
 

 

 

ＷＥＢリベラシオン社                           ２０21 年 1 月 22 日更新  謝辞！提供―岩井会                                       

（３）日本共産党中国派・分派 Chronicle                                                    

●日本共産党革命的反対派・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９年？ 

機関紙「鉄の戦線」ＮＯ１～ＮＯ４０（1959～1960） 

●日本共産党レーニン主義者団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０年？ 

機関紙「建設者」第１号～２０号（1960～1962） 

機関紙「団結」第１号～１７号 

●社団法人日本中国友好協会正統中央本部（1966～1976・会長―黒田寿男・理事長―宮崎世民） 

機関紙「日本と中国」復刊１号～復刊４５４号（1966～1976） 

機関紙「造反団ニュース」第１号～（1967～） 

●日中青年学生共闘会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７年 

●『平和と独立』編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61年？（北海道） 

機関誌『平和と独立』1～17? 

●マルクス・レーニン研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４年 

機関誌『レーニン主義』第１号～４号（マルクス・レーニン研究会 1964年 9月～65年 8月） 

●日本共産党（解放戦線）全国指導部―・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1965～1968上田 等） 

機関誌『平和と独立』（『レーニン主義』改題）創刊１号～１５号（1965年 9月～1968年 7月） 

機関誌『党建設』（日本共産党（解放戦線）北海道委員会） 

『志田重男遺稿集』〈第一集・第二集〉（志田重男遺稿集出版委員会 1975）） 

『大阪の一隅に生きて七十年―私の総括』（上田 等・創生社 2002） 

『一期一会 上田等追悼文集』（岩井会・創生社 2007） 

●革命戦線編集委員会？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・椎野悦郎グループ 

機関誌『革命戦線』創刊号～〇号 

●社会主義研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69年 

●全都社会主義研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０年（社会主義研究会の改組） 

機関誌『建設者』」創刊号～18・19合併号（1970～1971） 

●「革命路線」編集部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71年（田村新一・海野静雄他） 

機関誌『革命路線』１～１８（1971～1973） 

●国際新報社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 年大阪 

新聞「国際新報」第１号～244号（1966～1970）  

●新左翼社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８年・大阪 

新聞「新左翼」第１号～２４８号（新左翼社 1968～1976） 

●人民新聞社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年・大阪  

新聞「人民新聞」（「新左翼」改題）２４９号～1610号（人民新聞社 1976～） 

「渡辺雄三自伝 奔流する時代を見つめ続けて」（「人民新聞」第 1161～1190号・2004年） 

●毛沢東思想研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ぬやまひろし＝西沢隆一 1966～1973） 

機関誌『月刊毛沢東思想』第１号～６２号（毛沢東思想研究会 1966～1974） 

機関紙「人民新聞」第１号～１５８号（毛沢東思想研究会 1967～1970） 

『（続）愛情の問題』（ぬやまひろし 民主青年出版部 1949） 

『ぬやま・ひろし選集』全１０巻（グラフわかもの社 1963～1965） 



 

 

 

『愛国の書 日本軍国主義批判』（ぬやまひろし・「毛沢東思想研究」１・２・３号付録 1970・五同出版部 1971） 

『レーニンとトロツキー』（松村一人 月刊毛沢東思想社 1974） 

『ぬやま・ひろしとその時代』（長嶋又男・社会評論社 1985） 

●毛沢東思想青年学生共闘会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７年 

●毛沢東思想戦線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・戦線社 

●プロレタリアート編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ぬやまひろし 70年 

機関誌『プロレタリアート』創刊号～８号（1970～1973） 

●毛沢東思想学院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（大塚有章・兵庫県 1967～） 

機関紙「毛沢東思想学院ニュース」第１号～○号 

『星々の火』（毛沢東思想学院十周年記念誌・毛沢東思想学院 1977） 

『追悼 大塚有章』（「未完の旅路」刊行委員会 1980） 

●社会主義学生同盟（マルクス・レーニン主義派） 

機関紙「赤光」第１号～５３号 

機関紙「社学同通達」第１号～ 

●日本マルクス・レーニン主義者同盟（ＭＬ同盟）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（亀山嘉克、鈴木迪夫、豊浦清、今井澄・1968～1971） 

