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第二次ブント機関紙「戦旗」総目次                                   

共産主義者同盟・機関紙「戦旗」（第７６号・６６年１０月～第２４９号・７０年 11 月）       

＊「黎明」創刊号～７５号欠 

1966 年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 第７６号（「黎明」改称 10・5）反帝闘総争をプロレタリア日本革命へ（第６回大会報告） 

 第７７号（10・15）十二月全学連再建へ―全再建結成大会の総括とわれわれの任務（学対部） 

 第７８号（10・25）10.21 日教組・国労実力スト決行 

 第７９号（11・5）侵略と抑圧・腐敗の佐藤内閣実力打倒！ 

 第８０号（11・15）11・27 佐藤内閣実力打倒に全力を！ベトナム侵略阻止・公共料金値上反対・ 

 第８１号（11・25）11・27 物価メーデーを戦闘的デモで闘いぬこう 

 第８２号（12・5）全国反戦デモを闘いとろう 12・8 京都、12・9 大阪、12・13 東京 

 第８３号（12・15）全学連再建の歴史的意義 全人民的抵抗戦線の全国部隊へ 

 第８４号（12・25）安保闘争の伝統をにない全学連再建さる  

1967 年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 第８５号（1・5）労働者人民の実力闘争で佐藤自民党内閣を打倒せよ 

 第８６号（1・25）総選挙をめぐる動向 佐藤政府の危機に対し春闘政治闘争の実力体制を（2・ 

 第８７号（2・5）裏切者、斎藤・大内の除名と明大闘争について（2・2 共産同政治局） 

 第８８号（2・15）砂川基地拡張実力阻止！2・26 地区反戦、全学連の総力をあげ現地総決起集会へ 

 第８９号（2・25）3・2 春闘第一波に全力を！ 

 第９０号（3・5）砂川基地拡張阻止 全職場・全学園で宣伝し砂川行動隊を組織しよう 

 第９１号（3・15）佐藤の政治攻勢に、総反撃の準備を 

 第９２号（3・25）都知事選・統一地方選に対するわれわれの態度 

 第９３号（4・5）合理化の嵐をはねかえせ 4・28 沖縄、砂川闘争を 

 第９４号（4・15）労働者学生の力を 4・28 砂川 沖縄 ベトナムへ総結集せよ 

 第９５号（4・25）4・28 沖縄デー 闘う力を総結集しよう 

 第９６号（5・5）全学連、地区反戦の総力を砂川現地闘争へ！ 

 第９７号（5・15）5・28 砂川現地闘争へ全都全国から総結集せよ！ 

 第９８号（5・25）5・28 戦闘的デモで闘いぬこう 

 第９９号（6・5）滑走路前に１万２千人結集 果敢なデモで闘いぬく 

 第１００号（6・15）6・15 安保政治集会に結集しよう  

砂川ベトナムを闘いぬき 70 年安保へ戦列を固めよう 

 第１０１号（6・25）全国労働者学生は 7・9 砂川大集会に総結集せよ！ 

 第１０２号（7・5）砂川闘争の巨大なうねりを！七・九を実力デモで闘いとろう！ 

 第１０３号（7・15）八・六広島集会に対するわれわれの主張 70 年安保と当面するわれわれの任務 

 第１０４号（7・25）東交合理化案に抗し地区反戦・学生、抗戦しぬく 

 第１０５号（8・5）70 年安保 日米反革命同盟の強化を阻止せよ！ 八・六広島集会の課題は何か 

 第１０６号（8・15）２千の青年労働者学生が結集 8・6 広島反戦集会開かる 

 第１０７号（8・25）佐藤訪ベト実力阻止 急速に進む日本帝国主義の侵略と抑圧に抗し、 
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羽田闘争十月ゼネストに驀進せよ！ 

