
一橋山岳部＆針葉樹会年表　文献集

1 番号　＝　通年　－　文献欄の数字
2 『針葉樹会報』の（　）内の日付は発行日。但し、年のみ、年月のみの文献がある。
3 戦後の『針葉樹会報』は第61号から「復刊」の文字が消えた。戦前の会報（第61～99号）と区別する為に、号の前に

（復刊）を付加した。

番号 出典、作者、記事
１－１ 『針葉樹』第１号　吉沢一郎「編集後記」

『針葉樹』第６号　吉沢一郎「今から10年前だった」
『針葉樹』第１２号　中川孫一「奥野綱重氏の追憶－山岳部創立の頃の彼－」
『針葉樹会報』（復刊）第76号（1991.2.28）　吉沢一郎「松木の謙ちゃん」
『針葉樹会報』復刊第34号（1972.9）　金田近ニ「中川孫一と一橋山岳会の創立」
『針葉樹会報』（復刊）第97号（2002.11.25）　堀岡　清「当時の山と人」

１－２ 『針葉樹会報』復刊第34号（1972.9）　中川孫一「日本アルプス紀行」
１－３ 『針葉樹』（復刊）第76号（1991.2.28）　吉沢一郎「松木の謙ちゃん」
３－１ 『針葉樹会報』（復刊）第65号（1985.6.28）　吉沢一郎「身辺雑記－今から58年前－」
４－１ 『針葉樹』第１号　吉沢一郎「岩菅山スキー初登攀」

『山と渓谷』第297号（1963年11月号）
吉沢一郎『山へ』

４－２ 『針葉樹』第１号（年報　Nｒ．１）　矢作太郎「小西俣遭難」
『針葉樹』第１２号　渡辺九郎「追悼：山の矢作太郎－小西俣の遭難－」

４－３ 『針葉樹』（復刊）第77号（1991.11.30）　増山清太郎「「山讃賦」由来」
５－１ 『針葉樹会報』（復刊）第66号（1986.5.19）　山本健一郎「部報と会報あれこれ」
５－２ 『針葉樹』第２号　村瀬和四郎、村尾金二、吉沢一郎「紀文：東北朝日岳」

『針葉樹』第２号　「年報：東北朝日岳へ」
５－３ 『針葉樹』第２号　中島　凞「紀文：北鎌尾根の印象」

『針葉樹』第２号　吉沢一郎「紀文：前穂高北尾根に就いて」
『針葉樹』第２号　「年報：北鎌尾根ト穂高方面」

５－４ 『針葉樹』第２号　松木謙三「紀文：只見川を中心として」
『針葉樹』第２号　「年報：只見川を遡る」

６－１ 『針葉樹』第３号　吉沢一郎「本欄：一月の熊野湯附近（熊野湯を中心としてのスキーツアー）」
『針葉樹』第３号　「年報：熊野湯附及び渋峠より白根越え」

６－２ 『針葉樹』第３号　吉沢一郎「本欄：三月の針ノ木谷と立山越え」
６－３ 『針葉樹』第３号　芋川稔一「本欄：塩見より赤石へ」

『針葉樹』第３号　「年報：赤石山系北部縦走」
６－４ 『針葉樹』第４号　年報「冬季スキー合宿日記（於野沢温泉）」
７－１ 『針葉樹』第４号　手塚春雄・金田一郎「三月の尾瀬」

『針葉樹』第４号　年報「三月の尾瀬スキー登山」
７－２ 『針葉樹』第４号　中島嘉一郎「宝川遡行」

『針葉樹』第４号　年報「宝川笠ヶ岳より柄沢山まで」
７－３ 『針葉樹』第４号　磯野計蔵「八ツ峰行」

『針葉樹』第４号　年報「剣、八ツ峰」
７－４ 『針葉樹』第４号　横倉吟三郎「小槍」

『針葉樹』第４号　年報「小槍」
７－５ 『針葉樹』第５号　記録第１部「＜北アルプス＞白馬岳」
７－６ 『針葉樹会報』第70号（昭和13年2月10日）　増山清太郎「針葉樹会10年史稿（一）」

『針葉樹会報』（復刊）第92号（2000.11.30）　山本健一郎「増山さんと柿原さん」
８－１ 『針葉樹』第５号　吹原不二雄「紀文：武尊山と其の附近」

『針葉樹』第５号　記録第１部「＜上越国境方面＞早春の赤城武尊山行」
８－２ 『針葉樹』第５号　吹原不二雄「紀文：武尊山と其の附近」

『針葉樹』第５号　記録第１部「＜上越国境方面＞武尊山」
８－３ 『針葉樹』第５号　記録第１部「＜北アルプス＞霞沢岳、明神岳、涸沢行」

『針葉樹』第５号　横倉吟三郎「雑記：明神岳へ」
８－４ 『針葉樹会報』（復刊）第92号（2000.11.30）　山本健一郎「追悼－増山さんと柿原さん」

『針葉樹会報』第7１号（昭和13年3月10日）　増山清太郎「針葉樹会10年史稿（二）」
８－５ 吉沢一郎『登行記』
８－５ 『針葉樹会報』第72号（昭和13年3月29日）　増山清太郎「針葉樹会10年史稿（三）」
９－１ 『針葉樹』第５号　記録第２部：「北アルプス、１月の槍平と槍ヶ岳」

　　　　　　　　　　　紀文：「１月の槍平と槍ヶ岳」手塚晴雄
９－２ 『針葉樹』第５号　吹原不二雄「紀文：武尊山と其の附近」

『針葉樹』第５号　記録第２部「＜上越国境方面＞武尊山」
９－３ 『針葉樹』第６号　紀文：堀岡清「鹿島槍ヶ岳」

　　　　　　　　　　　記録：「北アルプス、鹿島槍ヶ岳」
『山岳』26年1号　磯野計蔵「爺小屋を根拠とする冬の鹿島槍岳」
『針葉樹会報』復刊第16号　堀岡　清「鹿島槍ヶ岳の積雪期登山－磯野さんのこと」

９－４ 『針葉樹会報』第72号（昭和13年3月29日）　増山清太郎「針葉樹会10年史稿（三）」
９－５ 『針葉樹会報』（復刊）第66号（1986.5.19）　山本健一郎「部報と会報あれこれ」

１０－１ 『針葉樹会報』（復刊）第60号（1981.12.15）　増山清太郎「部室５０年--建設経過を中心に」
『針葉樹会報』（復刊）第60号（1981.12.15）　勝田有恒「国立の緑の中の既得権」
『針葉樹会報』（復刊）第89号（1999.10.25）　増山清太郎「部室５０年--建設経過を中心に（再掲載）」
『一橋山岳部々報』第４号　高瀬進三「部室建設事業報告　-- そのニ --」
『一橋山岳部々報』第５号　高瀬進三「部室建設事業報告　-- その三 --」

