
〇赤煉瓦文化館1Ｆ（福岡市文学館）配架同人誌一覧　　　

1 青嶺 アオネ 青嶺俳句会 月刊
2 あまのがわ〈湯布院発〉 アマノガワ ユフインハツ あまのがわ<湯布院発> 季刊
3 海 第ニ期 ウミ ダイニキ 花書院 年２回刊
4 オルゴール オルゴール オルゴールの会 年刊
5 GAGA(ガガ) ガガ GAGA(ガガ) 年３回刊
6 河伯洞記念誌 あしへい カハクドウキネンシ アシヘイ 創言社 年刊
7 ガランス ガランス ガランスの会 年刊
8 季刊 午前 キカン ゴゼン 季刊午前同人会 年２回刊
9 叢（くさむら） クサムラ 日本民主主義文学会福岡支部 年刊
10 群青 グンジョウ 楠の会 年刊
11 玄海 ゲンカイ 玄海発行所 月刊
12 現実と文学 ゲンジツトブンガク 現実と文学の会 年刊
13 原爆文学研究 ゲンバクブンガクケンキュウ 花書院 年刊
14 光円 コウエン 光円発行所 季刊
15 胡壷・KOKO ココ KOKO 年刊
16 個人詩誌 あるふぁ コジンシシ アルファ 上野 眞子 年２回刊
17 ＫＯＲＮ コルン 花書院 年刊
18 さきがけ サキガケ さきがけ文学会 不明
19 朔日 サクジツ 朔日短歌会 月刊
20 詩誌 侃侃 シシ カンカン 書肆侃侃房 年２回刊
21 紫水 シスイ 紫水会 年刊
22 詩と眞實 シトシンジツ 詩と眞實社 月刊
23 照葉樹 二期 ショウヨウジュ ニキ 花書院 年２回刊
24 聖氷島 セイヒョウトウ 錫言社 年刊
25 川柳くすのき センリュウクスノキ 川柳・楠の会 季刊
26 空 ソラ 空の会 隔月刊
27 第七期 九州文学 ダイナナキ キュウシュウブンガク 九州文学同人会 季刊
28 筑紫山脈 チクシサンミャク 筑紫山脈の会 季刊
29 チクタク チクタク 自鳴鐘福岡支部 季刊
30 天山牧歌 テンザンボッカ 天山牧歌社 季刊
31 読詩会＠fukuoka ドクシカイ@fukuoka 網野杏子 不定期刊
32 飛梅 トビウメ 毎日ペン・グループ 不定期刊
33 菜殻火 ナガラビ 菜殻火発行所 不定期刊
34 南風 ナンプウ 南風の会 年２回刊
35 蘖（ひこばえ） ヒコバエ さきがけ文学会 不明
36 独り居 片科環個人誌 ヒトリイ オフィス片科 年刊
37 ひびき ヒビキ 北九州文学協会 年刊
38 卑弥呼 ヒミコ 卑弥呼発行所 年刊
39 飈 ヒョウ 「飈」短歌会 不定期刊

NO 誌名 シメイヨミ 発行所 発行頻度



〇赤煉瓦文化館1Ｆ（福岡市文学館）配架同人誌一覧　　　

NO 誌名 シメイヨミ 発行所 発行頻度

40 福岡あすなろ フクオカ アスナロ 福岡あすなろ発行所 隔月刊
41 福岡ポエトリー フクオカ ポエトリー 福岡ポエトリー 不定期刊
42 福岡県詩人会 会報 フクオカケン シジンカイ カイホウ 福岡県詩人会事務局 年３回刊
43 福岡市美術館小作品室常設展示 フクオカシビジュツカン ショウサクヒンシツ ジョウセツテンジ 福岡市美術館 不定期刊
44 福岡市美術館古美術室解説 フクオカシビジュツカンコビジュツシツカイセツ 福岡市美術館 不定期刊
45 冬野 フユノ 冬野発行所 月刊
46 文芸福岡 ブンゲイフクオカ 福岡文化連盟 年刊
47 みずかがみ ミズカガミ 水鏡の会 年刊
48 水城 ミズキ コスモス短歌会福岡支部 季刊
49 水城野 ミズキノ 水城野 月刊
50 南の風 五行歌交流誌 ミナミ ノ カゼ ｢南の風｣編集グループ 隔月刊
51 六分儀 ロクブンギ 「六分儀」編集部 年刊
52 无 ン 草木社 年３回刊
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