭4） 

暗夜の灯火“婦人の街”を訪ねて（婦人ライフ4） 

先生の質           （奈良県教育5） 

再婚夫婦の円満秘訣      （主婦と生活5） 

相談室・病弱な主婦の悩み   （主婦と生活5） 

座談会・不良化し易い子どもたち（菊田一夫ほ 

か）                （婦人5）           

座談会・若い未亡人の再婚問題  （スタイル5） 

あなたの悩みを解決する幸福の鍵 

（婦人界別冊付録5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

『女性ライフ』（毎日新聞社） 

身の上相談欄回答担当 

『主婦と生活』『新婦人』読者相

談回答者となる      

  

 

福島県の短歌会へ、山田あき、

葛原妙子、佐藤佐太郎、宮柊二

らと 

（日本短歌50年新年号記事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座談会・お嫁さんを探している花形スター 

（婦人生活6） 

心の風俗          （ニューエイジ6） 

座談会・良縁を得る秘訣（徳川夢声ほか） 

（家庭生活6） 

鼎談・愛情の危機を語る（久米正男ほか） 

（婦女界6） 

相談室・戦死公報によって再婚したが 

（主婦と生活7） 

法律相談・こんな場合財産が貰へるか（新婦人7） 

子供に聞かせる童話       （良い家庭7） 

世相に拾う女性案内・真実の結婚への道標 

（婦女界7） 

座談会・幸福になる結婚・悲劇に終わる結婚 

（藤原あき、宮田重雄ほか）   （婦人生活7） 

座談会・若い娘の危機、家出娘の悲劇を語る 

（新居格、佐多稲子ほか）    （婦人生活8） 

座談会・愛に就いての親子の相違は 

（子息阿部英郎、宮田重雄、横山美智子親子） 

（家庭生活8） 

随想女・子・姑       （法律のひろば8） 

世相に拾う人生案内・わが子を殺した未亡人ほ 

か）               （婦女界8） 

未亡人は如何に生くべきか・未亡人として語る 

      （主婦と生活8） 

○ア疲労の防止と回復には    （栄養と料理8） 

女・子・姑         （法律のひろば8） 

夏は女性に恐怖の季節・婦人に清く正しい性の 

知識を            （国民578号8）                   

心の宝石・映画館のアナウンサー （婦人生活9） 

新生活相談：こんな結婚が許されませうか 

（新婦人9） 

此頃の男女間の問題      （国民579号9） 

心を明るくする話、もどって来たリュック 

（主婦と生活9） 

相談室・子の親権を得たい   （主婦と生活9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋裁でひらく苦難の人生行路・板垣喜久子の場合             

（洋裁の友9） 

此頃の男女の問題       （国民579号9）            

下手な暮らし方  （美しい暮らしの手帖➄10） 

相談室・別居して生活したいが（主婦と生活10） 

みがかれた人間性を、ほか   （家庭生活10） 

結婚前の娘に話したい夫婦の心理 

（家庭生活10） 

対談・夢多き結婚設計（芹沢光治良） 

（スタイル10） 

世相に拾う人生案内・非道の夫のためにわが子を 

殺した場合           （婦女界10） 

相談室・離職した夫への態度と心得  

 （主婦と生活11） 

戦後恋愛の生態       （教育と社会11） 

未亡人の歩むべき道      （家庭生活11） 

座談会・共稼ぎ夫婦のSOS（和田信賢ほか） 

               （婦人生活11）  

悲恋の女代議士松谷天光光女史と語る 

（婦人生活12） 

世に拾う人生案内・色事師に迷うわされた女たち 

（婦女界12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950年 

（昭和25） 

9月 

歌集『霜の道』  

（女人短歌会） 

 

 

11月 

『幸福になる

法』（高風館） 

 

 

        

冬花15       （短歌研究1） 

冬花5        （くさふぢ2） 

雨露8      （女人短歌3号3） 

田舎路12      （短歌研究4） 

北国住まひ5     （くさふぢ3） 

女身5        （短歌雑誌5） 

島8       （女人短歌4号6） 

毛根7      （女人短歌5号9） 

＊ 

短歌17首 

（『短歌名作読本』志摩書房11） 

温泉地獄17 

（『現代短歌代表選集1（1951年版）第 

わが恋愛歌思出と感想（新日本歌人1） 

女流歌壇展望  （短歌声調創刊号1） 

○アアンケート  （日本歌壇創刊号2） 

○ア最近感銘された本   （日本短歌4） 

○ア外部に聴く      （歌と観照4） 

座談会・戦前派大いに語る 

（短歌研究5） 

対談・女と生活（田吹繁子） 

（女人短歌4号6) 

歌壇の魅力       （日本短歌6） 

婦人の短歌と平和    （短歌研究6） 

新進諸家の作品を見て 

（短歌声調4号6） 

少女相談室       （少女世界1、3～6、8） 

相談室        （主婦と生活1、4、6、9） 

誇りを持った美しさこそ女性の本当の魅力です               

（スタイル1） 

婦人は酒に苦しめられる    （国民581号1） 

労働と婦人           （官業労働１） 

炉辺談話・楽しき炊事へ    （栄養と料理1） 

世相に拾う人生案内・没落一家の心中（婦女界1） 

世相に拾う人生案内・二つの話題から（婦女界2） 

女の魅力              （郵政3） 

座談会・現代学生の見た若い女性の長所と短所（美

川きよ、中河与一ら）     （新婦人3） 

夫に対する性の不満を妻はどう訴えるか 

 



二書房12） ○ア単独講和か全面講和か（新日本歌人6） 

相互近作評戦後の木俣修氏 

（短歌研究7・8合併） 

時代と作歌心理・詩の枯れる季節   

（短歌研究9） 

座談会・ものを聴く （女人短歌5号9） 

相互評・生方たつゑ評  （短歌雑誌9） 

古今集の女歌人 （国文学解釈と鑑賞10） 

放送三番歌合（松村英一ほか） 

（ＮＨＫラジオ婦人の時間11/25） 

放送三番歌合    （女人短歌6号12）      

作品瞥見大家と中堅   （日本短歌12） 

＊ 

与謝野晶子短歌鑑賞 

（『現代短歌鑑賞2』第二書房11） 

志保子・美代子・小夜子・史・あきの歌

（『近代短歌講座3』新興出版社12） 

（夫婦生活5） 

ＭＥＭＯ               （丸6） 

東京に於ける学生の学費    （国民588号6） 

対談・愛情の三角関係をどう解決するか（金森徳次

郎）              （婦女界6） 

子供を愛する愉しみ      （主婦と生活6） 

夫の云う儘にどんな姿態でも見せる私 

（夫婦生活11） 

わが恩師の思い出       （教育技術12） 

 

 