１０－２ 『一橋山岳部々報』第６号　打橋寿郎「小橋君の遭難を語る」
１０－３ 『針葉樹』第1号　藤島敏「一橋山岳部に寄する」

『針葉樹』第1号　松崎武雄「山讃賦」
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番号 出典、作者、記事
『針葉樹会報』（復刊）第77号（1991.10.30）　増山清太郎「「山讃賦」由来」

１１－１ 『針葉樹』第６号　紀文：鈴木英雄「乗鞍を越えて飛騨へ」
　　　　　　　　　　　記録：「北アルプス、乗鞍岳」

１１－２ 『針葉樹』第６号　紀文：高見　要「北ノ又川入り」
　　　　　　　　　　　記録：「上越国境・日光方面、北ノ又川」
　　　　　　　　　　　紀文：「１月の槍平と槍ヶ岳」手塚晴雄

１１－３ 『針葉樹』第７号　記録：「上越国境・日光方面、谷川本谷遡行」
１１－４ 『針葉樹』第７号　記録：「北アルプス、昭和7年　立山～第二次　上高地ベースキャムプ日誌」

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「一橋山岳部の初期10年　珠玉山行記録十選⑩」
１１－５ 『針葉樹』第７号　記録：「スキー合宿、昭和7年　冬期スキー合宿」
１２－１ 『針葉樹』第７号　記録：「上信越国境方面、昭和8年　神楽峯」
１２－２ 『針葉樹』第７号　記録：「北アルプス、昭和8年　白馬より上高地～上高地ベースキャムプ日誌」
１２－３ 『針葉樹』第７号　記録：「スキー合宿、昭和8年　冬期スキー合宿」
１３－１ 『針葉樹』第７号　記録：「八ヶ岳方面、昭和9年　冬の八ヶ岳」
１３－２ 『針葉樹』第８号　記録：「北アルプス、昭和9年　鹿島槍天狗尾根」

『針葉樹』第８号　紀文：「鹿島槍ヶ岳東面、＜３、荒沢に就いて　小谷部全助　４、天狗尾根　森脇芳之＞」
『針葉樹』第８号　雑記：小谷部全助「Ｎ君の遭難に関係して」

１３－３ 『針葉樹』第８号　記録：「北アルプス、昭和9年　鹿島槍ヶ岳東尾根」
『針葉樹』第８号　紀文：「鹿島槍ヶ岳東面、＜２、東尾根　鷹野雄一＞」

１４－１ 『針葉樹会報』特別号（昭和9年10月20日）　故宮川雄二郎君追悼号
１４－２ 『針葉樹』第８号　紀文：「檜山沢入り四月の飯豊山」
１４－３ 『針葉樹』第８号　記録：「北アルプス、昭和10年　カクネ里より鹿島槍ヶ岳」

『針葉樹』第８号　紀文：「鹿島槍ヶ岳東面、＜５、カクネ里　小谷部全助＞」
１４－４ 『針葉樹』第８号　記録：「南アルプス、昭和10年　北岳バットレス」

『針葉樹』第８号　雑記：「北岳バットレス行　鷹野雄一」
１４－５ 『針葉樹』第８号　記録：「北アルプス、昭和10年　槍、穂高～上高地天幕生活」
１４－６ 『針葉樹』第８号　記録：「北アルプス、昭和10年　錫杖烏帽子岩」

『針葉樹』第８号　雑記：「錫杖岳　小谷部全助」
１４－７ 『針葉樹』第８号　雑記：「團衛谷　望月達夫」

『針葉樹』第８号　記録：「北アルプス、昭和10年　團衛谷を下り天上沢を上る」
『山岳』　30年2号（日本山岳会）　吉沢一郎「團衛谷を滑る」

１４－８ 『針葉樹』第８号　雑記：「秩父三題」
１４－９ 『針葉樹』第８号　記録：「秩父方面、昭和9年　奥秩父山小舎生活」
１４－10 『針葉樹』第９号　記録：「昭和10年度、大樺小舎生活（北岳バットレス）」
１４－11 『針葉樹会報』（復刊）第77号（1991.11.30）　望月達夫「小林重吉の思い出」
１４－12 『針葉樹』第９号　記録：「昭和10年度、鳳凰山地蔵岳」
１４－13 『針葉樹』第９号　記録：「昭和10年度、北岳バットレス（第３、5尾根）」

『針葉樹』第８号　「厳冬の北岳バットレス　３、登攀報告　第一次登攀　小谷部全助」
１５－１ 『針葉樹』第９号　記録：「昭和10年度、野呂側遡行　仙丈岳　小谷部全助」
１５－２ 『針葉樹』第９号　記録：「昭和11年度、鹿島槍荒沢奥壁」
１５－３ 『針葉樹』第９号　記録：「昭和11年度、穂高涸沢合宿」

『針葉樹』第９号　「夏の涸沢合宿から　柿原謙一」
『針葉樹会報』（復刊）第64号（1984.12.21）　柿原謙一「東京商大一橋山岳部の昭和11年前后」

１５－４ 『針葉樹』第９号　記録：「昭和11年度、大樺小舎生活（北岳バットレス第1、第４、第5尾根）」
１５－５ 『針葉樹会報』第61号（昭和11年11月20日刊）　「追悼　関根　修君（故人略歴と12名の追悼文」
１５－６ 『針葉樹』第９号　「厳冬の北岳バットレス　３、登攀報告　第二次登攀　小谷部全助」

『針葉樹』第９号　記録：「昭和11年度、北岳バットレス及び北岳間ノ岳」
１５－７ 『針葉樹会報』第63号（昭和12年4月20日刊）　金田一郎「故中島嘉一郎君追悼録「菰野菊」発行に就いて」

『針葉樹会報』第67号（昭和12年9月20日刊）　吉沢一郎「「菰野菊」の読后感て」
『針葉樹会報』第67号（昭和12年9月20日刊）　望月達夫「「菰野菊」を読んで」

１６－１ 『針葉樹』第９号　「三月の鹿島槍荒沢奥壁　小谷部全助」
『針葉樹』第９号　記録：「昭和11年度、遠見尾根より鹿島槍荒沢奥壁及び五龍岳」
『針葉樹会報』（復刊）第75号（1990.6.25）　宮城恭一「小谷部全助、森川眞三郎両畏兄の追想」

１６－２ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、甲斐駒摩利支天南稜」
１６－３ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、剱沢合宿」
１６－４ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、剱沢より薬師、槍へ」
１６－５ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、南沢より烏帽子、槍縦走」
１６－６ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、針の木越え、大滝山越え」
１６－７ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、上高地天幕日誌、奥又白生活」
１６－８ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、奥又白生活」
１６－９ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、徳沢小舎生活」

