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ＷＥＢリベラシオン社                          2021年 6月 18日更新        

（２）構造改革派・関係                                                

●全国学生自治会連絡会議（全自連）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０年・議長―黒羽純久 

機関紙「全自連ニュース」第１号～ 

『現代の学生運動 その思想と行動』（学生運動研究会・黒羽純久・他・新興出版 1962） 

『高野秀夫とその時代 高野秀夫追悼集』（高野秀夫追悼集編集委員会 1990） 

●全学連再建協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・議長―木内啓詞・６１年・黒羽純久 

●民青革新委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１年 

●青年学生運動革新会議…………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１年 

機関誌『青年学生運動情報』第１号～５号 

●日本共産主義青年同盟準備会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２年・青年学生・革新会議の改組 

機関誌『通信（仮題）』ＮＯ１～ＮＯ８・９（日本共産主義青年同盟準備会 1962） 

●日本共産主義青年同盟………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・６３年・共青 

機関誌『革新の世代』ＮＯ1～ＮＯ5（1962～1963） 

機関誌『創れ！ 未来を！』ＮＯ１～ＮＯ４（1963） 

機関紙『戦闘』ＮＯ１～ＮＯ３６（日本共産主義青年同盟 1966） 

機関誌『新しい前進』ＮＯ１～ＮＯ２０（日本共産主義青年同盟教育大学支部 1963） 

機関誌『ニュース共青』ＮＯ１～ＮＯ８（日本共産主義青年同盟立教大学支部 1963） 

●早稲田の杜の会 

会報「世代の杜」第１号～ 

『６０年安保と早大学生運動 政治が身近にあったころ闘い、燃えた』（早稲田の杜の会 2003） 

●社会主義革新運動準備会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１年 

議長―春日庄次郎・副議長―山田六左衛門・事務局長―内藤知周 

機関誌『新しい時代』第１号～７号（新しい時代社 1961～1963） 

機関誌『討論』第１号～５号（1963） 

機関紙「思想活動部報」第１号（社会主義革新運動準備会 1962） 

機関紙「革新運動」第１号・２号（社会主義革新運動準備会大阪府委員会 1962） 

●社会主義革新運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３年・議長―内藤知周 

機関誌『マルクス主義』第６号（『討論』改題）～２２号（1963） 

機関誌『新しい路線』第１号～１７号（新しい路線社 1963～ 

機関紙「新しい路線」第１号～２０６号終刊（「統一」に継続編集長―由井誓・新しい路線社 1963～1966） 

機関誌『革新』第１号～３号 

（社会主義労働者協会阪神地区委員会→社会主義革新運動阪神地区・杉本昭典 1963～1965） 

機関紙「統一戦線」第１号（社会主義革新運動広島県委員会 1963） 

『戦後革命論争史』（上田耕一郎・大月書店 1956） 

『現代マルクス主義 反省と展望』全三巻（古在由重編・大月書店 1958） 
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『日本における構造改革』（１・２）（佐藤 昇編・三一書房 1961） 