機関誌『マルクス・レーニン主義』第１号（レボルシオン社 1970） 

機関紙「赤光」第５４号～○号（レボルシオン社） 

機関誌『長征』第１号～３号（日本マルクス・レーニン主義者同盟労働者組織委員会 1970） 

機関誌『南部の旗』第１号～○号（南部地区解放戦線 1969～） 

『太陽と嵐と自由を―ゲバルト・ローザ闘争の手記』（柏崎千枝子・ノーベル書房 1969） 

『帝大解体の論理 日本革命と全共闘運動』（林麟次郎・西日本出版社 1969） 

『討議資料 人民総武装６月決戦』（ＭＬ同盟・レボルシオン社 1970） 

『日本・アジア革命論』（鈴木迪夫、倉島昇・レボルシオン社 1970） 

『戦後秕政の終焉』（三戸部貴士・昴印刷 1991） 

●アジア革命研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７年 

『アジア革命』創刊号～ 

●全国学生解放戦線（ＳＦＬ） 

機関誌『プロレタリア権力』創刊号～2号（東大全学解放戦線（ＭＬ）1968～1969） 

機関紙「解放戦線」第１号～５号（東京都学生解放戦線・・・） 

『11月決戦（７０年代権力闘争の大激動に向けて進撃を開始せよ！）』（全国学生解放戦線書記局） 

●高校生解放戦線（ＨＦＬ） 

●労働者解放戦線（ＬＦＬ） 

●共産主義青年団（ＤＩＣ＝Destruction is Creation）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197３ 

 機関誌『紅風』第１ 号～２ １ 号・再訂版１ ・外報２（1973～1974） 

●解放委員会（1972～1973）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧日本ＭＬ同盟 

『解放通信』創刊号～３号 

●マルクス主義青年同盟・（マル青同）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1973～1988戸田政康、穂積亮次、斉藤まさし）・Ｌ研＋解放委 

機関誌『共産青年』第１号～○号〈「共産青年」編集委員会・マルクス青年同盟（準）・紅灯社 1974～〉 

機関誌『党人』第１号～○号（マルクス主義青年同盟・党旗社） 

機関紙「党旗」第１号～１０６号（党旗社） 



 

 

 

機関紙「党旗 青年版」第１号～３号？（マルクス主義青年同盟関西方面隊） 

●マルクス主義青年同盟中央突撃隊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

機関紙「長征」第１号～○号 

●マル青同政治連盟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1975） 

●民主統一同盟（民統同）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・戸田政康 1888～2001） 

機関誌『党人』○号～○号（民主統一同盟 1988～） 

機関紙「民主統一」第１０７号（「党旗」改題）～○号（民主統一同盟 1988～） 

●「がんばろう、日本！」国民協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（戸田政康 2001～） 

機関紙「日本再生」第１号～○号 

●現代中国研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（現中研―京都、同志社、立命館大学・・） 

●日本人民委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大阪  

●自主・平和・民主のための広範な国民連合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（槙枝元文 1993～・京都総合研究所） 

月刊『日本の進路』第１号～○号 

●日本学生戦線（日学戦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・斉藤まさし・法政、上智、京都、同志社大学 1974～） 

機関紙「アカハタ」第１号～○号 

●立志社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（斉藤まさし 1979～日本学生戦線+三里塚を支援する労働者の会） 

機関紙「アカハタ」創刊号～○号 

機関紙「新生」（「アカハタ」改題）～６４８号（～2002） 

●ＭＰＤ（平和と民主運動）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田英夫、横路孝弘、八代英太 1983～） 