『針葉樹』第１０号　「前穂高東面について　２、登攀及び行動　Ｃ　積雪期の奥又白」
　　　　　　　　　　　　　　２、登攀及び行動　Ｃ　積雪期の奥又白　（１）1937年冬の試み
　　　　　　　　　　　　　　３、雪崩に就いて

１６－10 『針葉樹会報』第69号（昭和12年12月31日）　柿原謙一「山岳部創立15週年記念晩餐会の記」

『針葉樹会報』第69号（昭和12年12月31日）　「山岳部報告　（９、１０、１１月）」
１７－１ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、奥又白生活（徳沢合宿に引続き）」
１７－２ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和12年度、前穂高東壁」

『針葉樹』第１０号　「前穂高東面について　２、登攀及び行動　Ｃ　積雪期の奥又白」
　　　　　　　　　　　　　　２、登攀及び行動　Ｃ　積雪期の奥又白　（２）1938年春の登攀
　　　　　　　　　　　　　　４、凍傷に就いて

１７－３ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和13年度、涸沢合宿、涸沢生活」
１８－１ 『針葉樹』第１０号　記録：「昭和13年度、岳川谷生活」
１８－２ 『針葉樹』第１１号　「『１０号』以後の歩み　昭和14－15年　山田亮三」

倉知敬編『山田亮三山行譜』　（1990年1月）
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番号 出典、作者、記事
１８－３ 『針葉樹会報』第87号（昭和15年1月31日）　山田亮三「瀧谷第四尾根の登攀（１２月）」

『針葉樹会報』第88号（昭和15年3月15日）　「山岳部報告　(8)穂高瀧谷行」
『針葉樹会報』（復刊）第73号　（1989.7.1）　山田亮三「滝谷第四尾根の登攀」（転載）

１９－１ 『針葉樹会報』第90号（昭和15年6月10日）　根本　大「雪洞より槍へ」
『針葉樹会報』第90号（昭和15年6月10日）　山岳部報告　(3)横尾本谷より槍ヶ岳」
『針葉樹』第１１号　「『１０号』以後の歩み　昭和14－15年　山田亮三」

１９－２ 『針葉樹』第１１号　「『１０号』以後の歩み　昭和14－15年　山田亮三」
倉知敬編『山田亮三山行譜』　（1990年1月）

１９－３ 『友田純一君追悼録』　（1941年7月18日）
『針葉樹会報』第9１号（昭和15年11月30日）　宮城恭一「友田純一君遭難顛末」
『針葉樹会報』（復刊）第77号（1991.11.30）　宮城恭一「山の遭難と西川先生と」

２０－１ 『針葉樹』第１１号　「『１０号』以後の歩み　昭和16－17年　小林茂雄」
『針葉樹会報』第92号（昭和16年6月1日）　山岳部報告　記録　○遠見尾根天幕生活」

２０－２ 『針葉樹会報』第98号（昭和17年5月30日）　「一橋山岳部記録」
『針葉樹会報』（復刊）第77号（1991.11.30）　久保孝一郎「半世紀ぶりの慰霊山行」

２０－３ 『針葉樹会報』第98号（昭和16年10月25日）　山岳部報告　記録　○剱沢生活」
２０－４ 『針葉樹会報』第98号（昭和16年10月25日）　山岳部報告　記録　○五色ヶ原より徳沢」
２０－５ 『針葉樹会報』第97号（昭和17年3月10日）　細野眞令｢秩父東沢遡行木賊山遭難報告」

『奥秩父　前田・古澤・長沼三君追悼録』　（1943年10月18日）
２１－１ 『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「一橋山岳部　1939.7～1953.3　山行記録」
２１－２ 『針葉樹会報』第110号（2007.10.26）　中村讃治「昭和17年度夏合宿」

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「一橋山岳部　1939.7～1953.3　山行記録」
２２－１ 『針葉樹会報』第100号（2004.1.21）　中村讃治「八ヶ岳行」

　　　　　　　　　　　　　　　　（石井左右平｢針葉樹会報戦後復刊の頃のこと　中村讃治のリポート）
２３－１ 『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「一橋山岳部　1939.7～1953.3　山行記録」
２４－１ 『針葉樹会報』（復刊）第89号（1999.10.25）　山崎　擴「戦争で部室を閉じた頃」

『針葉樹会報』第11１号（2008.1.29）　山崎　擴「むかし話　終戦までⅡ」
２７－１ 『針葉樹会報』復刊第89号（1999.10.25）　中村正司「新部室の絵」
２７－２ 『故山中健雄君追悼録　谷川岳』　（昭和24年１１月）
３０－１ 『針葉樹会報』第114号（2009.4.10）　石原　脩「「針葉樹１１号」の前夜」
３０－２ 『針葉樹会報』第113号（2008.12.8）　中村正司「旧制最後の山岳部時代」

『針葉樹会報』第114号（2009.4.10）　石原　脩「「針葉樹１１号」の前夜」
３１－１ 『針葉樹会報』復刊第1号（1952.9.1）　「山岳部報告（7月）」

『針葉樹会報』第113号（2008.12.8）　中村正司「旧制最後の山岳部時代」
３１－２ 『針葉樹会報』復刊第20号（1967.10.31）　中村正司｢大田先生の夏合宿｣
３１－３ 『針葉樹会報』第100号（2004.1.21）　石井左右平「針葉樹会報戦後復刊の頃のこと」
３２－１ 『針葉樹会報』第114号（2009.4.10）　石原　脩「「針葉樹１１号」の前夜」
３２－２ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和28年度（1953.4－1954.3）　剱沢合宿」
３２－３ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和28年度（1953.4－1954.3）　夏山縦走（剱－槍」
３３－１ 『針葉樹』第１１号　二つの春山合宿　☆岳川よりコブ尾根・畳岩尾根・奥穂・前穂・西穂稜線
３３－２ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和29年度（1954.4－1953.3）　奥又白合宿」
３３－３ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和29年度（1954.4－1953.3）　涸沢合宿」
３３－４ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和29年度（1954.4－1953.3）　夏山縦走（その１）涸沢－船窪」
３３－５ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和29年度（1954.4－1953.3）　夏山縦走（その２）」
３３－６ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和29年度（1954.4－1953.3）　冬山合宿」
３３－７ 『針葉樹』第１１号　「記録　昭和29年度（1954.4－1953.3）　冬期スキー合宿」
３４－１ 『針葉樹』第１１号　二つの春山合宿　☆横尾、涸沢より前穂高北尾根
３４－２ 『針葉樹』第１２号　「記録　昭和30年度（4月－31年3月）　剣沢合宿」
３４－３ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　鹿島槍ヶ岳天狗尾根と北壁ピークリッジ -- 昭和30年12月 --」
３５－１ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　明神岳東稜ｰ昭和31年3月－」
３５－２ 『針葉樹』第１２号　「記録　昭和31年度（4月－32年3月）　夏山合宿」
３５－３ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　北岳バットレスｰ昭和31年12月－」
３６－１ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　白馬岳猿倉台地を中心としたバリエーション・ルート -- 昭和32年3月 --」
３６－２ 『岩と雪』１号

