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五行歌選集
書　名 コード 本体価格 注文数

恋の五行歌 
　わくわく３５０　

069-5 ¥1,143 

恋の五行歌
　３００のトクントクン 

117-3 ¥800 

恋の五行歌
　キュキュン 200

175-3 ¥800 

子どもたちの五行歌　 074-9 ¥1,143 

旅の五行歌　 073-2 ¥1,143 

五行歌秀歌集 １
　('00 ～ '05)

080-0 ¥2,095 

五行歌秀歌集 2
　('06 ～ '10)　

112-8 ¥2,286 

五行歌秀歌集 3
　('11 ～ '15)

144-9 ¥2,315 

五行歌秀歌集 4
　('16 ～ '20)　

190-6 ¥3,000 

書　名 コード 本体価格 注文数 発行年月
五行歌秀歌集 4
('16 ～ '20)

190-6 ¥3,000 202110

コケコッコーの妻 189-0 ￥800 202109
草千里 188-3 ¥1,200 202107

取引コード：3524　
出版社記号：88208
書店取次　：日販・トーハン・中央社

株式会社　市井社（しせいしゃ）
〒 162-0843
東京都新宿区市谷田町 3-19　川辺ビル 1F
TEL　03-3267-7601

ＦＡＸ
03-3267-7697

ご担当　　　　　　　　様

注文年月日　　　月　　日

草壁焔太著作  五行歌入門書・詩歌論・歌集
書　名 コード 本体価格 注文数

飛鳥の断崖
－五行歌の発見

049-7 ¥1,400 

すぐ書ける五行歌 　　093-0 ¥1,100 

もの思いの論
－五行歌を形作ったもの

097-8 ¥1,429 

誰の心にも名作がある 125-8 ¥1,400 

額田王は生きていた 163-0 ¥1,500 

心の果て 019-0 ¥2,427
川の音がかすかにする 034-3 ¥1,650

海山 072-5 ¥1,905

人を抱く青 133-3 ¥1,400

ISBN978-4-88208-

そらまめ文庫（個人歌集）
書　名 コード 本体価格 注文数

い 1-1 白つめ草
（石村比抄子）

169-2 ¥800 

い 2-1 風滴（唯沢遥） 186-9 ¥800 

お 1-1 だいすき ( 鬼ゆり） 159-3 ¥800 

お 2-1 だらしのないぬく
もり　　　　（大島健志）

161-6 ¥800 

お 3-1 リプルの歌
　　　　　（太田陽太郎）

173-9 ¥800 

か 1-1 おりおり草
　　　　　（河田日出子）

162-3 ¥800 

く 2-1 コケコッコーの妻
（桑本明枝）

189-0 ¥800

こ 1-1 雅　　（高原郁子） 149-4 ¥800 
こ 1-2 紬　　（高原郁子） 158-6 ¥800 
こ 1-3 奏　　（高原郁子） 185-2 ¥800 

そらまめ文庫（個人歌集）
書　名 コード 本体価格 注文数

こ 2-1 幼き君へ
（小原さなえ）

154-8 ¥800 

さ 1-1 五行歌って面白い
（鮫島龍三郎）

157-9 ¥800 

さ 1-2 五行歌って面白いⅡ
（鮫島龍三郎）

164-7 ¥800 

さ 1-3 喜劇の誕生
（鮫島龍三郎）

179-1 ¥800 

な 1-1 詩的空間
( 中澤京華 )

187-6 ¥800 

み 1-1 一ヶ月反抗期
（水源カエデ）

148-7 ¥800 

や 1-1 宇宙人観察日記
（山崎光）

180-7 ¥800 

ゆ 1-1 きっとここ
（ゆうゆう）

171-5 ¥800 
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ISBN978-4-88208-
個人歌集