 第１０８号（9・5）10・8 羽田実力闘争へ 佐藤訪べト＝ベトナム侵略加担を許すな！ 

 第１０９号（9・15）10・佐藤訪ベト実力阻止！ベトナム侵略加担を許すな！ 

 第１１０号（9・25９10・8 羽田 全国から全力量を！佐藤訪ベトに）巨大な痛打を 

 第１１１号（10・5）10・8 地区反戦・全学連の総力を結集し羽田実力闘争を闘いぬこう 

・７０年安保から逃亡する社共 革命党の任務と観念左翼の混迷（飛鳥浩次郎） 

 第１１２号（10・15）10・8 羽田闘争 佐藤訪ベト＝侵略加担に巨大な打撃 

10・21 闘争を全大衆の反政府闘争へと発展させよ！（政治局） 

 第１１３号（10・25）11・12 羽田実力闘争に全都全国から総結集せよ！ 

 第１１４号（11・5）11・12 反戦、全学連の総力を羽田へ 

 第１１５号（11・15）ベトナム・安保を闘いぬく反帝統一戦線を発展させよ 

―11・12 闘争の巨大な意義とわれわれの任務 

 第１１６号（11・25）破防法適用への動きを粉砕せよ 日米会談を契機とするベトナム侵略を阻止せよ 

 第１１７号（12・5）羽田・ベトナム・安保 共産主義者同盟大講演会基調報告（要旨） 

 第１１８号（12・15）70 年安保攻撃への路線を設定 臨時国会の沖縄論争 

1968 年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 第１１９・１２０号（1・5）日帝のベトナム侵略と核武装への道＝エンタープライズ寄港を実力阻止せよ 

 第１２１号（1・15）佐世保―首都を両軸とする実力反撃を日本帝国主義・佐藤政権にむけよ！ 

 第１２２号（1・25）エンタープライズ闘争総括と７０年安保―安保体制実力突破・ 

佐藤政府実力打倒・全学連・反戦を全国政治勢力へ！ 

 第１２３号（2・5）2・11 反戦・全学連第三波へ 王子米軍野戦病院開設を長期実力闘争で阻止せよ 

 第１２４号（2・15）中大闘争勝利！野戦病院開設実力阻止！ 

 第１２５号（2・25）関西地区反戦闘いの報告と展望（野崎 進） 

 第１２６号（3・5）日帝の侵略と抑圧に対決し佐藤内閣打倒・安保破棄へ！ 

 第１２７号（3・15）第七回大会で獲得すべきわれわれの政治路線は何か（さらぎ徳二） 

第１２８号（3・25）プロレタリア国際主義の旗をかかげ、無政府主義・解党主義を粉砕し、 

党建設の戦列をさらに強化・前進せよ！共産主義者同盟第七回大会とわれわれの任務 

            ・共産主義者同盟第七回大会報告要旨 

 第１２９号（4・5）成田闘争の転換点をきりひらく－全学連、反戦三千五百名の激闘 

 第１３０号（4・15）4・28 国際反戦ストの昂揚で防衛庁包囲を！ 

 号外（4・22）欠 

 第１３１号（4・25）4・25、4・26、27、28 国際反戦・沖縄ゼネストで、侵略・抑圧・反革命と対決し 

防衛庁・政府中央権力を攻撃せよ！ 

 第１３２号（5・5）第３９回メーデー、７０年安保の戦列をうち固めよ！ 

 第１３３号（5・15）5・13 日米安保協阻止外務省へ大衆的包囲闘争を展開せよ！ 

 第１３４号（5・25）5・26 成田－6・7 沖縄 ASPAC 闘争へ 

 第１３５号（6・5）6・7 革命的反戦闘争の一大高揚を 

 第１３６号（6・15）７０年安保粉砕 6・15 政治集会を成功させ全力をあげて 
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6・21 全学連全国闘争、６月末反戦全学連闘争へ 