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「甘利仁朗　主な登攀記録」
『針葉樹会報』（復刊）第82号（1995.11.21）　甘利仁朗「美しい壁」
『針葉樹会報』（復刊）第82号（1995.11.21）　中村　保「甘利さんと四峰正面壁」

３６－３ 『針葉樹』第１２号　「記録　昭和32年度（4月 -- 33年3月）　夏山合宿」
３６－４ 『針葉樹』第１２号　「記録　昭和32年度（4月 -- 33年3月）　滝谷」

『岩と雪　Ⅱ』　山と渓谷社　(昭和33年11月25日)　　芳野満彦「滝谷グレポン」
『針葉樹会報』（復刊）第68号（1987.2.15）　中村　保「Ｙ中さんのこと－穂高岳滝谷グレポン初登攀－」

３６－５ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　槍ヶ岳から極地法による奥穂高岳登頂 -- 昭和32年12月 --」
３７－１ 『岩と雪』１号

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「甘利仁朗　主な登攀記録」
３７－２ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　剣岳早月尾根 -- 昭和33年3月 --」
３７－３ 『岩と雪』１号　p222

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「甘利仁朗　主な登攀記録」
３７－４ 『針葉樹』第１２号　「記録　昭和33年度（4月 -- 34年3月）　夏山合宿」
３７－５ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　南アルプス北部縦走　三伏峠－北岳　-- 昭和33年12月 --」
３７－３ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　剣岳赤谷尾根から極地法による剣岳本峰、毛勝山登頂ｰ昭和34年3月－」
３８－１ 『針葉樹』第１２号　「記録　昭和34年度（4月－12月）　夏山合宿」
３８－２ 『針葉樹会報』（復刊）第73号（1989.7.1）　望月敏治「谷川岳マチガ沢行 -- 山中健雄君遭難40周年 --」

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「一橋山岳部　1939.7～1953.3　山行記録」
３８－３ 『針葉樹会報』復刊第21号（1968.1.31）　佐野茂雄「奥秩父遭難三君のこと -- 記念碑除幕式に参加して --」
３８－４ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　燕岳から蝶ヶ岳への縦走と大天井からの槍ヶ岳登頂 -- 昭和34年12月 --」
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番号 出典、作者、記事
３９－１ 『針葉樹』第１２号　「積雪期の合宿　早月尾根より剣岳及び頂上周辺のバリエーション・ルート -- 昭和35年3月 --」

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「一橋山岳部　４．半世紀前の一橋山岳部」
３９－２ 『針葉樹』第１３号　「記録　後立山連峰　鹿島槍・天狗尾根および北壁・荒沢奥壁」

『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「『岳人』148号記録速報欄より転載」
３９－３ 『針葉樹』第１３号　「記録　槍・穂高　穂高岳（夏合宿）」
３９－４ 『針葉樹』第１３号　「記録　剣・黒部周辺　涸沢－笠ヶ岳－針ノ木岳（夏合宿縦走）」
３９－５ 『針葉樹』第１３号　「記録　剣・黒部周辺　黒部川横断（夏合宿縦走）」
３９－６ 『針葉樹』第１３号　「記録　剣・黒部周辺　涸沢－剣岳（夏合宿縦走）」
３９－７ 『針葉樹』第１３号　「記録　剣・黒部周辺　剣岳・チンネと池の谷」
３９－８ 『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　鹿島槍の集中登山」

『針葉樹』第１３号　「記録　後立山連峰　鹿島槍ヶ岳集中（冬合宿）」
『針葉樹』第１３号　「記録　後立山連峰　鹿島槍ヶ岳集中（冬合宿）　＜三、赤岩尾根＞」
『岳人』第204号（1965年3月号）　一ッ橋大学山岳部「爺岳東北面　1960-1961の積雪期」
『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「４．半世紀前の一橋山岳部　爺岳東北面（岳人記事の転載）」

４０－１ 『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　爺岳をめぐって　Ａ　春季五竜岳当面合宿」
『針葉樹』第１３号　「記録　後立山連峰　五竜岳東面（春合宿）」

４０－２ 『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　爺岳をめぐって　２、５月の爺岳偵察行」
『針葉樹』第１３号　「記録　後立山連峰　五竜岳東面」

４０－３ 『針葉樹』第１３号　「記録　剣・黒部周辺　剣岳（夏合宿）」
４０－４ 『針葉樹』第１３号　「記録　剣・黒部周辺　剣－槍ヶ岳－大滝山（夏合宿縦走）」
４０－５ 『針葉樹』第１３号　「記録　剣・黒部周辺　剣－笠ヶ岳（夏合宿縦走）」
４０－６ 『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　爺岳をめぐって　Ｃ　爺岳より針ノ木岳」

『針葉樹』第１３号　「記録　後立山連峰　爺岳東尾根－針ノ木岳（冬合宿）」
４０－７ 『針葉樹』第１３号　「1961年アンデス遠征記録」

『山岳』　57年　（日本山岳会、1963年）
『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「５．海外への発信　1961年ｱﾝﾃﾞｽ遠征」

４１－１ 『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　白馬と中央アルプス　Ａ　白馬岳」
『針葉樹』第１３号　「記録　後立山連峰　拇池より唐松岳（春合宿）」

４１－２ 『針葉樹会報』（復刊）第7号（1963）　「滝谷遭難日記（1962年）」
『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　白馬と中央アルプス　Ａ　白馬岳」

４１－３ 『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　白馬と中央アルプス　Ｂ　中央アルプス縦走（冬期合宿）」
『針葉樹』第１３号　「記録　南アルプス・中央アルプス　中央アルプス縦走（冬合宿）」

４２－１ 『針葉樹』第１３号　「記録　槍・穂高　横尾々根から奥穂高岳（春合宿）」
４２－２ 『針葉樹』第１３号　「四年間の合宿をめぐって　穂高にかえる　Ｂ　５月の穂高周辺偵察行」蛭川隆夫
４３－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　湯又尾根から槍・北穂へ（1964年春山）」
４３－２ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　三年奥又合宿（1964年6月）」
４３－３ 『護美　-富士山清掃始末記－』清富会　（昭和39年9月1日）
４３－４ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　北鎌尾根（1964年度冬山合宿）」
４４－１ 『ごみ　-富士山清掃報告－　２』学生山岳愛好清富会　（昭和40年10月4日）
４４－２ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　一ノ倉沢衝立正面（1967年9月27～30日）」
４４－３ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　涸沢岳西稜から横尾尾根へ（1965年度冬山合宿）」
４４－４ 『針葉樹』第１４号　「海外遠征記録　カラコルム遠征先遣隊　１９６５年夏」