●大衆党・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1990～） 

●新党護憲リベラル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1994） 

●憲法みどり農の連帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1995） 

●平和・市民・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1995） 

●市民の党・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（斉藤まさし・・）  

●日本共産党山口県委員会（左派）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６年・原田長司・福田正義 

機関誌『革命戦士』1号～２６号（～「革命戦士」編集委員会） 

●日本共産党（左派）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年（福田正義） 

機関誌『革命戦士』２７号～４４５６号（人民の星社 1969～・・） 

機関紙「人民の星」第１号～６０３９号（人民の星社 1966～） 

『日本共産党（左派）第二回大会主要文献集』（1978） 

『十月革命の揺るぎない道―社会主義アルバニアは前進する』（人民の星社 1978） 

『社会主義革命と修正主義 現代修正主義反対闘争２５年』（日共（左派） 人民の星社 1991） 

『戦後史の再検討』（日共（左派） 人民の星社 1991） 

『社会主義ソ連崩壊の原因』（『革命戦士』編集委員会 人民の星社 1993） 

『党再建２４周年の声明 1992年 12月 26日フィルピン共産党』（『革命戦士』編集委員会 人民の星社 1993） 

『日本共産党（左派）第四回大会』（人民の星社 1994） 

『福田正義文献集・資料集』１～６・資料集（人民の星社 2001～） 

●長洲新聞社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新聞「長州新聞」第１号～○号（長州新聞社） 

●日本共産党（左派）関東ﾋﾞｭ―ロー（室井健二）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73年 



 

 

 

機関誌『理論と実践』ＮＯ１～ＮＯ〇 

『ソ連崩壊とマルクス主義』（室井健二 図書出版 1996） 

●日本民主青年同盟山口県委員会（左派）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68年？ 

機関誌『若き戦士』第１号～５号？ 

機関紙「先鋒」第１号～？（1968） 

●民青大阪府同盟（左派）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８年 

機関誌『先鋒』第１号（1968）～○号？ 

●日本共産主義青年同盟全国協議会 

機関紙「星火」創刊号～（1970） 

●日本共産主義青年同盟 

機関紙「先鋒」第１号～（1970） 

●日本共産青年同盟 

機関誌『青年戦士』第１号～１６号（～1988） 

●共産主義人民連帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８年・日本共産党山口県委員会（左派）から分派 

 機関誌『烽火』第１号～２号 

『階級意識の生還』（穂高 淳・しおり書房 1997） 

●日本共産党（左派）中央委員会臨時指導部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 年 

『古くからの投降派 福田正義の階級的裏切りの罪状』（1967） 

『日本共産党（左派）内の路線闘争資料』（1976） 

●日本共産党（左派）全国協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 年？ 

機関誌『理論戦線』第１号～３号？（1980～真紅の旗社） 

機関紙「真紅の旗」第１号～ 

●警鐘編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1966～河北三男、川島 豪） 

機関紙「警鐘」第１号～ 

●解放工作委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1967～旧警鐘編集委員会） 

●日本共産党（左派）神奈川県委員会臨時指導部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（安斎庫治・川島 豪・河北三男 1968～1969） 

機関誌『人民の星』第１号～（1968～） 

●日本共産党（革命左派）神奈川県常任委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（河北三男、川島 豪、永田洋子 1969～1980） 

機関紙「解放の旗」第１号～49号（1969～1982） 

機関紙「赤い通信」第１号～（赤い通信社） 

『鉄砲から国家権力が生まれる 武装の準備と行動のために』〈日本共産党（革命左派）神奈川県委員会 1970〉 

「遊撃戦争の戦略問題―」（「解放の旗」１５号 1971『新左翼理論全史』収録） 

●反帝平和青年戦線（ＹＦ＝Youth Front） 

●学生戦闘団（ＹＦの改組） 

●京浜安保共闘・・・・・・・・（1969～学生戦闘団＋京浜労働者戦闘団＋婦人解放同盟） 
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