『季刊日本経済分析』第１集～１９集（経済分析研究会・大月書店 1959～1964） 

『現状分析』ＮＯ１～５９号（現状分析研究会 1957～1976） 

『現代の理論』第１号～５号（大月書店 1959）・ 

『現代の理論』第１号～１６８号（現代の理論社 1964～1989） 

『現代の理論』第１号～３０号（言論ＮＰＯ・現代の理論 2004～2012） 

『現代の理論』（デジタル版）第１号～６号（2014～） 

『運動史研究』第１号～１７号（運動史研究会・三一書房 1978～1986） 

『社会主義への日本の道』（春日庄次郎編・新しい時代社 1961） 

『追悼 春日庄次郎』（現代民主主義研究会「追悼 春日庄次郎」刊行委員会 1976） 

『濁流を悠々と山田六左衛門とその時代』（山六会編・山六会 1981） 

『彦さんの本領 西川彦義の回想と遺稿』（西川彦義遺稿集刊行会 1982） 

『時代に抗するーある「活動家」の戦後史』（杉本昭典・航思社 2014） 

『杉本昭典と尼崎の政治・労働運動』（前田裕晤―監修・鹿砦社 2015） 

●統一社会主義同盟（統社同）―フロント・1962～1970                                       

代表委員―春日庄次郎、山田六左衛門、事務長―村田恭雄・安東仁兵衛、小寺山康雄、大森誠人 

機関紙「構造改革」第１号～２３・２４号（1962～1963） 

機関紙「平和と社会主義」第１号～１８３号（1964～1969） 

機関紙「先駆」第１８４号（「平和と社会主義」改題）～２５６号（先駆社 1969～1972） 

『現代の理論 主要論文集』（安東仁兵衛・現代の理論社 1978） 

『戦後日本共産党私記』〈正・続〉（安東仁兵衛・現代の理論社 1976・1980） 

『学生運動論文集Ⅰ』（野口武彦他・統社同・共青―1965） 

『国際主義と入管闘争』第１号～２号（反戦青年委員会・全国反帝学生戦線連合・先駆社 1970） 

『洪水の後』（野口武彦・河出書房新社 1969） 

『旗は紅に燃えて』（野口武彦・新潮社 1977） 

『君 飄々と行く 佐々木成とその時代』（佐々木成追悼集刊行委員会 2005） 

●社会主義学生戦線フロント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０年 

●社会主義学生戦線・フロント全国委員会……………………………………・・・・・・・・・・・・６２年 

機関誌『若きジャコバン』ＮＯ1～ＮＯ４（社会主義学生戦線・フロント全国委員会） 

機関誌『嵐をついて』第１号～〈東京社会主義学生戦線（フロント）1969～） 

機関紙「赤い通達」Ｎｏ１～６（社会主義学生戦線（フロント）京都委員会） 

機関紙「フロント」ＮＯ１～３５（社会主義学生戦線京都大学支部） 

機関誌『反帝青年戦線』第１号～（東京地区反戦連絡会議・編集人・朝日健太郎 1970） 

●安保粉砕高校生連合（安保高連） 

機関誌『若きジャコバン』第１号～ 

●全国反帝高校生戦線連合（反帝高戦） 
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●女性解放戦線編集委員会 

機関誌『女性解放戦線』創刊号～（青年文化社 1970） 

●全国自治会共同闘争会議・・・・・・・・・・・・・６７年―フロント＋民学同左派＋民学同＋青共同 

●安保粉砕全国学生共闘会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年―フロント+プロ学同+ 

●日本共産主義革命党・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（「統社同」改称 1970～1987） 

機関誌『団結』第１号～１６号（先駆社 1970～1991） 

機関紙「先駆」再刊２５７号（1972）～○号 

『戦後労働運動史―反帝労働運動の前進のために』（先駆社 1971） 

●レーニン主義青年同盟（Ｌ青） 

『結成宣言・規約』（1971） 

●反軍国主義青学共闘 

●統一労働者同盟準備会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（小寺山康雄、大森誠人、松葉武雄 1969～） 

『構革論総括と戦闘的再生への基本的方向』（統一労働者同盟（準）1970） 

『反体制労働運動とは何か』（大森誠人、松葉武雄・三一新書 1970） 

●自治・連帯・共生の社会主義をめざす政治連合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（９２年） 

機関紙「OP―al」創刊準備号・第１号～１２９号（1992～1995） 

●アクト編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（アクト新聞社・島田清作・小寺山康雄 1997～） 