『針葉樹会報』復刊第11号（1965.9.20）　中島　寛「カラコルム遠征準備経過報告」
『針葉樹会報』復刊第14号（1966.8.15）　丸子博之「カラコルム遠征先遣隊報告・その１）」
『針葉樹会報』復刊第15号（1966.9.30）　佐藤之敏「カラコルム遠征先遣隊報告・その２）」
『針葉樹会報』復刊第16号（1966.11.15）　佐藤之敏「カラコルム遠征先遣隊報告・その３）」
『針葉樹会報』復刊第17号（1967.2.15）　佐藤之敏「カラコルム遠征先遣隊報告・その４）」

４４－５ 『針葉樹会報』復刊第12号（1965.12.20）　「針葉樹会だより　ヒマラヤ先遣隊報告会」
４５－１ 『ごみ　-富士山清掃報告－　３』学生山岳愛好清富会　昭和41年10月25日発行
４６－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　双子尾根より唐松、白馬（1967年春合宿）」
４６－２ 『針葉樹会報』復刊第20号（1967.10.31）　太田可夫先生追悼号
４６－３ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　八方尾根よりＡ沢のコルまで（1967年冬山合宿）」
４６－４ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　爺ヶ岳南尾根より鹿島槍ヶ岳及び岩小屋沢岳（1967年冬山合宿）」
４６－５ 『針葉樹会報』復刊第19号（1967.8.1）　中島寛「会務報告」
４６－６ 『針葉樹』第１４号　「海外遠征記録　ヒンズークシュ遠征　1967年度」

山本健一郎編『ロシュ・ゴル氷河の山旅 --  一橋大　東部ヒンズー・クシュ紀行 --』(1968.7.10）、あかね書房、
『山岳』　６３年　（日本山岳会、1969年）
Ｔｈｅ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｗｏｒｌｄ　１９６８／６９
『針葉樹会報』復刊第19号（1967.8.1）　倉知　敬「ヒンズー・クシュ通信（１）」
『針葉樹会報』復刊第21号（1968.1.31）　倉知　敬「ヒンズー・クシュ通信（２）」
『針葉樹会報』復刊第22号（1968.6.30）　倉知　敬「ヒンズー・クシュ通信（３）」
『針葉樹会報』復刊第23号（1968.9）　望月達夫「『ロシュ・ゴル氷河の山旅』を読んで」
『針葉樹会報』第119号（2010.10.28）　倉知　敬「５．海外への発信　1967年ﾋﾝｽﾞｰｸｼｭ遠征」

４７－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　鹿島槍ヶ岳での遭難（1968年5月）」
『針葉樹会報』復刊第22号（1968.6.30）　俵　昭「追悼・中村慎一郎君遭難報告・５月の鹿島槍」
『故中村慎一郎君追悼録』（1970.6.1）

４７－２ 『針葉樹会報』復刊第21号（1968.1.31）　中島　寛「会務報告　１、東沢遭難碑除幕式の件」
　　　　　　　※裏表紙に遭難碑、当日の参加者の写真掲載

４８－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　伊奈谷側から赤石・荒川へ（1969年春合宿）」
４８－２ 『針葉樹会報』復刊第26号（1969.12.10）　大賀二郎「会務報告　◎中島寛、佐藤之敏君歓送会」

『針葉樹会報』復刊第27号（1970.7.15）　中島　寛「エベレスト便り -- 第二次偵察隊 --」
『針葉樹会報』（復刊）第88号（1999.4.26）　佐藤之敏「69年エベレストと中島さん」

４９－１ 『針葉樹会報』（復刊）第93号（2001.3.31）　西牟田伸一「中村慎一郎君レリーフ訪問」
４９－２ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　甲斐駒ヶ岳、赤石沢奥壁の遭難（1970年9月）」

『赤石沢　追悼　橋本明君』　発行　　編集：金子晴彦
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番号 出典、作者、記事
４９－３ 『針葉樹会報』復刊第27号（1970.7.15）　大賀二郎「会務報告」
４９－４ 『1970年エベレスト登山隊報告書　第Ⅰ部　登山報告』　日本山岳会　（昭和47年3月1日）
４９－５ 『針葉樹会報』復刊第33号（1972.7）　平川紀男氏追悼集

『針葉樹会報』（復刊）第72号（1988.10.10）　斎藤正「平川氏追悼山行」
『針葉樹会報』（復刊）第95号（2001.12.26）　平川　茂「平川氏追悼登山」
『針葉樹会報』（復刊）第95号（2001.12.26）　佐藤久尚「平川紀男君レリーフ再訪」

５０－１ 『針葉樹会報』復刊第32号（1972.3）　大賀二郎「中川孫一の遭難とその捜索活動」
５０－２ 『針葉樹会報』復刊第33号（1972.7）　大賀二郎「故中川前会長遺体発見の経過」
５１－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　黒部内蔵助平での現役・ＯＢ合同合宿（1972年5月）」
５１－２ 『針葉樹会報』復刊第34号（1972.9）　中川孫一氏追悼集
５１－３ 『針葉樹会報』復刊第36号（1973.3）　「会務報告　一橋山岳部創立５０周年記念祝賀会（三森茂充）」
５２－１ 『針葉樹会報』復刊第36号（1973.3）　「会務報告　一橋山岳部バッジ製作（三森茂充）」
５３－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　高嵐尾根より黒部源流（1974年春合宿）」
５３－２ 『針葉樹会報』復刊第41号（1974.12）　「会務報告」
５３－３ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　笠ｶﾞ岳から槍ｶﾞ岳（1974年冬合宿）」
５４－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　光岳から赤石岳へ（1975年春合宿）」
５４－２ 『針葉樹会報』復刊第44号（1975.9）　「会務報告　山岳部部室の修理報告（加藤博行）」
５４－３ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　北海道日高および大雪山系（1975年夏）」

『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　中央高地、クワウンナイ（1975年夏）」
５４－４ 『針葉樹』第１４号　「海外遠征記録　インドヒマラヤ　1975年夏」
５４－５ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　五竜岳より爺ケ岳へ（1975年冬合宿）」
５５－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　西穂高西尾根よりロバの耳手前まで（1976年春合宿）」
５５－２ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　白山（1976年冬合宿）」
５６－１ 『針葉樹』第１４号　「海外遠征記録　アフリカ・ケニア山　1977年夏」
５６－２ 『針葉樹会報』復刊第50号（1977.8）　吉沢一郎「Ｋ2を目指して」

『針葉樹会報』復刊第51号（1977.12）　吉沢一郎「Ｋ2行を含めた以後の身辺雑記（一）」
５６－３ 『針葉樹会報』復刊第51号（1977.12）　西牟田伸一「甲斐駒追悼碑建立報告」
５７－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　悪沢岳西面での事故（1978年春合宿）」

