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✓ 名前 ブース サークル名 参加内容
阿波野巧也 F-03 短歌同人誌「羽根と根」 『羽根と根』2号：短歌、評論

F-12 中東短歌 『中東短歌』3号：前号評

飯田和馬 E-61 RTs 『お詠みなさい』（委託）：短歌

E-62 めためたドロップス 『おっぱい短歌（はあとふる）』（委託）：特別寄稿

石川美南 F-05 山羊の木/海岸印刷 『Collection 1』『机上ノ灯台』『星の栞』など：短歌（活版印刷カード型歌集）
『ノーザン・ラッシュ』vol.1（委託）：短歌、エッセイ
『裏島』『離れ島』『砂の降る教室』：歌集

F-06 短歌同人誌pool 『pool』8号：短歌、五島諭評、山田航評、座談会

F-07 エフーディの会 『エフーディ』：短歌、俳句、エッセイ

F-30 外大短歌会 『外大短歌』5号：短歌（吟行連作、テーマ競詠）

稲泉真紀 F-19 cahiers 『Cahiers～カイエ～』創刊号：短歌

F-20 色彩の子ども 『色彩の子ども』：短歌
『Bluesy』：短歌

井上法子 F-04 短歌同人誌「率」 『率』７号：散文

F-24 ネヲ 『ネヲ』2号：散文

内山晶太 E-61 RTs 『お詠みなさい』（委託）：短歌

E-63～64 タンカドウラク 『タンカドウラク』2：対談

F-06 短歌同人誌pool 『pool』8号：短歌、山崎聡子評、座談会
『窓、その他』（委託）：サイン本　※１３時～サイン＆イラストタイムあり

笠木拓 F-02 短歌同人誌「一角」 『サンカク』：短歌
『金魚ファーラウェイ』（委託）：短歌、散文など

F-03 短歌同人誌「羽根と根」 『手紙魔まみ、わたしたちの引越し』（委託）：小説

F-22 BL短歌合同誌実行委員会 『共有結晶』vol.3：短歌、小説

カ-39 空際 『兼ネル』：散文

狩野悠佳子 F-08 はならび 『はならび』5号

F-27 穀物 『穀物』創刊号：短歌、評論

五島諭 F-02 短歌同人誌「一角」 コミック版「わたしの五島さん」（本人の新作はありません）

F-06 短歌同人誌pool 『pool』8号：座談会、五島諭『緑の祠』評（本人の新作はありません）

柴田瞳 F-12 中東短歌 『中東短歌』3号

F-23 口実 『口実』2号

新上達也 F-08 はならび 『はならび』5号

F-27 穀物 『穀物』創刊号：短歌、評論

鈴木加成太 E-61 RTs 『お詠みなさい』（委託）：短歌
『阪大短歌』（委託）：短歌、評論など

スズキロク F-02 短歌同人誌「一角」 コミック版「わたしの五島さん」：コミカライズ

F-23 口実 『口実』2号

キ-09～10 現代文化研究会 『F』

田口綾子 E-61 RTs 龍翔歌集購入者特典『栞文のようなもの』：栞文のようなもの

F-02 短歌同人誌「一角」 『金魚ファーラウェイ』（委託）

田中ましろ E-61 RTs 龍翔歌集購入者特典『栞文のようなもの』：栞文のようなもの
『お詠みなさい』（委託）：短歌

F-19 cahiers 『Cahiers～カイエ～』創刊号：連作評

千種創一 F-12 中東短歌 『中東短歌』3号：短歌、比較文学論

F-24 ネヲ 『ネヲ』2号：アラブ文学論

F-30 外大短歌会 『外大短歌』5号：短歌

千原こはぎ E-61 RTs 『お詠みなさい』（委託）：短歌

F-20 色彩の子ども 『色彩の子ども』：短歌
『Bluesy』：短歌

辻聡之 F-03 短歌同人誌「羽根と根」 『羽根と根』2号：評論

E-61 RTs 『廃墟短歌』：短歌

溺愛 F-29 同志社短歌会「紫苑」 『紫苑』創刊号
『神大短歌』創刊号（委託）

堂園昌彦 F-02 短歌同人誌「一角」 『サンカク』：ガルマン歌会録