 第１３７号（6・25）6・21 全学連駿河台で万余のバリケード集会 ７０年への新局面切り拓く 

 第１３８号（7・5）6・28 大阪 ASPAC 第三波実力で御堂筋突破 

 第１３９号（7・15）プロレタリア国際主義の下全学連の革命的再編をかちとり 

7・27 三木訪豪阻止、８・３国際集会へ！ 

 第１４０号（7・25）全国の全戦闘力を三木訪豪阻止へ！第十九回全学連大会学生運動・・・ 

 第１４１号・１４２号（8・5）・ベトナム革命勝利、安保・ＮＡＴＯ粉砕、１０月国際反戦ゼネストへ 

 ・世界プロレタリア統一戦線・世界赤軍・世界党建設の第一歩を－八月国際反戦集会への提起 

 第１４３号（8・25）先進国・後進国・「労働者国家」の全階級闘争を結合させ世界革命の巨波を！ 

 第１４４号（9・5）基地・反合学園闘争の巨大な波を 10・21 ストへ 

 第１４５号（9・20）全土の基地闘争の火を 10・21 防衛庁へ！日帝打倒・安保粉砕の大道を邁進せよ！ 

 第１４６号（9・27）10・6 全国基地撤去攻勢を 

 第１４７号（10・4）１０月闘争で安保闘争を画期的段階に高めよ！ 

 第１４８号（10・11）10・21 国際反戦スト、防衛庁へ！！ 

 第１４９号（10・18）ストライキの怒涛を防衛庁へ！ 

 号外（10・25）佐藤内閣の騒乱罪適用をはねかえし 11・7 安保粉砕へ更に強大な闘争を 

 第１５０号（11・1）10・21 安保第一波全国闘争への騒乱罪発動をはねのけ 11・7 首相官邸突入へ 

全国総結集せよ 怒涛の進撃、防衛庁再突入！ 

 第１５１号（11・8）全国動員体制をうち固め 11・7 安保第二波とせよ 

 第１５２号（11・15）一月訪米－三月軍事演習の粉砕にむけて全戦線の総点検と強化を 

 第１５３号（11・22）東大・日大・成田闘争を砦に一月訪米阻止戦列を打ち固めよ 

 第１５４号（11・29）10・21 を頂点とする秋期闘争の総括をふまえ 

安保粉砕、12・11 政治集会に結集せよ！ 

 第１５５号（12・6）日帝打倒・安保粉砕 12・11 政治集会に結集せよ！ 

・共産主義青年同盟の建設に向けて（連載） 

 第１５６号（12・13）プロレタリア党建設の飛躍で安保を・・ 

 第１５７号（12・20）職場・地域・学園での攻防を７０年全人民的政治闘争へ 

 第１５８号（12・27）社共ブロックの解体を推進し反帝統一戦線の強化で６９年へ 

1969 年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 第１５９号（1・10）過渡期世界危機の深化と階級形成・党形成の現在的任務（さらぎ徳二） 

 第１６０号（1・17）１５日東大に全国労学総結集を！社学同、安田講堂を防衛し、連日最先端で闘う 

 第１６１号（1・24）東大の死闘に応え、全国の職場学園で占拠を拡大し、 

安保中央権力闘争マッセンストへ邁進せよ 

 第１６２号（1・31）2・4 安保・沖縄・東大・春闘全国統一行動に総力を 

 第１６３号（2・7）本土・現地の安保・沖縄闘争を更なるソビエト運動で 

 第１６４号（2・14）沖縄学園の拡大戦列を地域－学園共闘に糾合せよ 

 第１６５号（2・21）地区反戦の再編強化のために 

 第１６６号（2・28）3・3 京大・阪大・神大・阪市大入試阻止闘争に全国結集しソビエト運動の創出へ・・ 
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           ・全学連のコンミューン型組織への改編を獲得せよ！（日向 翔） 