『針葉樹会報』復刊第52号（1978.6）　「山岳部事故連絡（藤本記）」
５７－２ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　前穂四峰での事故（1978年夏合宿）」
５８－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　燕、大天井、常念（1979年春合宿）」
５９－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　北岳より塩見岳（1980年春合宿）」
５９－２ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　富士山雪上訓練中の事故（1980年11月）」
５９－３ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　スバリ岳から鹿島槍へ（1980年冬合宿）」
６０－１ 『針葉樹会報』復刊第59号（1981.6.23）　「インドヒマラヤ登山計画　ﾎﾜｲﾄ・ｾｰﾙを目ざして」
６０－２ 『針葉樹』第１４号　「海外遠征記録　インドヒマラヤ　1981年夏」

『一橋大学山岳部インドヒマラヤ登山隊　１９８１　遭難報告』　（1981.10.31）
『追悼　一橋大学山岳部インドヒマラヤホワイトセール峰登山隊三君に捧ぐ』　（昭和58年10月15日）
『白きヒマラヤの巨帆ｰ1981年ホワイト・セール遭難報告書」　（昭和58年11月20日）
『針葉樹会報』（復刊）第79号（1993.8.31）　引地　真「ホワイト・セールへの旅」

６１－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　真砂沢定着（1982年夏合宿）」
６１－２ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　後立山より日本海へ（1982年夏合宿）」
６１－３ 『針葉樹会報』（復刊）第63号（1982.4.7）　岡部寛史「萬濃君慰霊碑除幕のこと」
６１－４ 『針葉樹会報』（復刊）第63号（1982.4.7）　「会務報告」
６２－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　北俣岳から槍ヶ岳（1983年冬合宿）」
６２－２ 『針葉樹会報』（復刊）第64号（1984.12.21）　「中島氏・大塚氏への追悼の辞」
６３－１ 『針葉樹』第１４号　「主要山行記録　爺ガ東尾根から鹿島槍ヶ岳（1984年冬合宿）」
６４－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1985年度」
６５－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1986年度」
６５－２ 『針葉樹会報』（復刊）第67号（1986.10.30）　「会務報告」
６６－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1987年度」
６７－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1988年度」
６７－２ 『針葉樹会報』（復刊）第72号（1988.10.10刊）　「会務報告　細野伸二君遭難事故について（会長　石井左右平）」
６７－３ 『針葉樹』第１５号　「海外での登山活動　ヨセミテ日記」
６７－４ 『岩と雪』 133号 「CHRONICLE」  p.45

『山岳年鑑』 1989
『日本の岩場』　白山書房

６８－１ 日本山岳会学生部『年報８』
『針葉樹』第１５号　「海外での登山活動　ネパール　クスムカンガル峰」

６８－２ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1989年度」
６８－３ 一橋大学一橋山岳部『1988年度下半期活動報告書』　１９．鹿島槍ヶ岳北壁蝶型氷のリボン
６８－４ 『針葉樹会報』（復刊）第74号（1990.1.16）　西牟田伸一「一橋山岳部の現状について」

『針葉樹会報』（復刊）第75号（1990.6.25）　柿原謙一「どうにも分かりませんが」
『針葉樹会報』（復刊）第77号（1991.11.30）　石井左右平「「六年間」」

６９－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1990年度」
６９－２ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1990年度」

『針葉樹会報』（復刊）第76号（1991.2.28）　井上裕之「細野伸二君追悼山行」
６９－３ 『針葉樹会報』（復刊）第75号（1990.6.25）　西牟田伸一「一橋山岳部の存続問題についての報告及びお願い」
６９－４ 『岩と雪』第140号（1990年6月号）　p.48
６９－５ 『針葉樹会報』（復刊）第75号（1990.6.25）　中村　保「玉龍雪山とその周辺」
７０－１ 『針葉樹会報』（復刊）第76号（1991.2.28）　西牟田伸一「一橋山岳部のその後」

『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1989年度」
７０－２ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1991年度」
７１－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1992年度」
７２－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1993年度」
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番号 出典、作者、記事
７３－１ 一橋大学一橋山岳部『1994年度上半期活動報告書』　１１．夏合宿
７３－２ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1994年度」
７４－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1995年度」
７４－２ 『針葉樹会報』（復刊）第81号（1995.2.28）　「会務報告　カカルポラジ偵察隊壮行会」
７４－３ 『針葉樹』第１５号　「海外での登山活動　カカボラジ峰（ミャンマー最高峰）偵察山行」

　（『岳人』1995年7月号　（Ｎo.577）　引地　真「秘峰カカボラジ　半世紀の思いを繫げて」より転載）
『一橋大学山岳会カカボラジ峰登山隊偵察隊報告書」　（1995年4月）

７５－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1996年度」
７６－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1997年度」
７７－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1998年度」
７７－２ 『針葉樹』第１５号　「海外での登山活動　ブータン・ヒマラヤ　5,727m」
７８－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　1999年度」
７８－２ 『針葉樹会報』（復刊）第87号（1999.1.22）　西牟田伸一「部室再建計画の経緯と現状」

『針葉樹会報』（復刊）第87号（1999.1.22）　石原　脩「古き良き部室を悼む」
『針葉樹会報』（復刊）第89号（1999.10.25）　【特集】新部室落成

７８－３ 『針葉樹会報』（復刊）第89号（1999.10.25）　「会務報告　針葉樹総会　▽北穂高沢事故報告
７９－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　2000年度」
７９－２ 『山と渓谷』 2001年4月号 「スペシャル・クロニクル」　p.215
７９－３ 『針葉樹会報』（復刊）第93号（2001.3.31）　山本健一郎「本をめぐって　『深い侵食の谷』」
８０－１ 『針葉樹会報』（復刊）第94号（201.7.26）　「平成13年度針葉樹会総会報告」