書　名 コード 本体価格 注文数
踝になみだ（秋葉　澪） 138-8 ¥1,200 
まだまだ大丈夫（アド＆遊子） 183-8 ¥1,200 
ざわめく桜（阿島智香子）　 065-7 ¥1,000 
背中おさないでよ（飯島治雄） 123-4 ¥700 
慈 雨（井椎しづく） 129-6 ¥1,200 
望郷の丘 ( 伊藤赤人）　 071-8 ¥1,715 
草千里（市原恵子） 188-3 ¥1,200
青の音階（伊東柚月） 181-4 ¥1,300 
風に乗って（井戸喜美代） 086-2 ¥762 
過ぎ去りし日々（井戸喜美代） 156-2 ¥1,500 個人歌集
鍋（大本あゆみ） 131-9 ¥1,200 書　名 コード 本体価格 注文数
ナニャトヤラ（大友誠三） 120-3 ¥1,500 コラージュ（漂彦龍） 170-8 ￥1,000
母よ 妻よ（大村勝之） 177-7 ¥1,500 馬ってね…（福田雅子） 142-5 ¥1,200
星月夜（岡田道程） 167-8 ¥1,000 若葉（福家貴美）　 077-0 ¥1,143
パルスだ 情熱だ（岡野忠弘） 078-7 ¥1,715 富士（福家貴美） 105-0 ¥1,143 
2013・♂・66（甲斐原　梢） 126-5 ¥1,200 そ・ら（松山佐代子） 152-4 ¥1,400 
ええねん（かずみ） 132-6 ¥1,200 めざし（間中淳子）　 107-4 ¥700 
雲の上の楽団（神島宏子） 059-6 ¥1,200 プロジェクションマッピング（三葉かなえ） 151-7 ¥1,000 
心（雅流慕） 165-4 ¥1,200 小鳥の道案内（三友伸子）　 079-4 ¥1,143 
ありがとう（川上美也子）　 111-1 ¥1,200 宇宙人に背中おされて（三友伸子）　 147-0 ¥1,500 
女のうた（河田日出子詩集） 098-5 ¥1,429 硝子離宮（南野薔子） 137-1 ¥700 
俺はこわれちゃったんだよ

（河田日出子）
122-7 ¥1,200 この鳩尾へ（水源　純） 052-7 ¥1,200 

机と椅子（河田日出子） 145-6 ¥1,500 ほんとう（水源　純） 061-9 ¥1,000 
花 宙（甘雨） 166-1 ¥2,000 しかくいボール ( 水源　純 ) 134-0 ¥1,000 
神さまもひと休み（工藤真弓） 060-2 ¥1,200 花びらが零れないように（宮澤慶子） 128-9 ¥1,200 
つなみのえほん（くどうまゆみ） 116-6 ¥1,200 心奥のルージュ ( 村岡　遊 ) 136-4 ¥1,200 
ふたりして ( 倉本美穂子） 155-5 ¥1,300 海と生きる（萌子）　 113-5 ¥1,200 
ひまわりの孤独（酒井映子） 　　 119-7 ¥1,200 春が来たよ（萌子） 184-5 ¥1,200 
夫恋い（佐々木エツ子）　　 099-2 ¥1,143 心の軌跡（屋代陽子） 056-5 ¥1,200 
全部愛だった（佐々木祈美） 092-3 ¥1,200 三十年ぶりのおんぶ（柳沢由美子） 176-0 ¥1,200 
芽刻（下瀬京子） 　 115-9 ¥1,200 夜明けの河（柳瀬丈子） 045-9 ¥1,400 
白無垢を着て（詩流久） 153-1 ¥1,500 風の伝言（柳瀬丈子） 104-3 ¥1,143 
それって食えるのか（蛇夢） 124-1 ￥700 波まかせ～旅～（柳瀬丈子） 150-0 ¥1,500 
ウフフ（須賀知子）　 108-1 ¥1,143 風紋 ( 柳瀬丈子） 172-2 ¥1,200 
なの花（其田英一）　 095-4 ¥1,000 横浜の空（山野さくら） 178-4 ¥1,200 
渾身の赤（髙樹郷子） 089-3 ¥1,143 花冠（悠木すみれ） 088-6 ¥1,143 
雫となって（髙地清子） 090-9 ¥1,905 青い金平糖（悠木すみれ） 139-5 ¥1,000 
聴こえる（田上洋治） 085-5 ¥476 薔薇色のまま（遊子） 146-3 ¥1,200 
真珠層（旅人） 168-5 ¥1,200 時の鎖（吉川敬子） 102-9 ¥1,143 
風と出逢う（塚田三郎） 174-6 ¥1,200 く、（芳川未朋） 114-2 ¥1,000 
ほんとうのこと　は（永田和美） 141-8 ¥1,200 
配達員（鳴川裕将） 182-1 ¥500 
ありがとね、ありがとね、ありが
とね（ひまわり）

135-7 ¥1,200 
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