 第１６７号（3・7）入試阻止を貫徹労学三千、京大に全国結集し官憲の先制攻撃をはねのけ・・ 

 第１６８号（3・14）同盟支配破り、工場占拠！ 

 第１６９号（3・21）中教審答申粉砕へ 

 第１７０号（3・28）全学連臨時２０回大会を反帝統一戦線創出の礎とせよ 

 第１７１号（4・4）4・15 集会に結集し 4・28 戦闘態勢を打ち固めよ 

 第１７２号（4・11）4・28 帝国主義政府中枢占拠をめざし 4・15 政治集会へ！ 

 第１７３号（4・18）4・28 政府中枢－霞ヶ関占拠へ 

 第１７４号（4・25）全国総結集で政府中枢－霞ヶ関占拠へ 

 第１７５号（5・2）戒厳令を突破、巨万の中央権力闘争 

 第１７６号（5・9）７０年安保闘争に占める 4・28 中央権力闘争の革命意義 

 第１７７号（5・26）六月闘争に向け全国結集態勢を確立せよ 

 第１７８号（5・23）破防法・大学立法粉砕し、訪米・ＡＳＰＡＣ阻止へ反帝統一戦線を更にうちかためよ 

 第１７９号（5・30）破防法・大学立法粉砕の高揚を愛知訪米阻止ＡＳＰＡＣ粉砕に牽引せよ 

 第１８０号（6・6）ＡＳＰＡＣ粉砕川奈現地闘争を闘いぬき、6・13 集会へ 

 第１８１号（6・13）安保粉砕・日帝打倒＝プロレタリア独裁樹立をめざし佐藤帝国主義政府実力打倒へ 

 第１８２号（6・20）6・15 闘争の高揚を今秋中央権力訪米阻止闘争へ組織せよ 

 第１８３号（6・27）今秋安保決戦をめざし、２８日全逓新宿、２７日大学立法闘争を闘い抜け 

 第１８４号（7・4）大学立法粉砕・学園闘争勝利・安保粉砕・中央権力学園闘争勝利へ万余の昂揚 

 第１８５号（7・11）解党主義、無政府主義と闘い安保闘争を日帝打倒・世界革命戦争へ（政治局） 

 第１８６号（7・18）わが同盟の再編強化と今秋安保決戦にむけて（上）（政治局・書記局） 

 第１８７号（7・25）わが同盟の再編強化と今秋安保決戦に向けて（下）（政治局・書記局） 

 第１８８号（8・1）１０月中央権力闘争へ ８・４大学立法粉砕緊急闘争・三千名のデモ敢行 

 第１８９号（8・8）10 月中央権力闘争へ、全戦線を打ち固めよ 

 第１９０号（8・22）安保決戦・日帝打倒・世界革命戦争へ、９月４-９日総結集（共産主義青年同盟政治局） 

 第１９１号（8・29）戦闘態勢確立、九月闘争安保決戦の砦に 

 第１９２号（9・5）共産主義者同盟第九回大会報告要旨 

 第１９３号（9・12）9・15 全関東反戦武装行動隊創出せよ！１０月安保決戦への飛躍台 

 第１９４号（9・19）10・21 を基軸に安保決戦・中央権力闘争・佐藤帝国主義政府打倒 

 第１９５号（9・26）10・7 共産同政治集会・・に結集し、安保決戦の総進撃を！ 

            ・今秋安保決戦にソビエト運動の飛躍を実現する反帝統一戦線へ 

 第１９６号（10・3）羽田ｒ闘争二周年・10・10 統一行動、同士望月君の死を悼む 

 第１９７号（10・10）10・21 神田・北大阪から政府中枢抑圧へ 

 第１９８号（10・17）神田結集‐政府中枢抑圧へ、安保粉砕・日帝打倒・世界革命戦争への道 

 号外（10・18）神田結集・政府中枢制圧へ！！ 

 第１９９号（10・24）死力をつくして安保決戦勝利の１１月闘争を 

 第２００号（11・7）機動隊粉砕の戦列で佐藤訪米阻止 

 第２０１号（11・14）―機動隊粉砕・首都制圧―羽田占拠で佐藤訪米を阻止せよ 
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 第２０２号（11・21）戒厳体制破り、赤ヘル軍団蒲田に進撃！七〇年代階級闘争の幕開く 

 第２０３号（11・28）爆弾輸送阻止（山田‐三沢/横田）、１２・１２政治集会結集へ 

 第２０４号（12・5）12・12‐15 東京-大阪政治集会結集、軍団建設で反戦全共闘の再編を 

 第２０５号（12・12）内戦主体の構築をかちとり七〇年代の階級闘争に進撃せよ！ 

 第２０６号（12・19）恒常的武装闘争を牽引する反戦・全共闘へ 

1970 年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 第２０７号（１・９）「疎外革命論」「危機論・戦略主義」を止揚し、革命党の７０年代闘争へ！（政治局） 