新聞「市民の政治」第１号～２２４号 

新聞「ＡＣＴ」創刊準備号・第１号～２５８号終刊（アクト新聞社 1995～2006） 

●フロント[社会主義同盟]1987～・・・・・・・・・・・・・・「共産主義革命党」改称・朝日健太郎                 

機関紙「先駆」○号～６５３号（1987～1992） 

月刊『先駆』第６５４号～○号（先駆社 1992～） 

『変革の主体としての社会 復刻』（井波卓一・統社同フロント５０周年記念刊行委員会・先駆社 2013） 

●社会主義統一有志会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２年・春日庄次郎～統社同から分派 

●共産主義者の結集と統一をめざす全国会議・６６年・日共（日本のこえ）+社革新運動+統一有志会 

●共産主義者組織統一準備委員会……………………………………………・・・・・・・・・・・・・・６６年 

会報『共産主義者組織統一準備委員会会報』第１号～７号 

●共産主義労働者党（共労党）―1966～1970・議長―内藤知周、書記長―いいだもも、         

武藤一羊、白川真澄、樋口篤三・春日庄次郎      

機関紙「統一」第２０７号（「新しい路線」改題）～４１３号（編集長―由井誓・休刊・統一新聞社） 

機関紙「人民の戦争」第１号～（共産主義労働者党三里塚現地闘団・・） 

機関紙「スパルタクス」第１号～（共産主義労働者党大阪市大支部） 

機関誌『革命の武装』第１号（共産主義労働者党中央理論委員会 1970） 

季刊『拠点』第１号・２号（栗原幸夫・いいだもも他編集・盛田書店 1969～1970） 

『七〇年闘争への展望 七〇年シリーズ①』（白川真澄・統一新聞社 1969） 

『フランス五月の教訓 七〇年シリーズ②』（武藤一羊・統一新聞社 1969） 
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『七〇年にむかって 七〇年シリーズ③』（いいだもも・統一新聞社 1969） 

『新左翼とはなにか』（武藤一羊編・自由国民社 1970） 

『七〇年への革命的試論』（いいだもも編・三一書房 1968） 

『われらの革命』（いいだもも・勁草書房 1969） 

『現代世界革命と七〇年代』（いいだもも編・東洋出版 1970） 

『プロレタリア世界革命 序説』（いいだもも・三一書房 1971） 

『七〇年代階級闘争の地平 労働者〈反乱〉の原点』（白川真澄・三一書房 1970） 

●民主主義学生同盟（左派）…………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８年 

機関紙「民主主義の旗」～（民学同） 

機関紙「変革の戦士」第１号～（民学同市大支部） 

●プロレタリア学生同盟（プロ学同）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年―民学同の改組 

機関誌『プロレタリア戦線』ＮＯ１～２（プロレタリア学生同盟 1969～） 

機関紙「プロレタリア戦線」第１号～（プロレタリア学生同盟市大支部） 

機関紙「プロレタリア戦線」第１号～（プロレタリア学生同盟京都府委員会） 

機関紙「直接民主主義」第１号～（大阪大学直接民主主義学生戦線） 

『弾劾』（糟谷孝幸虐殺事件告発を推進する会 1970） 

『弾劾』（糟谷孝幸虐殺事件告発を推進する会 1976） 

『昏い死の告知に答えよ集』（岡山大学法学科二の一闘争委員会・コムネの会） 

『抑圧するものすべてに災いあれ』（糟谷君虐殺を許さない会 1976） 

『戦士は土の下でなお詩い続ける ６９戦士糟谷同志追悼講演集』 

                               （糟谷孝幸同志追悼１０周年集会実行委員会 1979） 

●プロレタリア高校生同盟 

●全国高校生闘争連合（全高闘連） 

●共産主義労働者党（赤色戦線派）・・・・・・・・・（７２年・いいだもも・黒木龍思・戸田徹・武藤一羊） 

機関誌『紅旗』創刊号（共産主義労働者党首都圏委員会 1972） 

機関紙「赤火」第１号（通巻４２０号 1973～「赤火」編集局）～ 

機関紙「三星紅旗」第１号～（静岡地区赤色戦線→「三星紅旗」編集局 1975） 

機関紙「現闘通信」第１号～（赤色戦線・三里塚現闘団 中谷津団結小屋） 

『三里塚 勝利と変革の思想』（戸田 徹編・三一書房・・） 

『マルクス葬送』（戸田 徹・青土社 1983） 

『戸田徹遺稿集 彼方へ 霊の解放と革命の夢』（戸田徹遺稿集編集委員会 1985） 

「階級形成論の方法論的諸前提」（黒木龍思・『拠点』第一号 1969） 

「戦術＝階級形成論の一視点」（黒木龍思・『情況』1969） 

「日本革命思想の転生」（上・中・下）（黒木龍思・『情況』1972・73） 

『テロルの現象学  観念批判論序説』（笠井 潔・先品社 1984） 
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●労働運動研究所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年・代表理事―長谷川 浩 