針葉樹会学生幹事・一橋山岳部『クライミングウォール整備提案書』　（平成13年5月13日）
８０－２ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　2001年度」
８１－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　2002年度」
８１－２ 『針葉樹会報』（復刊）第97号（2009.11.25）　石原　脩「山岳部創立８０周年記念事業（日本山岳会への寄付）の件
８２－１ 『針葉樹会報』（復刊）第99号（2003.9.10）　中村　保「｢吉沢一郎さんの蔵書 -- アメリカ山岳会へ --｣
８２－２ 『針葉樹会報』（復刊）第99号（2003.9.10）　「平成15年度針葉樹会総会報告｣
８２－３ 『きりぎりす』　12号　（日本山岳会青年部）
８２－４ 『針葉樹会報』第100号（2004.1.21）　中村　保「第六回秩父宮記念山岳賞を受賞して｣
８３－１ 『針葉樹会報』第101号（2004.6.25）　川名真理「新人勧誘作戦　ロシアのコーちゃん入部｣
８３－２ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　2004年度」
８４－１ 『針葉樹会報』第104号（2005.6.6）　中村　保「｢ヒマラヤの東｣三部作完結に思う－ジムとローズ・マリーのこと－」
８４－２ 『山と渓谷』2005年9月号　「スペシャル・クロニクル」p.217～220
８５－１ 『岳人』　715号（2007年1月号）　「登山クロニクル」　p.140
８６－１ 『針葉樹会報』第109号（2007.6.26）　中村　保「アメリカ山岳会報告」
８７－１ 『針葉樹会報』第113号（2008.12.8）　高崎治郎「高尾山（新入部員歓迎懇親山行）」
８７－２ 『針葉樹会報』第112号（2008.6.30）　編集部「中村保さんが王立地理学協会からメダル受賞」
８７－３ 『針葉樹会報』第113号（2008.12.8）　中村雅明「ＨＰ幹事より」
８８－１ 『針葉樹会報』第116号（2009.11.28）　山田秀明「新人歓迎山行」
８８－２ 『岳人』743号（2009年5月号）　「登山クロニクル」　p.131
８８－３ 『岳人』743号（2009年5月号）　「登山クロニクル」　p.132
８８－４ 『針葉樹会報』第115号（2009.6.24）　「近藤泰氏（昭53卒）　妙高山遭難事故速報」

『針葉樹会報』第116号（2009.11.28）　「近藤泰氏　追悼特集」
８８－５ 『針葉樹会報』第114号（2009.4.10）　竹中　彰「針葉樹文庫開設のご案内」

『針葉樹会報』第115号（2009.6.24）　蛭川隆夫「針葉樹文庫見学会報告」
『針葉樹文庫解題』（2009.5.16刊）　一橋山岳会編
『針葉樹会報』第116号（2009.11.28）　竹中　彰「山崎拡氏の遭難報告」

８８－６ 『針葉樹会報』第117号（2010.3.31）　山崎　貫「父の遭難」
８８－７ 『針葉樹会報』第114号（2009.4.10）　竹中　彰「中村保氏、日本山岳会名誉会員に」
８９－１ 『針葉樹会報』第117号（2010.3.31）　「トピック：中村保氏、スポーツグランプリ受賞」
８９－２ 『針葉樹会報』第117号（2010.3.31）　「トピック：針葉樹会が南アルプス市から功績者表彰を受ける」
８９－３ 『針葉樹会報』第121号（2011.6.23）　中村　保「ポーランドから二つの栄誉」
９０－１ 『針葉樹』第１５号　「一橋山岳部活動記録　2011年度」

『針葉樹会報』第122号（2011.10.25）　竹中　彰「新入部員歓迎山行（蝶ケ岳）」
９０－２ 『針葉樹会報』第123号（2012０３３０）　中村　保「ニュージーランド山岳会の名誉会員になる」
９０－３ 『針葉樹会報』第122号（2012.０３３０）　「平成22年度　針葉樹会　総会　③規約改定について」、「針葉樹会会則」
９０－４ 『針葉樹会報』第123号（2012.０３３０）　佐藤　久尚　「アンナプルナ一周トレッキング」
９１－１ 『針葉樹会報』第125号（2012.１１１５）　富士山　竹中　彰　「公募一橋大学生との富士登山」
９１－２ 『針葉樹会報』第125号（2012.１１１５）　富士山　宮武　幸久　「富士登山推進役を終えて」
９１－３ 『針葉樹会報』第124号（2012.０６２１）　「会務報告　針葉樹会臨時総会議事録」
９１－４ 『針葉樹会報』第125号（2012.１１１５）　平成23年度　針葉樹会　総会報告
９１－５ 『針葉樹会報』第126号（2013０２２８）　佐藤　久尚　「インド　ヒマチャルプラディッシュ・ヒマラヤの旅」
９１－６ 『針葉樹会報』第127号（201３０６３０）　中村　保　「未踏の岩峰、禁断の山塊　－四川西部高地２０１２秋－－」
９１－７ 『針葉樹会報』第126号（2013０２２８）　竹中　彰　「夜叉神峠周回路の記念山行」
９２－１ 『一橋山岳会ＨＰ』　国内山行報告　岑　弘卓　「2013年10月13日　中村学校開校記念山行・石割山」
９２－２ 『針葉樹会報』第128号（201３１２１0）　＊＊＊廻り目平山行＊＊＊　（７編）
９２－３ 『針葉樹会報』第128号（201３１２１0）　＊＊＊廻り目平山行＊＊＊　中村　雅明　「廻り目平合宿懇親会（岩根山荘）」）
９２－４ 『針葉樹会報』第127号（201３０６３０）　蛭川　隆夫　「キナバル山紀行」
９２－５ 『針葉樹会報』第127号（201３０６３０）　会務報告　「中村保会員が第2回「梅棹忠夫・山と探検文学賞」を受賞」
９２－６ 『針葉樹会報』第129号（20１４０３２８）　佐藤　久尚　「インド　ザンスカールヒマラヤの旅」
９２－７ 『針葉樹会報』第129号（20１４０３２８）　中村　保　「南チベット　２０１３年秋　ｰｰ悔恨と反省の踏査行－－」
９３－１ 『針葉樹会報』第131号（201４１１１０）　長島　弘賢　一橋山岳部コーナー　「富士山御来光ツアー」
９３－２ 『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2014年11月15日　山岳月刊誌『PEAKS』2014年12月号に一橋山岳部の記事が掲載されました。」
９３－3 『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2014年7月1日　一橋大学で山岳山講習会が行られました。」
９３－４ 『針葉樹会報』第132号（201５０４１０）　小野　肇　「ツール・デュ・モンブラン・トレッキング」
９３－５ 『針葉樹会報』第132号（201５０４１０）　佐藤　久尚　「カラコルムのトレッキングと天山南路バスの旅」
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番号 出典、作者、記事
９３－６ 『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2014年10月18日　中村保さん（昭和33年卒）が国際山岳連盟（UIAA）の名誉会員に選ばれました。」
９３－７ 『針葉樹会報』第132号（201５０４１０）　会務報告　小島　和人　「高谷山周辺の登山道修復作業」
９４－１ 『針葉樹会報』第135号（201６０４１５）　高橋　直道　「キリマンジャロ登頂に回想」

『一橋山岳会ＨＰ』　海外山行報告　高橋　直道　「キリマンジャロ山行記録」
９４－２ 『針葉樹会報』第133号（201５０７１３）　中村　雅明　「ＦＮ短大の記録（2015年２月～５月）
９４－３ 『針葉樹会報』第134号（201５１２１４）　学生の活動　内海　拓人　「北岳夏合宿（２泊３日班）」
９４－４ 『針葉樹会報』第134号（201５１２１４）　学生の活動　大矢　和樹　「北岳夏合宿（１泊２日班）」
９４－５ 『針葉樹会報』第132号（201６０４１５）　会務報告　「平成26年度新年会・臨時総会報告」