F-06 短歌同人誌pool 『pool』8号：短歌、五島諭評、座談会

とみいえひろこ F-19 cahiers 『Cahiers～カイエ～』創刊号：短歌

F-20 色彩の子ども 『色彩の子ども』：短歌
『Bluesy』：短歌

中島裕介 E-61 RTs 龍翔歌集購入者特典『栞文のようなもの』：栞文のようなもの

カ17～18 TOLTA 『トルタの国語　偉人の書』

服部真里子 E-61 RTs 『お詠みなさい』（委託）：短歌

F-02 短歌同人誌「一角」 『サンカク』：ガルマン歌会録

F-05 山羊の木/海岸印刷 『ノーザン・ラッシュ』vol.1（委託）：短歌、イラスト

濱松哲朗 A-28 京都ジャンクション 『夜行』：小説、エッセイ、評論

F-04 短歌同人誌「率」 『率』７号：評論

F-17 立命短歌会 『立命短歌』2号：短歌、評論

F-27 穀物 『穀物』創刊号：短歌、評論

東直子 F-07 エフーディの会 『エフーディ』：短歌、詩、エッセイ

F-19 cahiers 『Cahiers～カイエ～』創刊号：一首評

久石ソナ F-08 はならび 『はならび』5号

F-24 ネヲ 『ネヲ』2号：散文

三上春海 F-11 稀風社 『あたらしい遠足』]：小説、『稀風社の嬌声』：短歌、散文

F-24 ネヲ 『ネヲ』2号：散文
『北大短歌』（委託）：短歌、評論

虫武一俊 F-02 短歌同人誌「一角」 『サンカク』：短歌

F-03 短歌同人誌「羽根と根」 『羽根と根』2号：評論

藪内亮輔 F-04 短歌同人誌「率」 『率』７号：短歌、評論

F-24 ネヲ 『ネヲ』2号：散文

山階基 F-08 はならび 『はならび』5号

F-22 BL短歌合同誌実行委員会 『共有結晶』vol.3

F-27 穀物 『穀物』創刊号：短歌、評論

山田航 F-06 短歌同人誌pool 『pool』8号：短歌、座談会、石川美南評
『さよならバグ・チルドレン』(委託）：サイン本

F-17 立命短歌会 『立命短歌』2号：前号評

山中千瀬 F-02 短歌同人誌「一角」 『二角 イエロー』：小説
『金魚ファーラウェイ』（委託）：短歌、散文など

F-03 短歌同人誌「羽根と根」 『手紙魔まみ、わたしたちの引越し』（委託）：散文

F-04 短歌同人誌「率」 『率』７号：散文

F-22 BL短歌合同誌実行委員会 『共有結晶』vol.3：短歌、小説

カ-39 空際 『兼ネル』：小説

チラシスペース - 『あるところに、 vol.4』：短歌

龍翔 E-61 RTs 『廃墟短歌』：短歌
『句集ずぶずぶの素人』：俳句
『Delikatessen』『49（Young, Cute）』：歌集

※E-60階段短歌会は当日までメンバー非公開のもよう。誰？

第十九回文学フリマ　《短歌関連ブース》　複数参加の人々！

今回の文学フリマはかつてないほど短歌関連ブースが充実、掛け持ちで参加している人も多数！そこで、複数の冊子等に参加している人を簡単にまとめてみました。

※F-20『色彩の子ども』（70名参加）と『Bluesy』（34名参加）は、あまりにも参加者が多
いため、稲泉さん、とみいえさん、千原さん以外はリストから外しました。マストバイ。

※このリストは、石川美南が(主に自分のために）適当に調べたものです。複数参加して
いるのに抜けている方や、情報が不足している方もいらっしゃると思います。参考程度
にご利用ください。調査にご協力いただいた何人かの方たち、ハッシュタグ「＃兼ねてま
す」を作ってくださった龍翔さん、ありがとうございます。

【第十九回文学フリマ】 
2014年11月24日（月・祝） 11:00～17:00 

東京流通センター 第二展示場（東京モノレール「流通センター駅」徒歩１分） 

一般来場者は入場無料 

http://bunfree.net/ 