『労働運動研究』第１号～３８４号（編集―由比 誓 1969～2001） 

『労働運動研究』復刊１号～復刊３９号（2001～2014 

●労働者党全国連絡会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年（長谷川 浩・内藤知周・松江澄） 

●労働者党全国協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

機関紙「労働者党通信」第１号～ 

『内藤知周著作集―日本社会主義革命の探求』（内藤知周・亜紀書房 1977） 

●建設者同盟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７年 

機関紙「建設者」第１号～○号（1977～1981） 

●労働者党・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７年・松江澄・原全五 

機関紙「労働者」第１号～７０号（労働者党全国委員会 1975～1981） 

●統一労働者党・・・・・８１年（統一労働者党全国委員会議長―松江澄・労働者党＋建設者同盟） 

●労働者革命組織準備委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

機関誌『労働者革命』第１号～３号 

●労働者党全国委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４年（樋口篤三） 

機関誌『革命の炎』第１号～１０１・１０２号（1972～1983） 

『右翼〈労線統一〉反対・階級的労働運動の構築をめざして』（樋口篤三・柘植書房 1981） 

『めしと相互扶助』（樋口篤三・第三書館 2002） 

『樋口篤三遺稿集』（第１巻「革命家・労働運動家列伝」同時代社 2011） 

『樋口徳三遺稿集』（第２巻「オルグ・労働運動・戦略」同時代社 2011） 

●共産主義労働者党労働者革命派・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２年 

機関紙「労革ニュース」第１号～６号（1972） 

●共産主義労働者党（プロレタリア革命派）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３年（白川真澄） 

機関紙「プロレタリア革命」第１号～ 

『共産主義労働者党と闘争の歴史』（共労党プロレタリア革命派・1973） 

『「第三世界」解放革命との合流のために』（共労党プロレタリア革命派・工人社） 

『「現代世界」と解放としてのみち』（工人社・・） 

『革命の攻勢戦略・序説』（共労党プロレタリア革命派・工人社） 

『潮流をこえた総結集を克ちとりプロレタリアートの党を創造しようー10・30シンポジウムの記録―』 

（1983） 

●共産主義労働者党（全国協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（白川真澄 1973～） 

機関紙「統一」地方合同版第１号～１０号（九州・岡山・大阪・京都・愛知 1972～1973） 

機関紙「統一」再刊準備号～４９２号（工人社 1973～） 

機関誌『蒼生』第１号～○号（共産主義労働者党全国協議会 1981～） 

『世界共産主義革命にむけて われわれの綱領的・戦略的立場』（共労党全国協議会 1985） 

●プロレタリア青年同盟（ＰＹＬ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３年プロ学同の分裂 



 6 

機関誌『コンミューン』第１号～３３号 

ＷＥＢブログ「格差と戦争のＮＯ！」（ＰＹＬ・プロレタリア青年同盟・・） 

機関紙「篝火」第１号～○号（プロレタリア青年同盟三里塚現闘団・・） 

『鉄塔決戦へ』（プロレタリア青年同盟現闘団 1976） 

●三里塚を闘う青年先鋒隊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●自治・連帯・エコロジーをめざす政治グループ蒼生・・・・・・・・・・・・（１９９６年～２０１２年） 

〈共労党（全国協議会）改称・白川真澄、宮部 彰〉 

機関誌『蒼生』第○号～９号（工人社 1996～2001） 

機関紙「グローカル」第４９３号（「統一」改題）～７７４号終刊（工人社～2012） 

『もうひとつの革命 近代批判と現代の思想』（白川真澄・社会評論社 1982） 

『脱国家の政治学 市民的公共性と自治連邦制の構想』（白川真澄・社会評論社 1997） 

●フォーラム９０s・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０～９８年 

『フォーラム９０s』第１号～２１号（フォーラム９０s・1990～1992） 

『月刊フォーラム』２２号～８９号（社会評論社 1992～1997） 

●オルタ・フォーラムＱ……………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８～０５年 

『ＱＵＥＳＴ』第１号～３８号終刊（松岡 到・ロゴス社 1998～2005） 

『希望のオリタナティブ ＱＵＥＳＴからの問題提起』（『ＱＵＥＳＴ』別冊ＮＯ１・白順社 2003） 

●研究所テオリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１２年 

新聞「テオリア」第１号～３８号 

●緑の党・・・・・・・・・・・・・・・・・（1012・長谷川羽衣子・松本なみほ・長谷川平和・中山均） 

●緑の党 グリーンズジャパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2013）                                            

 ニュースレター「緑でいこう」第１号～１７号（1012～） 

●日本のこえ同志会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４年・志賀義雄・鈴木市蔵 

●日本共産党（日本のこえ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（志賀義雄・鈴木市蔵 1964～1967） 