『針葉樹会報』第132号（201６０４１５）　会務報告　「国立キャンパス部室の外壁塗装」
９４－６ 『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2015年1月24日　一橋山岳部部室の外壁が再塗装されました。」
９４－７ 『針葉樹会報』第133号（201５０７１３）　小野　肇　「アンナプルナ街道トレッキング」
９４－８ 『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2015年5月26日　一橋山岳部部室の外壁丸太補修が完了しました。」
９４－９ 『針葉樹会報』第134号（201５１２１４）　佐藤　久尚　「スイスアルプス　ハイキング三昧」

９４－１０ 『針葉樹会報』第135号（201６０４１５）　竹中　彰　「北岳バットレス第四尾根への最終挑戦」
９５－１ 『針葉樹会報』第137号（２０1６１２１５）　現役山岳部から　大矢　和樹　「八ヶ岳縦走山行」
９５－２ 『針葉樹会報』第137号（２０1６１２１５）　現役山岳部から　内海　拓人　「夏合宿（常念山脈縦走）」
９５－3 『針葉樹会報』第135号（２０1６０４１５）　『ヒマラヤの東山岳地図帳』　発刊
９５－４ 『針葉樹会報』第136号（２０1６０７１２）　小島　和人　「夜叉神峠・高谷山周辺の登山道整備」

『針葉樹会報』第131号（２０1４１１１０）　中村　保　「山岳地図帳『ヒマラヤの東ーチベットのアルプスとその彼方』について」
『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2014年9月8日　ヒマラヤの東山峰地図集が出版されます。」
『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2016年9月30日　JAC2016年報『山岳』111号に中村保さん自著を語る記事が掲載されました。」

９５－5 『針葉樹会報』第137号（２０1６１２１５）　会務報告　竹中　彰　「針葉樹会会長を辞任して」
『針葉樹会報』第137号（２０1６１２１５）　会務報告　小島　和人　「会長就任のご挨拶」

９５－6 『針葉樹会報』第138号（２０１７０４２０）　岡田　健志　「２０１６年９月　キリマンジャロ紀行]
『針葉樹会報』第138号（２０１７０４２０）　中村　雅明　「キリマンジャロ最高峰　ウフル・ピーク登頂」
『針葉樹会報』第138号（２０１７０４２０）　佐藤　久尚　「キリマンジャロ紀行付記　ダイアモックスと高山病について」

９５－7 『針葉樹会報』第137号（201６１２１５）　小島　和人　「中村保ちさんが「アジア黄金のピッケル賞」を受賞」
『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「2016年12月4日　中村保さん（昭和３３年卒）がソウルでアジア黄金のピッケル翔を受賞」

９６－１ 『針葉樹会報』第139号（２０１７８３０）　小野　肇　「ピレネートレッキングの思い出」
９６－２ 『針葉樹会報』第140号（２０１７１２１４）　学生の活動報告　宮川　純樹　佐々木　豪　「北岳・間ノ岳」
９６－３ 『針葉樹会報』第140号（２０１７１２１４）　学生の活動報告　内海　拓人　「北アルプス　雲ノ平合宿」
９６－４ 『針葉樹会報』第139号（２０１７８３０）　会務報告　平成28年度針葉樹会総会議事録

『針葉樹会報』第140号（２０１７１２１４）　佐藤　周一　「アドバイザーからの報告」
９６－５ 『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「２０１７年10月6日　中村保会員（昭和33年卒）が生涯スポーツ功労者表彰を受賞されました」
９６－６ 『針葉樹会報』第141号（２０１８５２３）　兵藤　元史　「アンナプルナサーキット・半周トレッキング」
９６－７ 『針葉樹会報』第141号（２０１８５２３）　神野　隆　「六甲山－初めての針葉樹会関西懇親山行ー」
９６－８ 『針葉樹会報』第141号（２０１８５２３）　藤原　朋信　「偉大なる平凡＊　宮武の遭難」

『針葉樹会報』第141号（２０１８５２３）　小島　和人　「宮武幸久さんを送る」
『一橋山岳会ＨＰ』　記録・資料　「2018年７月　胡宮武幸久氏遭難関係資料」

９７－１ 『針葉樹会報』第141号（２０１８５２３）　学生の活動報告　内海　拓人　「蝶ヶ岳」
９７－２ 『針葉樹会報』第142号（２０１８１１０２）　一橋大山岳部　井上　仁　「常念合宿記録」
９７－３ 『一橋山岳会ＨＰ』　トピックス　「２０１８年2月10日　故宮武幸久会員のお別れの会が執り行われました。」
９７－４ 『針葉樹会報』第142号（２０１８１１０２）　会務報告　平成29年度針葉樹会総会議事録
９８－１ 『針葉樹会報』第144号（２０１９８３１）　学生の活動報告　松橋　凜太朗　「甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳」
９８－２ 『針葉樹会報』第145号（２０2０２１２）　学生の活動報告　山下　弘喜　「南アルプス中南部縦走（夏合宿）」
９８－３ 『針葉樹会報』第144号（20１９８３１）　小島　和人　「芦安ファンクラブ　創立20周年記念式典に参加して」
９８－４ 『針葉樹会報』第145号（202０２１２）　佐藤　活朗　「ホワイトセール追悼の旅　－三君の足跡を辿って」
９８－５ 『針葉樹会報』第146号（202０６２６）　前神　直樹　「ガルワールトレッキング山行」
９９－１ 『針葉樹会報』第146号（202０６２６）　学生の活動報告　吉田　和麿　「茶臼岳（那須岳）」
９９－２ 『針葉樹会報』第146号（202０６２６）　学生の活動報告　阿部　瑞己　「新型コロナウイルスの山岳部々活動への影響」
９９－３ 『針葉樹会報』第148号（20２０５１５）　学生の活動報告　井上　仁　「部活動報告」
９９－４ 『針葉樹会報』第146号（202０６２６）　岡田　健志　「キナバル山（神山）　ｰ２０２０年の記録－」
９９－５ 『針葉樹会報』第146号（202０６２６）　岡田　健志　「編集後記」
９９－６ 『針葉樹会報』第147号（20２０１２０９）　会務報告　202１年（2020年度）針葉樹会総会報告
９９－７ 『針葉樹会報』第148号（20２０５１５）　三月会通信　２０２０年１２月２１日

１００－１ 『針葉樹会報』第148号（20２０５１５）　学生の活動報告　井上　仁　「部活動報告」
１００－２ 『針葉樹会報』第150号（20225.1５）　学生の活動記録　櫻井かりん　「尾瀬」
１００－３ 『針葉樹会報』第147号（20２０１２０９）　会務報告　202１年（2020年度）針葉樹会総会報告
１０1－１ 『針葉樹会報』第150号（20225.1５）　会務報告　2022年針葉樹会臨時総会兼新年会報告
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