 第２０８号（1・16）成田三里塚決戦の継承で安保粉砕へ総進撃を 

 第２０９号（1・23）全軍労・成田闘争の波を拡大し四月闘争へ進撃せよ 

 第２１０号（1・30）現代無政府主義＝赤軍派批判 十月蜂起・国際根拠地論の本質（佐々木和雄） 

 第２１１号（2・6）恒常的武装闘争の質を更に全階級戦線へ 

 第２１２号（2・13）７０年安保春闘に向けて、７０年代階級的労働運動飛躍を 

 第２１３（2・20）安保・沖縄の四月―六月を恒常的武装闘争の新地平へ 

 第２１４号（2・27）七〇年代武装闘争の新地平を切り拓け 

 第２１５号（3・13）社学同組織総括と飛躍の課題（五）－共産主義運動―軍団建設を媒介に 

社学同は共青への飛躍をかちとれ 

 第２１６号（3・20）内戦＝世界革命戦争に向けた恒常的武装闘争を担う反帝戦線を全国に 

 第２１７号（3・27）反帝戦線の組織化を媒介に恒常的武装闘争の政治－軍事を担う共青へ 

 第２１８号（4・3）4・15 政治集会に総結集し、4・28 闘争へ驀進せよ 

 第２１９号（4・10）首相官邸―防衛庁攻撃へ 

 第２２０号－２２１号（4・13・24）首相官邸―防衛庁攻撃！ 

 第２２２号（5・1）内戦―世界革命戦争の七〇年代に向けて進撃せよ 

 第２２３号（5・8）恒常的武装闘争の陣型を打ち固め六月闘争へ 

 第２２４号（5・14）5・29 全国学園ストー六月闘争に邁進せよ 

 第２２５号（5・22）5・29 七〇年代世界革命戦争への飛躍を掲げ「六月」へ 

 第２２６号（5・29）恒常的武装闘争の陣型強化 六月総進撃へ 

 第２２７号（6・5）6・15 防衛庁攻撃闘争、松本礼二・一条信治除名 

 第２２８号（6・12）・6・15 防衛庁攻撃闘争を！侵略反革命の環、自衛隊解体をめざし 

           ・情況派＝松本一派の政治的イデオロギー的解体にむけ（佐々木和雄） 

 第２２９号（6・19）情況・叛旗右派解党主義連合を解体しつくし、連続闘争の成果をふまえ、6・23 へ進撃せよ！ 

 第２３０号（6・26）ロジャース訪日阻止闘争、七月全国反帝戦線結成を 

 第２３１号（7・3）吉本幻想国家論・経済決定論の裏返し誤謬に依拠、叛旗派国家論 

 第２３２号（7・10）7・25-6 日本反帝戦線結成、7・7 盧溝橋３３周年に六千 

 第２３３号（7・17）帝国主義軍隊解体・正規軍創出 

 第２３４号（7・24）帝国主義軍隊解体―正規軍創出にむけ七〇年代を領導する日本反帝戦線を結成！ 

 第２３５号（8・7）日本反帝戦線とともに内戦―世界革命戦争へ 

 第２３６号（8・21）10・21 の成果打ち固め 11・1 自衛隊パレード粉砕へ！ 

 第２３７号（8・28）七〇年代権力闘争への確固たる進撃へ火蓋を！ 
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 第２３８号（8・28）9・19 防衛庁-全国基地解体、・・七〇年台権力闘争進撃へ火蓋を！ 

 第２３９号（9・4）中曽根訪米阻止！六回大会＝旧マル戦派危機論批判 

 第２４０号（9・18）全国に地区叛軍行動委員会を建設し革命の正規軍を創出せよ！ 

 第２４１号（9・18）革命の正規軍を創出せよ！マルクス革命論の本質的解明 

 第２４２号（9・25）帝軍解体・革命の正規軍建設・ソビエト型組織建設 

 第２４３号（10・9）共産同政治集会-10・21 防衛庁闘争へ 

 第２４４号（10・16）10・21 防衛庁闘争。10・15 政治集会基調報告-混迷、分解する階級闘争の再編 

 第２４５号（10・23）10・21 全国反帝戦線千四百余名結集、機動隊の壁を突破-防衛庁攻撃を貫徹 

 第２４６号（10・30）10・21 成果打ち固め、11・1 自衛隊パレード粉砕 

 第２４７号（11・6）11・15 沖縄国政参加選挙粉砕闘争へ 

 第２４８号（11・13）１５日沖縄闘争から叛軍現地闘争へ 

 第２４９号（11・20）錯乱の超主観主義-革労協・社会党解放派批判、12・7ＡＩＦ総決起集会新潟現地へ 
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