機関紙「日本のこえ」第１号～６０２号（1964～1977） 

●日本のこえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1968～1977） 

●平和と社会主義全国委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（～1998？） 

機関紙「平和と社会主義」第６０３号（「日本のこえ」改題）～１２２９号 

（平和と社会主義編集委員会 1998～1999） 

『獄中十八年』（徳田球一、志賀義雄・時事通信社 1947） 

『みなさんに訴える 共産主義者の良心と信念』（志賀義雄・鈴木市蔵・刀江書院 1964） 

『日本帝国主義について』（志賀義雄・三一書房 1972） 

『志賀義雄選集（１・２）』（五月書房 1991・1992） 

『ドキュメント志賀義雄』（ドキュメント志賀義雄編集委員会・五月書房 1988） 

『平和と社会主義基本文献 一九六四年から一九八一年までの重要決議』（1982） 
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●民主主義学生同盟（民学同）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1963～1982） 

＊機関紙「民主主義の旗」第１号～（１０６号）～３１４号 

（民学同全国委員会・「学生共闘」派 1963～1983） 

機関紙「デモクラット」第１号～○号（民学同市大支部） 

＊機関紙「民学同ニュース」第１号～○号（統一会議） 

機関紙「デモクラート」第１号～７７号（民学同統一会議・「デモクラート」派 1970～）・1970年 

機関紙「コミュニスト・デモクラート」第○号？～ 

＊機関誌『新時代』第１号～２６号（民学同中央委員会・「新時代」派 1973～1985） 

機関紙「新時代」第６２号（「民主主義の旗」改題１号 1975）～２３１号…………・・・・・1975年 

（民学同中央委員会編集局 1975～1985） 

●大阪唯物論研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（小野義彦・・） 

機関誌『知識と労働』第１号～４４号（知識と労働社 1970～1988） 

『戦後日本資本主義論』（小野義彦・青木書店 1963） 

『追悼 小野義彦とその時代 資本主義論争と反戦平和の経済学者』（知人社 1992） 

●大阪学生唯物論研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年・田畑 稔 

機関誌『唯物論』第１号・２号（1969・1970） 

●大阪唯物論研究会哲学部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９年・田畑 稔 

『季報 唯物論研究』第１号～１０４号（汐文社・白石書店 1979～） 

●現代政治研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２年・旧」民主主義の旗」派 

機関誌『統一の理論』第１号～５２号（現代政治研究会・統一の旗新聞社 1982～2000） 

機関紙「統一の旗」第１号～８１２号（現代政治研究会・統一の旗新聞社 1982～2003） 

●民主主義的社会主義運動（ＭＤＳ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2000～旧「民主主義の旗」派    

機関誌『民主主義的社会主義』第５３号（『統一の理論』改題）～ＮＯ７１（ＭＤＳ新聞社・・） 

機関紙「週刊ＭＤＳ新聞」（「統一の旗」改題）第８１３号～１０１２号（ＭＤＳ新聞社 2003～） 

『民主主義的社会主義をめざして～グローバル資本主義との闘い』（ＭＤＳ・統一新聞社 2002） 

●働く青年の全国交歓会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1970） 

●平和と民主主義をめざす全国交歓会（ZENKO）・・・・・・・・・1999「働く青年の全国交歓会」の発展 

●「ピース・ニュース」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧「デモクラート」派   

機関紙・ＷＥＢ「ピース・ニュース」第１号～○号 

●LIVE・ IN ・PEACE☆9＋25・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧「デモクラート」派 

ＷＥＢ「LIVE ・IN ・PEACE☆9+25」 

●労働青年同盟（仮称）準備会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７年旧「新時代」派 

機関紙「労青ニュース」第 1号～○号 

機関紙「青年の旗」第１号～138号（1977～1988） 

●労働青年同盟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８年 

機関紙「青年の旗」第 139号～193号（1988～1994） 
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●アサート編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４年旧「新時代」派   

ＷＥＢ ＡＳＳＥＲＴ（「青年の旗」改題）１９４号～４４５号 

●社会主義労働者同盟（社労同）・・・・・・中村丈夫 66～70社会主義革新運動東京都委員会の分派 

機関誌『新左翼』第１号～ 

機関誌『労働者権力』第１号～４号（社労同通信社 1968） 

機関紙「社労同通信」第１号～１９号（1967～1968） 

機関紙「新左翼」第２０号（「社労同通信」改題）～４５号（1968～1970） 

●日本共産主義学生同盟（共学同）・・・・・・・・６７年・日本共産主義青年同盟の改組（東京・大阪） 

機関誌『占拠』第１号～５号（日本共産主義学生同盟） 

●青年共産同盟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９年 

●共産主義武装行動委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０年 

●社会主義労働者同盟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０年―通称・「赤焔」派（共学同主流派） 

機関紙「赤焔」第４５号（新左翼）改題）～５２号（社会主義労働者同盟 1970～1971） 

●社会主義労働者同盟「新左翼」編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０年＝通称「新左翼」派 

機関紙「新左翼」第４６号～６１号（社会主義労働者同盟「新左翼」編集委員会 1970～1972）） 

●社会主義労働者同盟共産主義委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０年・中村丈夫 

機関誌『労働者権力』第５号（フェニックス社） 

機関紙「曙光」第４６号（「新左翼」改題）～４９号（社労同共産主義委員会・フェニックス社） 

●青年共産主義委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０年・中村丈夫 

機関誌『労働者権力』６号～８号（フェニックス社） 

機関紙「曙光」第５０号～２６５号（青年共産主義委員会） 

『青共委教宣パンフ１ われわれの歩んだ道―社労同～青共委８年史』（1974） 

『青共委教宣パンフ２ 日本の共産主義運動―その歴史的特質』（1976） 

●評議会的変革のための政治委員会・・・・・・………………………………………・・・・・・・・・・・・９２年 

機関紙「曙光」第２６６号～３４５号 

●評議会的変革のための協働委員会（フェニックス・グループ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９年・前田浩志 

機関誌『曙光』第３４５号～４１２号（「曙光」編集委員会・フェニックス社） 

機関誌『２１世紀への置文』第１号～１０号（フェニックス社 1999～2010） 

『置文２１』第１号（「曙光」通巻４１３号「置文」通巻８号）～２９号（「置文２１」編集同人・フェニックス社） 

研究誌『歴史と主体―中村丈夫研究』第１号～３号（2015～2017） 

『歴史主義と政治の主体<研究資料>中村丈夫グラムシ論集』（フェニックス社 2002） 

『未来社会・ソチエタ・レゴラータとグラムシ』（前田浩志、大竹政一、大石和雄・2005） 

『詩碑中村丈夫 共産党から新左翼への七〇年』（中村丈夫追悼集刊行会・彩流社 2008） 

『回想の全共闘運動 今語る学生叛乱の証言』（「置文 21」編集同人・彩流社 2011） 

●活動家集団思想運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（武井昭夫 1969～） 

総合誌『社会評論』第１号～１５６号（小川町企画・・） 
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機関紙「思想運動」第１号～７８６号（小川町企画・・） 

『世界と日本 もう一つの見方』（武井昭夫・小川町企画出版部・新読書社 1983） 

『層としての学生運動 全学連創世記の思想と行動』（武井昭夫・スペース伽那・星雲社 2005） 

●平和と社会主義をめざす学生同盟（平社学同）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1962～1966・大阪市大） 

機関紙「平和と社会主義」第１号～○号 

●統一共産同盟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６６年・「平和と社会主義をめざす学生同盟」改組）                  

機関誌『評議会革命』第１号～７号（史的唯物論研究所～2007） 

機関紙「現代革命」第１号（「平和と社会主義」改題）～４２１号（史的唯物論研究所 1966～） 

機関紙「革新」ＮＯ1～（統一共産同盟大阪市大細胞委員会） 

『わが統一共産同盟の総路線と今日の到達点』（史的唯物論研究所 1983） 

『共産主義の再生 統一共産同盟綱領と規約』（『評議会革命』別冊・史的唯物論研究所 2003） 

『階級形成論 いかにして労働者階級の組織化をすすめるのか』（『評議会革命』第７号 2007） 

『現代革命 縮刷版１』（史的唯物論研究所 1994） 

●労働者共闘・労働運動活動者評議会 

機関誌『評議会運動』第１号～９０号 

●「飛礫」編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３年 

『飛礫』第１号～６５号休刊・別冊第１号～４号（「飛礫」編集委員会・つぶて書房 1993～2014） 

●社会主義統一党………………………………………………………・・・・・・・・・・・・８５年                     

機関紙「社会主義の旗」第１号～２９９号（1985～2010） 

機関紙「火花」第３００号～３５６号（2010～2014） 


